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　セオドア・ドライサー (Theodore	Dreiser,1871-1945)

の第一作『シスター・キャリー』（ Sister Carrie 

1900）では、「窓」が重要な意味を持つ。デパート

やレストランの「窓」の外側と内側で、そのどちら

かにいることによってその人間の地位が分かる。都

市ではデパートやレストランの中に入れる人もいれ

ば、入れない貧しい人もいた。外側から「窓」を通

して映るデパートの服や、レストランの豪華な料

理はそれを手に入れたいという欲望を掻き立てる。

「窓」の内側にいる人間は、外側にいる人間よりも

社会地位的に優位な位置にいることが分かる。この

ように、アメリカの 19 世紀の「窓」と人々の「欲望」

は非常に関係が深いのである。

　『シスター・キャリー』で描かれる主人公のキャ

ロライン・ミーバー（Caroline	Meeber）、通称キャリー

（Carrie）は、都市の生活に憧れを抱き、地方のウィ

コンシン州コロンビア・シティからよりよい生活を

求めて都市のシカゴへ移住した後、アメリカ大都市

のニューヨークへと拠点を移す。シカゴに移り住ん

だばかりの彼女は貧しい暮らしを送っていたため、

窓の「外側」の立場の人間であったが、やがて様々

な出会いを通じたことと時代の流れに順応したこと

で女優として成功を収め、窓の「内側」の人間へと

変化する。キャリーはシカゴ行きの列車でチャール

ズ・H・ドルーエ（Chars.H.Drouet）という男に出会う。

彼は当時の俗語で「ドラマー（drummers）」という

階級で、製造会社の販売促進外交員として働き、そ

れなりに稼ぎはあるため、それなりの身なりでシカ

ゴに来たばかりのキャリーを魅了し、やがて一緒に

住むようになる。そのような中でキャリーと恋仲と

なるもう一人の男がジョージ・Ｈ・ハーストウッド

（George	W.	Hurstwood）である。彼は酒場の支配人

として社会的成功を収めており、ドルーエよりも階

級が高く、彼もまたキャリーのことを魅了するので

ある。

利己心は鋭いが、欲深というほどではない。にも

かかわらず、それがいちばん目立つ特徴だった。

（中略）キャリーは、自分には魅力がどれくらい

あるのか、無関心ではいられなかったし、人生の

楽しみを求めることにかけては目端がよく利き、

快適な暮らしをしたいと思う気持ちは強かった。

（村山	15）

　主人公であるキャリーがシカゴに行く前の文であ

る。彼女は都市に移住する前は欲深というほどでは

なかった。しかし、快適な暮らしをしたいという思

いは強く、とてつもない夢を抱いていたという点か

ら都市の生活に憧れを抱き、幸せになりたいという

気持ちがこの時から既に強いことが分かる。また、

もとは欲深な性格ではなかった彼女であるが、都市

の生活を始めると外の世界が美しいもので溢れてい

るため、彼女の欲望は掻き立てられる。彼女が都市

に住んで時が経つほど欲深になっていく様子がうか

がえる。

　欲望の点については、この小説では“thing”と

いう言葉が多用されている。それは登場人物が持

つ欲望を指している。彼らは“thing”を得るため

に様々な手段でその欲求を満たそうとする。特に

“something”,“anything”,“everything”という言葉

が目立つ。それらを示すものが彼らの内にある「欲

望」なのである。それらの曖昧な言葉から、主人公

であるキャリーに焦点を当て、彼女の心中の欲望を

追求していく。

いまはそれをいくらか―緑色の柔らかな十ドル紙
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幣を二枚―手にしている。それが手元にあるとい

うだけで、とても豊かになったような気がする。

紙幣それ自体に力がそなわっている、と思ってい

るのだ。	（村山	121）

Some	of	it	she	now	held	in	her	hand － two	soft,	

green	 ten	dollar	bills － and	she	 felt	 that	she	

was	immensely	better	off	having	of	them.	It	was	

something	that	was	power	in	itself.（SC	45）

　この文にある“something”は、「おかね」の力の

ことを指す。キャリーはしばらくしてまたシカゴで

ドルーエと再会した際に、彼から紙幣を手渡され、

十ドルを手にする。キャリーは都市で「おかね」を

持っていることで少し自信がつく。彼女は幸せにな

りたいという気持ちが強く、そのためには彼女の中

で「おかね」が大きな役割を示す。以後、「おかね」

がキャリー自身を変えていく。それ（thing）が彼女

にとってどのようなものであるかを考察していく。

　このようなことから、都市がキャリーの思考や生

活を変えていったことが分かる。前述したように、

アメリカの 19 世紀の「窓」と人々の「欲望」は関

係が深かった。キャリーが「窓」を通してどのよう

な欲望や葛藤を抱いているか、また、それらの「窓」

にはどのような働きがあるのかを、キャリーの視点

とキャリーを取り巻く環境、人物から考察する。

Ⅰ . 外側から見る「窓」

　窓の「外側」の人間は内側に入ることが出来ない

ため、外側から内側の人間を羨望の眼差しで見ては

欲望を掻き立てられるのである。

　キャリーがコロンブス・シティからシカゴへ移住

してきて間もない頃は「おかね」が無く、デパート

や一流レストランといった場所はキャリーにとって

遠い存在であり、憧れであった。デパートにはショー

ウィンドー、レストランには窓があり、そのガラス

一枚を隔てて、ガラスの「内側」と「外側」には全

く違う風景があり、近いようで遠い存在である。キャ

リーはショーウィンドーや窓から見える美しい装飾

品、風景を外側から見て欲望を掻き立てられると

同時に、自分もいつか幸せになりたいと感じる。こ

の「幸せ」とはキャリーにとって「裕福であること」

である。いつかショーウィンドーや窓の「内側」で

優雅に過ごしたいと思っている。次の文は、当時の

シカゴの建物の特徴について書かれている。

多少とも自負心のある会社は、それぞれ独立した

ビルを構えるのが、当時のシカゴの１つの特徴で、

他の市にはふつう見られなかったことだ。（中略）

そのため、たいていの卸商社の構えは堂々として

おり、事務室が一階にあって、街路からもなかの

様子がはっきり見えた。大判の窓ガラスは、いま

でこそごくありふれたものになったが、この当時

急速に使われだしたもので、一階の事務所は、こ

のようなガラス窓越しに見ると、品がよくて景気

がよさそうに見える。（村山	36）

　窓ガラスが使われ出したのは当時であることがわ

かる。その背景としてアメリカのガラス産業の発展

と関係がある。19 世紀初頭のアメリカでは、ガラ

スの製造過程で使用する燃料として木材が使われて

いた。それが 19 世紀半ばには石炭に、また、シス

ター・キャリーの時代である 19 世紀後半には天然

ガスへと代わったのである。天然ガスへと代わった

ことで、ガラス産業の中心地が変化したとともに、

ガラス職人の技術を模した機械が発明され、ガラス、

窓ガラス産業に急速に普及していった。使用燃料が

当時の他の市ではまだ珍しく、それはシカゴの建物

として特徴づけられていた。窓ガラスがあることで、

中の様子がはっきりと分かり、それだけで良い印象

を与えやすくなる。そのことから、ショーウィンドー

を使って商品の魅力を引き出し、買い手の興味や関

心をそそるようになったのである。　　　　　　　

A. デパートのショーウィンドー

　窓の「外側」の人間も「内側」の人間も、デパー

トのショーウィンドーを見ることで欲望を掻き立て

られる。当時デパートというものは、経営が波に乗

りはじめたばかりの頃で、その数は多くはなかっ

た。1884 年ごろに合衆国で最初にできた三店のデ

パートは、いずれにしてもシカゴにあった。( 村山

　47-48)	このことから、当時デパートは庶民にとっ

て身近な存在ではなく、都市にのみ位置していたた

め、キャリーにとっては憧れの場所であることが分
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かる。シカゴに来て間もないキャリーは所得もなく、

デパートで買えるものもほとんどなかった。着古し

た服を着ており、見るからにデパートとは縁のない

者であった。それと対比しているのがデパートで働

いている人々である。彼女たちの服装はこぎれいで、

キャリーはそれだけで自分よりは良い暮らしをして

いることが分かり、自分の方が見劣りしていると感

じる。彼女はまだ外からショーウィンドーを見て欲

望を駆り立てられているだけで、中に入っても何も

買えず、デパートの中で働いている人間と自分の格

差を感じる。デパートは窓の「外側」にいる人間に

とって遠い存在なのである。

B.通りのショーウィンドー、ガラス
　窓の外側の人間は、レストランなどで食事をする

人間を羨んで欲望に掻き立てられるだけではなく、

都市にはホームレスも少なくはなかったため、冬の

寒さから内側の温室で過ごす人々を羨む姿も見られ

る。たった一枚のガラス板がそのような格差を隔て

る役割を持つ。

　「おかね」のないキャリーは、職探しへ行く際に

通りで様々な店をみつけ、窓ガラスを覗く。その都

度、ショーウィンドーや窓ガラスの内側の景色に見

惚れ、時に圧倒される。都市はキャリーのように貧

しい人間にとって生活しにくい場所であった。それ

ほど高くなさそうなレストランへ一人で行っても、

実際には自分の持ち金に比べて値段が高くスープ一

皿しか頼む余裕がなかった。窓ガラスの内側へは踏

み入れたが、彼女が内側の人間には相応しくないこ

とを物語っている。また、デパートの中へ入った際

も、店頭に並ぶ美しいものを見て、手に入れたいと

は思うがそれが不可能である現実から、それも彼女

がまだショーウィンドーの「内側」に入る人間には

及んでいないということがいえる。一人では何も手

に入れることができないキャリーであったが、様々

な人と出会い、経験することで内側に踏み入れるこ

とが出来る。彼女のように、幸福の追求のために窓

の「外側」から「内側」へ変化することが出来る者

もいる。そのような者は努力して入るか、キャリー

のように環境の適応力があるなどの要素を含んでい

たのである。

Ⅱ . 内側から見るショーウィンドー、窓、シカゴ

　ショーウィンドーや窓の内側へと踏み入れた人間

は、一時の満足感を得ることが出来るが、更なる欲

望が彼らを駆り立てるのだ。ショーウィンドーの「内

側」には、デパートの中にいる良い服を着た人間が

居り、煌びやかなものが沢山備わっている。ショー

ウィンドーの内側に踏み入れるとその欲望はさらに

増し、これらのものを見て、自分も手に入れたい、

これを着たらどうなるだろうという思いに駆られ、

「おかね」があったら何でも手に入れることができ

る幸せを得たいと感じる。これはレストランの窓に

ついても同じである。Sister Carrieでは、ハーストウッ

ドやドルーエなどが登場する際に一流レストランの

描写が度々見られる。もちろんキャリーはシカゴに

来て間もない頃、一人で一流レストランなどに足を

踏み入れる金銭的余裕などなかったため、レストラ

ンの窓を「外側」から眺めては羨ましがることしか

できなかった。しかしドルーエやハーストウッドと

出会って食事をすることになった際、ついにレスト

ランの窓の「内側」へ踏み入れることができるよう

になる。これはキャリーが言う「幸せになる」こと

へ近づく第一歩であり、優越感を得ることが出来た

が、その幸せを一度味わってしまうと更なる幸せを

求めるようになるのである。

A. デパートの「窓」の内側

　デパートの内側には欲望を掻き立てる沢山のモノ

で溢れているため、内側へ踏み入れた者はそれらの

誘惑に魅了され、いつしか手に入れなくては済まな

くなってしまうのである。

　ドルーエ、ハーストウッドに出会ってからのキャ

リーは「お金」を持っているという嬉しさからデパー

トの中に入っては目を輝かせながら商品を見て楽し

む。次の場面は、まだハンソン家に住んでいるキャ

リーがドルーエと食事をした際にドルーエから受け

取った 20 ドルを持ってデパートの中へ足を踏み入

れる場面である。

ここだわ、買い物にくるつもりでいた店は。こう

なったら、うさばらしにのぞいてみよう。ジャケッ

トを見物してやろう。（村山	130）	
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　ドルーエから貰った 20 ドルを持っていると、「お

かね」を持っているという事実から、それだけで以

前デパートへ訪れたときよりも優越感を得ている。

デパートに来る前は、ドルーエから手渡された 20

ドルを受け取るわけにいかないという思いと、20

ドル持っていたら何が買えるだろうかと考え、これ

で欲しいものが手に入るという喜びとで葛藤してい

たが、ショーウィンドーの展示物や、店に入った瞬

間に目に飛び込んできた様々なものを見て、一瞬に

してキャリーの欲望は高まる。最初にデパートに来

たときよりもわずかではあるが、デパートが彼女に

とってそこまで遠い存在ではなくなっていることが

分かる。キャリーは金銭そのものにパワーがあると

思っているが、それを持っているという事実のみで

は何の価値にもならないのである。

B. レストランの窓の「内側」

　レストランの内側で食事を摂る人々は、窓の外側

から見られているという優越感に浸ることができる

ため、それを好んでいる者もいる。特にドルーエが

その例である。

　シスター・キャリーでは、ドルーエやハーストウッ

ドが一流レストランで食事をしている場面が多く描

かれている。中に入る他の人も、ハーストウッドと

同じくらいの階級の者ばかりである。窓の外側から

はそれを羨ましく見る人々がいて、もちろん階級が

高くなければ入れない。つまり、窓の「内側」に入

れる人間はごく一部であることがわかる。次の抜粋

はキャリーとドルーエが偶然街で会い、ドルーエが

キャリーを誘い、ホテルのレストラン食堂へ行く描

写である。

ドルーエは窓の近くのテーブルを選んだ。そこか

らは街路の賑やかな人通りが眺められた。ドルー

エは、往来の移り変わる眺めが好きだった――食

事をしながら見たり見られたりするのだ。

（SC	152）

　レストランの窓の内側から外側の人に羨望の目で

見られる優越感が彼にとっての幸福なのだ。デパー

トのショーウィンドーの時と同じように、レストラ

ンの外側から見ている人々はドルーエとキャリーを

羨ましく思うため、窓は人々の欲望を引き出す力を

持っている。また、この時にもキャリーは窓の「内

側」にいるため、一時の優越感を得ることができる。

C. 窓の「外側」と「内側」の境目

　窓の「外側」の立場にいる人間が「内側」の人間

へと変わる瞬間は、自らの努力やきっかけで社会的

成功を収めることが出来た場合である。

　キャリーは女工として働いており、彼女自身の立

場上は窓の「外側」の人間であった。そのようなキャ

リーが「内側」の人間となるきっかけとなったのは

ドルーエである。ドルーエと知り合い、二人で食事

をしたり買い物をしたりすることで裕福な暮らしの

疑似体験ができた。レストランでは自分の好きなも

のを好きなだけ注文することができ、デパートでは

自分が着たいものを手に入れることができた。しか

し、ドルーエと別れた後に帰る家は姉とその夫の貧

しい家であるということと、自分は女工として働い

ており、わずかな収入しか手に入らないという現実

がキャリーを悩ませる。次の文は、そのような状況

のキャリーがシカゴでの生活に自信を無くし、コロ

ンビア・シティの実家に帰ろうかと思っていること

をドルーエに伝えた際の様子である。

「どうしたらいいか教えてあげる。ぼくといっしょ

になればいい。面倒を見てあげるよ」

( 中略 )

キャリーは窓から、外の賑やかな通りを眺めた。

たしかにそこは目の前にある。驚異に満ちた大都

会。貧乏でない人にはとてもすてきなところだ。

（村山	134）

　コロンビア・シティに帰れば家もあり家族もい

て、前の生活に戻ることができるが、「幸せになる」

という野望を捨てることになる。ドルーエに一緒

になろうと言われたキャリーは、ハンソンや姉のミ

ニーがシカゴで貧しい暮らしをしている中、自分だ

けそのような思いをして良いのかという葛藤が生ま

れる。その後ろめたさの原因はキャリーが自分ひと

りでは何の努力もしていないという点にある。キャ

リーは自身の生まれ持った「美」でドルーエと知り

合うことが出来たが、この美貌を持つという運が無
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ければこのような出会いはなかったのである。

　この場面でも「窓」が描写されている。「たしか

にそこは目の前にある」という表現は、キャリーが

窓の「外側」から窓の「内側」の人間になるまであ

とわずかであるということを示している。つまり、

キャリーがドルーエと一緒になれば、キャリーは窓

の「内側」の人間に加わることができるということ

を彼女は自覚している。自分の欲望と理性が葛藤し

ているところであり、ここはキャリーが窓の「内側」

か「外側」の人物となる境目であると言える。

　理性と欲望の間で葛藤していたキャリーであった

が、「幸せになりたい」という強い欲望から、ドルー

エと一緒に生活をし始める。ドルーエと生活をし始

めたことで、世間一般的にキャリーは窓の「内側」

の人間へとなることができた。冬の寒さが厳しい時

期にそうなることができたことは、窓の「外側」の

人間にとっては非常に羨ましいことである。このよ

うな裕福な生活を手に入れ、「おかね」があること

の幸福感を得たキャリーは、もうコロンビア・シティ

にいるときや、姉の家に住んでいた生活には戻るこ

とはできないのである。その一方で、ドルーエの家

に一人でいるときはよくコロンビア・シティでの生

活を思い出す。見かけは裕福な暮らしが出来ている

が、それが「真の幸福」とは限らないことを物語っ

ている。しかし、キャリーはそのことには気付かず、

いつか地位や「おかね」を満足に手に入れることが

出来た時に心が満たされると考えているのだ。

Ⅲ . キャリーの欲望（thing）

　シスター・キャリーでは、登場人物の感情をあえ

て曖昧な表現にすることにより、読者に彼らの心中

についての想像を膨らませる効果がある。その際に

用いられるのが“thing”,	“something”,	“anything”	な

どである。それらはキャリーとキャリーの周りに

いる登場人物の欲望を表わしている。それぞれの

“thing”は異なり、彼らの内に秘めているものなの

である。キャリーはドルーエとハーストウッドの二

人と関係を持つが、そこにはどちらとも愛は存在し

ていない。表面上は愛で結ばれた関係で成り立って

いるが、そこには彼らの“thing”が潜んでいるので

ある。その中でもキャリーの“thing”、つまり彼女

の欲望に焦点を当て、考察する。

A. キャリーの“thing”

　キャリーは幸せになりたい、富を得たいという思

いが人一倍強い。「おかね」を持っていることがキャ

リーにとっての幸福なのだ。シカゴに住み始めてか

ら自分よりも身分が高いドルーエと出会い、「おか

ね」を持っているということは魅力的であると感じ、

ドルーエに惹かれていく。顔は可愛らしいが貧乏な

暮らしをしているキャリーを哀れに思ったドルーエ

は、キャリーに 20 ドルの紙幣を手渡すと、彼女は

それを持っているだけで安心するのである。しかし、

ハーストウッドと出会ってからは所謂金持ちの中に

も階級が存在することを知り、ドルーエよりもハー

ストウッドに魅力を感じるようになる。キャリーに

とって彼女に近い存在の男性は「おかね」を得る手

段に過ぎないため、それを持っていれば持っている

程キャリーにとって都合が良いのだ。

　貨幣というものは、第一義的には道理にかなう正

当な報酬をあらわしており、そういうものとしての

み受け取るべきである――まっとうなやり方で蓄え

られたエネルギーとしてのみ支払われるべきで、よ

こしまなやり方で獲得された特権として与えられる

べきではない。（村山　121）When	each	individual	

realizes	for	himself	that	this	thing	primarily	stands	

for	and	should	only	be	accepted	as	a	moral	due――
that	it	should	be	paid	out	as	honestly	stored	energy,	

and	not	as	a	usurped	privilege.	（SC	45）ともあるよ

うに、貨幣というものは労働をした者が報酬とし

て手に入れることができるものである。キャリーは

20 ドルを手にしたが、ドルーエから貰ったという

だけで彼女は全く努力をしていない。彼女は「それ

が手元にあるだけで、とても豊かになったような気

がする」（SC	37）のである。貨幣自体に力がある

と思っており、その価値について考えていない。キャ

リーは貨幣を持っているということと、自分よりも

身分の高いドルーエといるだけで自信が付く。つま

り、上の文で“thing”が使われているが、この場合

は「おかね」と地位を指していることが分かる。ま

た、「おかねとは、ほかの人がみんな持っているの

だから、あたしも手に入れなければならないものだ」

“Money	:	something	everybody	else	has	and	I	must	

93 39



get,”		（SC	45）とも思っている。ここでも“something”

が出てくるが、これはお金を指しているため、やは

り彼女にとっての欲望はお金、つまり富であること

が分かる。

B. 鏡の役割

　窓ガラスやショーウィンドーは人々の欲望を掻き

立てる役割をしていたが、鏡は彼らの理性を呼び覚

ます役割がある。ここでは、鏡を見て、シカゴに来

てからの自分を思い返し、自分がしていることへの

疑問やわずかな罪悪感のようなものがみられる。

鏡をのぞき込むと、前よりもずっときれいになっ

たキャリーが見える。しかし、心の中をのぞきこ

み、自分の人生観や世間の目という鏡に照らして

見ると、前よりも堕落した自分が見える。この 2

つの間でどちらが実像なのか決めかねていた。

周りの人たちを見てごらん。善良な人びとを見る

がいい。あの人たちは、おまえがしたようなこと

はとてもする気にならないのだよ。[…]		キャリー

がよくそういう声に聞き入ったのは、独りぼっち

で窓の外の公園を眺めたりしているときだった。

（村山	174）

　美しい身なりができているのは全てドルーエのお

かげで、キャリーは努力をしていない。この２つの

文章から、自分の幸福を求めてドルーエについてき

たが、本当にそれで良いのだろうかという思いがみ

える。この「鏡」というのは「窓」や「ショーウィ

ンドー」などと同じような働きを持つと考える。な

ぜなら、鏡は自分の本当の姿が映し出される。自分

の表面的な部分と内面的な部分を見て、自分は一体

どちらが正しいのかを考える。表面的には美しく

なったと自覚するが、ドルーエという金持ちの男に

付いてきただけのキャリーは決して真っ当した生き

方とは言えない。そのような中で、キャリーの欲望

は章が進むにつれて次第に止まらなくなっていく。

以前までは手に入れることができたら良いのに、と

いう願望だったものも、手に入れなくては気が済ま

なくなっていくのである。次の文はキャリーが服屋

で品物を見ていて、いったん手にとったり身につけ

てみたりすると、買わないで我慢しようと思うが、

葛藤している様子である。

しかし、どうしてもあきらめきれないのである。

「古い服を着ればいい―あの破れ靴でもいいでは

ないか」良心にこう怒鳴りつけられても効き目は

ない。(中略)でも、自分の容姿を台無しにするの？

―古びた服を着て貧しい身なりに甘んじなければ

ならないの？―まっぴらごめんよ！（村山	189）

　良い服を着飾ることで美しくなれるということを

知ったキャリーは、もっとたくさん良い物を手に入

れたい、そうすればもっと美しくなれるはずだと思

うようになり、さらに欲深になっていく様が顕著に

表れている。昔の貧しい暮らしをして、貧しい身な

りをしていた頃の自分には戻りたくなく、良い服を

着て美しくなった自分に自信を持っており、更なる

美の追求を含め、富と美に対する欲望が更に増して

きていることがわかる。彼女が「美」を追求する理

由として、見た目がその人の価値を表すことを知っ

たからである。ドルーエやハーストウッドと出会っ

た際に、彼女は彼らの身なりに魅了された。身なり

が良いとその人の価値が上がることを知ったキャ

リーは、自分も人に認めてもらいたいという思いが

増したことと、自分の価値を上げたいという思いに

なる。このことから、やはり彼女の欲望は彼女自身

の地位や価値であることが分かる。彼女の「美」の

追求は地位に対する欲望なのである。

結

　シスター・キャリーでは、「欲望」（desire）とい

う言葉と「幸せ」（happy）という言葉が頻繁に見ら

れる。都市では幸せになりたいという欲望を持って

いる人々が、その欲望を追い求めることの出来る場

所であると同時に、幸福を一度味わうと更なる幸福

を得ようとする欲求が生まれる場所であった。しか

し、それは人間誰しもがそうであり、決して当時の

都市の人々のみの感情ではなく、普遍的な欲望であ

るといえるだろう。

　また、19 世紀のアメリカは「窓」の内側と外側

で大きな格差が生じていた。窓の「外側」の人々は、

内側にいる者を羨望の眼差しで見る。内側にいる者
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は社会的成功者であると言えるが、彼らは内側にい

ても幸せとは限らなかった。外側にいる者から見る

と幸せであるが、内側にいる者は欲望が増し、更に

上を目指したいという思いが強まるためである。内

側にいる者の中には現状に満足することなく、その

願望は最後まで満たされないという結果にある。

はるか彼方に見えかくれしている、あの心の落ち

着きや美しさに恵まれているような人に出会える

ならば、そういう人こそ羨望の的となるはずだと

思っていたから。（村山	455）

　これは最終的に彼女がなりたい姿である。キャ

リーは成功を収めてもなお、自分の幸福を追求して

いることがうかがえる。裕福になり、成功を収めた

からと言って幸せになれるわけではないということ

が分かったが、それでも目標に向かって進み続ける。

“thing”という言葉の裏に隠されたキャリーを含む

登場人物の欲望もまた、満たされることはない。彼

らは窓の「内側」の人間であってもなお、都市とい

う「モノ」で溢れているところに居ることで、現状

に満足することなく自分の欲望に掻き立てられ、そ

れを追い求めるのである。

　都市の「窓」の内側と外側は、近いように見えて

遠くに隔てられていた。また、内側に居るものの中

でも階級が分かれており、その中でも格差があった。

このように、都市の窓やガラス、ショーウィンドー

は、人々の欲望を掻き立てるのと同時に、人間の格

差を隔てるものでもあったのである。

注
（1）	Sister Carrrie のテクストは Norton 版を使用。引用には SC と略記

し、原文のページ数を記す。引用部分の日本語訳は、村山敦彦を
借用。引用には村山と略記している。
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