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『私のアントニーア』の二つの女性像 －キャザー

のイントロダクションにおける戦略－ 
 

藤井 爽 

 
ウィラ・キャザー(1873-1947)の『私のアントニーア』(1918)に描かれるジム

の視点を通した女性像は、アントニーアをはじめとして肯定的なものが多い。

これに対して、イントロダクションでジムの原稿を受け取った語り手の女性1

が評するジムの妻は、かなり辛らつな言葉で語られている。だが、この女性像

の違いにはあまり注意が払われてこなかったといってよい。本編の女性像を分

析したものは、例えば玉崎によるものなどがあるが、イントロダクションの女

性像との比較をしたものはあまり見られない。本編の語り手であるジムと作者

キャザーの語りのすり替わりを扱ったフェッタリーも、イントロダクションの

語り手には言及していない。またジムの語りの不正直さに注目したゲルファン

トも、そのジムの語りを紹介する重要な役どころのイントロダクションの語り

手には触れていない。キャザーの人生と小説の登場人物を対応させながら分析

していくスタウトも、イントロダクションの語り手について考察することはな

い。イントロダクションを分析したジュディス・バトラーは、“But this figure 
[Jim’s wife] who separates them [the narrator and Jim] is replaced in the course 
of the page by another who binds them: Antonia”(Bodies That Matter 146)とし

て二つの女性像が対立する人物像であり、交換されたと読んでいる。アントニ

ーアの理想化されたとも言えるような人物像については、ランバートを初めと

して多くの研究者が指摘しているが、その理想化された人物像は、対極にある

人物像と比較されて、より鮮明になるはずである。この対立する二つの女性像

は、お互いに補い合って存在しているとも読めるのである。この女性像の違い

は、単に過去と現在という時間の違いと、ジェンダーの違う二人の語り手によ

るものなのだろうか。小説中では決してお互いにめぐり合うことのないこの二

つの女性像の違いは何によるものなのかを探る。 
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まずは本編における肯定的に扱われている女性像から見ていくが、ここで女

性像を肯定的に見ているのは必ずしも語り手のジムではない。これから述べて

いくように、むしろジムに批判されている女性もいる。しかし物語を 後まで

読むと、結果として多くの女性が何一つ困っていないような状況に置かれてい

ることが多く、それまでジムや世間から非難されていたことさえ帳消しになる

ような描写で終わっている。本論文では、こうした視点から本編の女性像が肯

定的に捉えられていると定義している。 

初にアントニーアと、彼女のブラック・ホークでの女友達のリーナとタイ

ニー以外の女性について述べておくと、例えば、ジムの祖母が挙げられる。シ

ャロン・オブライエンは、両親を亡くして都市から何もない大草原に越してき

たジムを、祖母が安全で暖かな台所に招き、ジムを安心させると指摘する(Willa 
Cather: The Emerging Voice 24)。祖母は終始ジムに尽くすタイプとして描かれ

る。ジムが家を抜け出してダンス・パーティーに出かければ、自分の教育が至

らなかったせいだと嘆き、ジムがウィック・カッターに暴力を振るわれたとき

に手厚く看護し秘密を守るのも祖母である。もちろんこうした自己犠牲的で献

身的な面の他にも、“She was then fifty-five years old, a strong woman, of 
unusual endurance.”(MA 10)と、ネブラスカの荒野を生き抜く女性として力強

くも描かれているが、どちらも彼女を肯定的に描いている。また、ガーディナ

ー夫人やハーリング夫人なども、おおむね肯定的に描かれている。ホテルを経

営するガーディナー夫人は街で一番の装いをしているにもかかわらず、そうし

た高価なものにこだわらずに友人を大切にし、“Her manner was cold, and she 
talked little. Guests felt they were receiving, not conferring, favor when they 
stayed at her house”(MA 176-177)とあるように、カリスマ的な人物として描か

れ、彼女の客は、まるで王への謁見を待ち望む庶民のようである。アントニー

アの街での保護者であるハーリング夫人は“Every inch of her was charged with 
an energy that made itself felt the moment she entered a room”(MA 144)と描か

れ、精力的で魅力的な人物として紹介されている。ハーリング夫人は一時期ダ

ンス・パーティーをめぐってアントニーアと仲たがいするが、後に仲直りして

おり、悪役になることを免れている(MA 259)。ハーリング夫人の娘のフランシ

スも、時には父親に代わって家業をこなすやり手の女性として描かれる(MA 
145)。また女性といえば、アントニーアの母親、シメルダ夫人と、ウィック・

カッターの妻も挙げられる。シメルダ夫人は常識がなく、正体不明の食べ物を
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お礼としてジムの祖母にあげるなど、あまり良い人間としては描かれておらず、

理解しがたい人間として描かれている(MA 76-77)。しかしジムの祖母の諦めに

も似た視線と、英語を話せず意思疎通が難しいという点で、それらは帳消しに

されている。カッター夫妻は、物語の結末でアントニーアの家族の幸せな生活

と対比させられるように、その不幸な死に方が伝えられるが、カッター夫人が

夫とやりあう様は、ヒステリックというよりは力強い、自分の権利を主張する

女性として描かれ、ジムの祖母は仕返しをすると宣言するカッター夫人に同調

している(MA 245)。また、夫婦喧嘩そのものも、どちらかというとコミカルに

描かれている。以上に子供を除く主な女性像を挙げた。ハーリング夫人をはじ

めとする女性は行動的で時にカリスマ的でさえある。シメルダ夫人、カッター

夫人などの一風変わった女性たちも、それなりの理由がその性格付けにされて

いて、一方的に批判されるような立場にはない。どの女性像も積極的な批判の

視線で描かれてはおらず、どちらかといえば肯定的とさえ言える力強い女性像

が多い。 
次にアントニーアをはじめとする三人の女性像を見てく。作品のタイトルに

なっているアントニーアは、語り手のジム・バーデンに二度嫌われたことを除

けば、終始賢明に家族を助けるために働く愛らしい存在として描かれる。ジム

がアントニーアを嫌った原因は、アントニーアに頼まれてジムがウィック・カ

ッターの家で寝ていた時に、ウィック・カッターに暴行されたことと、アント

ニーアが未婚の母になり世間から哀れみの目を向けられるような人間になって

しまったことであるが、前者の憎しみは後に語られなくなり、後者に関しては、

第四章でアントニーアが未婚でありながら堂々と赤ん坊を育てているとジムが

認めた時点で解消されている(MA 295-296)。アントニーアはジムとの兄妹のよ

うな関係から結末に至ってはジムの第二の故郷であるネブラスカの大地そのも

のと同一視されるノスタルジックな存在として、力強くまた神秘的に描かれる。

語り手によるアントニーアとネブラスカの関連付けはすでにイントロダクショ

ンから行なわれている。以下に引用する文がそのことを示している。 
 

… this girl [Antonia] seemed to mean to us the country, the conditions, the 
whole adventure of our childhood. To speak her name was to call up 
pictures of people and places, to set a quiet drama going in one's brain. (MA 
xi-xii) 
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アントニーアに関する思い出は“going in one's brain”(MA xi-xii)すると表現

されており、過去が劇のように個人の頭の中で再演されていると考えられる。

つまり過去そのものではない、作られた「過去」としてアントニーアは存在す

るのである。ここではイントロダクションの語り手とジムを同一視して読んで

いるが、この同一視については後に詳しく述べる。 

リーナに関して言えば、彼女が裁縫で身を立てていくさまは、上流階級の婦

人たちの服を、安価な材料で真似て造るアントニーアに指示をするエピソード

などを入れて、時に面白おかしく語られる(MA 207)。だが一方で流行のファッ

ション・デザイナーとしての成功はリーナ自身の名を冠した第三章で、美しく

着飾り、婦人服飾店での成功をリーナ自身が語るなど華々しく描かれている

(MA 257-158)。女中をしていた頃もジムにとっては魅力的に映る女性で、ジム

との関係はキスをするまでに発展していた。ファッション・デザイナーとして

の成功後には、母親のために家を建てるという長年の願いを実現できそうだと

いう親孝行な話も付いており(MA 258-259)、働く女性をただの金銭目的ではな

い思いやりの心を持った人間として肯定的に捉えて描いている。また当時に現

れ始めた自活する「新しい女」らしく、リーナは結婚しないと明言してジムに

たしなめられるが、ひるまずに自分の意見を貫く(MA 282-283)。リーナの結婚

への不信感は、終わりのほうでこそ子供時代の農家の娘としての忙しく辛い毎

日のせいにされているが、一番の理由は家庭的な妻であれとする男たちのせい

だと述べる(MA 282)。 

タイニーの成功物語は世間の人の悪意のこもった噂話の対象になり、タイニ

ー自身も三本もの足指の切断という象徴的な罰を与えられ、“She [Tiny] was 
like some one in whom the faculty of becoming interested is worn out”(MA 294)
とジムに語られる。だが彼女の成功物語には、吹雪の夜に凍傷にかかった者を

助ける話が挿入され、大胆不敵な行動で富を築いていくさまは、どちらかとい

えば肯定的に描かれているし、何不自由なく暮らしている様は結果として彼女

の選択が正しかったことを証明している。またリーナにサンフランシスコで商

売をするように助言し、彼女を成功に導いたのはタイニーであり、昔の友人を

思いやる一面も見せている(MA 293-294)。以上の三人の女性像は、先にあげた

女性像と同じく、おおむね肯定的な視線で描かれている。 

こうした肯定的に描かれる女性像とは全く反対に、一方的に批判されている

のがイントロダクションに描かれるジムの妻である。もちろん、イントロダク
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ションの語り手をジムと完全に同一視することはできないが、バトラーはこの

様に分析する。“The ‘I’ dissimulated as fading horizon becomes the story’s 
nonthematic authority from the shifting pronoun to the figure of Jim”(BTM 146). 
バトラーはこの状況を“transfer”(BTM 146)と呼んでおり、語りは「私」から

ジムに移譲されていると読んでいる。語り手とジムはネブラスカでの子供時代

の思い出と、アントニーアへの愛情を共有しており、両者の共感は“It was a 
kind of freemasonry …”(MA x)と、書かれ、両者は暗黙のうちに理解できる友

愛感情を抱いているとまで言われていることから、この移譲はすり替わりとも

言うことができる。またジムはイントロダクションの語り手と違って、はっき

りと妻への不平を口にするわけではないが、ネブラスカを懐かしみアントニー

アへの思いを抱き続ける彼は到底、現在の暮らしに満足しているとは言えない。

また語り手によればジムは、“… no disappointments have been severe enough 
to chill his naturally romantic and ardent disposition”(MA xi)ということなので、

いくつかの失望を人生において経験しており、語り手もそのことを知っている

のである。両者はめったに会わないにもかかわらず、現在においても心情を共

有しているのである。また重要な点として、両者は共にアントニーアについて

何かを書きたいという強い思いを持っており、バトラーが指摘するように両者

はアントニーアによって結び付けられている(BTM 146)という意味で、両者は

同じ欲望を共有している。ジムが 終的に原稿にタイトルを付けるのは、語り

手の机においてであり、ジムの作品があたかも語り手との共同作品であるかの

ようにも書かれる。イントロダクションの語り手が本編の語りを読んでいるも

のを読者が読む、という複雑な物語構造はアントニーアをより立体的に現実味

を持って描き上げることに成功している。こうした複雑な構造の物語を一貫性

を持って読むことができるのは、語り手とジムが読者の中で無意識のうちに一

体化している、もしくはバトラーが言うようにジムの存在が「私」を覆い隠し

ているからである(BTM 147)。イントロダクションの 後に書かれているように、

語り手は自分自身のアントニーアの物語を書き上げないにもかかわらず、また

ジム自身によって“… don’t let it [Jim’s manuscripts] influence your own story”
(MA xiii)と注意されているにもかかわらず、ジムの執筆したアントニーアの物

語に自分の書いたイントロダクションをつけて読者に提供する。この姿勢が、

語り手とジムの同一視の可能性を決定的なものにしている。 

こうしたジムと一体化する語り手である「私」が述べるジムの妻は、どのよ
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うに批判されているのだろうか。語り手がジムの妻について記述する箇所を引

用する。 
 

Although Jim Burden and I both live in New York, and are old friends, 
I do not see much of him there. He is legal counsel for one of the great 
Western railways, and is sometimes away from his New York office for 
weeks together. That is one reason why we do not often meet. Another is 
that I do not like his wife. 

When Jim was still an obscure young lawyer, struggling to make his 
way in New York, his career was suddenly advanced by a brilliant marriage. 
Genevieve Whitney was the only daughter of a distinguished man. Her 
marriage with young Burden was the subject of sharp comment at the time. 
It was said she had been brutally jilted by her cousin, Rutland Whitney, and 
that she married this unknown man from the West out of bravado. She was a 
restless, headstrong girl, even then, who liked to astonish her friends. Later, 
when I knew her, she was always doing something unexpected. She gave 
one of her town houses for a Suffrage headquarters, produced one of her 
own plays at the Princess Theater, was arrested for picketing during a 
garment-makers' strike, etc. I am never able to believe that she has much 
feeling for the causes to which she lends her name and her fleeting interest. 
She is handsome, energetic, executive, but to me she seems 
unimpressionable and temperamentally incapable of enthusiasm. Her 
husband's quiet tastes irritate her, I think, and she finds it worth while to 
play the patroness to a group of young poets and painters of advanced ideas 
and mediocre ability. She has her own fortune and lives her own life. For 
some reason, she wishes to remain Mrs. James Burden. (MA x-xi) 

 
ジムと語り手はともにニューヨークに住んでいるが、市内ではあまり会わない

という。二番目のパラグラフの 後で語られているように、ジムの妻という立

場を守ろうとするところから、ジムの妻はジムが他の女性と親しくするのを嫌

っていた可能性があるので、そのこともジムと語り手がニューヨークでは会わ

ない理由だと読める。ニューヨーク、つまり妻の目の届くところでは会わない

ということなので、それ以外の場所では会っている可能性すらある。イントロ
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ダクションでは汽車内で偶然会ったという設定になっているが、以上のように

考えると、その設定に疑念が生じる。 

上記の二つのパラグラフはジムの妻を描く上での重要な構成になっている。

ジムの妻は二つ目のパラグラフで批判されていくが、その前のパラグラフの終

わりの部分の“… I do not like his wife”(MA x)という文によって、読者はあ

らかじめジムの妻に対して批判的な視線で読むように操作されているからであ

る。 

ジムの妻、ジュヌヴィエーヴは著名な男性の一人娘で我の強い性格で、すで

にその身分と性格が、わがままなお嬢様として否定的なイメージで決定されて

いる。ジムとの結婚の動機については、婚約破棄をした従兄弟への腹いせとい

うことになっている。この婚約破棄は、“she [Genevieve] had been brutally jilted 
by her cousin”(MA x)とされており、無慈悲にも婚約破棄をされ、恥をかいた

のはジュヌヴィエーヴなのに、語り手は婚約破棄をした従兄弟への批判をする

どころか、彼女への同情すらしていない。アントニーアが婚約中のラリー・ド

ノヴァンに理由も不明なまま、妊娠した状態で捨てられとき、ジムは世間の人々

の言葉を借りて“Poor Antonia!”(MA 289) と、アントニーアを哀れんでいる。

アントニーアが一時期ジムにさえ苦々しく失望された後に、子供のために一生

懸命に働く女性として再び評価されることを考えれば、このジュヌヴィエーヴ

の悲劇への語り手の無関心さは悪意のあるものと読める。そして語り手の批判

が一心に向けられるのは彼女のその後の行動である。ジュヌヴィエーヴは愛の

ない結婚を自分の女性としての見栄のためにしたことになっており、先に述べ

られた彼女の自己中心的な面に加えて、ここで虚栄心の強さまでもが加わって

いる。この結婚は世間の批判の対象になったと語り手は述べるが、これは彼女

への批判が語り手の主観だけによるものではなく、世間一般においても彼女の

評判がそれほど良くないことをも示しており、また語り手の意見が世間一般の

意見を代表しているかのような錯覚を読者に与えるという意味で、この批判の

仕方は巧妙である。その上、“Her marriage”(MA x)とすることで、おそらく名

士の娘である彼女の方が、学位を持った弁護士とはいえ、ほぼ農民出身のジム

より社会的階層が上であることを考慮に入れても、ある程度はお互いの了承の

もとに行なわれているはずの結婚を、彼女が先導して無理やりしたかのように

描かれている。駆け出しの弁護士であったジムを成功に導いたのがジュヌヴィ

エーヴとの結婚だとされているが、それも彼女への直接の賛辞ではない。彼女



132 藤井 爽 

は自分の家を婦人参政権運動の本部として貸し出したり、自作の劇をプロデュ

ースしたりする、当時としては行動的な人物で、女性運動の中心にいるような

カリスマ的な人物だと読める。ジュヌヴィエーヴがプロデュースした劇が上演

されたプリンセス・シアターはアヴァンギャルドの劇を上演していたというか

ら、後で述べられるパトロンとしての一面を持ちつつ、自身も前衛芸術家だっ

たとも読める。だがこうした活発な女性像も語り手に言わせれば、とっぴなこ

とをする落ち着きのない人間ということになる。ピケ張りで逮捕されるほど過

激な一面もあるが2、それも語り手の目から見ると、そういった活動にかける情

熱が本気かどうか疑わしいということになっている3。美人で活力溢れ、人の上

に立つ指導力のある人間であることも、語り手に言わせれば、“… she seems 
unimpressionable and temperamentally incapable of enthusiasm”(MA x)と、資

産家としての成功後のタイニーを思わせる性格として非難の対象にされている。

以上のような描写によって、ジュヌヴィエーヴの世間でのイメージがスキャン

ダラスなものであることが読者に示されている。さらに語り手はジュヌヴィエ

ーヴの性格についても、ジムとの生活を例に批判を続ける。ジムの静かな趣味

にいらいらするジュヌヴィエーヴは、行動的であることと相手の性格を尊重す

ることができないことが語り手によって混同され、独善的で落ち着きのない性

格が強調され批判されている。文脈こそ違うが、本編ならば肯定的に描かれる

活発で行動的な女性像が、ここでは語り手の“… I do not like his wife”(MA x)
の一言で一蹴されている。ジュヌヴィエーヴが価値を見出す芸術家の支援も、

語り手にとっては当の芸術家の“advanced ideas”(MA x) は“mediocre ability”
(MA x)という評価で打ち消され、パトロン事業そのものを価値のないものとし

て非難している。また自分の財産を持って自分だけで生きていけることを、ジ

ムの妻、大企業の法律顧問弁護士の妻という立場だけは守ろうとすることと並

置し、自分勝手な見栄っ張りな女性という印象を更に強めている。ジュヌヴィ

エーヴは名士の一人娘なので、おそらく財産や既得権を受け継いでおり、この

自活する女性像を、自分で財産を築き上げたリーナやタイニーやガーディナー

夫人と同一視することはできないだろう。しかし、本編では女性が個人の財産

を持ち自活できることは肯定的に描かれている。以上のように、ジムの妻は作

品内で一番批判されている女性といえる。その上、ジムの妻は本編の女性たち

のように、他の登場人物から擁護されることも、後に評価が変わることもなく、

自己弁護の機会さえ与えられておらず、唯一、一方的に批判されている女性な
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のである。 

ここで、『私のアントニーア』が出版された当時のアメリカの社会状況と女性

について簡単に述べておく。サラ・M・エヴァンズによると、1900 年代のアメ

リカは都市化、産業化、官僚化が進んでいた。都市化と産業化は中流階級に「新

しい女」、労働者階級には「ワーキング・ガール」をそれぞれ生み出した。「新

しい女」とは大学教育を受け、未婚で職を持ち自活する女性のことである。家

族の中で初めて大学進学をし、雑誌の編集者として自活していた作者のキャザ

ー自身も、まさしくこの範疇に属する。物語中で街に出て女中として働くリー

ナやタイニーたちは、後者の「ワーキング・ガール」に属する。社会に進出し

た女性たちは政治にも目を向け、活動としては 1920 年に実現する婦人参政権運

動が盛んだった。こうした活動はイントロダクションでも触れられているよう

に、ジュヌヴィエーヴのような階層の女性たちが中心になっている、上からの

啓蒙的なものだった。 

作者のキャザーとジム、もしくはイントロダクションの語り手を完全に同一

視することはできないが、ジュヌヴィエーヴがこれだけ批判的に描かれている

ことには、何らかの理由があるだろう。ジュヌヴィエーヴのような女性が目指

していたのは、投票権などを得て、政治の舞台で男性と対等になることでもあ

ったが、ジュヌヴィエーヴが自作の劇をプロデュースしていたように、芸術の

面でも進出し、男性と同じように、もしくは男性とは違った才能があるという

信念の元で、女性も知的で創造的な活動ができることを証明することでもあっ

たのだと思う。こうした傾向はルイスが述べるように 1920 年代のハーレムにも

見られ、そこでは黒人の芸術活動を利用してアフリカ系アメリカ人の地位向上

につなげようというもくろみがあった。自分の作品をペーパーバックにしたり、

映画化することで安っぽくなるのに必死で抵抗したという、芸術に関して敏感

だったキャザーにとっては(O’Brien, Willa Cather 111)、こうした社会的地位向

上のためという実利的な目的のために芸術に取り組んだり、芸術を利用すると

いう行為の動機は不純なものに見えたかもしれない。 

またフェダマンが『レスビアンの歴史』において指摘しているように、当時、

世紀の変わり目あたりには、女性同士の友情が危険視され始め、そうした感情

は病的なものとされ始めていた。1900 年代初頭の医学雑誌の論文はすでに、女

性同士の性交が異常なもので、性的な堕落だと糾弾している。しかし女性同士

の関係を「麗しき友情」と見なすことはかろうじて可能であり、世間が完全に
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「病気である」と認知したのはさらに後の第二次世界大戦後のことである。だ

がその一方で、すでに 1892 年に起ったレズビアン関係にあった女性が相手の女

性を殺したミッチェル事件や、それを題材にしたレズビアン、特に男役のレズ

ビアンを悪の権化のように描く小説は世間に流布していたとフェダマンは指摘

する(61)。フェダマンはこうした社会の傾向を示す証拠として、1895 年に相次

いで発表された三冊の小説を挙げており、その小説とは、メアリー・ウィルキ

ンス・フリーマンの『長い腕』、メアリー・ハッチの『ユージン・コムストック、

謎の失踪』、ジョン・カーハート博士の『ノーマ・トリスト―ある性倒錯の物語』

である。フェダマンによれば、キャザーの私生活はこの辺から謎めきだし、あ

からさまな男装もやめるようになった(60-61)。オブライエンは男装をやめたこ

とを、男装するというジェンダーに対する抵抗をせずとも自分を表現できるま

でに成熟したからだと評価しているが(WC 51)、世間で女性同士の友情が好ま

れなくなってきたことや男役のレズビアンが怪物視され始めたことに気がつか

なかったわけではないだろう。 

フェダマンは 19 世紀後半に性科学者によって、力をつけ始めたフェミニスト

が「男っぽい」分野に手を出す性倒錯者だとされ、更に男役のレズビアンに関

連させられたことを指摘している(52-55)。男装をしていたキャザーはそうした

性科学者や彼らの意見を受けた世間の糾弾の対象になりえたのである。こうし

た状況の中、婦人参政権運動をするような女性たちは自分たちのイメージをク

リーンなものにしなければならないと気づいていたはずで、実際行なわれたデ

モなども、「極めて品の良い」ものが多かったという(エヴァンズ、248)。あく

まで女性らしく、しとやかにつつましく活動することで理性的な面を強調し、

ヒステリックで病的な女性像から一線を画したかったのだろう。こうしたクリ

ーンなイメージを作る際に性的堕落と見なされていたレズビアン的な要素を排

除しなければならなかったことは容易に想像が付く。キャザーは手紙で、女性

同士の友情が不自然なものとされるのは不公平だと述べている(WC 58)。キャ

ザーがフェミニストとされるこうした婦人参政権運動をするような女性を嫌っ

ていたとしたら、こうした彼女たちのレズビアン排除、もしくは女性同士の友

情を認めない動きを見抜いていたからではないだろうか。女性の権利を求めて

集団で立ち上がりながら、女性同士の愛情を認めない矛盾や、実利的な目的の

ために芸術を利用する心構えが、こうしたフェミニストと呼ばれる女性たちへ

の敵意になったのではないだろうか。 
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以上のように考えると、イントロダクションと本編の間の女性の表象の落差

に説明が付く。レズビアンを堕落と見なすフェミニストに代表される当時の女

性像はキャザーにとって忌々しい存在だが、「ロマンチックな友情」で済んでい

た過去の女性像は理想化できる、ということである。ここで『私のアントニー

ア』をキャザーがレズビアンであったという視点から、さらに分析することは

可能である4。例えば、理想化された女性像として、キャザーの求めた母性を体

現するジムの祖母やハーリング夫人を読むことや、エロティックな対象として

のリーナを見ることである。また、アントニーアと女友達の疎遠さを指摘して

女性同士の絆が意外ともろいことや、ジムをキャザーの分身と捉えて、ジムの

恋愛が成就されずに終わることを指摘して、レズビアンの愛の不可能性を読む

ことである。しかし、こうした読みはキャザーがレズビアンであることを隠し

ていたという事実に頼りすぎて、作中の女性も男性も異性愛者の仮面を付けた

同性愛者という、非現実的な読みになる5。ここでは、引き続いてイントロダク

ションと本編の違いに着目することで、女性像の差を分析することにする。 

イントロダクションの女性像があれだけ批判されているにもかかわらず、な

ぜ本編の女性像の理想化は可能だったのだろうか。オブライエンはキャザーが

他のアメリカ人作家と同様に、作品内で幼年時代をアメリカの失った過去の純

粋さと同一視していると指摘している(WCEV 111)。またオブライエンは、キャ

ザーが兄弟姉妹の区別ない関係にジェンダーが侵入してくることによって調和

が崩れると見ている、と分析する(WCEV 111)。ジムがレイプされず、リーナと

の関係が中途半端に終わるのはジムが兄弟の位置に留まっているからであり、

後までジムのアントニーアへの恋が成就しないのは、二人の関係が兄妹の関

係にとどまっているからである。そしてこの不自然さはジェンダーの侵入を阻

止しようとしたキャザーの試みが失敗に終わったことを物語ってもいる6。もち

ろん過去の純粋さも、ジェンダーの侵入の阻止も幻想に過ぎないが、キャザー

はその幻想の舞台上で女性の物語を描いた。その結果、そこに描かれる女性像

は必然的に現実離れしたものとなる。ファッション･デザイナーとして成功した

リーナの話に真実味はあるが、当時、実際にいたとしても一握りの女性だった

はずである。タイニーの成功物語も、類まれな強運と大胆不敵な性格のおかげ

である。他にもテクスト内にはあまりにも成功した女性が多すぎる。こうした

非現実的な状況や女性像が描けたのは、その舞台がキャザーの理想の下に造ら

れた「過去」という非現実の世界だったからである。 
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多くの批評によって指摘されるキャザーの「過去」へのこだわりは、こうし

たありえそうもないキャザーの理想の女性像を描くのに役立つが、それと同時

に過去の純粋さを失った「現実」の女性像という反対の立場の女性像を作りあ

げる必要がある。女性の成功物語と理想像を「過去」に閉じ込めたがゆえに、

イントロダクションが書かれた「現在」において、女性像が必然的に貶められ

なければならないわけではないが、キャザーはその手法を意識的に使ったとい

える。このイントロダクションはバトラーも指摘しているように、あたかも作

者以外の者が書いたもののように見える(BTM 145)。キャザーは『私のアント

ニーア』を書く前に、女性の主人公をテーブルの真ん中に置いたつぼのように

全方向から見ることのできる人物像にしたいと言っているので(Sergeant, 139)、
イントロダクションもそうした女性像を描くための試みの一つだったと思われ

る。またイントロダクションの語り手がジムを紹介することで、その後に続く

ジムの語りに、より現実味が増すという効果もある。読み飛ばすことさえ可能

なものをキャザーがわざわざ書いた理由は、アントニーアを様々な視点から見

ることで形成しようという当初の試みにあり、その視点の一つとしてジムと

「私」にとっての「現在」を取り入れたのだろう。そして、そこに過去と純粋

さと理想が同一視された視点が持ち込まれた結果、「現実」と「現在」は自然と

キャザーの理想とは反対のものとなる。 

キャザーはイントロダクションと本編という形で、「現在」の女性像と「過去」

の女性像を切り離したかったようだが、そのことは逆に女性像の分断という事

態を可視化している。「過去」を舞台にすることで、キャザーは自分の理想像を

描くことができた。キャザーがレズビアンであることを隠していたことを考え

れば、完全に自分の理想を書いたとは言えないかもしれないが、それでも非現

実的な物語をリアリティを持って描くことができた。しかし、テクストに持ち

込まれたイントロダクションは本編に現実味を持たせると同時に、本編の非現

実性を暴露する諸刃の剣であり、キャザーの理想の女性像の虚構性を暴く力を

持っていたのである。 

こうした分断は女性像ということにこだわらなければ、すでにイントロダク

ションに見られる。上記のジムの妻の批判のすぐ後に、“As for Jim…”(MA xi)
という形で始まるジムに関する記述のパラグラフがあるが、この並置にはジュ

ヌヴィエーヴとジムを対比させるもくろみがパラグラフの構成上からも読み取

れる。このジムに関する記述では、ジムの不自然なまでの若さが描かれる。例
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えば、“… no disappointments have been severe enough to chill his naturally 
romantic and ardent disposition”(MA xi)と書かれているように、ジムの性格は

幼いままに留め置かれている。また、“He never seems to me to grow older. His 
fresh color and sandy hair and quick-changing blue eyes are those of a young 
man”(MA xi)と、ジムは描写され、40 歳を超えているという設定のジムを外

見上も若く描いている。また、ジムは狩りに出かけ、新しい峡谷を見つけに行

くなど、肉体的にも若いという印象を与えるような説明がなされている。加え

て、ジムの“romantic and ardent”(MA xi)な性格が彼の成功に結びついたこと

や、彼が新しい事業を起こすための大金を動かせることや、若手事業家の支援

を行なっていることなどが述べられ、ジムは本編の女性像と同じくらい肯定的

に描かれている。そしてこうした成功があたかも彼の幼年時代の情熱で可能に

なったかのように書かれることでジムは「過去」に結び付けられる。ジムの「過

去」とのつながりと、イントロダクションにおける彼の若さと本編における彼

の幼さは互いに作用し、ネブラスカの自然やアントニーアのように、ジム自身

を、精神も肉体も含めてロマンティックなものにしている。こうした「現在」

を描いているにもかかわらず「過去」を象徴するようなジムの描写が、先に述

べられたジュヌヴィエーヴの描写と対比させられているということは、ジュヌ

ヴィエーヴに関する記述、もしくはジュヌヴィエーヴ自身が先に述べたとおり

「現在」を象徴していることになる。またジュヌヴィエーヴの過去が、ジムと

は違い、語られないことが、彼女を更に「現在」に結び付けている。イントロ

ダクションと本編の間にある分断は、ジムを「過去」と結びつけること、すな

わちキャザーにとっての人物像の理想化の方法によって引き起こされている。

理想化された「過去」に登場するどころか、「過去」そのものを語るジムは理想

化されなければならないからである。こうして作られた「現在」を生きるジム

と作られた「過去」を語るジムの存在によって、「過去」が忍び込んだイントロ

ダクションは、その後に続く「過去」を扱う本編と結びついているのである。 

本編に描かれる肯定的な女性像と、イントロダクションで描かれる否定的な

女性像の違いは、作者キャザーによる理想化された「過去」が引き起こしたも

のである。キャザーは女性同士の友愛が許された過去を純粋で理想的なものと

し、その逆を芸術が女性の地位向上に利用され、女性同士の友愛が不自然だと

される現在において描いた。こうしたキャザーの姿勢を受けるイントロダクシ

ョンの語り手は、巧みにジムと同一化し、過去を理想化している。ジムの原稿
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に自分の書いたイントロダクションを付けて作品にし、読者に提供する語り手

の行為は、一見ジムの語りを領有化しているかに見えるが、その逆に自分の語

りの虚構が「過去」と「現在」をつなぐジムの存在に脅かされるということに

もなるのである。イントロダクションと本編を「現在」と「過去」として切り

離したかったキャザーの試みは、キャザー自身の「過去」を理想化するという

態度によってここでも失敗しているのである。 

 

注 

1 ここで語り手を女性としたのはイントロダクション中の以下の記述からによる

“He [Jim] had had opportunities that I, as a little girl who watched her come and go, had 
not” (MA xii-xiii).版によってはこの部分が削除されているものもあり、バトラーは

語り手が女性か男性か判らないとして“the anonymous ‘I’” (BTM 145) を戦略的に

使用してイントロダクションの分析をしている。 

2 こうした攻撃的な女性活動家としては、数多くのストライキに参加し 1909 年に

17 回も逮捕された国際婦人服飾労働者組合(ILGWU)のクララ・ラムリックなどが

挙げられ(エヴァンズ、263)、こうした女性がジュヌヴィエーヴのモデルになった

と考えられる。 
3 以上の部分は版によっては削除されている。例えば、臨川書店から出版されたも

のでは削除されているが、ネブラスカ大学から出版されたものには書かれている。

削除されている版からは、ジムの本名やジムの妻に関する記述の多くが削除され

書き換えられている。本論文ではネブラスカ大学から出版された研究用の版を採

用した。この版は初版に近いものとされており、作者の意向がより反映されたも

のではないかというのが理由である。 

4 キャザーがレズビアンであることとアントニーアの関係を分析したものとしては

ランバートの論文がある。ランバートは、キャザーが力強い女性像を描きたいと

いう熱望と、レズビアンの欲望を描いてしまうことへの恐れがあったとしている。 
5 オブライエンはキャザーの男性の主人公はレズビアン作家として不自然な愛をカ

モフラージュするためと述べているが、さらにもう一つ重要な点として、レズビ

アンの娘としてエロティックでパワフルな母の存在と自分をジェンダーの壁で引

き離すためだと指摘している(WCEV 139)。これはたとえレズビアンでなくとも、

当時の女性作家たちが抱えていた問題で、いかに母親と自分を引き離して自分自

身の作品を生み出せるかという問題でもある。また、オブライエンはチョドロウ

を引いて、レズビアンの娘はレズビアンの関係において、母と娘の関係を繰り返

し、母のようであり、且つエロティックな存在としての女性に魅力を感じるとい

う(WCEV 137)。母親のような女性像としては、ジムの祖母やハーリング夫人、エ

ロティックな存在としてはリーナ、その両面を持った存在が、アントニーアと読

むこともできる。 
6 この不自然さには、もちろんこの時代に性行為を描くことは難しかったという事
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情も影響しているが、芸術と退廃を結び付けたとしてワイルドを公然と非難し、

芸術と堕落―もちろん性的堕落も含む―を結びつけるのをことさら嫌がったキャ

ザーが、あからさまに性的な事柄を描きたいと思ったことはないだろう。こうし

た性的堕落は暴力と結び付けられて、作品内で糾弾されている。アントニーアに

成りすまして寝ていたジムがウィック・カッターにレイプされかける挿話である。

ウィック・カッターは女遊びの激しい人物で、妻を殺して自殺するという、作品

内では珍しくいかがわしく破滅的な悪の権化である。カッターの人物像にはセッ

クスと暴力と堕落と破滅が同一視されている。ジムのアントニーアへの献身的な

思いが裏目に出たことを、キャザーのルイーズ・ポンドへの熱烈な思いが拒絶さ

れたことに帰する読みもできるかもしれないが、それではレイプされかけたとい

うあからさまな性と暴力の描写を見逃してしまう。(蛇を殺すという挿話は重要だ

が、この事件と比べると、性と暴力の同一視の描写としては少し弱い。) そして

ジムはこの事件をきっかけにアントニーアを嫌悪する。暴力を振るった当のカッ

ターではなく、そうした状況に自分を追い込んだアントニーアを憎むのである。

後にアントニーアが婚約者に捨てられ私生児を生んだとき、ジムはもう一度アン

トニーアを許せない気持ちになる。このときジムはアントニーアと対比させて、

恋に生きずに成功したリーナを挙げている。フェダマンはキャザーが自分の作品

の執筆に貢献していた女性との関係を隠して、自分が芸術にまい進する女性だと

見せたがったことを指摘している(『レスビアンの歴史』60)。 
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