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Abstract 
The purpose of this paper is to analyze and compare the characteristics of ‘platonic love’ in F. Scott Fitzgerald’s The 
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Ⅰ 序 

 

本論は，Emily BrontëのWuthering Heights （1847）

とF. S. Fitzgeraldの小説The Great Gatsby （1925）が描

くプラトニック・ラブの様相を，主に社会，経済，

心理的観点から分析する．両作家は異なる文化，地

域性，経済体制，イデオロギーの影響下で創作した

わけだが，この二作品を比較し，テーマである愛を

中心に分析することで，その愛の実体が明らかにな

る．そして描かれる愛が男女どちらを主体として描

かれているのかによって，愛の内容は非常に異なる

ことが分かるだろう． 

The Great Gatsbyは，愛をテーマにしながら「理

想の女性を手に入れられるか」にまつわる男の物語

を軸に展開している．DaisyとGatsbyの間の感情的

関係の描写がない点をFitzgeraldは作品の大きな欠

点だと感じていた訳だが1），それはあくまでGatsby

の物語に照準を合わせた結果だと言えるだろう．そ

のためLehanの言うように，Daisyが存在感が薄く，

身体的存在でないのは“because it is more important 

that she embodies romantic expectation and lost time”

（「彼女がロマンティックな期待と失われた時間を

体現していることの方が重要であるため」）（74）だ

と解釈できるのだ．ありとあらゆる女性的なもの―

―Daisy，Myrtle，Jordanといった女性たちを筆頭

に，成り上がり者のGatsby，下層階級のGeorge 

Wilsonら（おそらくNickも含まれると思われる）2）―

―が 終的に封じ込められるという結末を考慮すれ

ば，この作品はいわゆる女の物語（周縁の物語）を構

造的に抑圧し，封じ込めることで成り立っていると

も言えよう．Gatsbyは「理想の女性を手に入れる」

ことを目標とする成功，冒険といった「男」の物語

の主人公でありながらも，その周縁性，犯罪性が女

性的なものへとコード化されて，破滅させられる運

命にある．本論では，この作品が語らない「女」の

物語をも問題とする． 

男の物語が「理想の女性を手に入れられるか」に

まつわるものだとしたら，対極にある女の物語とは

「自分にとって適切な夫を選べるかどうか」という

問いにまつわる物語ということになろう．The 

Great Gatsbyの中で抑圧され語られることのない女

の物語とは，具体的にはどのようなものだったのか

は推測するしかないのだが， Emily Brontë の

Wuthering Heightsは，Fitzgeraldの作品の中では語ら

れない「女の物語」を描いている．この作品は，

Catherine Earnshawが自分にふさわしい夫を選べる

かどうかと，その選択の結果を描く物語であり，

The Great Gatsbyとの類似点もいくつかある．The 

Great GatsbyとWuthering Heightsの類似点に関して

は， Parker と Lynn がそれぞれの語り手 Nick と

Lockwoodの立場が似ているという点を指摘してきた

にとどまっている3）．20世紀アメリカの男性作家の作

品と，19世紀のイギリス女性の手によるゴシック的

小説4）を比較することは無益なことのように思える

かも知れないが，このジャンルの異なる二作品を検

討することで見えてくることも多いのだ．

Fitzgeraldは男女の愛の物語を男の立場から描いて

いるのに対し，Brontëはそれを男女双方の立場から

均等に描こうと試みている．DaisyがいかにGatsby

の愛にそぐわない不誠実で，おろかな女性であるか

ということに関しては今まで多くが語られてきた

が，GatsbyがいかにDaisyにとって夫として選ぶに

ふさわしくなかったかということも当然論じられる

べきであろう5）． 

Wuthering Heights とThe Great Gatsbyを，社会，

経済，文化的状況を考慮し，そのテーマである

「愛」を中心に読むと，発展しつつある産業資本主

義経済体制が生み出す不安を抱える社会状況あるい

は，高度に産業化された社会状況下で創作する両作

家の信条を反映して，家族，異性愛といった人間関

係が，どのように描かれ，またどのように異なって

いるのかが明らかになる．愛をめぐる精神と身体の

二項対立を共通点とするこの二作品を比較すること

で，社会，経済，文化的状況が人間関係にもたらし
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た変化とは何であったのか探ってみたい． 

 

Ⅱ プラトニック・ラブの変容 

 

Wuthering HeightsとThe Great Gatsbyの類似点は，

語り手の立場にとどまらない．GatsbyとHeathcliffは

二人とも社会的に下位の地位から，愛する人に結婚

相手として認められる階層へと上昇しようと努力す

る．つまり，この二人の人物のテクスト内で持つ共

通的立場は社会的周縁性であり6），またいずれも成

り上がり者であって，社会に受け入れられようと努

力し，愛を目標とすることでそれを成し遂げようと

する．Heathcliffはリバプールで拾われた孤児であ

るのに対し，Gatsbyは自分の個人史を捏造し，孤児

から身を起こした青年という物語で自分史を上書き

する．CatherineがEdgarとの結婚を決めたことを聞

いたHeathcliffは，the Heightsを後にし，約3年間の

不在の後，富を蓄えて再び戻ってくる．Gatsbyも戦

争後の4年の間にDaisyを取り戻すべく，富を築き上

げる．結婚してしまった理想の女性ともう一度結ば

れようとする筋の類似は明らかである． 

GatsbyとHeathcliffは共に資本主義的性質を持って

いる．Heathcliffは，Fredric Jamesonが言うように， 

“recodes the new economic energies as sexual passion”

（「新しい経済的エネルギーを性的情念にコード化

し直す」 ） （ 128 ）出所不明の財産を持った“ a 

protocapitalist”（「原資本家」）（128）7）であるが，

Gatsbyは性欲（リビドー）を経済的エネルギーに変

え，そしてそれを再び物象化，商品化していると言

える8）．Heathcliffはまさに，土地を資産とした農耕

を中心とする生活に，貨幣を中心とする経済が影響

を及ぼす様を体現する“the locus of history”（「＜

歴史＞の場」）（Jameson 128）9）であるが，Gatsbyも

このような「＜歴史＞の場」であると言える．

Gatsbyは資本主義の大量生産・大量消費の場である

10）．そしてその起源と運命は，まさに見かけの捏造

（想像力）と，消費されては捨てられる商品のごとき

ものなのだ11）．そのためGatsbyは上流階級の人々と

肩を並べるべくボードリヤールが消費の理論で述べ

る，「自己の価値を精神的に確かめようとする果て

しない過程」（66-67）に巻き込まれるのだ．上流階

級の人々のように，生まれながらにして地位や優越

感を持っていない場合，自らをフェティッシュ

（「物神」）とすることでそのようなものを偽装する

ことが必要となる．そうすると，生まれの暴露は幻

想の終わりとなるため，生まれを隠し，幻想を維持

することこそ至上命令となる． 

ところで，それぞれの作品で描かれる愛について

分析すると，決定的な違いが明らかになる．それは

すでに述べたようなテクスト構成上の問題―

Wuthering Heightsが男女双方の心理を描くのに対

し，The Great Gatsbyは男性の側の物語しか提示し

な い―に 大 き く 関 わ っ て い る ． Catherine 

Earnshawは“I am Heathcliff”（85）12）と述べて異性愛

の究極の形を表現したが，DaisyはGatsbyに対して

このような直接的な愛を述べないし，Gatsbyの愛の

表現も間接的で倒錯的である．また，Catherineの物

語が彼女の死後，彼女を幼いころから育てた母親代

わりのNellyによってLockwoodに語られるのに対

し，Daisyの言葉は彼女と心理的に大きな隔たりの

ある男性の語り手Nickによって語られるため，彼女

の反応や言葉は，分厚いフィルターを通したものの

ような感じがつきまとう．そこには常に男性の視

点，思考，偏見が反映され，Daisyの心理は分から

ない． 

この二つの作品の描く愛は，19世紀の土着的愛に

対し，20世紀の都会的愛とでも言えるであろう．

Wuthering Heightsが，Eagleton の言うように，家族

関係という“genealogical structure”（「系譜構造」）

（98）13）に基づいて構成され，the Heightsとそこに住

む何世代にも渡る家族を描き，作品が物理性・身体

性に基づいているのに対し，The Great Gatsbyは，

Gatsbyひとりの人生を中心化して語る14）．関わる

人々はNew Yorkに住んでいるが全員が根無し草の
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ような中西部出身の人々であって，作品は物理性・

身体性を離れた浮遊性に基づき，家族の系譜から切

り 離 さ れ た 核 家 族 と 個 人 を 描 く ． Catherine-

Heathcliffの愛の強烈さは，精神が身体や現実性を

乗り越えようともがく苦悩と葛藤によって生み出さ

れる．階級，財産問題，身体性といった様々な障害

が立ちはだかり，二人の愛の成就はもはや死をもっ

てしか（墓の中でしか）果たされないものとなるのだ

が，二人を隔てるものを精神の上で超えようし，“a 

non- or pre- social relationship”（「非－前社会的関

係」）（Eagleton 108）へと，激しい情熱でもって回帰

しようとする．DaisyとGatsbyの間には，このよう

な激しい感情の交流はなく，かなり倒錯的である

15）． 

Gatsbyの場合は，本来あるべき身体性を（もちろ

ん空想上で）否定し，観念によって愛に到達しよう

とする．だが，GatsbyはDaisyに一方的に，自己愛

的に愛を表現するのみである．DaisyがGatsbyを愛

しているかどうかは問題とされない．Daisyは夫

Tomの価値観を内面化し，彼に制御され，動かされ

る，完全に（結婚制度内に閉じ込められた）主体性を

奪われた女性でしかないため，本心を露わにできな

い．そしてまたDaisyはGatsbyにとってもそのよう

な存在の女性でしかない．つまりスラヴォイ･ジジ

ェクの言う，宮廷恋愛における＜貴婦人＞と臣下の

ような関係となり，「抽象的な＜理想＞として崇め

られる」（146）だけであり，Gatsbyの長年にわたる

愛はこのようなDaisyの理想化によって持続されて

きたのだと言える．Daisyの実体を見ることはすな

わち，彼の夢の終焉となる．ゆえに，Gatsbyは

Daisyの内面を見てはならないのであり，この作品

が徹底的に彼女の心理を描かないのは，このGatsby

の夢を読者に追体験させるためであり，彼の一方的

な幻想的愛の巨大さを描くためでもある．だが，彼

女を理想化することによるGatsbyの愛の実体は，単

なる「ナルシシズム的な投影」（ジジェク 148）でし

かないのだ．DaisyはGatsbyの愛の投影を受ける

「男性のエゴ－理想をナルシシズム的に投影するた

めの受動的な物やスクリーン」（ジジェク 179）でし

かなく，彼が望むことは彼女が彼の望むとおりに存

在することなのだ．Gatsbyとの愛においても，

Daisyは主体を奪われた「他者」でしかない． 

そう考えると，HeathcliffとCatherineの二人が必死

に結合を願っていたのとは対照的に，Gatsbyが 

「過去を繰り返す」という実現不可能な企図を実行

しようとした背後には，「Daisyが手に入らない」と

いう事実の継続を望んでいたと考えられるふしがあ

る．つまり，彼女が永遠の＜貴婦人＞である限り彼

は夢をみていられるということだ．なぜこのような

逆説的なことを彼が望むのかと言えば，捏造した理

想的自我（Gatsbyという成功者）で居続けるため，自

らをフェティッシュとするためである．Daisyの愛

が手に入らない限り，彼はフェティッシュである

Gatsbyを演じ続けられるという訳だ．彼は自ら筋書

きを作り，「物語」を演出する．Daisyと再会した時

の，彼の完全にくつろぎ，退屈してさえいるかのよ

うな身振り，屋敷が見えるようにNickの家を借り，

Daisyの目の前で色とりどりのシャツを投げてみせ

るしぐさ16），そして，Nickという観客の存在．この

ようなわざとらしいともいえる演出・演技はDaisy

に印象づけようとしているというよりも，もっとナ

ルシスティックな欲望が絡んでいることを窺わせ

る．彼は偉大な自我＜Gatsby＞を生きる男．そして

自ら見事な功績をたたえ客観的に自分を眺めなが

ら，Nickという観客の賞賛を得て，自分の評価にさ

らにお墨付きを与えるという欲望である．つまり

Bloomの言うように“Gatsby is both subject and object 

of his own quest”（「Gatsbyは自分自身が追い求める

主体でもあり対象でもある」）（4）のである．Nickこ

そ彼の立身出世物語のほぼ全容を知る人物というこ

とだ．Gatsbyは自分の偉大さを，視覚化し，誇張す

るが，この際に重要なのはDaisyの反応というより

もNickの反応なのだ．自分の夢を正当化し，それを

本物にするには，評価する能力を付与されている男
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である誰かが必要ということだ．彼はあくまで男性

が羨む「物語」を生きているのであるから．立身出

世，富の獲得といった話は男性の興味の対象ではあ

れ，女性のそれではなかったからだ．Gatsbyは

Daisyの反応に喜ぶのではない，自らの達成した偉

業の結果を客観的に見て喜ぶのだ． 

プラザホテルの場面で注目すべきは，Daisyは

Gatsbyに気圧されて一度だけ“I never loved him”

（「彼を愛したことはない」）（103）17）と言うが，こ

の時の彼女はGatsbyに無理やり言わされているよう

なものだ．だが状況の緊迫感に耐えかねて彼女が次

に発する言葉 “Oh, you want too much! . . .  I love 

you now― isn’t that enough? I can’t help what’s 

past”（「ああ，あなたは多くを望みすぎるわ！. . . 

今あなたを愛している，それでいいじゃない．過去

はどうにもならないわ」）（103）は，彼女の口から出

た言葉であり，真実であるだけにGatsbyをひるませ

る．だがこれではまだGatsbyの敗北にはならない．

彼が本当の意味で敗北するのは，自ら作り上げたイ

メージがTomによって剥がされ，本当の自分（“Mr. 

Nobody from Nowhere”（「どこの馬の骨ともわから

ない人物」）（101））であることが明るみに出される

時なのである．この時の彼の表情が “He looked. . . 

as if he had ‘killed a man’”（「人を殺した人. . . のよ

うな顔をしていた」）（105）であったとNickが驚いて

いることから，彼にとっての一番の打撃は，自らの

築き上げたイメージが破壊されたことにあったと言

えるのだ．Gatsbyが切に望んだのは，Daisyからの

愛の言葉ではなく，＜Gatsby＞という虚構の人物の

人生の継続である．こう考えると，先ほどの 

GatsbyがDaisyに求めた“I never loved him”という

言葉は，＜Gatsby＞で居続けるための悪魔祓いの呪

文のようなものでしかないことになる．この場面に

おいて，Daisyを不誠実な女と呼ぶのは間違いであ

ろう．彼女は誠実であったからこそ，「夫を愛した

ことはない」とは言えなかったのだ．皮肉なことに

不誠実なのはGatsbyの方である．なぜなら彼は，身

元を偽り，彼女を愛していると表現しながらも，そ

の愛の実体は自己愛でしかないからだ．彼の目的は

Daisyの愛ではない，それに至るまでのプロセスな

のだ．Wuthering Heightsにおいては，愛の獲得にい

たるまでのプロセスなど問題にならない，なぜなら

愛そのものが問題であるからだ．Gatsbyに共感して

作品を読む場合，この事実は見逃されてしまう可能

性はある．結局のところ，DaisyがTomかGatsbyか選

択せずにうやむやにし，その直後に彼女が事故を引

き起こすことによって，事実上この作品はGatsbyを

完全なる敗北から救っていると言える．Gatsbyは希

望を命綱として，自らの存在をかろうじて維持し，

英雄的な地位を完全には失わずに 後を迎える．こ

れこそこの作品の描く男の美学なのだ． 

Catherine-Heathcliffの究極のプラトニック・ラブ

は，身体性を否定するところにあったのではなく，

観念によってそれを超えようとしたところにある．

というのもBrontëにとって当然のことながら，土地

や血縁を含めた身体性とは否定できないものとして

存在しているからである．Gatsbyは身体性を否定

し，産業化した社会が厭う死・老い・病い・苦悩と

いった否定的な負の要素を観念上でことごとく削除

しようとする．Heathcliffが 初からEarnshaw家にと

って侵入者であり，秩序を乱す否定的存在，破壊的

エネルギーの権化すなわち影18）として現出している

のに対し（あるいはBrontëは作品に否定的要素をわ

ざと招き入れていると言える），Gatsbyはその否定

的側面を隠す（Fitzgeraldにとって魅力的なペルソナ

になりきることが美学である）．Catherine-Heathcliff

の愛が，否定的な要素との格闘によって，より強い

ものとなり，死してもなお影響力を及ぼし，作品全

体に横溢し，説得力を増すものとなっている一方，

Gatsbyの場合は身体性を否定し，負の要素を徹底的

に除外することによって，彼の愛はその存在が疑わ

しいものとなる．それは愛に向かおうとする葛藤

が，Catherine-Heathcliffにおいては二人の葛藤であ

るのに対し，Gatsbyの努力は彼個人のものでしかな
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いからでもある．Catherineとの結合を阻まれた

Heathcliffの放つ悪魔的な霊気が，幸福な結末に向

かおうとする建設的な秩序を徹底的に破壊し尽そう

とし，老齢ゆえに彼のエネルギーは沈静化される一

方，肯定的/否定的，過去/現在，身体/精神に分裂し

た存在であるGatsbyは，その分裂を統合しきれずに

捨て去った負の要素つまり影が，Wilsonという弱者

に投影された形で，彼自身を破滅させ，実体のない

存在として不幸な末路をたどる．Jamesonが“The 

aging of Heathcliff then constitutes the narrative 

mechanism whereby the alien dynamism of capitalism is 

reconciled with the immemorial （and cyclical）time of 

the agricultural life of a country squiredom ）

（「Heathcliffの老齢化が，資本主義という外部から

もたらされる活力と，田舎の地主階級の古くからの

（また循環的な）時間とを調和させる物語のメカニズ

ムとなっている」 ） （ 128 ） と述べるように，

Heathcliffが加齢によって破壊的力の衰えをみせ，

世界と折り合いをつけ，新しい希望が生まれる結末

をもたらすのに対し，Gatsbyは作品の進行と共に犯

罪者としての色が濃くなり，社会の中に回収できな

い存在となっていくため，Fitzgeraldは結論上，彼

の存在を消さねばならなかったと言える． 

 

Ⅲ 感情としての愛と物象化された愛 

 

Wuthering Heightsは資本主義化されてゆく移り変

わる農業中心経済時代のヨーマンの生活を描いてい

るが，The Great Gatsbyは，資本主義経済の大量消

費社会を描く．二作品を比較すると，異なる産業・

経済・社会体制下で，人間の基本的営みがいかなる

変化を遂げるかがよくわかる．Gatsbyの場合，資本

主義・大量消費のイデオロギーを人格形成・人間形

成に意識的に取り入れていると言えよう．まず注目

すべきは，これらの作品に見られる愛とセクシュア

リティの提示の仕方の違いである．ゴシック的側面

の色濃いWuthering Heightsは，情念やセクシュアリ

ティを生のかたちで，あるいは象徴を用いて描き，

それらが流動的で，影響力を持ち，破壊的にすらな

るのに対し，The Great Gatsbyにおいてはそのよう

な描き方はなされない．愛とセクシュアリティは，

視覚化，物象化，コード化されて提示されるため，

流動的ではなく固定的になり，強度が消され，無害

化される．例えばGatsbyの車のフォルム，盛大なパ

ーティ，屋敷の大きさ，色とりどりのシャツの山と

いったものによって，彼の愛とセクシュアリティは

表象される．Catherine-Heathcliffの間に交わされる

感情は目に見えないエネルギーとして，身体的な動

作や暴力，自然描写などによって描出されているた

め，当然のことながら他人に影響を及ぼし，身体を

傷つけ，監禁や行動の制限によって押さえつけなけ

ればならない危険性を持つ．一方Gatsbyの物象化さ

れた愛は，主体から切り離されて存在する物と化

し，無性化され，それを向ける対象すらも特定し難

いものとなる（Gatsbyの本当の愛の対象はDaisyだっ

たのか）． 

Catherine-Heathcliffの愛が二者の問題であり，そ

れぞれが愛を口にするためその存在を保証しなくと

もいいのに対し，Gatsby-Daisyの愛は互いに対する

言葉とならず，物象化の影響をこうむり，個人的な

問題に成り下がってしまっているため，それを保証

するNickの存在を必要とする三者の問題となる．モ

ノと化した愛の送り主と，受け取り手をNickが保証

することでようやく成り立つ関係であると言えなく

もない19）．Nickがいなければ，その愛が存在したの

かどうかすらも証明できないようなものとなってい

るからだ．事実Nickは二人を仲介する．つまりNick

は，Gatsbyから聞く「物語」によって，モノとモノ

とのつながりを知るのだ．大邸宅，Daisyの屋敷に

灯る緑の灯，豪華なパーティを結ぶのはそのGatsby

の「物語」なのだ．Daisyに向けて提示される視覚

化され，商品化された愛は，身体から切り離された

結果として，感情の痕跡をとどめるものでしかな

い．そこにはCatherine-Heathcliffの間にあるよう
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な，魔術的な激しいエネルギーの交換はないし，身

体を持つがゆえの苦悶もない．Gatsbyの愛の不自然

さは，まさに身体性を捨て去ることで愛やセクシュ

アリティを別の形に変えてしまったところにあると

言えるだろう． 

Gatsbyが物象化したのは，愛やセクシュアリティ

だけではない．彼という人間そのものを物象化す

る．彼は，無時間的な「物語」の主人公の人生を選

び，それに倣って人生を生き，Daisyの前に選ばれ

る新品の魅力的な商品として登場したのだ．人格か

ら負の要素を削り取り，自らをフェティッシュとす

るべく，上流階級の＜貴婦人＞Daisyに求められる

ような，若く，美しく，清潔な男性のイメージに自

分を磨き上げた．だが，それこそ，大量に消費され

る大衆文学・文化の主人公の姿にほかならず20），一

つの商品と化したイメージ，“the advertisement of 

the man”（「あの男性の広告」）（93）に似ている男

にすぎないものとなるのだ．だが愛とは，その一回

性と，対象が取替え不可能であること，滅びゆく身

体を持つ人間の感情であるからこそ意味があるもの

である．皮肉にも彼の偉業は，自らを取替え可能な

モノとして提示しながらも，取替え不可能な存在に

なろうとしたことである21）．自らが取替え可能であ

れば，愛そのものは成り立たない．だからGatsbyの

愛は始めから成立不可能であり，そのような愛はナ

ルシスティックなものにならざるを得ないのだ． 

また，自らをフェティッシュとし，モノに特別な

価値を付与することが，すでに彼の夢との溝を作り

出しているということをGatsbyは知らない．ボード

リヤールは，消費行動に関して，特定の人々（上流

階級の人々）とその他の人々に言及し次のように述

べる， 「これらの人びとはモノとは関係がなく，

正確にいって「消費」しない．他の人びとは，魔術

的経済を受け入れざるをえない，つまりモノ自体に

価値を与え，他のすべてのもの（思想，余暇，知

識，文化）にモノとしての価値を与えざるをえな

い．実はこの物神崇拝的論理こそが消費のイデオロ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ギーに他ならないのである
、、、、、、、、、、、、

」（65）．TomとDaisyと

Gatsbyの階級差は行動そのものに歴然と表れてい

る．TomやDaisyは「消費しない」のであり，モノ

を見る目を持ち，情報を握る階級なのだ．Gatsbyは

模倣と消費によって，彼らと同じ身分になれると錯

覚する．Tomは早くからGatsbyの胡散臭さを見抜

き，身分にそぐわない行動に難色を示す．Gatsbyは

獲得せねばならない階級にいるというわけだ．教養

を手に入れるのに “Stoddard Lectures”（「ストッ

ダード講演集」）（38）を買い，富を誇示するため車

を所有し，上流階級の社交界を真似たようなパーテ

ィを催すといった具合に22）． 

 

Ⅳ 女の物語――抑圧か死か 

 

Wuthering Heightsは，Catherine Earnshawを愛する

主体として描き，その心理における苦悩と葛藤をつ

ぶさに叙述する．彼女の作品内での重要な仕事は，

「適切な夫を選ぶ」ことである．彼女は，Heathcliff

が別れることのできない相手であると十分に知りな

がらも，社会的に地位のあるEdgarを選ぶ23）．彼女

にとっては，どちらを選んだとしても十分ではない

のだ．この選択は，彼女の自己に大きく影響を及ぼ

す．反社会的であるが自由気ままな人生（社会的な

死）と，社会的地位はあるが抑圧された人生との間

の選択だからだ．Gilbert and Gubarの言うように，

後者の選択は彼女が自分で選んだものではなく，

“［T］he Grange seizes her and ‘holds ［her］ fast’”

（「the Grangeが彼女を掴んで，『しっかりと握って

離さ』」）（271）ないがゆえに，彼女は無理やり社会

化されてしまうのだ．Daisyにも同じことが起こっ

たのだと言える．たとえGatsbyがDaisyの心を満た

してくれる存在であったにしろ，上流階級の娘がど

この馬の骨とも分からない人間と結婚することはで

きないということになるのだ．女が立派な地位でい

るには，自分の欲望を捨てねばならないということ

なのだ． 
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強く自由な意志を持ったCatherineが母になること

で命を落とし，主体性を奪われたDaisyが母になる

ことを受け入れることは何を意味するのだろうか．

Linton家によって社会化されたCatherineはEdgarと結

婚し，家父長制存続の道を選ぶ．そして身ごもった

彼女は，あたかもその妊娠と出産を拒むかのよう

に，また選択を誤ったことを悟って家父長制の存続

を拒むかのように拒食症となる．これは変容する自

分を受け入れられない反応であり，“ the furious 

power hunger of the powerless”（「権力のない者の抱

く権力の激しい渇望」）（Gilbert and Gubar 285）でも

あり，the Heightsへ，さらに言えば子供時代の自由

なHeathcliffとの関係へ回帰する願望の現われでも

ある．拒食症が意味するのは，Heathcliffとの結合

が夢の中か死においてしか可能でないなら，彼女は

結婚における生よりも，死を選ぶということだ．彼

女は結婚前の自分と，結婚後の自分とに引き裂かれ

た挙句，拒食症の悪化で出産時に命を落とすことに

なる．一方，Daisyに関しては，娘の出産時に皮肉

に“I’m glad it’s a girl. And I hope she’ll be a fool”

（「女の子でよかったわ．そしてお馬鹿さんになっ

てくれたらいいのだけど」）（17）と言い，涙を流し

たと語られるが，自分を顧みない夫の子を産み，母

になることを引き受けざるをえなかった諦めの気持

ちが表現されているとは言え，彼女はCatherineのよ

うには闘わない．それほどまでにDaisyの欲望はイ

デオロギーによって社会化され，抑圧されているの

だと言えよう． 

妊娠による体のゆがみ，つわり，出産の痛みの恐

怖，拒食，こういったものがCatherineにつきまと

い，現実として彼女を圧迫しているが，Daisyの出

産は痛みを伴わず，血を流さないかのものであるか

のように描かれる．これは作者の性別が異なること

から当然なのかも知れないが，Brontëが生を血の通

う，身体的痛みを伴うものとして扱うのに対し，

Fitzgeraldは精神的な痛みだけを強調する，だがそ

の痛みさえも身体性が除外されていることからどこ

か空虚である．言い換えれば，Wuthering Heights が

徹底的に感情を身体に引きつけ，作品内に横溢させ

るのに対し，The Great Gatsbyは，徹底的に身体お

よび身体性（そしてそれに伴うあらゆる感情）を女と

してコード化し，作品内から除外していると言え

る．そのためDaisyがCatherineと同じく体験してい

るはずの，妊娠時の苦悩も出産時の苦痛も問題にし

ない．さらにDaisyが彼女の一生に関わる「夫選

び」で，否応なく社会的な選択をせずにはおれなか

ったこと，そしてその結果が彼女にとって精神面で

も身体面でも不幸であることを作品は前景化せず，

Gatsbyの登場と共に時折表面に浮き出てきて，彼の

死と共に抑圧されてしまうものなのだ．だとして

も，彼女がTomのもとを離れ，Gatsbyを選んだ場

合，彼女は生まれながらに持っている社会的に優位

な地位を失う．これはCatherineの夫選びの際に直面

したジレンマと同じである．精神的にも経済的にも

自立できない女性にとって，適切な夫選びは，自己

の生存と安全に関わる重要な選択なのであるが，

Tomのもとに残っても，Gatsbyを選んでも彼女に大

きな犠牲を強いることになるのだ． 

DaisyはMyrtleを轢いたことで，純粋な女性の地

位から，汚れた犯罪者の地位へと墜落する．象徴的

に読めば，これは聖なる女性による性的な女性の抹

殺であり，Daisy自身の欲望の抹消ともなる．この

ような儀式的な欲望の去勢を経て，再び彼女は家父

長制的家庭へと取り込まれ，彼女にとってはもはや

二度と，娘時代のような高揚した気分も，自由な活

動も経験できなくなる．これでDaisyの家父長制へ

の取り込みは完了するのだ．Catherine Earnshawの

激しい，狂気ぎりぎりの葛藤と苦悩は，Daisyの抑

圧された葛藤と苦悩でもあると読むことができるだ

ろう．Wuthering Heightsは連綿と続く抑圧された女

の苦悩と悲しみを語る作品である．埋め込まれ，見

えなくなった女たちを掘り起こし，主体性を付与

し，女が女の欲望を語る物語なのだ．Wuthering 

Heightsは，少女のような，元気旺盛なCatherine Ⅱ
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と女性の声を聞き入れる教育されたHaretonとの新

たな男女の結びつきを呈示して終わる．この二人の

関係はThe Great Gatsbyに欠けている，女性の主体

の回復と，支配的・男性的圧制者の去勢24）あるいは

教育の可能性を表しているのである． 

 

Ⅴ むすび 

 

本論で取り上げた二作品はプラトニック・ラブを

描きながらも，その実像は大きく異なる．

Wuthering Heightsの世界では疑われることのなかっ

た愛の存在，時間，空間，アイデンティティが，

The Great Gatsbyの物象化された世界においては疑

わしいものとなる．Heathcliffがイデオロギーを逆

手にとって対抗し，その力を変化させようとしたの

とは対照的に，Gatsbyはイデオロギーを取り込み，

後にはそのイデオロギーの犠牲者となってしま

う．Gatsbyの本当の敵は（そのように描かれてはい

るが）Tomではない．現実を見失わせる，産業資本

主義の生み出すイデオロギーの力であり，数々の魅

惑的な幻想を生み出す「物語」の力なのであり，そ

れを内面に取り込むことで人間を支配する強力な力

だったのだ．Gatsbyはいわば，大衆文学の推奨する

立身出世イデオロギーや，産業・経済の推奨する消

費イデオロギーの犠牲者とも言えるし，そのような

イデオロギーを利用することで力を得ようとした人

物とも言える．Gatsbyの登っていた成功への階段

は，実は実体のない階段であって，上昇よりもむし

ろ下降であった．また，愛だと思っていたものは，

愛ではなく，空虚なナルシシズムの投影であり，未

来だと信じていたものは過去であるという具合に，

全て逆説的なものであった．これら二作品の描くプ

ラトニック・ラブを決定的に異なるものにしている

のは，まさに破壊的で，厭うべき，しばしば女性と

して表象されてきた身体性であり，それと対抗する

かそれを排除するかという点である． 

Gatsbyの死後，NickはGatsbyが体験したような，

グロテスクな現実を見ることになる．幻想の力によ

ってきらびやかに見えていた世界が突如，何の変哲

もない，救いのない陳腐な生活の連続，いやむし

ろ，Nickの夢に現れたようないびつな世界に見えた

のだ．Daisyはもはや美しくはなく，Tomとてもは

や彼にとってうらやむべき人物ではなくなったの

だ．The Great Gatsbyのもたらす唯一の救いは，ま

さにGatsbyの生涯の物語が，Nickの教訓となったこ

とである．  Gatsby はNickを“from that abyss of 

nihilism”（「ニヒリズムの深淵から」）（Bloom 3）救

い出し，イデオロギーの犠牲者にならないよう警告

を与えたのだ．Heathcliffの否定的存在が，Earnshaw

家の者を強くし，家系を存続させるのに一役買った

ように，Gatsbyの驚くべき想像力と希望を信じる力

が，退廃的で断片的な人間の営みに，もう一度歴史

の感覚と過去とのつながりを持たせるよう意識を向

けさせることになったと言えるだろう．Wuthering 

HeightsがThe Great Gatsbyの世界に対して教えるも

のは，愛というものは否定的なものとされている身

体性，土着性，女性的なものとの繋がりなしには存

在しえないものだということである．その意味で，

愛をテーマとしながらもThe Great Gatsbyの中には

いわゆる愛は描かれていないということになる．

Nickが 後，緑の大陸を思い描き，帰郷を決意する

のも，この認識の表れにほかならないだろう． 

 

 

【注】 

 1）F. Scott Fitzgerald：A Life in Letters （109）参照． 

 2）Tom との対比により，特に Gatsby，Wilson ら

は社会的地位の劣る，弱い男として，つまり女

としてコード化されていると言える． 

 3）Parker（147） および Lynn（181）参照． 

 4）Diane Long Hoeveler は，New Riverside Editions 

の Wuthering Heights （Boston:Houghton Mifflin 

Company, 2002）の序文で，この作品は，初期の

批評に多かった文学的影響の届かない地方で創
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作されたものだという見解に対し，ゴシック的

要素の多用が見られることから，「女流ゴシッ

ク」の系譜に位置づけられ，当然その慣習を意

識したものであると論じている（6）．さらに，

David Punter と Glennis Byron は「ブロンテ姉妹

のヒロインは，伝統的なゴシック・ヒロインよ

りもかなり複雑で，自立しているだけでなく，

そのヒロインの終わりのないように見える苦難

に対する報酬として，優しく高潔なヒーローが

たいてい差し出されるのだが，彼女らはそのヒ

ーローを拒絶する傾向にある」（95）と，ブロン

テ姉妹がゴシック的素材に加えた要素について

述べている． 

 5）特に，Nick の語りによって導き出される

Gatsby に同情的な解釈は，Gatsby の犯罪者と

しての顔を見えなくするため，あまりこの問題

に触れない．だが，Henry Dan Piper は，違法ビ

ジネスで逮捕された Edward Fuller の事件を詳

しく論じ，Fuller の新聞記事を Fitzgerald が

Gatsby を創造するのに使用していたことを論

証している．また，Thomas H. Pauly は Gatsby

のモデルとなったギャング，George Remus，

Arnold Rothstein や，Matthew Brucolli が特定し

た Max Fleischman らの Gatsby の人物造形に与

える影響に注目し，彼の犯罪者としての顔を前

景化させている．Gatsby の犯罪者としての顔

は，Wolfsheim の影に隠れて見えにくいが，作

者がこういった人物を創作に利用していた事実

は，社会における Gatsby の危うい地位を明る

みに出す． 

 6）Gilbert and Gubar は，Heathcliff は彼の持つ動物

的で悪魔的な性質ゆえに，「彼の男性的な外見

とはうらはらに，その怪物性において女性とさ

れる」と述べ，それは「身体が女性で，精神が

男性，大地は女性で，天は男性，怪物は女性

で，天使は男性」という意味においてであると

論じている（294）．Tom に対して Gatsby は生ま

れを隠した成り上がり者で，身元不詳の得体の

知れない存在であることから女性としてみなさ

れると言えよう．それゆえ中心となる世界から

周縁へと追いやられる存在である． 

 7）土地（不動産）を資産として所有する人々と，商

業や金融業といった貨幣（動産）を財産とする

人々におおまかに分類するとするならば，

Heathcliff と Gatsby は後者にあたる．Jameson

は Heathcliff を「原資本家」と呼んでいるが，

それはおそらく，彼が自ら労働し，資本を生み

出し，自らに投資すること，また出所不明（土

地に依存していないがゆえに不確かなものであ

る）の財産を元手に新たな活動をする人物であ

ることからそう呼んでいると思われる．勃興し

つつあった新興資本家階級を表象している人物

であるということであろう． 

 8）Ross Posnock は，Fitzgerald がマルクス主義に

影響を受け，The Great Gatsby において資本主

義批判を試みていることを例証し，「寝室と車

は，他の男たちの欲望の『なおも脈動する思

い』と混ざり合い（混同されており），Gatsby

が欲望をモノに置き換えていることがほぼ明ら

かになってくる」（206）と述べ，さらにいみじ

くも「資本主義の文化では，個人の自然な欲望

は抑圧される」（207）と指摘している． 

 9）Jameson の言う “the locus of history”（｢＜歴史

＞の場｣）とは次のように解釈できるだろう．彼

はテクスト解釈にとって「歴史化」，「弁証法的

思考」が重要な鍵だと説く．Heathcliff の持

つ，ロマンスの主人公でありながらも悪漢であ

るという両義性は，説明困難な問題であった．

だが，彼が作品の中で持つ機能を見ると，

Propp の人物類型で言う「贈与者」（主人公を

助ける役目の人物）が，「歴史的に変化したも

の」だと了解できる．彼自身が体現しているの

は，まさにその伝統的機能からの逸脱，役割の

歴史的変化なのであり，さらに，彼は，彼が新
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しく持ち込む資本というエネルギーを，

Earnshaw 家ならびに彼らの情念を活性化する

のに一役買うことで，経済体制の歴史的変化を

も体現している．この意味で彼は「歴史」の起

こる場であるといえるのだ． 

10）例えば Gatsby の屋敷の入り口からパーティ用

の食材が大量に運び込まれ，パーティの終わっ

た後日，裏口からその残骸が大量に運び出され

ていく描写は，Gatsby の屋敷そのものが，巨

大な工場であり，大量な商品が消費されるスペ

クタクルとして機能していることは明らかであ

る．また，Gatsby は＜Gatsby＞という理想の自

我を，大衆を意識した（大量に消費されること

を意図した）成功，裕福，若さ，洗練，奢侈と

いったイメージから作り上げた．＜Gatsby＞と

いう表象そのものが，Heathcliff と同様に，主

人公でありまた悪漢でもあるという両義性を持

ち，戦後社会の資本主義発展期の混沌をそのま

ま表わしていると言えようし，「贈与者」とし

ての役割がさらに変化したものであるとも言え

るだろう． 

11）つまり，誰にでも好まれる外見，容姿を持ち，

好印象を与えるよう努めるが，流行の変遷と共

に忘れられる運命にあるということ． 

12）Wuthering Heights からの引用は，New Riverside 

版（Houghton Mifflin, 2002）を使用し，括弧内頁

番号はこの版のものと同じである． 

13）Eagleton によれば，The Wuthering Heights の中

に描かれる様々な対立し，拮抗する諸力（例え

ば，家族の構成員という「個人」と家族という

「非個人的なもの」）は，ともすれば家族や小説

の内容自体をも分裂・解体させてしまいそうな

ものだが，家族の系譜を基に小説が展開されて

いるがゆえに，分裂を繰り返しながらも，家族

また小説の統一性を維持できているということ

なのだ． 

14）James Gatz は自分の過去（家族）をないものと

し，意図的に自らを家族の系譜から除外し，新

たな自我＜Gatsby＞として生まれ変わる．The 

Great Gatsby の登場人物たちは，感情的にも身

体的にも縛ろうとする家族の絆，地域から逃れ

て都会で自由を謳歌しようとする人々である．

特に語り手 Nick は故郷のそのような閉塞性を

嫌って New York に出てきたと語っている． 

15）後に詳しく述べるが，Gatsby は Daisy を愛して

いると思い込んでいるが，彼は彼女を，

Heathcliff が Catherine を主体を持つ存在として

愛すようには愛していない．作品は表面上，

Gatsby が愛を手に入れることを求めているよ

うに描いてみせるが，彼の愛の固着性が逆にそ

の異常性を浮かび上がらせ，その愛がいかに一

方的で，自己愛的であるかということが暴露さ

れる．彼がそれを Daisy への愛だと思えば思う

ほど，彼女から遠ざかっていくことになる． 

16）Posnock はこのシーンを “a symbolic sexual 

act”（「象徴的な性的行為」）（208）と読んでい

るが，Nick を介在させていることから，むし

ろ自己愛的，自慰的行為ではないかと思われる． 

17）The Great Gatsby からの引用は，Cambridge 版

を使用し，括弧内頁番号はこの版のものである． 

18）影とは心理学の用語では，人格の中の否定的な

要素を指す． 

19）二人の関係は “Gatsby and Daisy communicate 

emotionally and sexually through the mediation of 

objects”（「モノを介して感情的，性的に交流し

て」）（Posnock 208）いるとも言えるだろう． 

20）Tyson は，Jimmy Gatz が Jay Gatsby 像を当時出

回っていた「成功マニュアル」に倣って作り上

げ，「成功者の言説は，多くの有名な独立独歩

の人々が持つ大きな人格的欠点を無視するか，

周縁に追いやることで，『歴史を削除』する」

（307）と述べて，アメリカ文化がいかにこのよ

うな独立独歩の人間にロマンを抱いているかを

明らかにしている． 
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21）Gatsby のこのような自己矛盾は，消費イデオ

ロギーや立身出世イデオロギーに依拠すること

によって解決されようとする．Eagleton は，

Lucien Goldman の，「イデオロギー」は「偽り

の，歪んだ部分的な意識」（97）の表れであり，

「世界観」は「真の完全で一貫した社会関係の

認識」であるとする定義を疑わしいとはしなが

らも，Charlotte と Emily の作品の相違理解に

役立つと述べている．イデオロギーの機能が

「真の矛盾を幻想の上で解決すること」（97）で

あるなら，まさに Gatsby はイデオロギーを体

現している人物であると言えよう．また

Eagleton は，Charlotte Brontë の Jane Eyre を

Emily の Wuthering Heights と比較して，「まさ

にイデオロギー的な意味において『神話的』」

な作品であると述べているが， The Great 

Gatsby にも同じことが言えると思われる．だ

が，この Fitzgerald の作品では，イデオロギー

遵守の徹底振りゆえに，主人公は色んな意味に

おいて挫折する． 

22）Tom と Gatsby の違いは，知識，情報の活用の

仕方に明瞭に現れている．Gatsby の持つ欠点

について，Marius Bewley は次のように分析す

る．「社会的および人間的価値についてあまり

把握しておらず，批判的思考力や自己認識に欠

け，彼を取り巻くアメリカ社会の陥穽に気づか

ず，かなりの楽観主義であることが，かつてな

い確信と理解力でもって描かれている．. . . 

Gatsby の知性と判断力のなさが彼を悲劇的な

死へと導いている．」（47）  

23）Catherine が Heathcliff ではなく Edgar を夫に選

んだことに関して，Hoeveler は「知性のある若

い女性ほど，社会的，経済的現実の重みを前に

して，いくら性的魅力があろうと，名もない非

嫡出の貧民を夫には選ばない」（199-200）と述

べているが，これは現実に即した意見であろう． 

24）Hoeveler によると「女流ゴシック」の 終的ヴ

ィジョンは，Charlotte Brontë の Jane Eyre の女

家庭教師の Jane と，視力を失い片手を喪失し

た Rochester に典型的に見られるように，中産

階級的で，教養があり，節度を守り，男性を導

く女性と，女性に導かれるリビドー的エネルギ

ーおよび支配的権力をほどよく奪われた（つま

り去勢された）男性の結婚である．Catherine Ⅱ

と Hareton の結びつきも同じヴィジョンを示唆

している． 
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