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主役のCa血eは美しさと若さ､運を活用し､田舎娘からブロードウェイの女優へと

変身を遂げ貧困から富と名声を獲得する｡もう一方の主役Hurstwoodは､Carrieの上

昇に反比例するように､貧困と死へと転落する｡SisterCarrieがHerbertSpencerのFirst

Principlesの影響を受けて書かれたという指摘は､おもにこの二人の上昇と下降に焦

点をあて､作者Theodore DreiserがDarwinの自然界における適者生存の考えを19世紀

から20世紀へかけての初期消費経済社会に適用したというものである｡1もしも

DreiserがSpencerの思想を小説にして表現しているならば､それを支えているのは商

品やデパート､大都会や劇場といった消費社会への転換期を象徴するようなファク

ターである｡Sis(erCarrieはDreiserの生きた時代や社会を象徴する思想を時間的な軸

に､それらを象徴する物や場所を空間的な枠組みにした小説であり､Dreiserは自分

の目に映った世界を∫由gr C(汀rfeという小説に転写したと考えることができるのであ

る｡本稿では､Dreiserの目に映った19世紀末の大都会と彼が拠り所にした思想とを

結びつけることでこの小説が生まれたと仮定して､その小説世界が､彼の世界観と

あくまでも⊥致するものなのか､ある･いは矛盾するとしたらその矛盾が何を意味す

るのかについて考察してみたい｡
､

Ⅰ.

∫血gr Cdrrよどの登場人物たちは､どのような状況にいようとも､みな富がもたらす

幸福を信じ､それを人生の中心に据えて生きている｡Vance夫人に代表される富を手

中にした者はそれによってもたらされる高いレベルの生活を享受し､それを持たな

いCarrieの姉夫妻は妹の賃金を家計の足しにして生活をレベルアップし生活を保証さ

せようとする｡CarrieがDrouetからHurstwoodへ乗り換えるのも､LolaがCarrieのルー

ムメイトになるのも､そうすることによって生活が向上するからである｡小説の基

盤となっている富への信奉､つまり金への信奉は､絶対的なものではなく貧困への

恐れと相対的な関係にあり､したがって登場人物たちは貧困と富を結んだ直線の上

のいずれかの地点にいるということになる｡金銭をどれくらい所有しどれくらい使

うことができるかによって､登場人物たちの社会的な力が決まるため､金銭への言

及は小説中で一貫して見られ､Carrieの給料がい.くらからいくらへ上昇したのかを始

めとして､デパートがどのランクに位置しているのか､傘や洋服が正確にいくらで



あったのか､所持金､家賃､食費にいたるまでが､金銭に特徴的な数字というかた

ちで詳細に記されることになる｡金は単に物の値段を示すだけでなく､登場人物た

ちの値段をも示しているのである｡

貧困と富を結ぶ直線をCarrieは上昇し､Hurstwoodは下降する｡Carrieの上昇は彼女

が金を獲得する強い欲望を持っていたためであり､Hur虞WOOdの下降は彼が欲望を失っ

たためである｡そしてこの欲望こそが､Walter Benn Michaelsが指摘するように､

∫f∫JgrCαrrigを動かす原動力となっている:

Desire,for[Dreiser],ismostpowerfulwhenitoutstripsi(SO叫ect;‥.itisthevery

factofthisexcessivenessthatfuelsSisterCarrie,seconomy-Whichisonereason

WhyCarrieisrighttothinkofmoney("somethingeverybodyelsehasandImust

get'')as"poweritself･"Theeconomyrunsondesire,Whichistosay,mOney,Orthe

impossibilityofeverhavingenoughmoney･2

Ca血eは自分の欲望を具体的に項目化し､ことあるごとに反窮するが､それらはど

れも金に集約されるものである:"Herimaglnationtrodaverynarrowround,always

Windingupatpointswhichconcernedmoney,looks,Clothes,Orenjoyment"(39)｡金は洋服

に象徴される見栄えにつながり､よい服装をしている人物のみに楽しみが許される

という循環的な思考をする彼女は､その意味で､初期消費社会の申し子である｡富

への欲望の強さに加えて､Carrieには､美に象徴される遺伝的な要素や若さに象徴さ
､れる強靭さ､つまり幸運やチャンスを獲得する可能性も付与されている｡彼女の適

者としての素質と彼女の欲望は小説のごく最初で同時に示され､この二点が連動し

て彼女の人生を動かし､そして小説を動かすことが暗示されている:

Caroline‥･WaSPOSSeSSedofamindrudimentaryJnitspowerofobservationand

analysIS･Self-interestwithherwashigh,butnotstrong･Itwas,neVertheless,her

guidingcharacteristic･Warmwiththefanciesofyouth,prettyWiththeinsipidprettiness

Ofthefbrmativeperiod,pOSSeSSedofangurepromlSlngeVentualshapelinessandan

eyealightwithcertain nativeintelIigence,Shewasafairexampleofthemiddle

Americanclass…･Bookswerebeyondherinterest-knowledgeasealedbook･And

yetshewasinterestedinhercharms,quicktounderstandthekeenerpleasuresoflift,

ambitioustogalninmaterialthings･Ahalf-equlppedlittleknightshewas,Venturlng

toreconnoitrethemysteriouscltyanddrearrungwilddreamsofsomevague,far-Off

SupremaCy,Whichshouldmakeitpreyandsu叫ect-theproperpenitent,grOVellingat

awoman'sslipper:

欲望がCarrieの富への上昇の､そしてこの′ト説の原動力であるとすれば､それを具

体化している方法はCarrieを始めとする登場人物たちが行う比較である｡Carrieが富
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へ近づくためにまず行うのは､男性の財力と自分の肉体を交換するという方法であ

る｡そして男性の選択基準は彼らがどのような服装をしているかである｡∫i∫Jer

Cαrrfeの中で服装は人物の社会的な地位をもっとも端的に示すものとして常に子細

に語られているが､それは､この小説においては持っている物､使うことのできる

物こそが人物の価値を示すからで串り､Ca血eにとってはそれが身につける物に象徴

されているからである｡着ている服の高価さと男性としての価値は比例関係にあり､

ほとんど男性自身の価値としてみなされるに至っているが､彼女の行う比較は､そ

の対象が物であっても人間であっても､買うことのできるもの一商品-として認識

することから始まっているのである｡オーバーオールとジャンパーといった労働着

姿の工場の男性はQrrieには商品としては認められない｡Glrrieが姉の夫を嫌うのは､

彼女自身の考えているような疑い深さが理由ではなく､彼が労働者階級に属してお

りしたがって金に集約される欲望を何一つ満たしてくれるはずのない人物だからで

ある｡自分自身労働者階級に属しているCarrieは彼らを買う必要がないのである｡

CarrieがDrouetと自分の肉体を交換するのは､労働着と彼の着ている"goodclothes''

にの比較によってDrDuetを選択したからであり､これによってCarrieは労働者階級か

ら金を使うことのできる存在に昇格することになる｡語り手は､Drouetの第一の特

徴をよい服を着ていること､第二の特徴を女性への関心と述べ､この二点を分かち

がたいものと位置づけている(3)｡よい服装をしている男性(Drouet)は人間の価埠

も高いと女性(Ca血e)にみなされるという関係は､服装が異性に対する孝異化の役
割を担っていることを示している｡CarrieがHurstwoodに惹かれるのは､Drouetの

"goodclothes"と比較してHurstwoodのそれが"excellentclothes"であったからである

(73)｡Alan Trachtenbergは､この二人はともに商業市場に属するものの､Drouetは

"thesaleofmanufacturedoqects"に携わる人物､Hurstwoodは"【thesales】ofentertainment

enhancedbysocialprestige"を扱う人物セあると見ている｡4
扱っているものの違い

は二人の経済力の差を示すとともに､Drouetは工業社会と消費社会の中間点に､

Hu.stw｡｡dは消費社会に属していることをも意味している｡彼らの生きている時代が

工業社会から消費社会へと転換しつつあることを考えれば､Hurstwoodの方により商

品価値があり､これもまた"excellentclothes"に表れているということができよ.う｡

彼に備わっている"cleverneSS"は消費社会における適者としての素質にほかならなら

ず､"eXCellentclothes"は,それを形として証明するものでもある:"WhenHurstwood

called,ShemetamanwhowasmorecleverthanDrou$tinahundredways･Hepaidthat

peculiardeftrencetowomenwhicheverymemberofthesexappreciates"(72)･この素質､

"clevemess"はCarrieの欲望の対象であるコメディを鑑賞している時にとくに表面化す

るが､Carrieはあたかも天秤を前にし､一方の皿には"goodclothes"を､もう一方の

皿には"excellentcl｡thes"を乗せ､Drouetの皿が上に上がりHurstwoodの皿が下に下が

るのを見ているようである:"Bytheendofthethirdact,ShewassulethatDrouetwas

onlyakindlysoul,butotherwisedeftctive･Hesankeverymomentinherestimationbythe

strongcomparison"(88)t工場労働者たちや姉の夫が体現する貧困という欠落項目によっ



てDrouetの存在が高められたように､今度はDrouetの欠陥がHurstwoodの価値を高め､

彼女はHurstwoodというより高価な商品を再び肉体によって買うことになる｡ただし

この時点でのCarrieの肉体は､Drouet選択時のそれとは異なっている｡Drouetによっ

て提供された洗練された服を着ているCaLrrieは､もはや貧しい田舎娘ではない｡服装

と同じ程度の価値のある女性になっており､そのために彼女はHurstwoodを選択する

ことがセき､その前提がなければHurstwoodも彼女の価値に気づくことはなかったで

あろう｡

HurstwoodがCarrieに見いだした価値とは彼女の若さである｡彼女の若さによって

自分も精神的に若返ることができると認識したため､彼はG汀ieに惹かれるのである:

"Hurstwoodftlttheblbomandtheyouth.Hepicked【Carrie]･aShewouldthefreshfruitofa

tree･Heftltasfreshinherpresence;,,=Hewasayouthagalninfteling-aCaValierinaction"

(92).そしてこのCarrieの価値も比較の対象を置くことで価値として比較者Hurstwood

に認識されている｡彼は妻の汝滑さや強欲さを基準にCarrieの価値を測り､若さと可

●能性を持つ彼女を選択するのである:"Herewasneitherguilenorrapacity.Therewere
主1ightinheritedtraitsofbothinher,buttheywererudimentary･Shewastoofu1lofwonder

anddesiretobegreedy''(91).Drouetの欠陥がHurstwoodの価値を高めたのと同じように､

妻の欠陥がCarrieの価値を高めたのである｡逆にいえば､彼が妻への嫌悪を募らせる

のはCarrieという存在を知ったからであり､これは､Carrieがすでに所有する者､

Drouetの存在を知っており､自分を別の状態に置ける可能性があったために姉の家

での生活や靴の製造工場での労働に苦痛を感じることができたのと同様である｡ま

たHurstwoodは､当初は家庭生活の退屈さからCarrieへ喜びを見出すのだが､退屈さ

が苦境へと変化すると､彼女への思いは切実なものになる｡この行程は､Ca血eにお

いてDrouetが､単なる生活の慰めから､職を失い苦境に陥るに至って重要なものへ

と変化していったのとまったく同じである｡さらに､CarrieにおいてHurstwoodの

"cleverness"が付加価値となったように､CarrieがProuetのものであることは

Hurstwoodの場合においても付加価値となっている｡彼女が別の男の所有物であるこ

とは彼女の価値を高め､またその男より自分の方がすぐれているという自負心は

Hurstwood自身の価値をも高めるからである｡5 carrieとHurstwoodは比較によって

■互いに互いの商品となり､結婚という双方向の売買関係の契約を行うことになる｡

頻繁に比較を行うCaJTieとHurstwoodは､富と貧困を結ぶ直線上を､正反対の方向に

ではあるが､ともに大きく動くのである｡

比較によって成立した関係は､比較する対象の一方を失ったときに､当然のよう

に消滅する｡価値を天秤にかけて確認することができなくなり､価値そのものの意

味が失せてしまうからである｡Ca血eがDroue一に興味を失ったのは比較対象であった

貧困の惨めさが消滅し､その結果Drouetの価値が失われたからである｡Hurstw｡｡dと

の関係も同様である｡自分を騙した男であるHurstwoodと自分にとって何かあるかも

しれないモントリオールやニューヨークに連れていってくれる手段としての

Hurs(WOOdを比較している間はHurstwoodの価値は保たれるが､シカゴ時代の
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Hurstwoodとニューヨークに来てから価値を下げ続けるHurstwoodとの比較をするに

至って､過去を選択することは当然不可能であるから､Ca汀ieはそのどちらの選択肢

も選べなくなってしまう｡

その意味で､比較を行わない､したがって貧困と富の直線における位置の変わら

ない登場人物の役割は重要である｡主人公の比較が本人の経済的な動きのみならず

小説の動きも促進するこの/ト説の中で､定点として機能するからである｡Amesや

Vance夫人､Dr｡uetやHurstwoodのシカゴ時代の知人たちといった所有状態の一定し

ている人物の位置は､主人公が欲望の対象､あるいはそれを得るための手段を比較

し選択するという構造が失われた後にはとくに重要になる｡はとんど動きがないと

いう意味で彼らの位置する点をSpencerが:`thepointofequilibration"と呼び､Dreiserが

"equationinevitable"と呼ぶ､6 上昇から下降へと方向を逆にする停滞地点とみなす

ことも可能であるが､/ト説の最初から最後まで動きがないことから､むしろCa血eと

Hurstwoodの上昇と下降を計測する地点として機能しているとみなす方が妥当である

ように思える｡ただし彼らの定点としての意味は異なる｡Vance夫人はCarrieが､

Drouetやシカゴ時代の友人はHurstwoodが､自分の存在地点を確認し､読者が彼らの

上昇あるいは下降を測るために機能して.いるのに対し､Amesはむしろ′ト説の枠組み

における定点である｡のちに述べるように､Amesは､金ではなく精神性を主張する

ことで､はかの登場人物たちとは一線を画している｡その意味で､′ト説の基盤に疑

問を呈する役割を担っているのである｡

定点としての機能がもっともわかりやすいのは､シカゴ時代の知人である｡

Hurstwoodは彼らと自分とを比較して過去の栄光にすがり続け､ついには過去と現在

という唯一彼に許された比較を行うようになる｡しかし商品化できないこの比較は

消費社会においては何ものをももたらさず､最終的には死へとつながる｡Hurstwood

と比較され商品価値が小さいとされたDrouetは､Hurstwoodの落ちぶれ具合を再確認

させるかのようにCarrieの成功後に再登場している｡7

また､貧困と富の直線上でのCa血eの動きの大きさを示すために､その線上で小さ

な移動を行っている人物も配されている｡Carrieの姉は､Carrieと同じようにコロン

ビア･シティという労働を基盤とする田舎から消費経済社会である大都会､シカゴ

ヘ移動したにもかかわらずこ 田舎の父親同様労働者階級にとどまっている｡姉もま

た､Ca血eを家に住まわせるメリッ■トとデメリットの比較を行っており､`彼女の収入

によって得られるメリットの方を選択している｡Ca血eのもたらすであろうわずかな

金額を比較の基準としている姉夫婦は､経済的な上昇においてもまたわずかである｡

姉に借りた使い古しの色あせた傘がいやで､"OneOfthegreatdepartmentstores"に行き

"adoIJarandaquarter"を支払って新しい傘を買ったCarrieに､姉は"Youfoolishgirl"と

いう反応を示す(41)｡これは彼女がCarrieの価値観そのものを否定しているからでは

なく共有しているために発せられたことばであり､Ca汀ieが自分と反対の選択肢一高

級デパートの高価な物-を選んだことに対する批判である｡比較をする者は富と貧

困という直線上を多少なりとも移動するが､移動の小さい姉はCa汀ieの欲望の大きさ



を示すために配置され､彼女が富に近づくにつれて背景へと押しやられる｡8

ここで注目すべきなのは､CarrieあるいはHurstwoodの振幅の大きさを示す定点と

なっている人物が同性であるということである｡これは､∫J∫Jer Cdrrfどの基盤である

消費社会において男性､女性それぞれの役割が区別されているということの証拠で

あるといえよう｡CarrieとVance夫人の関係はCarrieが富から転落すると途絶え､獲得

すると回復するといったものであるが､Vance夫人こそがCarrieが最初に目指した理

想像である｡Carrieは､ブロードウェイをVance夫人と並んで歩きながら自分を彼女

と比較し､同じ位置に立てるようになることを切実に望んでいる:

【Carrie]could not,for thelife ofher,aSSume the atti【ude and smartness ofMrs.

Vance,Who,inherbeauty,WaSallassurance･Shecouldonlylmaglnethatitmustbe

evidenttomany(hatshewasthelesshandsomelydressedofthe(WO･Itcuthertothe

quick,andsheresoIvedthatshewouldnotcomehereagalnuntilshelookedbetter･At

thesametimeshelongedtofbelthedelightofparadinghereasanequal･Ah,thenshe

WOuldbehappy!(227)

ルネ･ジラールは､｢比較ということは接近であり､同一水準に置くことであり､

ある程度において､比較する物をおなじように取り扱うということである｡たとえ

はんの束の間でも､最初は設定しなかった平等を､人間同士の間にみとめないわけ

にはいかないのだ｣と述べる｡9 vance夫人に対してこの｢平等｣を求める一方で

Carrieは､労働者階級の女性を自分とを｢同一水準に置くこと｣を拒絶している｡

Ca血eが靴工場で働いていたときに男子労働者にからかわれたのを見て､彼女に親切

なことばをかける同僚の女性がいるが､Carrieは彼女に返事もしない｡Carrieの無視

は､欲望を持たない同性と自分との比較を認めないという強い意志表示である｡こ

の小説において同一水準に置かれるのは必ず同性である｡異性に対する比較は､異

性を獲得するために(あるいはしないために)その異性と同性の比較対象を設定す

るという形で行われ 同性に対しては自分を比較対象の片方とみなす(あるいはみ

なさないと決意する)ことで行われる｡その具体的な基準となっているのが､前者

においては自分の欲望を満たしてくれるか否かであり､後者については同じ欲望を

持っているかどうかである｡

CarrieがVance夫人にあこがれたのは､彼女が消費社会の頂点であるブロードウェ

イにふさわしい女性､金に集約され洋服に象徴される欲望をすべて満たしている女

性であることに加えて｢夫人｣という立場を確保している女性､夫の財産によって

身を飾り楽しみを享受できる女性であったからである｡自分の欲望を満足させるた

めに買う妻と､彼女の購買を支える夫というブルジョワ階級の男女の役割分担は労

働者階級にいたときのCarrieの理想であり､Hurstwoodとの結婿はその保証にほかな

らない｡夫である限りHurs(WOOdには妻の欲望を満足させるための金を稼ぐ義務が課

せられており､主婦の役割はあくまでもCarrieに属する｡Carrieが肉体で支払った額
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を､Hurstwoodは支払わねばならないのである｡この点については両者の認識は一致

しており､Hurstwoodの収入がなくなりCarrieが消費者たりえなくなると当然のよう

に二人はベッドを別にするようになる｡Ca血eが舞台に立ち労働する夫の役割を担う

ようになると､収入源を失ったHuIStWOOdが主婦の役割を引き受けるようになる｡こ

の役割交換は二人の結婚の危機を救う一つの解決策なのだが､当事者のどちらにも

受け入れられない｡ジェンダーに基づく役割交換は結婚のかたちとしては二人には

認められなかったからである｡とくにCa汀ieにとっては､労働者から脱却するために

した結婚において､自らが働く=労働者に逆戻りするということは契約違反以外の

何ものでもないからである｡

Ⅲ.

Vance夫人のような女性になるという本来の目的を遂げることができなかった

Carrieは､富の獲得を目指して別の方法を取らざるを得なくなる｡ここにおいて

Carrieの貧困から富への上昇直線は性格を変えることになる｡Hurstwoodを獲得する

までのCarrieの上昇は自らの肉体と男性とを交換することを基本にしていたが､

=urγtWOOdの下降に際し女優となる彼女は交換の対象を男性から社会へと換え､社

会に対して売られる商品になるのである｡レイチェル･ボウルピーによれば､19世

期末から20世紀始めの消費社会への転換期には｢家庭でつくりだされる品よりも店

で売られる品の比率と量が増大していくにつれて､それを買う役は男よりも女になっ

ていく傾向があ｣った｡10 その結果､｢『消費者』に売ろうとする『生産者』の組

織化された工夫は､女に対して男がアピールするという形式を帯びざるをえなくな｣

り､同時に｢互いに誘惑し誘惑され､所有し所有されながら､女性と商品は､恋の

眼差しの裡に､互いのイメージを互いにひけらかしあう｣鏡のような関係となって

いた｡11女優Carrieと観客(消費者)との関係はボウルピーが述べているようなも

のであり､Ca血eの女優としての成功はこのような関係によってもたらされたもので

ある｡12 carrieg)女優としての原点は､"thoselittlemodishwayswhichwomenadopt

whentheywouldpresumetobesomething"を真似てそれを鏡に映してみるという行為

である:"Shelookedinthemirroranqpursedupherlips,aCCOmpanyingitwithalittletoss

ofthehead,aSShehadseentherailroadtreasurer,sdaughterdo,,(78-79).そして､ブロード

ウェイを歩くVance夫人のような女性たちを模倣することで女優Carrieは､Alan

Trachtenbergが指摘するような､"thedesiredimageofadesirablewomanshemirrorsback

to herinsatiableaudience(including,at the heightofhersuccess,theaudience forher

publishedphotograph-,yetanothermirror),,となったのである｡13 carrieという商品は､

｢見る者｣から｢見られる者｣への視線の一方通行によって作られたのではなく､

どちらも｢見る者｣でありどちらも｢見られる者｣であるという双方向の視線によっ

て作られ続けるのである｡女性たちは舞台の上に彼女たち自身を映し出した女優を

見るが､その彼女にはスポットライトがあたり､彼女をいっそう美しく見せている

だけでなく彼女こそが主役であることも示している｡隣の席で男性が口にする女優
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への賞賛は彼女たち自身の賛辞でもある｡女優Ca血eは､はんの少しだけ彼女たちの

･現実を美化し､わかりやすくしてみせ､自分がたたえられることで彼女たちをたた

えるのである｡またC餌Tieは､彼女たちの欲望を少しだけ満足させながらじらし､女

優と観客の境界､劇場と街の境界をあいまいにしていく｡女優Ca汀ieは､彼女たちが

生きることのできない別のいくつもの人生を演じ､彼女たちがブロードウェイです

れ違った何人もの素敵な女性にもなれる可能性を示すことで､彼女たちの足を何度

も劇場へ運ばせると同時に､劇場の彼女のイメージを街に還元するのである｡Ca血e

も含めた女性たちは互いに似通っていながら少しだけ違い､その違いを互いの関係

において個性として主張しているので､街に女性たちがいる限り女優CaJTieは演じ続

けることができる｡14 carrieは大量生産によって作られた製品の一つのようであり

ながら､実はもう一手加えてできあがる､いわばアンディ･ウオホールの描くキャ

ンベルスープの缶のような芸術品なのである｡

女性のイメージでもあり､男性的な方法で女性にアピールするCa汀ieの状態は､ルー

ムメイト､Lolaとの関係に象徴されている｡登場人物の中で異性間の関係が互いの

商品化とそれに基づく交換､同性間のそれは欲望の一致を前提とした上での自己の

存在地点の確認というふうに､性による役割が明確に規定されているこの小説の中

で､CarrieとLolaとの関係は特異である｡CarrieがLolaにHurstwoodと暮らしているこ

とを言えないこと､Hurstwoodとの同居から彼女との同居へと移行したこと､同性で

ありながらCaLrrieがLolaと自分とを比較しないこと､そしてLolaがCarrieに助言を与

えたり彼女を称賛したりすることは､二人の関係においてLolaが女性としてよりも

男性としての役割を担っていることを意味する｡しかしLolaはたった一つ､男性と

してもっとも重要な経済力を欠いている｡反対に高賃金を得るC餌Tieは有能な稼ぎ手

であり､そのような人物は､女性が低賃金労働者として市場に参入したばかりのこ

の時代においては男性という記号に属する｡Ldaは､G∬ieがかつて男性に対して行っ

たように､Carrieに依存することを決めてしまっている:"Little[Lola】Osbornecould

neverofherselfamounttoanything.Sheseemedtorealiseitinasortofpussy-1ikewayand

instinctivelyconcludedtoclingwithhersoftlittleclawstoCarrie"(315).

LolaとCarrieはともに"soldier"や"knight"といった名詞でしばしば形容されている

が､このことは二人の男性性を示すと同時にその男性性が完壁でないこと-"OmCer,,

や"king"でないこと-をも示す｡また､"SOldier"や"knight"には､消費社会における

適者としての条件である若さという意味も当然含まれている｡若さとは未成熟であ

るということでもあり､彼女たちの性的な未熟さがこれらの中性名詞的なことばに

は含意されているとも考えられるのである｡Hugh WitemeyerはCarrieの性的無関心

さを指摘し､"WecanbestcreditDreiser,sinsistencethat[Carrie,s】spiritisinnocentifwe

thinkofherpersonalityaseternallyprepubescent,,と結論づけているが､Carrieが消費社

会において適者である理由の一つである若さが未熟さでもあることを考えれば､適

者には性的な欲望がないということにもなる｡15 carrieの女性としての性は男性の

財力と交換されるために利用され､性的な欲望は富への欲望という唯一の目的によっ
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てうち消されていると考えられるのである｡DrouetとHurstwoodが互いを媒介にして

C餌Tieという対象への欲望を増大させたことから､この小説において男性には､少な

くとも表面的には､.性的な欲望が存在している｡しかし実際には､女性に対する欲

望を持っているのは工業社会と消費社会の中間地点に属するDrouetであり､消費社

会の適者であるHurstwoodの欲望はCarrieの若さ=性的な未熟さに向けられている｡

したがって､消費社会を体現する人物は､男性､女性を問わず無性化しているとい

うことになるが､これは互いを商品とlみなす異性間においてのみである｡Carrieと

Lolaの関係が示すように､相手を商品とみなさない同性間の関係においては､一対

一の欲望は存在しているのである｡自分が金持ちであることを誇示し愛人になりま

せんかと誘う手紙をフアンの男性から受け取ったCarrieは､Lolaにこれを見せ､

"Aren,tmensilly?"と言っている(333)｡このことばは､もはや対男性の交換を行わな

いCa血eの決意表明であるのだが､｢あなたは違うわよね｣という恋人への確認とし

ても聞くことができる｡Ca血eとLolaの関係がある種レズビアン的な雰囲気をかもし

出しているのは､男性一女性間で成立していた交換の法則が適応されているため､よ

た､それが変型されているためであり､さらに､男性一女性間で機能しなくなってい

る欲望による関係が成り立っているためであろう｡しかし､CarrieとLdaとの関係は､

Witemeyerが述べるような､協力に基づいて人生を切り開いていく関係とは異なって

いる:

Almostthefirstpersonshemeetsinthetroupeisthe=littlegaslightsoldier,"Lola

Osborne;arrayedin=tinselhelmetandmi1itaryaccoutrements=anddestinedtoplay

thesqulretOCarrie,sknight･‥･Carriehasoncemoretakenuparmsinthestruggle

forfortune･Thetroupeisatroop,andthedirectoroftherehearsalbarkscommands

likeadrill-Sergeant･16

二人は同種の楽しみ､同種の物に対する欲望を持っているが､そのことは二人を

結び付けはしないからである｡17 ボードリヤールは｢消費者たるかぎりでは､ひと

は…孤立し､バラバラに細胞化し､せいぜいお互いに無関心な群衆となるだけで

ある｡…消費対象は､たとえ人びとを孤立させないにせよ､やはり差別し､消費

者をあるコードに集団的に割り当てるが､だからといって逆に集団的連帯を生み

出すというわけではないのである｣と述べている｡18 快楽を与える消費対象が

carrieとL｡1aの二人にもたらすのは､それに向かい合う時間の共有と､それを求めな

い人たち一消費社会以前の工業社会や農業社会を体現する人々-との差別化だけで

ある｡それぞれが別々に対象に向かい合うような社会では､同等な協力関係は生ま

れ得ず､一人一人が徹底的に個として富を渇望する過程で､相手が欲望を満たして

くれる場合に限って人間同士の関係は成立する｡19 LarzerZiffは､Sis(erCαrrieにお

いて信頼や友情､愛情といった人間関係が個人を守る意味で機能していないことを

指摘する
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Dreiserlooksandlooks,WrlngShishands,andlooksagain,butfbrallhisdetailsdoes

notseefamilies,friendships,OrOtherfbrmsofcommunltyWhichactasprotective

screensbetweentheindividualandtheonslaughtofhisenvironment･20

この議論の根底にあるのは､家族を基本とするような共同体に対する肯定的な信奉

であろうが､こうした共同体は農業社会でこそ機能すれ､消費社会の前段階である

工業社会ですでに歪みを露呈させている｡工場労働者であるC餌Tieの父親や､･彼女の

姉の家庭は彼女を社会から守るような役割をもともと持っていない｡どのような方

法を採るにしても彼女は家族とは別個に食い扶持を探さなければならないし､家族

に所属するためには､姉の家で見られたように､稼ぎ手としての役割を果たさなけ

ればならない｡共同体に代表されるような横のつながりは､富へ向かって上昇する

縦方向の動きによって脆弱化され､その目的のための道具としての役割の方が大き

くなるという構造がこの小説ではできあがっている｡そしてひとたびこの縦方向の

目的が達成されると､ほかに原動力がないため､個人は停滞に陥るしかなくなる｡

CarrieとLolaの､同性間の関係でもなく異性間の関係でもないという結びつきは､富

への欲望という原動力を失ったCl血eの停滞状態の象徴でもある｡この関係において､

自分の欲望は相手の欲望でありそれ以上でもそれ以下でもない｡二人の欲望の一致

は互いを商品化させず､したがって交換も行われない｡男性一女性間の交換が生み出

す子供に相当するような新しい生産物を生み出さないのである｡

Ⅲ.

停滞は必然で､それ以降は死に向かって行くだけなのだろうか｡もしもDreiserが

SpenCerの考えに基づいて､CarrieとHurstwoodの両者に初期消費社会の適者を代表さ

せて､消費社会における人間のサイクルも自然のサイクルと変わりはないのだとい

う例を示していると考えるならば､どんな人間も停滞を避けることはできない｡そ

の場合､Hurstwoodの停滞から死への下降はGlrrieの将来を予測させる前奏曲である｡

Michaelsは､このような視点に基づき､停滞を打ち破る二つの方法をDreiserは提示

していると述べる:

Thereare,aCCOrdingtoDreiser,tWOpOSSiblewaysout:dieyoungorbecomevery

richindeed.TheadvantageofdyingyounglSObvious-yOueSCapethelong,Slow

diminutionofdesire‥∴Whattherichmanbuyswithhismoneyistheyoungman's

desire･Andthatdesireconftrsuponhis●fortune,･･,akindofever-eXPandingcapltalist

immortality･Moneyresistsbiology,reSistsnaturalization･21

この考えに準拠すれば､後者の方法を採用したのはHurstwoodである｡前にも述べ

たように､彼はCarrieの若さによって自らを存続させようとしている｡ただし彼は三
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つの点で決定的な過ちを犯している｡一つは､彼が真の金持ちでなかったことであ

る:"Hismanagerialpositionwasfairlyimportant‥.,butlackedfinancialcontrol"(33);

"He･･･WaSal(OgetheraveryacceptableindividualofourgreatAmericanupperclass-the

firstgradebelowtheluxuriouslyrich"(34)｡マネジャーという立場が象徴するように､

Hurstwoodは自分自身のものでない金や名誉を流通させる存在である｡盗みは､他人

の金を懐に入れてしまう､つまり流れを停滞させてしまうということである｡流通

させる役割を担う彼が､金を手の中に留めることは何よりも避けねばならなかった

行為である｡結果的には､金の流れを一時であるにせよ停滞させたために､その金

だけでなく自分の財産のすべてを妻や家族という他人の手に渡らせてしまっている｡

しかも､彼は､財産を失うことが明らかになった時点でCa血eを選択している｡むし

ろ､もはや何も残されていないということが彼女を選ばせたというべきかもしれな

いが､彼は金を保有していないにもかかわらず､つまり交換する何ものをも持たな

い状態で商品を手に入れてしまったのである｡二点目は､彼が買ったのは実際には

Carrieの欲軍ではなく肉体だったということである｡すでに述べたが､彼らの結婚は
男性一女性の明確な役割の規定に基づいている｡Carrieは彼の所有物であり､そこに

は投資の意味はない｡この点に関連するが､最大の要因は､Carrieが男性でなかった

ことに帰せられるだろう｡Hurstwoodは若者の欲望ではなく､Michaelsの言うように､

若い｢男性の｣欲望を買わねばならなかったのである｡前述したように､Ca血eが勇

性的な役割を担うのは､公的には消費者(観客)に代表される女性たち､私的には

Lolaという女性に対してだけである｡そしてそれも相手が女性であることが結果的

に彼女に男性の役割を担わせているという受動的なかたちでである｡以上から､

Hurstwoodの試みはCarrieがうまく乗ったような上昇気流に真っ向から逆らうもので

あり､加えてワン･テンポ遅れて行われたために下降度が増したということがいえ

よう｡彼は流通させている限りでは消垂社会における適者であるが､その役割を放
棄したとたんに非適者となってしまったのである｡

Michaelsの､真に富を持つものだけが死を逃れることができるという議論は､

∫i∫rer Cαrr′eという小説から離れたところでは説得力のあるものである｡しかしここ

で忘れてはいけないのは､/ト説が､Hurstwoodのたどり着いた無(死)によってでは

なく､C訂rieの停滞状況によって終結をみているという点である｡停滞は死へ向かう

前段階ともなるが､それを踏み台にして新たに動き出す可能性も含んでいる状態で

あるともみることができる｡とくに､上昇に向かう｢動き｣によってエネルギーを

得てきたこの小説においては､停滞の中にさえ動きの芽となるようなものが存在し

ていると考えることはできないだろうか｡ちょうど女優Ca汀ieがブロードウェイの女

たちの姿を映し出しながらも少しだけ違った存在となっているように､Dreiserが小

説の軸として据えたSpencerO)法則も､彼の個性によって-たとえば小説を｢動かす｣

というような彼独特の意志によって一少しだけ軸の性質を変えてしまっているので

はないだろうか｡22 したがって､Michaelsが明らかにした方法以外にも､停滞を打

破する方法が小説の中で提示されていると考えられるのである｡そしてそれは､
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Chrrieだけに可能なイ若くして死ぬ｣という方法や､Hurstwo｡dが失敗することによっ

て示した｢真の金持ちゐ男性になる｣という男性のみに許された打開策ではなく､

消費社会の適者のすべてに適応できるような､つまり適者を代表する二人に共通し

て見られる欠落項目を埋め合わせるような方法として提示されているのではないだ

ろうか｡

二人に共通した欠落項目を浮き彫りにするのはAmesである｡CarrieはHurstw｡｡dや

Droue(との比較によってAmesの価値を認識する:"Thismanwasfaraheadofher.He

SeemedwiserthanHurstwood,SanerandbrighterthanDrouet"(237)｡比較の天秤のAmes

の皿には､"Wise"､"Sane"､"bright"といった知性や精神性を表すおもりが乗せられ

ているが､これらは比較対象の男性たちだけでなくC鋸再eにも欠けているものである｡
23

そしてCarrieが消費社会を体現する人物であるために､Lehanが修辞的に指摘して

いるように､Amesは登場人物たちの生きる社会を外側から見る視点を提示し､結果

的に小説の定点として機能しているのである:

ItisinterestlngthatDreiser,scltylSmOStOftencharacterizedbyitslights,Which

i11uminatethenight;anditisAmes,theelec(ricalenglneer,Whohasinventedanew

kindofelectriclight,aneW mOdeofillumination.Thereis,Ofcourse,adouble

meanlnghere‥JuStaSAmesaddstothecltylights,heilluminatesCarrieandgivesher

themeanstosee.24

AmesがCarrieに採るべき道として示すのは､現状に満足することと､人々の欲望

を代表して表象することである:"The worldis fullof desirable situations,but,

unfortunately･WeCanOCCupybutoneatatime･Itdoesn,tdousanygoodtowrlngPurhands

OVerthefar-Offthings(355);""TheworldisalwaysstruggIingtoexpressitself,.‥Most

peoplearenotcapableofvoicJngtheirftelings･Theydependuponothers…･Sometimes

naturedoesitinaface-itmakesthefacerepresentativeofal1desire･That,swhathappened

■in your case"(356).彼は､二次元的な貧困と富の直線を生きるCarrieに対し､"the

WOrld''という三次元の視点から意見を述べ､具体的に･‥turntothedramaticfield….It

Willmakeyourpowersendure"'と停滞を打ち破り生き延びる方向を示す(356)｡Carrie

も"`Ithink･･･Icandobetterinaseriousplay,,,とそれを採用しようとするが､彼女には

なぜそうするのかについての明確な意識があるわけではなく､停滞したままの状態

が続くことになる:"Theefftctof(hiswaslikelroilinghelplesswaters.CalTietroubleover

itinherrocking-Chairfbrdays;,,=Stillshedidnothing-grleVlng･Itwasalongwaytothis

betterthing･-づrSeemedso-andcomfortwasabouther;hencetheinactivltyandlonglng"

(357).

Carrieの遽巡は当然である｡なぜなら､Amesの提言それ自体が矛盾しているから

である｡現状に満足することは欲望を捨てることである｡Ca山eが求めているのは金

に代わる欲望であり､欲望の放棄ではない｡欲望は彼女の原動力なのだから､現状
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に満足することは解決策にはなり得ないのである｡またC∬rieは人々の欲望をすでに

表象している｡彼らは決して満たされることのない欲望を満たそうと生きている人々

であり､Amesが想定しているような人々はCarrieの生きる場にはいないのである｡

具体的に見て真似ることで生きてきたCa山eが､見たこともなく､それ以前に､実際

には存在していないAmesの精神的世界を表現することはほとんど不可能である｡

carrieの迭巡は当然である｡なぜなら､Amesの提言それ自体が矛盾しているから

である｡現状に満足することは欲望を捨てることである｡Ca血eが求めているのは金

に代わる欲望であり､欲望の放棄ではない｡欲望は彼女の原動力なのだから､現状

に満足することは解決策にはなり得ないのである｡またCa血eは人々の欲望をすでに

表象している｡彼らは決して満たされることのない欲望を満たそうと生きている人々

であり､Amesが想定しているような人々はCarrieの生きる場にはいないのである｡

具体的に見て真似ることで生きてきたCarrieが､見たこともなく､それ以前に､実際

には存在していないAmesの精神的世界を表現することはほとんど不可能である｡

Amesのことばを受けてP～,e G｡,io(を読むCarrieは､小説の新たな推進力を模索し

ているDreiserの姿でもある｡25 さらに言えば､小説を読むCarrieないしDreiserの姿

は′ト説∫i∫JgrCαrrieを読む読者の姿でもある｡ここで主人公と作者は読者までを､好

むと好まざるとにかかわらず､停滞に巻き込むのである｡Dreiserは最後に思い出し

たように語り手を登場させ"Oh,Carrie,Carrie!Oh,blindstrivingsofthehumanheart!"

と叫ばせているが､これはその先を見いだせないでいるCa血eと彼女を描写すること

で物語を動かしてきた作者自身､そして読者をも含めた消費社会に生きるすべての

人たちに対して発せられた叫びであるといえよう(369)｡26･かつてDrouetや

Hurstw｡｡dがCarrieの演じるLauraという役をCarrie自身であるとみなしたように､ま

たCa山eの舞台が大都会ニューヨークと一体化しているように､∫由er Cαrrieという

虚構の世界は読者の生きる現実の世界と混ざり合い､二つの世界の境界線を引くこ

とを不可能にしている｡Carrieという書かれる者､作者であるDreiser､そしてSister

αrrigを読む読者という三者の関係は､書かれた人間の問題は作者自身の問題であ

り､読者自身の問題でもあるという､きわめてジャーナリスティックなものである｡

Dreiserは､彼の生きた社会や時代を切り取り､そこで見た現実を現実として表現す

るために詳細に数字にして語り､俳優が舞台で演じるように登場人物たちに演じさ

せ､最終的には､作者の問題として､そして読者の問題として提起しているのであ

る｡そしてジャーナリズムに見られがちな､問題提起をしながらある一つの方向に

読み手を導こうとする姿勢も健在である｡つまり､人間には生きる目的が必要不可

欠なものであるという認識と､消費社会における生きる目的とは何かと問う姿勢が

carrieそして作者によって示され､Siste,Ca,,ieを読む読者は､ともに答えを探すこ

とを促されているのである｡しかしジャーナリストのこうした催促は､読者ないし

潜在的な読者である大衆には往々にして無視される｡目的を求めるCarrieは"serious

play=へ新天地を求めようとするが､ルームメイトのLolaは､=Whatputthatideainyour

head?"とにべもない(357)｡降り積もる雪を見ながら"Ihopeitsnowsenoughtogosleigh
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riding''とつぶやくL61aに対し､Pire Goriotを読んだばかりのCarrieは､"Aren,t you

SOrryforthepeOPlewhohaven'tanythingto-night?"とたしなめるが､Lolaは､"WhatcanI

do?"と反論するばかりか､死にかけのHurstwoodが雪の中で転倒するのを見て"How

･Sheepishmenlookwhentheyfall,don,tthey?"と笑うのである(364)｡富にたどり着いて
いないという意味で､Ca血eに代わって消費社会に生きる大多数を代表するLolaは､

Carrieや作者の問題提起に対して答えを出そうとするどころか､問題自体を小説の中

ですでに無化するような姿勢を取っているのである｡大多数の問題にならない限り

問題は真剣に向き合われることはなく､結果､社会はその社会の矛盾をときどき露

呈させつつもはらんだまま､人間の顔と物の姿だけを変えてそのままの状態を存続

させることになる｡Carrieを魅了した物が情報に取って代わられようとしている現代

においても､本質的にはなんら変わるところはない｡ボードリヤールが指摘するよ

うな､｢社会から『脱落しない』ためにはだれでも[知識の]絶えざる進歩に順応

するよう努めるのがあたりまえ｣で､流行が｢無視できない強制力をもち､それに

従う者には社会的成功をもたらし､逆らう者は社会から追放する｣ような社会は続

いており､進歩や流行によって目先を変え動きを止めないことで人々は停滞に陥ら

ないようにしているのである｡27 Dreiserの行った問題提起が現代に生きるわれわれ

に依然として生々しく迫ってくるのは､そして今後もそうであり続けるだろうと思

えるのは､｢幸福を得るにはその先どう生きればいいのか｣という問題が､社会や

･時代がどのように変化しようともに永遠に問われ続ける問題だからであり､たとえ

｢幸福｣がそれはど重要でなくなるようなことがあっても､｢その先｣が､個人的

な意味にせよ社会的な状況を指すにせよ､生きている限りつねにわれわれの目の前

にぶら下がっている問題だからであろう｡
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