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た︒当時﹁中央公論﹂編集長だった嶋中鴎二氏が言うように︑

た︒作者は草稿の筋の変更・省略を決心し︑作品は完成され

る︒双方ともに極めて多作であり︑数多くのジャンルにわたっ

谷崎がもともと構想していた小説がどのようなものであったか

掲載されるや︑ワイセツ作品だとの嫌疑を受げることとなっ

て︑驚くほど多様な作品を生み出した︒しかも二人は︑性的妄

この二人の偉大で息の長い文豪の類似点が際立ったものであ

は謎である(注 4)︒

版であった(注 I)︒この近代の古典が英米の主要な出版社から

として︑アメリカの主だった出版社に次々・と断られた揚句の出

オリンピア・プレスから刊行された︒不道徳で倒錯した内容だ

し︑エロティックな本︑いわば猿褒本の出版で知られるパリの

本で作家としての仕事をした︒戦前︑中国へ二度旅行した以

あった︒日本に生まれ育ち︑日本で教育を受げ︑生涯を通じ日

オロギー的に日本人だというのではなく︑ごく自然に日本人で

彼は︑担っからの日本人である︒自意識過剰で一肩肘張ってイデ

し︑関西に長いこと住んだものの︑生粋の江戸つ子であった︒

るとするならば︑一方で違いもまた著しい︒谷崎は関西を愛

出されるまで︑その後数年の歳月を要している︒谷崎の作品も

ンスで数年間暮らしている︒森島外もドイツに留学し︑不幸な

外︑日本を陸れることはなかった︒永井荷風はアメリカやフラ

いをした結果︑発狂寸前にまでなっている︒これら著名な日本

恋愛事件に遭遇した︒夏目滋石はイギリス滞在中に不愉快な思

また︑しばしば検閲にひっかかった︒小には一九一 0年代︑今
対する干渉に始まり(注 2)︑大には一九三0年代末︑国粋的・

日の読者から見ると全く無害な初期作品﹁異端者の悲しみ﹂に

ウラジlミル・ナポコフの﹃ロリlタ﹄は一九五四年に完成

て︑広く知られている︒

想というテ l マを中心に据えたスキャンダル作品の著者とし

の天才文学者を比較してみたいという誘惑にかられることだろ

の﹁鍵﹂をめぐる論争であろう︒﹃中央公論﹂に作品の一部が

しナボコフの﹁ロリlタ﹄問題に最も近いのは︑一九五0年代

れるに至るまで(注 3)︑しばしばトラブルに見舞われた︒しか

マ

ナボコフの﹁ロリlタ﹂と谷崎の ﹁痴人の愛﹂
ーーー対比の試み

ナボコフと谷崎

Y
レ

う︒どちらもその国の一時代を代表する︑一流の小説家であ

日本文学︑アメリカ文学の双方に関心のある者は︑この二人

ポ

軍国主義的内容が欠如しているとして﹃細雪﹄に圧力がかげら
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一、

ナボコフの「ロリータ j と谷崎の「痴人の愛』一対比の涼み

かった(注 5)︒伎の西洋に関する知誌は︑広範な読書体験︑及

た︒そして︑外国語で書くはめに陥ったために失われたものが

英語は磨き抜かれた︑優雅な︑しかし必一か特異なものであっ

学︑主に名門大学で︑露語露文学の講師として生計を立てた
(注 9)︒まもなくナボコフは英語で小説を書き始めるが︑彼の

人作家とは異なり︑谷崎は積極的に欧米の地を踏もうとはしな

る
︒

あると嘆きはするものの︑熟達の名文家として世評は高かっ

ぴ日本に移植された同時代の様々な西洋文化から得たものであ
中村光夫は初期の谷崎研究で︑谷崎の﹁西洋崇拝﹂は視野が

紀にかけての西洋の小説によく通じていた︒スタンダ1 ル︑ワ

コフは全く異質な文明の文学にどっぷりと浸る必要を感じなか

ている国の文学であった︒谷崎ら日本人作家とは異なり︑ナポ

とはいえ︑それらはみなヨーロッパを中心とした伝統を共有し

谷崎と同様︑ナポコフは多くの国の文学によく通じている︒

た
︒

イルド︑ハ lディ l の作品を日本語に翻訳し︑﹁春琴抄﹂の筋

文学愛好者であり時業作家である谷崎は︑十九世紀から二十世

扶く一面的で︑従っていかにも浅薄だと指摘している(注 6}︒

立てをハ lディ lの﹁グリ Iプ家のパ lパラ﹂から採っている
となり︑これとは似ても似つかない谷崎独自の﹁秘密﹂が生ま

はなかったのである︒日本の状況は︑他の全てのアジアの知識

った︒この点で︑対比は成立しない︒イェ lツ・バウンド・ウ
ェlリlら一部を除き︑西洋人作家は東洋文化に専心する必要

(
注 7)︒同様に︑ワイルドの﹁謎のないスフィンクス﹂が刺激
れている主主︒従って︑谷崎が近代西洋文学を広く深く知っ

し︑変容させ︑また反抗することはできたが︑無視することは

人や文学者と同様︑西洋とは異なっている︒西洋文化を受容

中村の評論は文学の枠を越え︑文化一般を見据えている︒谷

不可能だった︒西洋文化が社会に及ぼした影響は図り知れず︑

ていたことは疑いない︒
崎の西洋観は一面的で歪んでいると中村は言っている︒谷崎

知らぬふりは許されなかったのである︒

単純に比べることは︑それ自体不公平だと認めざるをえない︒

以上の点を考慮すると︑ナポコフと谷崎の﹁多文化主義﹂を

は︑西洋の偉大な伝統や精神文化については︑近代文学以外ほ
論にはほとんど触れられていないのである︒作品に現れたとし

ロッパの伝統内で多くの文化に通じているが︑少なくとも西洋

天秤は西洋側に相当有利に傾いている︒ナボコフは幅広いヨー

とんど何も述べていない︒西洋の宗教︑哲学︑政治論︑経済理
ても︑装飾的なモチーフだったり︑故意に歪められたものだっ

同様に幅広い東洋文明の流れには無知無関心であろう︒天秤は

たりする︒
ナポコフは対照的に︑複数の文化の落とし子であった︒帝政

の文化といった︑東洋文明内の多くの要素に関して知識を備え

ていた︒しかし︑彼は西洋の伝統という異質なものに直面し︑

東洋側に不利である︒もちろん谷崎は︑仏教・儒教・日本固有

何とかこれを習得せねばならなかった︒その上︑﹁近代﹂とい

ロシアに生まれ︑母国語ロシア語の他に英仏両語を幼少期に習
シアの知識人作家として戦前のドイツで亡命生活を送る︒ファ

っている︒家族と共に西欧に亡命︑ケンブリッジ大に学び︑ロ
シズムの台頭と共にアメリカに移住︑東海岸のさまざまな大
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な性格の持ち主で︑写実的措写へと進む傾向を有し︑﹁思想﹂

半可な﹂作家たちを攻撃した︒ナポコフによれば︑彼らは凡庸

ルザツク︑ドストエアスキー︑ト 1 マス・マンのような連中

及び思想の器としての文学なぞに関心を寄せているという︒パ

中村が近代日本の知識人に求めているのは︑西洋文明の源泉

うものも加わっている︒
を受け入れることであり︑科学技術的︑物質万能主義的︑消費

だと中村は言いたいのだと思う︒しかし谷崎の文章には︑比較

ぞれ露・英・独・仏の文化に︑様々なやり方で真撃に取り組ん

遥︑夏目激石︑森鴎外︑永井荷風といった各々の作家は︑それ

りとあらゆる文化的立場を受け入れることであった︒坪内遊

たモダンな西洋文化にも目がなかった︒スパッツや山高帽︑

ような︑伝統的江戸町人文化の名残を喜んだ︒また舶来の酒落

豪は共通点をもっている︒谷崎は歌舞伎や老舗の豆腐や刺身の

しかし︑大衆文化に対する奥味関心という点では︑二人の文

ついて︑ナポコフはまがりなりにも意見を述べているのであ
る
︒

のように︑中村が谷崎作品に欠けていると指摘した多くの点に

が︑ナポコフのブラック・リストに載っており︑印象的だ︒こ

主義的なわかりやすい主張に還元されてしまう︑﹁近代西洋文
明﹂だげを受容することではなかった︒それは︑ユダヤ教︑ギ
リシャ・ロ l マ︑中世カトリック︑宗教改革派プロテスタン

的真剣な西洋との出会い︑西洋の特定の国や文化との出会いを

ト︑啓蒙主義的ヒューマニズムといった︑二︑三千年に及ぶあ

見いだすことはできない︒

﹁本物のウスタ l ソl ス﹂をかりたロースト・ピ l フ︑アブサ
ン︑シャンペン︑コニャック︑そして何よりも活動写真(注 U)︒

谷崎は初期の映画を楽しんだばかりか︑現代大衆芸術の様式と

一方ナボコフは︑英米独仏露といった様々な西洋文化の多様
な側面に取り組み︑作品に描いている︒イデオロギー的知的問

彼は日本映画の脚本を数多く手がけており︑現在映画研究者ら

は︑谷崎の全仕事の中のこの知られざる一面に大きな関心を寄

して︑その可能性にたちどころに目をつりた︒一九二0年代︑

題に対する彼の意見は未熟だと言う批評家もあるとはいえ
(注叩)︑ともかく近代世界で影響力のあった思想について︑ナ
ボコフは広く考えを述べている︒その生い立ちからして︑マル

をもってこの﹁大衆文化﹂に遁進することができた︒ただ単に

く︑自分自身の趣味に自信満々だったため︑谷崎は純粋な情熱

まで︑当時の大衆文化に凝っていたのだ︒スノピズムなどもな

た︒政治的には︑英米政治の主流たる︑一種リベラルな人道主

斜に構えていたのではなかったのである︒これが︑伎の有名な

せ︑絶賛している220 要するに︑谷崎は少なくとも中年期

義政策の支持者だったようだ︒宗教は分類してあげつらうもの

半喜劇的小説﹃痴人の愛﹂の背景となっているのであるが︑こ

ク ス Hレl ニン主義を軽蔑していたことは想像がつくだろう

ではないが︑狂信者や偽善者に悪用されうることは認めてい

が︑ファシズムや人種差別に対する攻撃もまた激烈をきわめ

た︒恐らく最も有名なのは︑精神分析など︑くだらないエセ科

ナボコフもまた︑﹃ロリlタ﹄でアメリカの大衆文化をふん

れについては後ほど詳しく検討したい︒

いたことだろう︒文学の面では︑﹁過大評価﹂されている﹁生

学︑創始者フロイトの吹き替えにすぎぬとして︑軽蔑を加えて
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ナポコフの「ロリータ j と谷崎の「痴人の愛』一対比のi;tみ

もちろん︑﹃痴人の愛﹄の譲治の場合に比べ︑ハンパ lトは自

きつげられ︑胸躍らせ︑そして眉を翠めたのではあるまいか︒

ナポコフ自身と同様︑五十年代のアメリカのスペクタクルにひ

があたることになる︒主人公ハンパ lト・ハンパ 1トは︑作者

スト・フ lド店︑教育機関といった︑高低さまざまの部分に光

リカ週歴をすることで︑観光地やその風景︑モーテル︑ファー

人公がヒロインとかかわりあい︑オデユツセウスもどきのアメ

で︑学者の端くれとして生計を立てている亡命者であった︒主

だんに利用している︒語り手の主人公はヨーロッパの知識人

ば委に貰ふと云ふ方法が一番い﹀﹂(八頁)と述べる︒しかし

家に引き取って︑徐にその成長を見届けてから︑気に入ったら

ていた︒少女に同情を寄せるや︑男は﹁ナオミのやうな少女を

した結果﹂(六頁)だと述べている︒従って︑男は直接性的な
動機から行動したのではなかった︒しかし彼は将来の事も考え

世話をしてやらう(中略)此れは一面から云ふと︑彼女に同情

二十八歳で︑﹁最初の私の計画は︑兎に角此の児を引き取って

エイトレスの卵に過ぎなかった﹂(三頁)︒一方譲治は一人前の

時間と共に変化した︒出会った時ナオミはわずか十五歳で﹁ウ

イプ﹂だと気づき︑関係を結んで同棲し始める︒二人の関係は

しやお馬さんごっこをして﹁遊ぶ﹂のである︒海辺に滞在中︑
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分をとりまく文化環境に対して距離を置き(一方は亡命知識

谷崎の感性が本質的にプルジユアの(江戸・東京下町町人

入れてやる︒そして一年ほどたち︑少女が十六の春を迎えた

新しい親密な遊びが始まった︒譲治は定期的にナオミをお湯へ

その問﹁私とナオミでたわいのないままごとをする﹂(八頁)

の)ものであるとするなら︑ナポコフの感性は貴族の︑彼が生

時︑二人の関係は性的なものになるのである︒それまでにお互

という︒そして当初︑二人は本当に言葉通り︑鬼ごっこや目隠

まれついた富裕な貴族階級のそれであった︒文体という点から

人・学者であり︑もう一方は母国に住むホワイト・カラーだ)︑

言えば︑ヨーロッパ仕込みの︑ペダンティックでわざとらしい

った︒

い了解ができており︑籍は入れたものの︑世間には知らせなか

皮肉︑さらにはパロディーの余地をも残している︒

ほど上品なハンパ lトの言葉︑上流文化の後を追おうとする中

女を育てるという部分は︑西洋人読者にとってはかなり衝撃的

問題もなかった︒その上︑最後には結婚しようと目論みつつ少

いたが︑少なくとも形式面では︑二人の関係に何の法的道徳的

この夫婦は妙な取り合わせで︑年齢も出自も教育も異なって

産階級的シャ l ロット・へイズの口調︑娘ロリlタの︑下品だ
が生き生きとした素朴な俗語︑これらが交錯する点が︑小説の
魅力の一つになっている︒

﹁ロリlタ﹂と﹁痴人の愛﹂

モチーフである︒光源氏は若紫に対し︑これと全く同じことを

だが︑日本人読者にとっては︑﹃源氏物語﹂以来親しんできた

に閤たっており︑古典との類似は︑パロディーとしての側面も

行っている︒譲治とナオミの世界は源氏と若紫の世界とは遥か

取り上げた二篇の小説のあらましを書き連ねる余裕はない

カフェに奉公する少女を見かけ︑女がほぼ自分の理想的な﹁タ

も大切だろう︒﹃痴人の愛﹂で︑中産階級の技師河合譲治は︑

が︑構想・構造を検討し︑類似点と相違点を明らかにすること

一
、
一

あるに違いない︒しかし︑このような男女関係自体は古典に先

満ちることとなった︒

ナボコフのハンパ lト・ハンパ lトはロリlタとの関係にお

れているが︑年上の恋人を踊す段になると︑悪知恵や二面性を

な点で異なっている︒双方とも単純で育ちの悪い女として描か

二人のヒロインもまた︑似通った面はあるものの︑より重要

いて似たような道をたどっているが︑やましさやスキャンダル

になぞらえる︒ナオミは﹁小鳥﹂(七頁)︑﹁賢い犬﹂(十頁)︑

遺憾なく発揮する︒物語の前半で︑譲治はナオミを頻りと動物

例があり︑決して下等なものではなかったのである(注目)︒

と出会ったのは︑ニュ l ・イングランドの大学町の中産階級の

性は︑終始一貫して強いものだった︒ハンパ lトが理想的少女

﹁野生の獣﹂(一一七頁)︑﹁惇馬﹂(一二七頁)だとされる︒後

O頁)と思うのであった︒最後に彼がナオミを捨てようと心
一

家庭であり︑男が密かに女給を漁りに行くような﹁カフェエ﹂

に決めた時には︑﹁邪悪の化身のやうな姿﹂(一二八頁)と述べ

に︑十九歳の彼女が譲治を裏切り︑何人かの別な男と関係して
いたことが発覚した時︑彼はナオミを﹁卑しむべき娼婦﹂(二

もハンパ lトは最初から︑艶情や性的関心から少女を眺めてい
た︒ロリlタは︑初恋の相手アナペル・リlの生まれ変わりで

ではなかった︒女は十五歳どころか︑僅か十二歳である︒しか

た︒男が初めて彼女を目にしたその時から︑きわどいエロテイ

しかして二時間もすると︑彼の気持ちは急に変わり始め

あり︑男が全人生をかげて求め続げてきた﹁タイプ﹂であっ
シズムが描写に現れる︒ハンパ lトの胸中のエロティックな想

られる︒譲治はナオミを殴りつけ︑﹁犬!人非人!﹂(一二九
頁)と罵倒し︑家から追い出したのであった︒

像が︑スキャンダラスで楽しい﹁遊び﹂のほむらと燃え盛るの

た︒﹁だん戸¥その憎らしさが底の知れない美しさに変って行

くのでした(中略)[彼女の顔は]﹁邪悪の化身﹂であって︑そ

は︑それからほんの数日後のことであった︒

して同時に︑彼女の体と魂とが持つ悉くの美が︑最高潮の形に

美しい︒非難したり軽蔑したりするどころか︑その前に覧拝す

ハンパ lトを愛するロリlタの母が︑娘を邪魔にならぬよう

から消える︒今やハンパ lトは養父の位置にあった︒義理の娘

る︒この自虐性自体︑いわば谷崎的マゾヒズム︑フェティシズ
ムの具体的表現である︒﹁私は彼女が恋しさの余り(中略)一一

サマ 1 ・キャンプにやってしまうと︑この放蕩は進展を妨げら

と長旅に出るや︑二人は関係を結ぶ︒男は制定法上の強姦を働

階へ行って︑彼女の古着を引っ張り出してそれを何枚も背中に

の言う谷崎の﹁悪魔趣味﹂が現れている︒悪であればあるほど

いたばかりか(ロリ lタは合意の上で性交を行うには幼すぎ

載せ︑彼女の足袋を両手に依めて︑文その部匡を四つン這ひに

於いて発揚された姿なのです﹂(二二二頁)︒ここには︑批評家

た)︑半近親相姦をも犯したのである︒法的道徳的な罪の意識

なって歩きました﹂(二二三l 二二四頁)︒この文字どおりの偶

れてしまう︒ハンパ lトは娘に近づくためにその母親と結婚す

が全巻に鋭く影を投げかけ︑なまめいた熱情︑パロディー喜劇

像崇拝の流れを受けて︑譲治は家を出て行ってしまったナオミ

るが︑悲劇とも喜劇ともつかぬ事件が起こり︑母親の方は舞台

の小説は︑谷崎作品に比べ随分色調が暗く︑不安定な暖昧さに

双方の場面を︑複雑で陰影あるものにしている︒結果ナボコフ
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なぞらえ︑﹁それをしみP¥眺めてゐると︑宗教的な感激さへ

を﹁希臨の彫刻か奈良の仏像(中略)芸術品﹂(二二五頁)に
ろう︒

いた︒谷崎的意味で︑これは確かに一種のハッピー・エンドだ

ハンパ lトのロリlタに対する情熱は︑譲治のナオミに対す

っくりだというような︑っかみ所のない理由に発したものでは

る情熱よりも強かった︒ハイカラな活動女優の﹁タイプ﹂にそ

が湧いて来る﹂(二二五頁)という︒
その後あれこれあって︑ナオミと譲治は再び一緒に暮らし始

た同い年の初恋の相手︑その人に似ていた(ように思われた)

なかったからだ︒十三歳の時に出会い︑愛しあい︑そして別れ

める︒今度はナオミのやりたい放題であった︒小説の最後の部.
分で︑冒頭から存在していたもう一つの描写のモチーフが︑新

せいなのである︒その人の名はアナペル・リl︑ポI の有名な

たに強調される︒外国的な白い女神としてのナオミである︒冒

いとこに対する熱愛と結婚の体験を反映したものであり︑人生

は病的なほどの情熱をもち続ける︒詩はポ l自身の︑十三歳の

を歌い上げたもので︑愛は少女の死で結末を迎えるが︑男の方

え﹂(二八七頁)た肌は剃毛されているが︑それは﹁西洋﹂や

と芸術が完全に照らしあっている︒ハンパ 1トは更なるアナペ

詩﹁アナペル・リ1﹂にちなんだものである︒この詩は幼き恋

﹁
E米利加の女﹂(二八八頁)を見習った新しい習慣であった︒

頭でナオミは︑カナダ人映画女優メリ l ・ピクフォードに似て
おり︑混血児のようだとされていた︒今や彼女は﹁大理石のヴ

その上ナオミは新たな関係の下で︑﹁此れから成るべく西洋人

イナスの像﹂(二八一頁)と描かれる︒ナオミの﹁真?自に冴

と附き合ふの︑日本人より面白いわ﹂(二九六頁)と宣言する︒

ル・リーを求め続け︑青春そして中年期の長い歳月を過ごした
のであった︒この純粋で若々しいはずの情熱は︑幾多の春秋を

た︒﹁体ぢゅうへお白粉を塗り﹂(三O 一頁)︑マツカネルとか

遠の少女アナペルがあり︑動物愛玩の暗喰に対して︑﹁ニンフ

このように︑ハイカラなメリl ・ピクフォードに対して︑永

経て︑露骨で邪悪な破壊的妄執となる︒

デュガンとかユスタスといった名前の新しい友達と出かけるの
であった︒﹁夜会の席で婦人や紳士に愛婿を振りまきながら︑

い妖精のことで︑古代ギリシャの森や川に住む美しく神秘的な

もちろんナオミは︑有閑マダムとして︑望みの生活を手にし

気の毒に譲治は服従するほかなかった︒

彼女がぺらノ¥まくし立てるのを聞いてゐると︑何しろ発音は

ァlジルの詩やダンテのぺアトリIチェやペトラルカのラウラ

女神であるが︑ハンパ 1トはその古典文学上の先例として︑ヴ

西洋流に﹁ヂヨ lジ﹂と呼びます﹂(三O ニ頁)︒末尾には﹁此

遣いや︑だらしない程カジュアルな服装︑あけすけで気まぐれ

十年代アメリカの)少女であり︑生き生きとした俗っぽい言葉

を挙げている(二九頁)︒一方ロリ lタはまさしく現代の(五

エツト﹂への盲目的礼讃がある︒無論﹁ニンフェット﹂とは幼

とれないことがよくあります︒さうして彼女は︑とき戸¥私を

昔から巧かったのですから︑変に西洋人臭くって︑私には聞き

ると思ふ人は︑い﹀見せしめにして下さい﹂(三O 二頁)とあ

な様子が︑こと細かに描かれている︒これら全てを通じて﹁永

れを読んで︑馬鹿々々しいと思ふ人は笑って下さい︒教訓にな
る︒三十六歳の譲治は︑相変わらず二十三歳のナオミに惚れて
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遠の女性﹂︑いや寧ろ﹁永遠の少女﹂の片鱗がうかがえる︒ィ
ヴはハンパ lト博士の姿をしたアダムを誘惑しているのであ
る︒ロリ lタと首尾よく寝ることができた時︑(彼自身が少女
に薬を飲ませ︑周到な準備の上でベッドにもぐりこんだにもか
かわらず)自分をそそのかしたのは女の方だと主張する︒
もちろん︑ハンパ lトの言うことは眉唾である︒ロリlタを
男たらしにしようとしたのは︑彼の方であった︒ハンパ lトの
ポ1ズは︑この本を︑感受性が鋭く基本的に上品︑むしろ意志
の弱い恋の犠牲者のものだと見せようとするところから生じて
いる︒﹁私が獣欲に狂った悪党ではないことを︑そんなもので
あるはずがないことを︑どうでも証明したかった﹂﹁私がにじ
り動いたあのおだやかな夢の地帯は︑詩人の固有領域で︑犯罪
者の俳個する場所ではなかった﹂(二O O頁)と︑彼は疑念を
払おうとする︒これはまさに︑並外れた弁解だ︒ハンパ lトは
抜け目のない語り手であり︑信用がならない︒しかしロリlタ
の方も︑処女でなかった可能性がある︒彼女はアメリカの早熟
な子供であり︑十二歳半で既に処女を失っていた︒その相手は
﹁小さなレズピアン﹂だとハンパ lトは考えたが︑あるいは彼
が恐れ憎んでいた少年たちの一人だったかも知れない︒﹁髪を
きれいに刈って︑てかてかに光らし︑派手なシャツと上着を着
た︑すきのない目つきの︑青白い顔のチンピラども﹂(二三八
頁)︑﹁体のひょろ長い淋病でもわずらっているような金髪の醜
男の高校生﹂(二三九頁)と︑ハンパ 1トは毒づいている︒
ハンパ lトが恋敵を恐れるのはもっともだが︑本当の敵は物
語に早くからちらちらと姿を見せる劇作家であった︒二回目の
大陸横断旅行で︑ロリ lタはハンパ lトのもとから逃げ出し︑
クレア・キルティ lと駆け落ちする︒ハンパ lトは絶望し︑三

年間二人を探し続げた︒ロリlタを見つり出した時には︑彼女
は容色衰え︑労働者の妻におさまっており︑貧しく︑身ごもっ
ていた︒この感動的な場面で︑ハンパ 1トは初めて︑性欲では
なく愛情を感じ︑ロリlタの幼少期を踏みにじってしまったと
いう後悔と阿責の念にかられる︒そして小説のクライマックス
は︑ブラック・ユーモアの利いたグロテスクな殺人場面であ

る︒ハンパ lトはなぶるように恋敵を処刑し︑﹁キルティ l﹂
という声がこだました(彼は﹁ギルティ l﹂と言葉遊びにふげ
っていた)︒この小説は︑殺人事件の裁判を待つ聞に書かれた
告白であり﹃アポロギア﹂であるとされている︒実際には裁判
が行われる前にハンパ lトは死に︑またロリlタも出産で亡く
なってしまう︒二人(キルティーを含めれば三人)の命が失わ
れており︑決してハッピー・エンドとは言えない︒しかし恐ら
く︑ハンパ 1トの改心による救済が暗示されているのであろ

う︒そして︑面白く︑機知に富み︑邪悪で美しいテクストが残
った︒芸術によって永遠のものとなったニンフェット︑ロリー
タと共に︒
最後に︑二人のヒロインの名前を見てみたい︒二人のヒロイ
ンの名は︑両小説の英語のタイトルとなっている︒谷崎の小説
で︑最初に譲治は正しくナオミの名前にひかれたのであった︒
﹁﹁奈緒美﹂は素敵だ︑ Z﹀OZH と書くとまるで西洋人のやう
だ﹂(四頁)︒ナオミという名前は︑譲治の﹁西洋﹂崇拝を象徴
しているのである︒もっとも︑ここで言う﹁西洋﹂とは︑大正
時代の日本の大衆文化の中の﹁西洋﹂でしかなかった︒谷崎は
ナオミという名前︑ナオミという少女の形を使って︑再構築さ
れた﹁西洋﹂の魅力と欠点の両方を表現したのである︒ある意
味で︑ナオミという名前はこの小説の大きな主題￨￨専ら空想
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る︒一方日本の批評家は︑ナオミという名のもつ意味に注目し

上の︑大衆文化の中のモダンな﹁西洋﹂￨￨を如実に示してい
ている︒ある批評家は﹁痴人の愛﹄のナオミと滋石の﹃草枕﹄
の那美の対比を行い︑﹁痴人の愛﹄は滋石的文学に対する一種
の批評になっていると指摘している(注 M)︒
ナポコフの小説の場合︑名前が中心に据えられていること
は︑極めて明白である︒それは谷崎の場合のような︑主題とし
ての中心などではなく︑連想をもった響きそのものである︒
﹁ロリIタ﹂は作品名であり︑小説の目頭の言葉であり︑最後
の言葉でもあった︒有名な冒頭の段落で︑ナポコフ(及びハン
﹃

﹃

パlト)は εhoE白
・
ごmEO同 ヨ 可 qP250g
v oZ凹ョと︑
頭韻を踏んで楽しんでいる︒第二文では︑ロリ1タと発音する
時の舌の勤きも描きつつ︑より多くの頭韻を使っている︒ zS巾
﹃

円

FmHOロmc白 EREm白
p叩
三
日)O H
同
門
戸
℃ O同HF50回同告白色0
ロ h
4︿
ghohoEY 田町 h
b﹃史YOロH
F巾
H
F・F0・F巾目・吋回・=
同
町
内W
恋人の名前の響きについてあれこれ述べた後︑語り手は︑短
円︼何回

いあだ名︑長いあだ名︑本名︑自分が好きな呼び方など︑ロリ
ータの名前をあれこれ考え︑その一つ一つに彼の﹁ニンフエツ
ト﹂の様子を結びつけた︒﹁朝︑ソックスを片方だけはきかけ
て立つ四フィート十インチの彼女はロだ︒ただのロだ︒スラッ

て︑呼び方をいろいろに使い分同りている︒カリフォルニアを旅

クスをはくとロ l ラだ︒学校ではドリlだ︒正式にはドロレ
ス︒しかし︑私の腕に抱かれるときの彼女は︑いつもロリlタ
だ︒﹂こ四頁)︒作品を通じ︑主人公はム lドや状況にあわせ
行中︑彼はミッション ‑Rロレス(ドロレス伝道所)を訪れて
いる︒この教会は実際には︑スペイン・カトリックの伝統たる
悲しみの聖母に捧げられたものである︒当意即妙というか罰当
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たりというべきか︑﹁ミッション・ドロレス﹂は︑この本の題
名にもってこいだと伎は述べる︒主人公の最後の五年間は︑唯
一の使命たるドロレスつまりロリlタに身を捧げていたのであ
る︒しかし結局それは︑﹁ミッション・インポスイプル﹂とな
ってしまった︒﹁私がおまえと永遠の生を共にすることができ
るとすれば︑ただひとつ︑これ[芸術という避難場所]しかない
のだ﹂﹁ロリlタよ﹂(四六七頁)︒小説の結末は冒頭部分と同
様︑﹁ロリ1タ﹂というなまめかしい三音節で終わるのである︒
*作品からの引用ぺ 1ジは︑﹃谷崎潤一郎全集﹂第十巻(中
央公論社︑一九八二)及びナポコフ著・大久保康雄訳﹃ロ
リlタ﹄(新潮文庫︑一九八O
) による︒
注1 ﹃ロリ lタ﹂の成立及ぴ複雑な出版経緯に関しては︑
ナポコフ﹁﹃ロリ lタ﹄について﹂(新潮文庫版︑四六八￨
四七七頁)参照︒
注 2 ケン・ K ・イト l ﹁﹁異端者の悲しみ﹂の﹁はしが
き﹂﹂︒﹃谷崎潤一郎国際シンポジウム﹄(中央公論社︑一九
九七)所収︒
注3 アンソニ l ・H ・チェンパ l ス﹁春のなごりに￨政治
小説としての﹃細雪﹂﹂︒前掲﹃谷崎潤一郎国際シンポジウ
ム﹄所収︒
注4 嶋中臨二﹁﹃鍵﹂とワイセツについて﹂︒前掲﹃谷崎潤
一郎国際シンポジウム﹄所収︒
注5 谷崎の生涯については︑野村尚吾﹃伝記谷崎潤一郎﹂
(六奥出版︑一九七四)参照︒
︐注 6 中村光夫﹁谷崎潤一郎論﹂(河出書房︑ 一九五二)︑
五一頁︒

宣言︑ hbnFhuc¥3.一円凡な芯(Egro‑‑由主)ゐ ‑NN‑
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﹁英米文学﹄第四十四号(立教大学︑一九八四)所収︒
注9 ナボコフの生涯については︑回ユ白ロ回 O可門戸て目町hqs守
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注目幼少期および若年期に谷崎が触れた国内外の大衆文化
N
mミ吉え
については︑谷崎﹁幼少時代﹂参照︒英訳は︑ G
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目
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問
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注 ロ ジ ヨ ア ン ・ R ・バーナーディ﹁文学的連環￨谷崎潤一
郎と﹁純映画劇﹂運動﹂︒前掲﹃谷崎潤一郎国際シンポジ
ウム﹄所収︒
注目﹁痴人の愛﹂と﹁源氏物語﹂の類似性については︑奈
恒平﹃谷崎潤一郎﹂(筑摩書房︑一九八九)参照︒
注M 浅野洋﹁反・山の手の物語l ﹁痴人の愛﹂の戦時﹂︒
)所
﹁昭和文学論考￨マチとムラと﹄(八木書底︑一九九O
収︒初期の評論に現れている見解をまとめた上で︑激石及
びその作品に対する谷崎の批判的立場について︑新たな見
方を提示している︑有益な論文である︒

‑‑E三宮色白ユ芝駿河台大学教授・比較文堂1￨￨
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