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Stephen Crane の “T heT hird V iolet” につ いて

各 務 鋭 三

110

岐阜大学教養部英文 研 究 室

H
■ ■ φ

Hitchcock begged Crane to think over the novel beforeit wasprinted, being dubious

28

作品 「TheThird Violet」 の製作の時期は, 「Maggie」 「TheRed Badgeof Courage」

に遅れ, 「TheOpen Boat」 「TheBlueHotel」 よ り早い。 この作品は, 代表作品の間に

挾まれ, 且その特質上, 兎角批評の対象外におかれるとい う二重の不幸を蒙って来た。

第一に, この作品は, グレイ ンが得意とするセッテイ ソダを持だない。 「Maggie」 におけ

るス ラム街, 「TheRed Badgeof Courage」 における戦場, 「TheOpenBoat」 における

荒れ狂 う海とい う ようにレ ク レイ ソの代表作が, 多 く の場合, 特殊な環境, 一種の極限状況

が選ばれているのに反し, この作品は, そのような特殊なセッ テイ ソダを持だない。

第二に, 彼は始めから死にかけていたと云われるように, グレイ ンの作品は, 死の恐怖

が, 人間の行動を決定する基本的な動機と して描かれ, 或は, 自然主義的パタ ンを 軸 と し

て, 物語が展開す るのを常と した。 しか しこの作品は, 一見芸術的危機感, 即ち実験的な野

心を欠いて, やすやすと描き上げられた一種の lovestoryであると考えられる。

第三に, グレイ ン自身, この作品にふれ, 出版社 AppletonandCompanyの編集者 Ripley

Hitchcock宛の手紙のなかで, 次のように語っている。 -

T he T hird V iolet is a quiet little story but then it is serious work.1)

これは, 作品 「TheThird Violet」 が, グレイ ンにとって, 決 して片手間の作品ではなか

った こ とを示 している。

第四に, この作品は, 今日まであまり厳密な批評の対象にされて来ていない。 これは, 夕

レイ ソに自然主義者とい う レッ テルを貼った批評家達が, 作品の所遇に困ったための無視だ

とも考え られるが, 他方グレイ ン自身も, 親友 William BrooksHawkins宛の手紙のなかで,

この作品の出来栄えについて, 自信が持てないと漏らしている。

l am not sure that it is any good. lt is easy workバ can finish a chapter each day.

l want you to see it before it goes to the Appletons.2)

更に後半に至って, グレイ ンは, この作品に対してもっ と否定的となっている。

第五に, 「TheRed Badgeof Courage」 によって文学的名声を獲得した グレイ ンは, 精

神的焦燥や経済的不安から解放されて, のびのびと自由な筆さばきで, この作品を書き上げ

たと考えられる。 それ故却って , この作品のなかに, グレイ ンの特質が, シャープに表現さ

れているかも知れないとい う期待がある。

以上の諸点を手掛りと して, 作品「TheThird Violet」へのアプローチを試み, この作品が,

グレイ ン文学全体のなかで, 一つの位置を占め得る作品であるかどうかを考察したいと思 う。
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about it. Crane admitted that many scenes were too compressed/ ’but the story had

appeared as a serial and it was ‘dishonest’ to change the thing now that it had been

offered to readers. ”3)

ここか ら, 作品 「TheThirdViolet」 をめぐって Hitchcock と Crane, 就中グレイ ンの

態度が鮮かに浮び上って来る。 即ち二つのこ とが明らかになる。

第一に, この作品は, 単行本と してではな く , 最初雑誌に (1896年11月の或る期間) 連載

された とい う こ とがわかる。 そ して翌1897年にブ ッ ク ・ フ ォームと して出された。

第二に, 場面の多 くが toocompressed であるこ とを認めながら, 一度連載されたものを

修正するのは, 誠実でないと ク レイ ソはみた。 しかしも し toocompressed とい う点が, 作

品のウィーク ・ポイ ン トであると真に感得しているな らば, グレイ ンの場合, 自らの芸術的

良心から, 躊躇な しに修正を試みた と考え られる。 それ故 toocompressed とい う点を 自認

しながら, 敢て修正をほどこさなかった と ころに, この作品に真向う グレイ ンの方法意識に

対する強い自負があった と考えられる。 この二つの点は, 作品 「TheThird Violet」 へのア

プ l==・- チにとって, かな り重要な側面を持って来る。

Ⅲ

一体, グレイ ンは, この作品において, 何を意図したか, このことのために, Hitchcock

宛の手紙のなかにある, 次の言葉をみたい。

T he story is working out fine. 」 : have made seven chapters in the rough and they

have given me the proper enormous interest in the theme.4)

この手紙の文句にょれば, 第7章にまで来たとき, グレインは, テーマ的感興に強く突き

動かされたようである。 第 7章は, 第 6章の終 りの部分を承けて, ひと と ころ際立った場面

を示す。即ち滝 と伝説にまつわる岩のみえる牧歌的風景を前に して, ヒーローの Hawkerが,

ヒ ;=1イ ソの Fanhan に向って, 岩にまつわる伝説 (thelegend of thoserocksyonder) を

静かに物語る場面である。 今, 作品からの引用によって, Hawker の物語る伝説をみよう。

Once upon a time there was a beautiful lndian maiden, of course. And she was, of

course, beloved by a youth from. another tribe who was very handsorne and stalwart

and a mighty hunter, 0f course. But the maidenS father was, of course, a stern old

chief, and when the question of hisdaugher’smarriagecameup, he, of course, declared

that the maiden should be wedded only to a warrior of her tribe.

And of course, when the young man heard this he said that he would, of course,

ning himself headlong from that crag. T he old chief was, of course, obdurate, and,

of course, the youth did, of course, as he had sa吐 And, of course, themaiden wept.5)

以上 Hawker の語る伝説の内容は, 頗る ロマンティッ クなものである。 このと ころで, グ

レイ ンは, 作品に対するテーマ的感興を呼び起された と考えられる。

更に, この作品の題名について考えてみたい。 この作品は, 後に今の TheThird Violet

と改題されたが, 最初 TheEtemal Patience とい う題であった。 抽象的な題から, 表象的

な題に変ったが, この TheEternal Patienceは, 第 7章に示された岩の伝説の内容とオー・バ

ー ・ ラ ップして, この作品にこめられた グレイ ンの意図をかな り適確に暗示していると考え

られ る。 Etemal Patience とい う十字架を負わ された ロマ ンティ ッ クな love story- これ

が, この作品のなかで, グレイ ンが描こ う した意図である。 グレイ ンは, これを どのような

29
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この作品は, 33章から成 り立ち, 第 1章から第18章までが前半で, 舞台は山の中におかれ

る。 後半は, 第19章から第33章, 舞台はニューヨークとなる。 少し筋を追ってみよう。

山の中にある小さな駅に汽車がとま り, プラ ッ ト ・ フォ ームは, ひと しき雑踏する。

Hawker とい う男は, 汽車から降 りると き, 自分の画架をあやまって, ひと りの小さな男

の子の頭にぶっけて しまう。 突然彼の肩口で女の声が聞えだ。 「ヘムロック ・イ ソ行の車は

どれで し ょ うか」 同じ方角だったので, Hawker は, その女性と同乗する。 彼女達一行のな

かに, 先程の男の子の顔がみえる。 この女性がヒ ロイ ン Fanhall である。 これが第 1章であ

る。 グ レイ ンは , 子供 の汚れ な い 眼 を 通 し て , 大 人 の世界 を 対比 的 に描 き上 げ る視 覚的感 覚

的方法を巧 く試みるが, この作品の冒頭にあらわれる男の子は, 出逢いへの導入以上の積極的

な働きを持つていない。 ニューヨークにいた と き, この夏ヘムロッ ク ・イ ソで過ごす と云っ て

いた作家の Hollanden と, 朝そのヘムロツク ーイ yの近 くで逢 う , 絵を描こ う と して, 山の

中にある郷里に戻って来た Hawkerは, 突然このとき 「何故きみは ファンフォール嬢と結婚

しないのか」 と Hollanden に云われてびっ く りする。 このと きまで Hawker は, あの女性

がFanha11 とい う名前であるこ とを知 らない し, その上 Hollanden と Fanha11 との間の説

明は何一つな されていないので, われわれ読者乱 この飛躍的暗示的な導入にやや驚かされ

る。前後を省略 して一気に状況を作 り上げるテクニッ クは, このと ころでは「TheOpenBoat」

の冒頭における成功程には効いていない。 やがて Hawker は, 山の中にあるホテルに, 避暑

と保養のために訪れたこの Fanhallに恋愛する。 Fanha11が, 夏のホテルから帰って行 く と,

Hawker もまた , ニューヨークに戻る。 こ こまでが前半である。

後半の舞台は, ニューヨークで, 前半の牧歌的な トーンに対して, 都会的日常的でスピー

ディな感 じを与える。 後半の冒頭の第19章は, 貧乏画学生 Wrinkles, Warwickson (Great

Grief) , Pennoyerの三人が, 戸棚に卵 2つと半切れのパンしかな く て食事に困っている とこ

ろに, モデル女 Florinda が, その部屋に飛び込んで来る と ころか ら始まる。 後半では ヒ ロ

イ ンの FanhaH は殆ど舞台の前面に姿をあらわさない。 その代 りにモデル女 Florinda が登

場して, Hawker に対する愛が, 物語を展開させている。 その間に画学生達の生活がスケッ

チされる。 レス トラ ンで画家の Lucian Pontiacが, Florinda のこ とを , 恰好のいい腕 と手

首を持った素晴 らしいモデル女だと褒め, your girl Florinda とまで云うので, Flornda に

気のない Hawker はびっ く りする。 他方 Fanha11に対する Hawker の気持は一層高まって

行 くが, やがて彼は, も う絵も巧 く 描けないと毒づき, 遂 に 「l know well enough she

doesがt care a hang for me」 と まで 云い出す6) 。 こ の と き友人 の Hollanden は , 次 の よ う

な言葉で Hawker を慰め, Fanha11の側の 「語 られざる余白の部分」 を , 間接的に埋めよう

とす る。

But then, women have no social logic. T his is the great blessing of the world.

T here is only one thing which is superior to the multiplicily of social forms, and that

is a womanl mind- a young womanl mind, 0 h, of course, sometimes they are

logical, but let a woman be so once, and she w111 repent of it to the end of her days・

The safely of the world匁 balance lies in womanl illogical mind. l think- 。7)

以上の言葉からも解るように, グレイ ンは, Honanden とい う人物を して, ヒーローと ヒ

30

形で, 作品化したかとい う問題が次につづ く。
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ロイ,ソとの間のモ ノ フォ エ ッ クな関係を , ポ リフォ エ ッ クな緊張にまで高めよ う。と した。

終章に至って, Fanha11は Hawkerに向って第三の荒を投げる。 以上がこの作品の粗筋で

ある。 丿

VI

The book is honest, often charming, but produces in many of its human passages

an odd, slightsenseof instead, asif we were not hearing whatever it is that matters.13)

この指摘, 「S. Crane論土のなかの John Berryman の言葉は, 作品 「TheThirdViolet」

に対するわれわれの印象を , 見事に整理 して く れる。

づ前半における登場人物は, じニローの Hawker と ヒ ロイ ンの Fanha11, Hawker の友人,

Hollandeh. それに Fanha11の兄の友人 Oglethorpeが, 少し顔をあらわすだけで , その他

の人物は殆ど問題以下である。犬後半においては, ヒ ロイツ Fanha,11は, 殆ど舞台の前面から

姿を消 して しまい, それに代ってモデル女 Florindaがあ らわれ, 更に三人の画学生達が登場

する。才 lorindaは. Hawkerに恋愛し, 更に画学生のひ と り Pehnoyer猫 Florindaを愛 して

いる こ とが暗示 される。 しかし これ らの登場人物の間の関係はモノ フォ ユッ クで, その間に

葛藤めいた こ とは殆ど起こ らない。 。・ : ・・ 。’ 。 ・ 。・f ・ ・。

31 。

V

, W ilson Follett¥は , こ り 作 品 を 多 分 に autobiographical に みて い る 8) 。 確 か に 前 半 は ,

1891年9月の MissHelen Tren卜との。不毛の恋愛事件が土台となっている と考 え られる。<

また後半について は, グレイ ン自身 Himard 宛の手紙 (1896パL. 2.) のなかで云って いる

よ うに9) , ニュ ー ヨ ー クの lndians とい う Art Students’ Leagu(? BUilding におけ る 若 い

貧乏画学生達の生活が, 不十分ではあるが描き出されている。 一

一方 EdwinH. Cadyは, この作品に対する W111姐mDeanHowellsの影響を認め, Howells

は , summer-vacation novel を 初 め て 手 が け た と し て , こ の作 品 の前 半 へ の 影 響 を よ み ,

「A Hazard of New Fortune」を は じ め と し て , Howells の1890年代 の作品の多 く が , ニ ュ ー

ヨークの芸術家の問題を取扱っている と して, この作品の後半への影響を認めてい るlo)。 し

かし これは, いずれも個別的素材的見解に と どまってい る。 こ,の作品の前半と後半 とを一つ

の有機的全体と してみるとき, スタティ ックな前半と,△会話の多いスピーディな後半とは,

一見連続性の稀薄な印象を与え勝ちである。 それ故 Wilson Follett は前半と後半とは,

作品と しての統一を よ く実現していないとみ, 且後半は, 前半と比較して less important

strand と まで 云 っ て い る 11)。 づ

他方 John Berryman は, 後半り 方が盛かに面白く 感動的だ と述べ, Hawker へのモブ

ッレ女の恋愛。 Pennoyerのモデル女への恋愛を指摘 している12)。 このように, 前半と後半とを

めぐって , この作品は異論を引き起 し易い。 短篇優位論者といってよい ク レイ yが, 何故こ

のよ うな危険を冒したがとい う疑問が生ずる。, しかし こ のこ とは, 既にふれた よう に, 連載
心 ■ ■

物という作品の成立事情に基 く ものと考え られる。 このために前半に比較して, 万一見やや異

質にみえる後半を必要とするに至ったのであ り,◇豆この制約が,ヽ クヤイ ソを して, し読者のこ

とを意識 させ, 後半におげる,日常性と多様性 とを描か し めた と考え られる。 しか し グレイ ン

のよ うな技巧家が, 手放 しで後半を附け加えた とは考え られない。 この制約のなかで グレイ

ンは, 前半と後半との基本的 トーク を一貫させよ う と した。
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全体を とお して, この作品は, ヒーローHawker の側が詳 し く描かれ, ヒ ロイ ン Fanha11

の側の感情や心理, 特に愛のヴァイ ブレイ シ ョ ソが直接に説明されていない。 その上後半に

おいては, ヒ ロイ ンであるべき Fanha11は, 殆ど舞台の前景から隠れて しまっている。

Hawkerは一瞥以来, Fanha11の美しさに心を奪われて しまい, 彼の不安や嫉妬や失意と

いった心の動揺が, 直接的に描き出されている。 他方 Fanha11の Hawkerに対する愛の距離

は明白に定められていない。 ク レイ シは, Hawker の側だけを描き上げるこ と に よ っ て,

Fanha11の側の空白を埋め, 彼女の愛のヴァイ ズレイシ ミ=, ンを十分に暗示しうると考えていた

のだ ろ うか。

今グレイ ンの構成的意図を考えてみたい。 「第一の Violet」 は, Hawkerがテエス ・ コー

トで拾ったこ とが, 第4章における Hollandenの言葉から解る14)。 「第二の Violet」 は, 第

17章において, Fanha11が Hawkerに渡す ときにあ らわれる。 「第三め Violet」 は, 最終章

で , Fanha11が Hawker に投げる と きにあ らわれる。 こ こか らテーマに対する 構成 の関 係

が, はっ き り想定されて く る。 即ち 「第一め Violet」 は, いわば愛の誕生, 「第二の Violet」

は, 愛の屈折, 「第三のViolet」 は, 愛の決裂を示すものと考えられる。 しかも 「いつ も

Oglethorpeは, 私に Violetを持って来て く れます わ」 とい う Fanha11の言葉によって15),

このVioletが, も う一つ重要な暗示的な意味を持だされて来る。

Suddenly she drew a violet from a cluster of them upon her gown and thrust it out

to him as she turned tow ard the approaching Oglethorp(`。16)

この引用は, 第17章の 「第二の Violet」 が示されると ころである。 「あなたがいな く なる

と とて も淋 し く な ります」 とい う Hawker に対 して, Fanhanは, このよ うな一つの仕草を

示すだけである。 しかも グレイ ンは既に作中において, Honandenを して 「Oglethorp。は君

のライバルだ」17)と云わせているこ とからみて, この Violetが愛のシンボルで も, 091ethorpe

のシンボルで もな く , 不毛の愛のシンボル的意味を持っているこ とがわかる。

それ故われわれは, 丁第二のViolet」 の場面における Fanha11の仕草に決定的な意味を よ

むこ とがで きる。 以上がこの作品の前半である。

も し この作品の前半だけを, 後半から独立させて一つの完結体とみる と き, こ毎前半は,

プラグメ ンタルな作品と して, この場面一 第二の Violetがあらわれる場面- が, 暗示的

な クライマ ッ クスと しての効果を示 し, グレイ ンの意図を一応持ち得た と考え られる。 作品

の成立事情か らみて, グレイ ンがこ このと ころで作品への終止符を打と う とする狙いがあっ

た と も考え られる○

一方 「第二の Violet」 の場面に至るまでに, 牧歌的風景をバッ クに二人の間にと り とめも

ない会話が繰返されているが, その間における Fanha11は芸術を愛し, Vulgarityから無縁

なイ メ ジを帯びてあ らわれて来る。 例えばそれは次のような会話で示されている。

”lt must be fine to have something to think of beyond just living”, said the girl to

the crags. ”l suppose you mean art ? ” said H awker. ”Y es, of course. lt must be

finer, at any rate, than the ordinary thing. ”18)

父の牛車のこ とで恥ずか しい気持から, 弁解めいた態度を とる Hawker の常識性に, 矢を

投げつけるよ うに, Fanha11は次のよ うに云 う。

”XVe11, l am going to ride in the ox-wagon whenever l choose. Y our father, l know ,

will always be glad to have me. And i卜it so shocks you, there is not the slightest

necessity for your coming with us. ”19)

32
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「第二の Violet」 の場面によって, Violetは不毛の愛のシソボノレとなったが, それまでの

Fanhan, H awker に 対 す る Fanha11の 愛 の関 係 は捕 促 さ れ難 く , F anha11は寧 ろ 日常的 感 覚

から自由なイ メ ジをわれわれに印象づけている。

Ⅶ

後半は, 前半と比較して, スピーディな日常的な場面が多い。 前半における基本的 トーン

が失われないために, 前半の トーンを支えていた Fanhanが舞台の前面から殆 ど隠れ, 猶

Fanha11があ らわれて来る場面は, スタ ティ ッ クなタ ッチで描かれている。

構成的にみた場合, 際立って特筆すべき点は, ヒ ロイ ン FanhaHが殆ど姿を消し, これに

代ってモデル女Florindaが前面に登場して来る点である。 後半の物語はFlorindaのHawker

に対する愛が軸となって展開し, 最後の場面で 「第三のViolet」 が, Fanha11から Hawker

に投げられる。 ここ でスタティ ッ クな基調が破られて, 初めて ドラマ的頂点があらわれたか

にみえる。 後半におけるグレイ ンの意図を探ってみよう, 先ず三つの点が指摘される。 第一

に, 前半において Violetは不毛の愛のシソボルとみられている。 第二に Hawkerに対する

モデル女 Florindaの愛が一 前半における Fanha11に対する Hawkerの愛の関係と対比的
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ら Hawker と Fanha11との愛のパタンが報われない愛であり, 不毛の愛であること

に 強く描かれている。 第三に, Fanhanに対する Hawkerの愛のヴァイブレイシ ョ ソが,

前半と比較して一層激しい振幅を示している。 このうち第一のVioletについて考える とき,

後半において, これは不毛の愛のシンボルと しての効力を失っている。 何故なら, Hawker

のライバルとみられた Oglethorpeとい う人物は, 前半に一寸顔を出したのみで, 後半では全

く姿をあらわさない。 その上 Fanha11さえもが, 後半においては殆ど姿をあらわさない。 こ

のVioletのシンボルを支えていたエレメ ン トがな く なっている。 そ して後半において, この

Violetのシンボルは Fanhanそのものに変って来ている。 即ち Fanha11があらわれないとこ

ろー後半の殆どの場面- では Violet は Fanha11そのものを示す といってまい。 このように

後半において Fanha11を前面から隠す とい う間接的な方法が, 結果的にはVioletのシンボル

の内容を変質させてしまった。 そのため Fanha11の側における愛のヴァイ ブレイシ ョ ソが十

分に暗示されないで, 不鮮明のままに取残されるこ とになる。

次に, 第二と第三の点について考えてみたい。 後半において三つの愛の関係が設定されてい

る。 即ち Fanhanに対する Hawkerの愛, Hawkerに対する Florindaの愛, Florindaに対

する画学生 Pennoyerの愛である。 このうち Fanha11に対する Hawkerの愛を別にすると

き, 第二番目, 第三番目の愛の関係はいずれも一方通行で, いわば報われない愛のパタ ンであ

るこ とが, 作中からはっき り示されて く る。 こ こにわれわれは, グレイ ンの並々な らぬ暗示

的意図があることが諒解される。 Fanha11に対する Hawker の愛の関係を後景に置き, 報わ

れない愛のパタ ンといってよい Hawkerに対する Florindaの愛を前景におし出し, 更に小

さな同心円のように, Florindaに対するPennoyerの愛を中景に配置したこと, 更にFanha11

に対する Hawkerの愛のヴァイ ブレイ シ ョ ソのみ, モノ フォユックに描き出していること√

この二つのテクニックによってグレイ ンは間接的に, 次の方程式が十分に暗示され得ると考

えていた と思われる。 即ち

Pennoyer: F lorinda= Florinda: H awker= H awker : Fanha11

こ こ か

が証明され, Fanhanが Hawkenに向って 「第三のViolet」 を投げることの論理的必然があ

ると, グレイ ンは自負していたとみられる。

33



各 務 鋭116

われわれは既に Violetのシンボルの変質をみたが, 更にこのグレイ ンの間接的暗示的テク

ニックに対する信仰一 後年に至ってぐらついて来るがー をみざわめ’るために, Fanhan

のイ メジを作中に追って行きたい。

後半において FanhaHが直接姿をあらわすのは殆ど瞬間的である。 モデル女が前面にあら

われる喧騒な日常的場面にはさ まれて, FanhaHは固有名詞では示されないで, ひ と と ころ

影絵のよ うなスタ ティ ックな印象を伴ってあ らわれる。 夏山のあの避暑地のこ と を 想 い 出

し, 愛の感情は直接的には何も説明されないで, 次のような会話が弾む。 ピンポン ・ゲーム

のよ うに言葉のやり と りがふたつ示される。 第一に, スダディオ生活は素晴ら しい とい う女

に向って, Hawker は, そんなものではないと反論する20)。 第二に, 貪 乏を した過去のこ と

を喋る Hawker に対 して, Fanhall は貧乏なんて恥ずか しいこ とではないと反論する21)。

後半において, Fanha11が作品のなかで直接あらわれるのはこの部分だけである。 このと

ころでの Hawker と Fanha11との間の意見の衝突に, グレイ ンはVioletの持つシンボルの暗

示的意味の具象化を折 り込んでいた と考え られる。 しかし実際に示されている この Fanha11

のイ メ ジは, 彼女の心のヴァイ ブレイシ ョ ンを よ く暗示 していると云う よ りか, 意外に乱

前半におけるあの 「第二の Violet」 が示される以前の Fanha11に近い。

も う一つの場面に光をあててみたい。Fanha11が Hawker のスタ ディオを訪れる場面が, 全

く の間接的描写で示されている。 それ故二人がスタディオのなかにいるこ とがわかるだけで,

二人の表情も会話も作品のなかに描き出されていない。 この場面のす ぐあとで, Hawkerは

「彼女は全 くぼ く のこ とを気にもかけて くれない」 と嘆 く22)。 このと きグレイ ンは, こ この

ところで間接的に, スタディオを訪れた Fanhanが, 愛における訣別の言葉を発した こ とを

定着できた と考えていたようである。 しか しこの点について考えてみると き, 第一にこの時

機に, 今更Fanha11が Hawker のスタディオを訪問 して, そのよ うな言葉を発する と考える

ことは リア リティにとぼ七い。 第二にHawkerのスタディオか ら, 次のよ うな声が聞えて来る

とき, われわれは, 寧ろ前半における牧歌的風景のなかでの二つの点描を ここに思い起し,

その上 「第二の Violet」 以前の, 愛の誕生の時機の Fanha11のイ メ ジを取戻す程である。

A dulled melodious babble came from H awkど s stud10.23)

その上 Fanha11が殆 ど登場 しない こ とに よっ て, Violetが Fanha11そのもののシ ンボルに

まで変質した結果, Fanha11は一層抽象化されて しまう。 それ故モデル女の Hawkerに対す

る愛が, 間接的に Fanhall と Hawker との間の不毛を示すよ りか, モデル女への Pennoyer

の愛を も含めて, - この Hawkerへのモデル女の愛が, ひどぐ日常的な トーンであるのと

対照的に, FanhalDこ対する Hawker の愛の強さ と純粋さ とい う面が効果的に打ち出されて

い る。

以上みてきたよ うに, グレイ ンは前半の 「第二の Violet」 の場面で一つのクライマ ッ クス

を考え, 後半において, Fanhanを前面から隠してモデル女を描き上げて, 「第三の Violet」

の場面の効果を狙ったと考えられる。 しかし作品全体を通して, Hawkerの側の愛のヴァイ ブ

レイシ ョ ンを直接的に描きなからにVioletのシンボルの変質と, 悪魔的部分を欠如したイデ

ア的な Fanha11のイ メ ジの発酵によって, 結果的には, 訣如体と しての Fanha11の側の愛に

おげる空白を埋めることができないで, 即ち愛における不毛の確証を間接的に十分暗示させ

る こ とができ ないでおお った。 そ こで Fanha11は, Hawker との愛の ドラ マを前に してすれ

違って しまう。 それ故 「第三の Violet」 を投げる Fanhall の仕草に示される女の素顔の激し

さ と, 作品のなかで醸成されて来た Fanhall のイ メ ジとか うま く マ ッチ しな く て, その ドラ

∧ 34
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マは, 奇妙なひびきをたてて, もはや ドラヤであるこ とを止めて しまっている。

今, Hawker の友人である作家の Honandenについて , 一言ふれておきたい。 Hollanden

は, 前半と後半とを通 じて登場している。 前半において彼は, 「Oglethorpeは君のライバル

だよ」24)と告げて Hawker の心を動揺させ, 他方 Fanha11に向っては, 「芸術家は深い人間的

な感情がな く , 芸術だけに心を奪われている人達だ」 と云って, 25) Hawker の人物評をする。

更に後半においては, 「彼女は僕のこ とに目も くれない」 とつぶやく Hawkerに向って,

彼はアイ ロニイに富んだ独特の女性観をのべている。 このこ とは Hollanden とい う人物は,

作品の主軸を形成する Fanha11 と Hawker との間のモ ノ フォ ユッ クな関係にあって, 一種の

ドラマ的動きをゆすぶる ミーディアム的存在と しての機能を果し, 作品の構図の 一点を支え

ている こ とを示 している。 それ故 Hollanden とい う人物は, このス タ ティ ッ クな小説が, 小

説以外のものに埋没し ょ う とする傾向か ら, この作品を救い上げている と い っ て よい と思

う○ ’I

VⅢ

以上考察したように, この作品は, ク レイッ の意図を裏切った。 普通の小説の概念からみ

るとき, この作品は, 性格描写も稀薄で , 論理的展開の必然性も弱 く , ドラマの起らない,

ひど く スタ ティッ クな作品である。 `

一体グレイ ンは挿話的展開を好む故に, われわれは, この作品の前半と後半とを, 夫々一

つの大きな挿話と考え, そのなかに, 小さな挿話が同心円をな七て描かれているとみること

もできる。 これは読者の想像力への信仰に基づ く ものであるが, この作品の場合, グレイ ン

自身, too compressed とい う点を 自認 しているのは, このテ クニ ッ クへの自負 と考えられ

るが, 反面, その客観化への不安が, グレイ ンを して, この作品に十分な自信が持てなかっ

た理由とみ られる○・ , 。 ● , 。

しか しこの作品全体を通して, グレイ ンが試みた間接的暗示的方法は, ヒ ロイ ン Fjnha11

の愛の ヴァイ ブレイシ ョ ソを十分肉付けするこ とができないで, 余白のままに流すとい う結

果を導いたが, 他方このテクニ ッ クによって, Fanhanにイデア的なイ メ ジを与えレ その上

Hawkerの愛の純粋さ と憧憬を描き上げて, 普通の小説とは違った一種の idy11的 lovestory

を創造する こ とができた。 更に言葉をつづければ, この作品は, 一つの lovepoemに近い。

Edwin H . Cady が 「 グ レ イ ン は女 性 , と り わ け フ ァ ン フ ォ ール を よ く 理 解 して い な い」 と

指摘 しているが26), これはこの作品のウィニク ・ポイ ン トを鋭 く突いた言葉である。

作品 「TheThird Violet」 へのアプ ローチ と分析の結果次のこ とが認められる。

第一に, この作品が持つモノ フォユッ クな傾向は, グレイ ンが本格的なノ ヴェルを書 く作

家ではな く , 短篇作家乃至竹詩人であるごとを確証し七いる。 ¥ し’

第二に, 「TheRed Badgeof Courage」 の後, いわゆる自然主義的パタ ソにと らわれない

この作品において, 仮令成功しなかった と七て 乱 説教や主観を排 して, 直接的な説明を避

け, 間接的に主題を暗示させよ う と した慎重な試みは, この作品が, まさ し く グレイ ンの文

l have been very carefu卜 not to let any theories or p(5t ideas of myしown学観

creepl into my w ork . Preaching is fatal to art in literature. - の 実 践 作 で あ る こ と を

物語っている。し ‘ = づ

第三に, この作品は, グレイ ンが ドライ サー流O detailed description とい う正統的なナ

チーラ リス トとはしやや異質の作家であることを示している。 犬 一
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I ) R. W . Stallman & Lillian Gilkes (ed.) , Stephen Crane: Letters (London: Peter Owen,

1960) , PP. 106- 107.

2)

3)

4)

5)

各 務 鋭 三

この作品は, グレイ ンの代表作ではないと して乱 少な く と も ク レ

素通 りするこ とが出来ない作品である。 (40. 10. L1.)

< Noles>
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以上の諸点か らみて,

イ ン文学全体のなかで,

On Stephen Crane’s ” rhe Third Vio】et”

E izo K AGAMI

Stephen Crane has been caned one of the pioneer writers in the movement of

American literary naturalism. But when we read The T吊yd Vio`et we find that this

novel is a kind of love story and not naturalistic. T his is the reason why this novel

has been said less important of his literary works.

From an aesthetic viewpoint, we might call this novel an idy11, a kind of love
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poem . For all that,this novel is indispensable to researches in Crane’s literature. T hemain

reason is that the peculiar method of writing, that is, the suggestivemethod used in

this novel is an embodiment of his literary technic, to say further, his literary view-

point- l ho e bee71 叱 ry caye佃 l nol to ld a野 猿 eoyjesor j)eH deasof my ouXn cr哨 )

緬to my 扨o池 . Preach171g ts 血 tal fo (㎡ 緬 liteyatw e、 Consequently this novel may

be considered as characteristicof his literature.
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