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Saul Bellowの Ravelstein にみるチックの語りの妙技

Chick’s Narrative in Ravelstein by Saul Bellow
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ソール・ベローの長編小説『ラヴェルスタイン』を英語から日本語に翻訳していく途上で，チックの語りの様々な妙技を感知することが
できた。その考察をまとめたのが本稿である。第１章ではチックという作中人物の位置付け，役割，作家としての特異体質について考察し
た。第２章では，この小説が伝記と交差していることからメモワールの体裁の吟味と，チックが語りの統御者としてどのような言語表現を
もって仕切りをしたかの具体例について論述した。第３章では，語りの妙技として，機知警句，言葉遊び，新造語，色を使った表現，動物，
身体を使った笑い，ジョーク，ボードビル，名言名句，比喩，頭韻の例を指摘し，列挙した。第４章では，対話が多用されていることから，
語りと対話について考察を加えた。

Saul Bellow’s Ravelstein is a biographical Roman à clef; in translating into Japanese, I could fully recognize that Chick, Bellow’s narrator,
is superb here. In chapter one, Chick’s positioning, role and idiosyncratic features are discussed. In chapter two, since it intersects with
biography, I have explored a brief history of English biography and how Chick keeps the unfolding narrative under his control. In chapter
three, as his narrative virtuosity, wisecrack, wit, epigrammatic style, a neologism, color, animal, joke, vaudeville, a wise saying, simile, and
alliteration are examined. In the last chapter, we will discuss a relationship between narrative and dialogue.
あいたい

はじめに
2014年2月に，筆者はSaul Bellow（1915-2005）
の短編小説を除く全作品の研究をまとめた『ソール・ベ
ローと「階級」――ユダヤ系主人公の階級上昇と意識の揺
らぎ――』を上梓した。その第5章第3節で，Ravelstein
（2000, 以下『ラヴェルスタイン』）について，特に主
人公を中心に階級の視座から論考している。また，共著
『ユダヤ系文学と「結婚」』の第6章において，
「失われた
片割れを求めて――ソール・ベローの『ラヴェルスタイン』
にみる結婚」の題目のもと，結婚観を中心とした作品論を
発表している。
そ の 後， ベ ロ ー の 最 後 の 長 編 小 説 で あ る こ の
Ravelstein がまだ邦訳されていないことを極めて遺憾に
思い，少しずつ翻訳を進めてきた。小説に登場する人物名
や地名，出来事，書名等は現実世界のものであることがし
ばしばであったため，その都度調べて，確認しながら作業
を進めてきた。一言一言，一文一文，一段落一段落を日本
語に翻訳しているうちに，この作家の筆の運びに，他の作
家にはない独特の何かがあることを強く感じた。かくして，
これまで「語り」には関心の薄かった筆者であるが，ベロー
の語りの面白さに脱帽し，興奮して惹かれていく自分自身
をひそかに意識せざるを得なかった。
これまでチックの語りについてはすばらしいという賞賛
の声（Pinsker）もあれば，
「無構造で脱線気味で移り気」
（Mullan）と評する者，伝記と交差してエレジー（哀歌）
が支配しており（Salomon），まねできない言語的名人芸
の鋭い啓発的な語りの中にゴシップ風なお喋りが混じって
いる（Ganim）との声があるが，みな一理ある。
本稿は，翻訳しながら筆者がこの長編小説を精読・味読
したことで感知したこと，再思三考した箇所を小見出しの

もとにまとめたものである。ラヴェルスタインに相対する
もうひとりの作中人物Chick（チック）と，その語りにつ
いて考察することで，これまで曖昧模糊としていた個所が
整理され，筋道が通り，そのナラティブの文学的価値を明
示することができるであろう。

1．チックとは誰か
1-1 チックという名前
『ラヴェルスタイン』に登場するチックという人物につ
いて，まず名前から考えてみたい。チックという音感と，
主人公ラヴェルスタインの近くにいる人物，同性，そして
語り手であるという点から，アメリカ文学を愛好する読者
なら迷わず，ほぼ直感的に，F. Scott Fitzgeraldの The
Great Gatsby （1926）に登場するNick（ニック）を
想起するであろう。ニックとチック，語尾の［ik］という
音が共通する。ところが，ニックの本名はニック・キャラ
ウェイといい，名字があるのに対して，チックはチックだ
けである。現実界を調べてみるとチックという名字も存在
するが，ニックネームとしての使われ方の方が多いようで
ある。この場合は，チャールズから来ていることが多い。
また，1941年にマサチューセッツ州に生まれたジャズ
ピアニストのChick Corea（チック・コリア）の例もある。
実は彼の本名（出生名）は，Armando Anthony Corea（ア
ルマンド・アンソニー・コリア）なのである。
主人公のラヴェルスタインがエイブ・ラヴェルスタイン
とフルネームをもつことを鑑みると，登場人物の位置づけ
として，主人公を引き立てる二番手的な構想から始まった
のではないかと解される。
チックの意味についてはどうだろうか。“Chick”は14
世紀が初出で，“chicken”の尾音が消失した，中英語の

静岡文化芸術大学研究紀要

VOL.16

2015

33

Chick’s Narrative in Ravelstein

“chike”を語源とする。もとの“chicken”には「ニワトリ」
や「ひよこ」という意味と共に，
「弱虫，青二才，臆病者」
という意味がある。それゆえに，政治哲学者のラヴェルス
タインに比較して，チックはひよこであるという意味にな
るのであろう。ただ，俗語としてはチックに「若い女性」
という意味もあるので，「かわい子ちゃん」の意味内容を
含意させて，ラヴェルスタインの相手役，つまり漫才の相
手役のような存在として理解することもできよう。
併せて，チックの元来の意味の「鳥」も忘れるべきで
はない。なぜなら，鳥の表象がこの作品には，うまく生
かされているからである。1箇所だけ，チックがラヴェル
スタインとおのれとを鳥に喩えている一文がある――“As
birds went he was an eagle, while I was something
like a flycatcher”（101）。ラヴェルスタインが鷲であ
るなら，自分は小鳥であると述べているのである。謙遜と
受け取ることも可能だが，ラヴェルスタインにフルネーム
が付与されている一方で，チックがチックのみであるとい
うこと，さらには，青二才やひよこの意味が含意されてい
る名前であることから，登場人物の相関関係として，人間
の大きさをそのように設定した（つまり主人公と語り手と
いう役割や立ち位置からしても）作家の意図をここに汲み
取ることができる。
次に，ラヴェルスタインとチックという主要な作中人物
のふたりが，読者の前にどのように出現しているかについ
て，書き出しの部分を確認しておきたい。Ravelstein は
初版のハードカバーも，ペンギンのペーパーバックもペー
ジ数は同じになっている。まず，“I”（私）が初出するの
は2ページ目で，段落でいうと冒頭から数えて第三段落目
においてである（“I filled up a scribbler with quotes
from Mencken ….”）。この作品では，第一段落（1）か
ら，第三段落（2）までがいわゆる前口上の部分になって
いる。第四段落（2）になって，漸くその前口上から抜け
出て，物語に入っていく。その時の語りが，以下の引用で
ある。
And I see that I am now using a long
footnote to open a serious subject—shifting
in a quick move to Paris, to a penthouse
in the Hotel Crillon. Early June. Breakfast
time. The host is my good friend Professor
Ravelstein, Abe Ravelstein. My wife and
I, also staying at the Crillon, have a room
below, on the sixth floor.（2）
この物語の幕が開く舞台がパリの最高級ホテルであるとい
うのは，これから登場するさまざまな人物のシカゴ暮らし
からすると〝非日常〟ともいえるもので，非日常から始まり，
非日常で結末が終わるのがこの作品である。小説の第四段
落，つまり，上記の引用箇所で，主人公ラヴェルスタイ
ンの名前が初出する。それも，“Professor Ravelstein,
Abe Ravelstein”と姓を2回繰り返している。
引用の「私」（“I”）の名前が「チック」（Chick）である
とわかるのは，原書の3ページ半ばになってからである。
He used to joke with me about his “sinking
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fund.”
He would say, “I’m sinking with it—do
you know what the term means in financial
circles, Chick?”
“Sinking fund? I have a rough idea.”（3）
この引用箇所は，ラヴェルスタインと語り手「私」との
対話の見本のようなものである。その中で，前者は後者
に「チック」と呼びかけている。鷲と小鳥，教師 と生
徒，ツッコミとボケの構図である。ここでは，ラヴェルス
タインが“sinking”という複数の意味をもつ英語をネタに
ジョークを飛ばしているが，このような面白い会話で，“a
serious subject”（2）と思われるこの物語を語っていこ
うとしているのである。
1-2 チックの職業
チックの職業に関して，チックを明確に“writer”と呼
んでいるのは124ページにおいてである。ラヴェルスタ
イ ン の 言 葉 の 中 に，“Of course you're a writer, you
need to meet all kinds of people”（124）と明かされ
ている。
実は小説の冒頭の“He wanted me to try my hand at
biography, and I had agreed to do it”（5）にも，うっ
すらと伝記作家のような職業であることは仄めかされて
いたが，副業や趣味という可能性もないわけではなかっ
た。他には，チックの職業として強調されることなく，別
の大きな事件に隠れるようなかたちで，“He was there
when she and I flew in to accept a prize given to
foreign writers”（104）という言及もあった。パリに来
たのは，外国の作家に与えられる賞を受賞するためで，こ
れは無論チックを指しての叙述である。『ラヴェルスタイ
ン』では，ラヴェルスタインを表舞台に立たせるために，
チックをノーベル文学賞作家であるとは金輪際書いていな
い。とは言いつつも，パリで受賞するような大物作家であ
ることを示す一文を，このようにひっそりと忍ばせて挿入
しているのである。
それに加えて，チックとソール・ベローとが混同されず，
差異を保つように，チックを大学教授にはしていない。こ
れは，作家ベローが大学教授をしながら小説家でもあった
という，即ち，二足の草鞋を履いていたという現実界を意
識してのことである。この設定を強調しているのは，次の
2箇所においてである。
I am by no means a professor, although I've
been around the University community for
so many decades that some of the faculty
think of me as a longtime colleague.（63）
I didn’t much care for professors as a
class. They haven’t had much to offer us
in the unbearable century now ending. So I
thought, or used to think.（102）
二番目の引用で，“us”と語り手の「私」が述べて，
「教授」
の“They”と区別していることを考えると，「私」は教授の

Ravelstein にみるチックの語り

部類に入っていないことは一目瞭然である。
しかしながら，そうすると別の疑問も生じてくる。夏
にロザモンドが大学院生秘書として，週に一回，郵便物
や電話の伝言を自宅まで届けてくれたというのはちょっ
と腑に落ちない。当時，教授ではないが，作家として大
学でクリエイティブ・ライティングや文学等のレクチャ
ラーでもしていたということなのだろうか，つまりキャ
ンパスにオフィスがあったのだろうか。さらに，もう
ひとつは以下の英文である――“We had the house in
New Hampshire and a three-year invitation by a
university in Boston to give the courses（as well
as I could, alone）that Ravelstein and I had given
together”（181）。この一文からは，どうしてもラヴェ
ルスタインとチックが一緒に何らかの講座を担当していた
ということになるのだ。
逆に，作者の伝記的事項を再度検討してみると，ベロー
の没後の2010年に出版された Saul Bellow Letters で
確認することが可能である。たとえば，1980年はシカ
ゴ大学The Committee on Social Thoughtの同僚アラ
ン・ブルームと共同セミナーをもった初回と記述されてい
る。1988年には，パリのホテル・クリヨンで，ベローと
ジャニス，そしてアラン・ブルームとマイケル・Ｚ・ウー
が休暇を楽しんだと明記されている（ベローはチックのモ
デル，ジャニスはロザモンドのモデル，アラン・ブルーム
はラヴェルスタインのモデル，マイケル・Ｚ・ウーがおそ
らくニッキーのモデルである）。
同僚で親友のアラン・ブルームのメモワールを書きなが
ら，自分とは少し距離をおいた虚構のチックを創作したは
ずが，チックのモデルが自分となると，ふと筆がすべって
しまったということもあるのかもしれない。
1-3 作家チックの特異体質
チックの名前と職業に続いて，作家としての特異体
質についてまとめておきたい。実の所，このような面
白 い 語 り が あ る ――“But that didn't stop me from
taking note of him. Taking note is part of my job
description. Existence is―or was―the job. So I
watched him on the three-step ladder―his sloping
shoulders and wide backside”（210）。 引 用 の 最 初
の二文は，“taking note”の微妙なニュアンスの差異から
笑いが狙える。その笑いのオブラートのなかで，チック
は自己の職業的なアイデンティティに触れているのであ
る。「しかし，そう言われたからといって，私は彼に注目
する（taking note）のを止めたりはしなかった。メモを
取る（taking note）のが私の仕事の一部である。存在し
ていること――乃至は存在していたこと――が仕事だった。
……」（私訳）
換言すると，チックが存在しているのであれば，彼は必
然的に観察しているので（チックは観察魔），観察したこ
とを記憶しておいて，そうしていつかは記録する，これが
チックの仕事である。この辺りのことをもう少し沈思して
みると，チック本人が別のところで，また違った表現で
こう語っている――“I have several times mentioned
that ordinary daily particulars were my specialty”
（193）。普通の日常生活の詳細を描出することが，自分

お

は

こ

の作家としての十八番であると，チックは認識していた。
そして，このチックの日常的詳細の素描を高く評価して，
わが伝記のライターになってほしいと見込んでくれたのが
ラヴェルスタインであった。
チックの個性として，内省的，家にこもりがち，人付き
合いの悪さ，時折憂鬱になることの特異性が挙げられてい
る。そしてそれ以上に，作家の個性として強調すべきは，
彼の生来の「形而上学的な（極めて抽象的で理解しにくい）
思考癖」であった。
My feeling was that you couldn't be known
thoroughly unless you found a way to
communicate certain “incommunicables”―
your private metaphysics.（95）
But he was too close to death to be spoken
to in such terms and I had to surrender my
wish to make myself fully known to him by
describing my intimate metaphysics.（97）
Mankind had first claim on our attention and
I indulged my “personal metaphysics” too
much, he thought.（98）
I had no intention, however, of removing, by
critical surgery, the metaphysical lenses I
was born with.（98）
Of course we see pictures, not the real
thing, but the pictures are dear to us, we
come to love them even though we are
aware how distorting an organ the mirrorbrain is. But this is not the moment to turn
metaphysical.（219）

（下線筆者）
この作品のみならず，つまり語り手チックの特質として
だけではなく，ベローのこれまでの作品の主人公や語り手
においても，“metaphysical”な性癖は見出せた。これは
元来ソール・ベローの気質として指摘できるものである。
本稿では紙幅の都合上，指摘と列挙までに留めておきたい。

2．伝記の体裁
2-1伝記史の確認
第1冊目の作品 Dangling Man （1944,『宙ぶらりん
の男』）から，ソール・ベローの主人公たちにはどうも伝
記風の小品を書くことに憧れるような面が備わっていた
（鈴木，『ソール・ベローと「階級」』，294-96）。そして，
とうとう14冊目において，回想録／伝記と真正面から取
り組み，本格的にメモワールを執筆することになったのは
運命の悪戯だろうか。
作品の冒頭で，チックはメモワールをどう書いていった
らよいのかの悩みを，簡易な英国伝記史を語りの中に組み
込み，それにコメントするかたちで，読者への提示をは
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だろう。『ラヴェルスタイン』の場合も没後6年を経てい
るので，後日の執筆・編集となるため，記憶の風化や，エ
ピソードの選択に伝記作家の主観，または感覚が入り込ま
ないとは言えないのである。

（生誕の地ラシーヌ・モントリオールに建つソール・ベロー
図書館 筆者撮影，2014年）
かっている。チックはまず，有名なボズウェルの『サミュ
エル・ジョンソン伝』と，ジョン・オーブリーの『名士小伝』，
そしてマコーレーのエッセイを吟味して，つまり勉強して
から，ラヴェルスタインのメモワールの書き方の方向性を
決めたのではないか（鈴木，前掲書，296-98）。ボズウェ
ルからは伝記作家の自己卑下，換言すると，伝記作家が伝
記の対象者より偉くならないように注意すること（時には
愚者に徹すること），加えてユーモアの精神を学んだであ
ろうし，オーブリーからはどんな小さな材料でも蒐集して
蓄積し，それを生かすことを学んだであろう。
しかしながら，偉大な伝記本を生み出す秘訣は，何と
いっても伝記作家の文学的才能による，ということは当
然至極のことである。チックはラヴェルスタインの近く
にいた親友のひとりであるので，“What line to take in
writing a biography became the problem”（6）と正
直に言っているように，まず自分自身の中に蓄積された膨
大な情報の中から，伝記に入れるものを選別することが第
一歩であった。別の箇所では，このようにも述べている。
And during the memorial service―Yizkor
―began even to give some thought to
the memoir I had promised to write and
wondered how I would go about it―how to
deal with his freaks, quiddities, oddities,
his eating, drinking, shaving, dressing, and
playfully savaging his students.（160）
引 用 の 後 半 に あ る“quiddities”と“oddities”は あ る 種
の 脚 韻 を 踏 ん で い る し， 同 じ く“eating,” “drinking,”
“shaving,” “dressing,” “savaging”も，“ing”形を羅列し
て，脚韻と同じ効果を生み出している上手い表現である。
内容的には，引用のようなラヴェルスタインの奇癖だけが
読者の印象に残らないように，どうバランスを取って書い
たら良いのか，これもまたエピソードの選別の問題と絡ん
でいたのである。
メモワールは元来はノンフィクションであるけれども，
だからといって主観性が皆無とも言い切れない。意識的に
せよ，そうでないにせよ，自己弁護の可能性も生じてくる
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2-2 語りの統御者として
『ラヴェルスタイン』においても，こうして語り手の判
断は責任が重いことがわかる。このような語り手の困難な
仕事を，作者ソール・ベローは作中人物のチックに託した。
そして，苦労した痕跡などを消してしまうという方法も
あっただろうが，そうはせずに，むしろ残すように仕向け
たというのも，作者としてのひとつの戦略ではなかったか
と筆者には思えて仕方ない。
逸話，エピソード，ラヴェルスタインの習慣や言動など，
これは絶対にメモワールに入れるべきだとチックが判断し
たとき，そこには仕切る者，つまり統御者としての一言が，
読者へのヒント，または道しるべのように遺されていった。
た と え ば，“One of my obsessions is perhaps
worth describing.”（191,「 蓋 し， 私 の 脅 迫 観 念 の
一 例 は 記 述 し て お く 価 値 が あ ろ う 」） に お け る“worth
describing”に，語り手の判断を認めることができる。
次に，小説の冒頭に戻って，チックが執筆しているメモ
ワールに範囲を定め，まるで絵を額縁に入れるように，そ
の枠組を読者に示そうとしている箇所を見ておきたい。
ひとこと

That Ravelstein's most serious ideas, put
into his book, should have made him a
millionaire certainly was funny. It took the
genius of capitalism to make a valuable
commodity out of thoughts, opinions,
teachings . Bear in mind that Ravelstein
was a teacher. He was not one of those
conservatives who idolize the free market.
He had views of his own on political and
moral matters. But I am not interested in
presenting his ideas. More than anything
else, just now, I want to avoid them. I want
to be brief, here. He was an educator. Put
together in a book his ideas made him
absurdly rich.（14, italics: Bellow’s）
ラヴェルスタインの思想については今ここでは触れないと，
チックは明言する。「何よりも今は，それはよそう。ここ
は手短にすませたいから」（“More than anything else,
just now, I want to avoid them. I want to be brief,
here”）と述べて，先に進むのである。チックにはそのよ
うに判断した理由があるのだが，その理由もここでは触れ
られていない。あとになって，少しずつ開示する方法を
採っている。
上記の引用の3ページ先に，次のようなチックの語りも
ある――“But we’ll ignore the gloves—what I mean
is that we aren’t doing psychobiography here”
（17）。これも，伝記作家のチックが現在執筆しているメ
モワールに枠組を設けた言語表現として受け取れる。これ
を，「精神分析的伝記」にはしないという宣言である。

Ravelstein にみるチックの語り

語り手としてチックは，語りを進める速度についても
指定している――“I may return to this subject later.
I probably won't. Anyway, it isn't what I should
be presenting here. I said I'd take a piecemeal
approach to Ravelstein”（37, italics: Bellow’s,「こ
の話題については後述するかもしれない。いいや，おそら
く戻らないだろう。いずれにせよ，それは，ここで私が述
べるべき事柄ではないのだ。ラヴェルスタインには段階的
なアプローチを取りたいと（前口上で）述べた通りである」）。
他にも，語り手として，語りに関する難易度を判断す
るような文言――“Certain difficulties of presentation
arise here”（50）――をそのまま書き残している。
夕食後にワイングラスを片手にリラックスし，揺り椅子
にでも腰かけて，色々な逸話を語ってくれるその語り口が
好きだ，とラヴェルスタインに言われていたチックであ
る。そのような語り口を紙面に写そうとしていたチックで
あるからこそ，同じ話が繰り返し出てくることもある。そ
して，今度はそれに気づいてか，
「前にも話したことだが」
を挿入するのである――“I’ve probably spoken of this
before”（120）。
話の順序を統御して，つまり，ロザモンドが妻として登
場してくる時代に移る前に，ヴェラとは離婚しているのだ
から，まずそれを先に語っておかねばならないというとき
の，チックの判断の言葉である――“but in continuing
this narrative, I see that I have to begin by closing
out Vela”（128）。
チックにはこの話をしているかと思うと，何らかの連想
によって急に話が飛び，それからまた戻るということが
しばしばある。その例として，“Morris Herbst, to get
back to him, was at the top of Ravelstein’s guest
list”（145）のように，“to get back to him”という言
葉を挿入して，話がここで戻ったよという合図をしている。
他には，時間の流れに関して読者が混乱しないようにと，
配慮した一言も見出せる――“All this I learned later”
（207，「これらはすべてあとになって知ったことであ
る」）。チックがボストンの病院で集中治療を受けている間，
ロザモンドはどうしていたのかについて述べたあとで，意
識不明であった自分が知る由もないことであるから，矛盾

していると受け取られないようにこの一言を挿入して，段
落を変える以上の仕切りをしている。
また，時期を特定する語り手の言葉もある。“I date
this particular conversation about two years after
Ravelstein’s death”（169,「ラヴェルスタインが亡く
なって約二年後に，ほかならぬこの会話が交わされた，と
時期を特定しておこう」）。このように時期を特定する言葉
を入れることで，読者の理解を促進させていると考察でき
よう。

3．語りの妙技
3-1 機知警句
伝記作家に文学的才能が必要なことは自明の理であるが，
本作品の語り手についてはどうであろうか。『ラヴェルス
タイン』には，気の利いた言葉（“wisecracks” 72），機
知警句，言葉遊び，ジョーク，ボードビルの苦笑い，名言
名句などが豪華絢爛に鏤められているので，本稿では項目
別に列挙していくことにする。
“Polonius is at a dinner, not where he eats but
is eaten by worms―the payoff for a lifetime of
dinners.”（185）このポローニアスとは，『ハムレット』
に登場する宰相の名前である。「ポローニアスは晩餐会の
会場にいたが，そこで食事をするのではなく，逆に虫けら
どもに食べられてしまう――一生分のディナーの精算か」。
有名なシェイクスピアの『ハムレット』における一登場人
物に言及して，短く巧みな表現で，真理をついている。
いっしょうぶん

3-2 言葉遊び，新造語
『ラヴェルスタイン』には所々に，チックの新造語も見
受けられる。たとえば，下記の一文はどうであろうか。
The very young ones――those who could
afford the prices――also bought their
clothes at Lanvin or Hermès, had their shirts
made on Jermyn Street by Turnbull & Asser
（“Kisser & Asser,” as I revised it）.（59）
まさに若人だけあって――値札の支払いが可能な者
は――ランバンやエルメスで衣服を買い，ジャーミ
ン・ストリートのターンブル＆アッセル（「キッセル
＆アッセル」と修正しておこう）で，ワイシャツを
作らせた。（私訳）
キ ス を す る 人

セックスをする人

（ベロー図書館内に1976年ノーベル文学賞授与式の写
真 筆者撮影，2014年）

文中のランバンやエルメスは日本でも有名なブランドだが，
そのあとのジャーミン・ストリートもロンドンに実在する
街路名である。その通りにあるターンブル＆アッセル（店）
をからかってチックは「キッセル＆アッセル」に修正して
しまうのだが，もとの現実界にある店名を消すことはして
いない。最後の第3章第8節においても（小説の最後から
2ページ目），ラヴェルスタインの人物像を回顧して総括
している部分であるが，“the Jermyn Street Kisser &
Asser striped shirt”（232）と，ここではチックの新
造語のみを記している。
この他にも，上手な言葉遊びとして筆者が指摘したい
のはこれである――“a dangerously topsy-turvy fast-
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forward comedy”（192）。英語の頭韻（“t―t f―f”）
が 面 白 い。 前 者 は お そ ら く“top side（down）” “turn
over”から由来し，意味としては「さかさまの，混乱した」
である。後者の“fast-forward”は「早送り（する），最先
端をいっている」の意味である。そこで，頭韻の可笑しさ
を残して和訳すると，「危険なほどに，タプシ・タービ・
ファースト・フォワード（めちゃくちゃな最新の）コメ
ディー」となる。通常，前者と後者は別々に使われている
ので，それをチックが組み合わせて使っているところに面
白みを見出すことができる。
最 後 に こ の よ う な 例 も 挙 げ て お き た い ――“The
French family in the apartment below had come
from Rouen to be easy and hang loose, unbuckled
in the tropics”（190）。「くつろいで」と言いたくて，“be
easy,” “hang loose,” “unbuckled”と3つの異なる表現
をたたみかけるように並列させている。母語が英語でない
移民出身者が，言いたい概念を英語で捜していくうちに3
つになった，と解することができよう。
このように言葉に敏感であるのは，カナダのケベック州
ラシーヌ（現モントリオール）に誕生した作者を取り巻く
幼少期の言語環境が，イディッシュ語，ヘブライ語，フラ
ンス語，英語，（ロシア語）と多言語であったからである。
小説家になり，その言語感覚の鋭さはますます磨きがかけ
られていった。本稿では割愛するが，小説内で外国語の使
用が多いのも，ソール・ベローの特徴である。
3-3 色について
さらに，
「色」について発見したことを記しておきたい。
少し長くなるが，コンテクストと共に，わかりやすいよう
に筆者の私訳で引用させていただく。
マコーレーのエッセイは，ブリタニカ百科事典社が
一九世紀に依頼したものだが，現在はリバーサイ
ド・プレスがアメリカの教科書版として刊行してい
た。これを読んで，私はパープル熱にかかってし
まった。マコーレーは『ジョンソン伝』を彼なりに
解釈して，ジョンソンの心の「曲折」にも触れてい
たので，私を刺激したのである。それ以来，マコー
レーが書いたビクトリア朝時代の行き過ぎに関する
真摯な評論には目を通すようにしてきた。それにし
ても私は一度として癒やされたことがなく――マ
コーレーには弱いという面を癒やそうと欲したこと
もない。彼のおかげで，かわいそうな痙攣性のジョ
ンソンが道路のあらゆる街灯柱に触れ，腐った肉や
悪臭のするプディングを食べている光景が，今でも
目に浮かんできて仕方がないのである。（私訳，下
線筆者）
下 線 部 の 原 文 は，“Reading it put me into a purple
fever”（6, underline mine）である。普通，「黄熱病」
（yellow fever）といっても，“purple fever”とはいわな
い。では熱の形容は「黄色」だけかというと，“scarlet
fever”（猩紅熱）もある。病的な発熱に対して，極度の興
奮や熱狂についても“fever”は用いられ，“gold fever”（黄
金熱）や，“a gambling fever”（ギャンブル熱），“the
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fever of travel”（旅行熱）という表現もある。
文筆家マコーリーの精髄は正確さよりも読ませる技術，
文章の鮮やかさにあった。このマコーレーに弱いという短
所を病気として捉え，チックは紫熱病（“purple fever”）
の新造語を作って，みずから用いたのである。
3-4 動物のサルについて
次に，動物表象に関して，従来の作品に存するような横
溢さはないにせよ，この『ラヴェルスタイン』にもそれが
ないわけではない。
小説の冒頭に飛び飛びに登場する“monkey”は，これが
何を表象しているかという内容面よりもむしろ，連想ごっ
このようなかたちでの言葉遊びと認めることができる。南
北戦争のとき，リンカーンの側近がジョーク好きの彼のこ
とを“an ape”（1）と言ったそうである。チックの友人の
メンケンが関わった進化論についてのスコープス裁判は通
称「モンキー」裁判と言われていた。三度目がラヴェルス
タインの執筆したベストセラー本について，彼の思想の
書籍化は迅速に，かつ真摯に行われたので，“no cheap
concessions, no popularizing, no mental monkey
business, no apologetics, no patrician airs”（4，
「け
ちな譲歩も，大衆化も，メンタルなモンキービジネスもな
ければ，弁証学もなく，貴族的な雰囲気すらなかった」）
であったと述べられている。さらにもう一回，四度目だが，
偶然にパリのホテルで階下のフロアーを占有していたのが，
マイケル・ジャクソンの一行で，彼等をポップサーカスと
呼んでいたラヴェルスタインはこのスターのことも，“this
little glamour monkey”（4，「この小柄でお茶目なモン
キーは」）と言っている。このように，モンキーが数ペー
ジ中に4回使用されているが，それぞれ意味内容は異なる
ので，単なる遊び，連想反復，お笑いと勘ぐられても致し
方ないであろう。この可笑しさがわかる読者だけに向けて，
お得意様サービスをしているのである。
3-5 身体について
身体はもっともジョークの的になり易いものだが，本作
品にもラヴェルスタインのはげ頭や，ヴェラの歩き方など
にそれを認めることができる。
中でも意表をつくのは，バトル教授の容貌について
で，“The color went down as far as the accordion
pleats under his chin”（66,「その色は，あご下のアコー
ディオンのプリーツまで下りていった」）は，アコーディ
オンと顎とのコンビネーションが奇想天外である。
もっとブラックユーモア的なのは次の表現である。
まと

あご

Hitler and Stalin, the classic dictators of
our century, wore very different mustaches.
Hitler’s lip, come to think of it, was extremely
conspicuous. A curious fact: Vela’s lip
stung you when you kissed her.（123）
ヒットラーとスターリンというわが世紀の有名な独
裁者たちは，たいそう特異な口ひげを生やしていた。
考えてみると，ヒットラーの唇はきわめて目立った
代物だった。おもしろい事実を一つ――ヴェラにキ
スをしたら，その唇に刺されそうだった。（私訳）

Ravelstein にみるチックの語り

3-6 ジョーク
ジョークとしては，チック本人が「ジョーク」と書い
ているものがある（195）。あるいは，ジョークとは言
わずとも，次のような表現もある。悪夢の中で人体冷凍
保存術を施されそうになった話である――“You would
lie in a lab with technician-priests who tended
you generation after generation, regulating the
temperature, the moisture, and keeping tabs on
your condition”（215）。 こ の“technician-priests”が，
歴史あるユダヤ教のラビや，カトリックの神父，プロテス
タントの牧師に代替するものとして述べられているのなら，
薄気味悪いブラックユーモアに近しい。
もっと凄いのは，何気ない会話の中で，ラヴェルス
タインが発した言葉である――“That's true. I’m the
only one with rank who doesn’t have a name
chair. After all I’ve done for the university. . . And
the only chair the administration offers me is the
electric chair”（36）。講座のチェアが電気椅子のチェア
へと，普通では思いつかないような奇抜な発想のゆえに，
チックの記憶にずっと残存していたに違いない。
チ ェ ア

チ ェ ア

3-7 ボードビル（寄席演芸）
ラヴェルスタインはコメディーや古いボードビル演目が
好きだったが，それはチックも同じだった。ボードビルの
小話を少し長いが抜粋して，何が面白いのかを感じるふた
りの感覚こそ，ふたりを引き寄せた張本人であったと確認
しておきたい。
ニューハンプシャーで，彼は何度も何度も古い
ジョークや，古いギャグ，それにボードビルの演
目を繰り返してほしいと，私に強く求めた。「あの
ジミー・サボの歌を歌ってくれないか」。あるいは
ほかにも，「あの激怒した夫はどうするのだろうか，
もう一度？ 相棒に『妻に裏切られた』と打ち明け
る，あの深く傷ついた男は。」
「ええ，わかりました。そうすると，その相棒はこ
う言います，『毎日，奥さんを抱いてください。少
なくとも一日に一回は。それで一年後には，奥さん
は亡くなります。』」
「『なんてこった！』，その男は驚く。『それが，答
えなのかい？』」
「一日に一回。その頻度で，彼女が生きのびること
は決してありません……。」
「そのとき，看板が舞台に持ち出される。それがど
んなふうだったか覚えていますか。丸い帽子をかぶ
り，ボタンが二列ついた上着を着た案内係が，三脚
に固定された看板を運んでくるのです。その看板
には太字で，『五一週間後』と書いてある。すると，
その夫は車椅子にすわって，妻に押してもらって舞
台上に現れる。彼は非常に弱っているように見え
る。病弱な人のように，毛布にくるまっている。妻
の方は花盛りの真っ最中。テニス用のスポーツウェ
アを着て，腕の下にラケットを抱えている。彼女は
彼に過度に気を使いながら，彼を毛布でくるんでや
り，彼にキスをする。彼の両目は閉じられている。

彼は死そのもののように見える。彼女が言う，『休
んでくださいね，ダーリン。セットが終わったら，
戻ってきますから――ほんとうに，ほんとうにすぐ
に。』 彼女が大またで歩き去ると，弱った夫は手を
顔のところまで持ってきて，手を丸くするとボード
ビルふうのささやき声を出し，聴衆に向かって自信
たっぷりにこう言う，「彼女は知らないけどさ，生
きられるのはあと一週間だけなんだよ。」（私訳）
3-8 名言名句
これまでチックの語りの妙技を指摘し列挙してきたが，
滑稽なものが少なくなかった。そのような多種の笑いに関
するもの以外に，胸にジーンとくるような名言名句もあ
る。筆者にとってもっとも印象深いのは，“a humanity
bath”（9）という表現である。
Rejoining humankind, taking a humanity
bath. There are times when I need to ride in
the subway at rush hour or sit in a crowded
movie house―that's what I mean by a
humanity bath. As cattle must have salt to
lick, I sometimes crave physical contact.（9）
とりわけ，最後の一文は圧巻である。
他には，「魂のむすびつき」（“the binding of souls”
82）という表現もあるが，これもまた素晴らしい。
これまでの例証から諒解できるように，チックに，この
ような文学的才能があったのである。これはこの作品の主
人公ラヴェルスタインや，後妻のロザモンドが認めている
ことである。特に，チックは簡潔な言葉にまとめる能力に
長けていた。本人も自認していることだが，チックはこの
ような例を読者に向けて発信している。チックなら，「現
代思想の瓦礫の下，世界は再発見されるためにまだそこ
にあった。」（“Under the debris of modern ideas the
world was still there to be rediscovered” 203）と
一文で表現することを，ラヴェルスタインが述べるとした
らどうなるか。次のような表現になると言うのである―
―“the gray net of abstraction covering the world
in order to simplify and explain it in a way that
served our cultural ends has become the world in
our eyes”（203）。ラヴェルスタインの表現が複雑難解
かつ哲学的であるのに対して，チックはそれを短い格言
のような形にすることができた。これはMr. Sammler’s
Planet （1970,『サムラー氏の惑星』）において，主人公
のサムラーにその才があると言及されていることでもある。
詰まるところ，すべて作者のソール・ベローに帰すのである。
3-9 比喩
前述したように，チックという名前自体が比喩のような
ものである。けれども，作品中にはもっと明確なかたちの
比喩があり，それがこれである――“The days flashed
by ‘like subway stations passed by the express
train’”（191）。老い（エイジング）の問題のひとつとして，
時間がスピードアップすることを説いている文脈上にある。
毎日，毎日が，
「急行列車が地下鉄の駅を過ぎていくよう」
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どの影響を受けたのかはわれわれの関心事である。
『ラモーの甥』の哲学者「私」は夕方の5時頃，パレ・
ロワイヤルの公園に散歩に出かけ，ベンチに腰をかけると，
ぼんやりと考えこんで，自分を相手に話をしているような
そんな男だった。精神が浮かぶ観念を追いかける。「わた
しの思索とはつまりわたしの娼 婦なのだ。」（平岡訳5）
つまり，ラモーの甥がいなくても，もともと思索癖のある
「私」であった。
ディドロの時代にはヴォルテールなどが愛用した哲学的
な対話があったそうだが，この様式（ジャンル）上の問題
については，「小説という様式が形成過程にあり，作家が
散文芸術を模索しつつあった十八世紀における，ディドロ
という特異な作家の資質に由来する独自の表現形式乃至斬
新な試みだった」（平 199）という。
ところが，「当時主人公のモデルのラモーの甥を始め，
まだ有力な実在の人物があまり多く本名で登場する」（平
204）ことから，生前中には発表せず，この作品の存在
さえ周囲には知らせていなかったという。が，「ディドロ
が十五，六年から十七，八年もひそかに加筆，訂正して磨き
をかけながら芸術的完成に努めたというのには，この作品
に対する彼の並々ならぬ愛着が考えられる」（平204）と
いう。
さらに一歩進めて，平岡氏はこの書の「対話」について，
次のような見解を述べている。
お ん な

（米国バーモント州ブラトルボロにあるベローの墓石
者撮影，2014年）

筆

であった。
3-10 アリタレーション
チックが重い中毒にかかり，救急車で病院に運ばれ
て い く と き の 叙 述 が こ の 一 文 で あ る ――“So sitting
next to the driver I was taken by the ambulance
with lights twirling and throaty siren sobs to the
emergency room”（206）。「それで運転手の隣にすわ
ると，ライトがくるくる回り，しゃがれ声でサイレンが
すすり泣く救急車で，私は緊急治療室へ運ばれていった」。
チックの泣きたいほど悲しい心境が，サイレンの音に重
ねあわされている。そして，それだけに終わらず，“So,”
“sitting,” “siren,” “sobs”の４語において，[s]のアリタ
レーション（頭韻）を踏んでいるのである。

4．語りと対話
4-1 会話体小説『ラモーの甥』
伝記の体裁を決めるにあたって先に挙げた3冊の他にも，
ベローが影響を受けたと考えられる書物がある。それはベ
ローの『宙ぶらりんの男』の中で言及されているフラン
スの文学者，思想家のドニ・ディドロ（Denis Diderot,
1713-84）の『ラモーの甥』（Le Neveu de Rameau ,
1761）である。この書物はフランスの百科全書派の巨匠
ディドロの最高傑作で，対話体小説であることが大きな特
徴であった。文庫本の帯に「大作曲家ラモーの実在の甥を，
体制からはみ出しながら体制に寄食するシニックな偽悪者
として登場させ，哲学者である『私』との対話を通して旧
体制のフランス社会を痛烈に批判する」とあるように，衝
撃的な本で，18世紀文学の遺産といわれるものであった。
一方，『宙ぶらりんの男』のジョウゼフは1年前に，フ
ランス啓蒙期の哲学者について「伝記的なエッセイ」
（“several essays, mainly biographical” [11]）を書
き始めており，ディドロについても半分くらいまで書いて
中断したままになっていたとある。そこで，かなりディド
ロについて研究していたことは明白である。ジョウゼフと
いうのはソール・ベローの分身的な人物であるので，ベ
ローがディドロから，もしくは『ラモーの甥』からどれほ

40

静岡文化芸術大学研究紀要

VOL.16

2015

「私」は実質的には「彼」の中に混入しているが，
副主人公にすぎず，多少とも狂言廻し的な役割を果
していて，脱線しがちな「彼」の舵を取りながら，
「彼」の内心の劇を完成させる。形式的には「私」
は「彼」の対立者で，当時の知識階級のエリットを
意味する「哲学者」であり，ある意味で作者ディド
ロの主な分身のようでもある。この物語のほんとう
の筋は，二人の会話の進展というよりも，会話を通
じて展開するラモーの内心の劇なのであって，読者
はラモーが身ぶり手ぶりを交えて殆ど熱狂的に自演
するパントマイムを追って，空しく偉大な悪党に憧
れたけちな悪党の失意の物語を読み終る。
（平207）
ここでは「対話」を中心に，二作品を比較してみるとど
うなるか。引用箇所の前半の「私」が狂言廻し的な役割を
して，脱線しがちな「彼」の舵を取っているということに
関しては，『ラヴェルスタイン』のふたりの対話では舵を
握っているのはラヴェルスタインの方で，それは彼の方が
社交的で情報量が多く，自己自身をチックの先生であると
任じているからである。引用の後半部分については，こ
れこそ『ラモーの甥』の特異性である。『ラモーの甥』に
パントマイム性を見出すとしたら，ラヴェルスタインにパ
ントマイム性を見出すことは不可能である。しかしなが
ら，外観の服装，仕草，趣味趣向，（またはエピソード）
こそ，ラヴェルスタインの内実または思想を表わすもので
ある，とだけは言うことができる。
『ラモーの甥』では「私」
と「彼」が対立者であるという点に関しては，『ラヴェル
スタイン』の「彼」と「私」は親友であることが強調され，
お互いが良き理解者であることから，二書の共通点は見出
せない。とは言え，対話の面白さ，対話によって各人の内

Ravelstein にみるチックの語り

実が表出されてくる点，及び対話によってプロットが進展
する様は，共通点として把捉可能だと言っても間違いでは
なかろう。
4-2「エソテリック」（秘伝的な）の多用
日常的な文書において，“esoteric”（難解な，選ばれた
少数者だけの，秘教的な）という形容詞を目にすることは
少ない。それなのに，この作品では“esoteric”が全篇を通
して計15回，そして副詞の“esoterically”が1回出てくる。
引用は長くなるので割愛するが，その多くは，ラヴェルス
タイン教授とその恩師ダヴァール教授の専門であるギリ
シャ古典学を形容するのに使用されている。ただし，それ
だけではなく，マイモニデスのようなユダヤ教哲学者，グ
リエレスクの学問的話題，人類の自信について，さらには
医療現場について，そしてもともとの意味である「秘密」
や「内密」，「奥義」という意味でも用いられている。とす
ると，何気なく用いているかの印象を与えるが，筆者はそ
うは考えていない。この“esoteric”にこそ，この作品の重
要な鍵が隠されていると思惟するのである。

おわりに
以上，ソール・ベローの『ラヴェルスタイン』における
チックの語りの妙技について論述してきた。ラヴェルスタ
インが亡くなると，死んだ彼にその後の出来事を語った
り，あるいはラヴェルスタインが生きていたら，このよう
に言ったであろうと推察するなど，彼とチックは死の境界
線を越えて，侵犯すれすれのところまでいく。このような
ラヴェルスタインとチックの語りにおける関係や対話に
ついて，及び，実は「4-2エソテリックの多用」のあとに，
「偉人たちの対話」という項目でもう少し書く予定であっ
たが，時間の関係と紙幅の都合上からここで一旦筆を置く
ことにしたい。この作品に内在する偉人・学者の対話につ
いては，稿を改めるつもりである。ソクラテスとプラトン
とアリストテレスの対話，ヘーゲルとレオ＝シュトラウス
（ダヴァール教授のモデル）の対話，アラン・ブルーム（ラ
ヴェルスタインのモデル）の対話による教育，ラヴェルス
タインとチックの対話，最後にラヴェルスタイン亡きあと
のチックと妻ロザモンドの会話も，この『ラヴェルスタイ
ン』の語りを考察する場合には重要な要素だと考える。し

（シカゴ大学：筆者撮影，2010年）

かし，これだけでもひとつの論文になりそうである。これ
からもこの研究を継続して，機会をみつけて発表する所存
である。
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