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市 川 紀 男

岐阜大学教養部英語研究室

(1981年10月 5 日受理)

ln Pul‘suit of S゙anctuary゛
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「聖域」 を追って

ln Saηdzxaワ, that meant that everyone must have some safe secure place to which he can

hurry, run, from trouble. (1)

この題名についての作者本人の解説から, ‘Sanctuary’ とは, 「避難所」 のことで, 「すべ

ての人」 が 「危難」 から逃れるために必要な 「安全を確保された場所」 の謂であることがわ

か る。 しか も , そ の 「避 難所 」 は , か な ら ず し も 物理 的 な空 間 に限定 さ れ る も の で は な く ,

精神的ないし心理的な空間をも含むことは為らためて指摘するまでもあるまい。 というのは

‘sanctuary’とは本来宗教用語であって, ユダヤ教の 「幕屋」 (tabernacle) や 「神殿」 (tQmple)

を指してお り, そ こは神がこの世の居住地 と定めたと ころで, 神聖に して犯すべがらざる

至聖所であったからだ。(2に の用語と概念を, 作者は日常世俗生活の中にー と く に精神的,

心理的意味に重点を置いて一 転用し, 「象徴的」 に一つの (概念や)を表現することばとし

て用いている。 そ して日常生活においてかかる 「聖域」 の必要性を訴えているのであるー

- そこに身を置けば, 外界の脅威から逃れられ, 「歳月も彼を傷つけることな く , 世間の

噂も彼には遠いかすかな雨音のようにしか聞えない静かな港夕)の必要性を。

そう した避難所, 港と しての 「聖域」 とは, 心理学的観点に立ってみれば, と りもなおさ

ずフロイ ドのいう (大洋的感剛5)の謂にはかならないであろう。 なぜなら, 「大洋的感情」 と

は, いうなれば, 胎児が子宮内にいる状態ないしは乳児が母親の胸に抱かれている状態をイ

メージに発せられる 「原初的自我感情」 であり, フ ォークナーのねらいもそこにあったから

である。 だからこそ, 彼は 「聖域」 の原形を家庭に求めているのだ。 しかも, 彼のいう家庭

とは, 母の無条件的な愛情と父の権威的な愛情とが有機的にかみ合った上に成 り立っている

Kazuo ICHIKAVVA

I

フ 牙- クナーは, Snduひ ( 1931) の題名につ卜て長野セ ミナー ( 1955) で次のように述

べて い る。



こ とを理想と した。 なぜなら, そのような家庭に育った子供こそ, 成長に応じて自我機能も

順調に発達 し, やがて性的成熟もと もなえば, 相手の異性にお互いに父母の愛を転移 し, あ

わせて性的結合もえて再び 「大洋的感情」 を回復するこ とができるようになるからである。

そう して新たに家庭をつく った男女は, 自我活動の衝動と自己放棄の衝動とを交互に満足さ

せるこ とによ って自我感情も充足され, 自己確信と社会意識を身にっけ, 「自我親和的」 な人

生を歩むこ とになるのである。 フ

とこ ろが, フ ォークナーの S(1ndnaTy に登場する人物は, おおかた育った家庭に問題ない

し欠陥があ り, そのために成人しても異性との正状な関係を樹立するこ とがで きず, したが

って, 新たに 「大洋的感情」 か享受できる 「聖域」 も創造しえず, 「自我異和的」 な感情に苦
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ホレス ・ベ ンボウ, ポパ千, テ ンプル ・

ドレイ ク をと りあげてみると, いずれもそう した自己異和感にあえいでいる姿がうかが

しんでいる。 いまこの小説から 3人の主要人物

える。そこで,彼らが各自の心理的欠陥ないし歪曲を通してみせる 「聖域」 観の変遷を詳細に

追究してみよ う というのが本論の趣旨である。

二 II

ホレス ・ヘンボウは, 一見, 社会悪と闘う正義の味方と して登場するが力およばず敗北を

帰して退場する悲劇の主人公のようにみえる。 彼は, 無実の罪で逮捕された酒密造者 リー ・

グッ ドウィ ンの弁護人をみずから買って出て, 法と正義と善とを振りかざし, 身を粉にして

立ち回るが, 結局, 人間悪, 社会悪の厚い壁に当って打ちのめされて しまう。 まさに 「身を

殺して以て仁を成す」 ヒ ューマニス トの勇姿だ。 なるほど, 彼はジェフ ァソンの町の名士で,

弁護士を父にもち, イギリスのオックスフ ォー ド大学で法律を学んだ43才の知識人であった

ので, ジェフ ァソンのような地方の小都市にあっては弁護士と してまた探偵と しての自分の

力量を自負 してもおったであろう。 しかし, 彼がそれだけの人物であったならば, この小説

は, 頭脳明晰ながら真実をあば く こ とのできない主人公が惨敗を帰する後味の悪い推理小説

に, しかも恐るべき暴力や性犯罪を売 りものにする 「ポッ トボイ ラー」(potboiler) に堕 して し

まうであろ う。 だが実際には, この小説はフォークナーの傑作とはいわないまでも代表的作品
・。 プ ロ タ ゴ

と い う評価を獲得するに至っているのである。 その陰には, やはり, ホレスのよう な主人
ニス ト
公およびその他の主要な登場人物の心情が屈折しただならぬ陰影を深々と漂わせ, 各個人が

内面的葛藤に苦しんでいるのみならず, そう した個人同志がかかわりあい, さ らにその背後

で錯綜した社会のモーレス(mores)に巻き込まれて一層複雑に屈接した反応を示しつつ苦脳を

深めているという , あのフ ォークナー一流の重層構造が見受けられるからである。

したがって, この小説を少し注意深 く読むなら, 複雑に交錯 した 筋 の陰にホレス ・ベン

ボウの異常な心理の動きが見え隠れしているのに気づ くであろう。 というのは, 彼の妻ベル

に対する性的コンプレックス, ルービー ・ ラマー ( リーの内妻) に対する性的オブセ ッシ ョ

ッ , そ して妹ナーシッサや継娘リ トル ・ベルに対する近親相姦恐迫を思わせる断片的な描写

が目にっ く からである。 しかし, そ う した彼の異常心理の原因を突き止めよう とする と, 残

念ながら, この小説から探 り出すこ とはで きない。 そこで少々横道を許して もら って , この

小説からは削除されているが (原版や)に温存されている部分に探りを入れてみる。すると,

次のよ うな描写に出会う。

On thesecond night hedreamed that hewas aboy againandwakedhimself crying in a par-

oxysm of homesickness likethat of a child away from home at nighi, alone in a strange room.



He could stm sense a faint motion of curtains in the dark window and the garden smells,

but he was talking to his mother too, who had been dead thirty years. She had been an

invalid, but now she was we11; she seemed to emanate that abounding serenity as of earth

which his sister had done since her marriage and the birth of her childy and she sat on

the side of the bed, talking to him. ( (原 版 J p. 60)

これは, 43才の彼が妻のもとを去 り, 妹の家へやってきて 2 日目の夜の心的経験であった

同じ夜しばら くすると , 夢うっつと もわからぬなかで, 彼は今は亡き母の幻をみる。
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1t seemed to him that not only the past two days, but the last thirty-five years had

been a dream, and he wakeld himself calling his mother’s name in a paroχysm of terror

and grief. ( (原 版 Jp. 60)

ホレスが雨水の流れの中の一点を 「錬金術師の無我無中さをもって」 踏みっづけて 「泥穴」

を作ったという行為は, 妹ナーシッサの中に 「大洋的感情」 を, つまり不安な人生からの 「逃

難所」 を必死に求めっづける彼の無意識の所作と感 じずにはいられない。

ところで , 健全な母親の 「無尽蔵の安住感」 すなわち 「大洋的感情」 に浸って育った人間

は, 自己と対象ないし外界との間に (親和関係や) を見出し 「自己を外界の物に沈潜し,

物において自己を味わう」 という 「感情移入衝動」 の性向を養う ものである。 しかるに, ホ

レスのように, そう した母親の愛情に恵まれない人間は, 自己不安から自己と外界を分離し,

距離を介在させるこ とによって自己を防衛しよ う とする心的機構を形成する。 彼は, さ ら

に, 外界そのものを 「混沌にして変化極 りなき」 現象とみな し, それによ って惹起される内

的不安すなわち 「精神的な空間恐怖」 から 「外界の個物をその恣意性と外見的な偶然性 とか

ら抽出して, これを抽象的形式にあてはめるこ とによ って永遠化 し, それによ って現象の流

The street was narrow, quiet. lt was paved now, though he could remember when, after

a rain, it had been a canal of blackish substance half earth, half water, with murmuring

gutters in w hich he and N arcissa paddled and splashed w ith tucked-up garments and muddy

bottoms, after the crudest of whittled boats, or made lob-10111es by treading and treading in

one spot with the intense oblivion of alchemists尹) (81)

彼の母は, 5年位病床に伏した後, 彼カリ3才頃死んだようだ。 したがって, 彼は母の愛情

を最も必要とする幼少年期を, その欠落のゆえに, 「夜見知らぬ部屋に一人追いやられた子供

のようにホームシックの発作におそわれ」, 母を求めて泣きじゃ く りながら過ごしたわけだ。

彼の心の眼はあたたかい家庭の夢想に, 健康な母の幻想に向けられるあまり, 欲求がそこに固

着して しまった。 だから, 母が病床に伏 して以来の 「35年間という もの, (彼にと っては) 夢

で しかなかった」 のだ。 それもそのはず, 母親は, 彼にと って 「大地のよ うな安住感を無尽

蔵に漂わす」 存在であったからである。 ついでながら, その 「大地のような安住感」 は, さ

きに論 じた 「大洋的感情」 の別の心理的表現である。

さて, こ う して自我感情の基盤ともいうべき 「大洋的感情」 を失ったホレスは, しかしな

がら, その補償を妹のナーシッサに求めるようになっていた。 幼い頃, 妹との関係において

経験した 「大洋的感情」 追求の一場面を次のように懐古する。 `



れのうちに静止点を見出」 そう とする 「抽象衝動」 の性向を形成する。

前述 したホレスが妹と と もに雨水の流れの一点に泥穴を作ろ う と したこ とは, まさに 「現

象の流れのう ちに静止点を見出」 そう とする彼の 「抽象衝動」 から発した行為であった。 さ

らに, 彼の 「抽象衝動は」 は, 知的能力と相まって彼の自我意識を拡大させ, その中に外界

を, おのれの欲求と知識体系に則 して捨象 した後封 じ込め, 彼独自の世界をつ く り上げ, 彼

をいわゆる観念主義者に仕立てた。 しかも前述のごと く , 彼の母性愛に対する欲求が異常に

強かったと こ ろから, 彼の倫理意識も母親の観念に基づいた女性観と密接に結びついて発達

して行った。 かてて加えて, 彼の欲求目標は妹に固着 している。 そうなれば, 性に目覚めて

以後の彼にと って, 性衝動が彼の女性観 (ひい。ては世界観) を著し く歪め, その行動様式に

も甚大な影響を及ぼすこ と となるのは自明の理であろ う。 なぜなら, 「感情移入衝動」 を性格

的特徴 とする男性なら, 対象との間に 「親和関係」 を樹立するのが容易であるから, おのれ

の欲求目標を母親から相手となるべ き女性に転移させるのに困難はない。 しかも, 自己の性

欲を相手の女性に解放するこ とになんの心理的反発もおぼえまい。 む しろ, 自己の有機的生

命性を相手のそれと融合させてえられる幸福感, 満足感を積極的に享受で きるであろ う。 し

かるに, 「抽象衝動」 に駆られているホレスは, 外界との間につねに距離をおき, そのフ ィー

ドバック と して 「空間恐怖」 におののく 。 そこで, 自己の意識のうちに樹立 した抽象観念の

中に後退 し, そこにおのれの満足感と幸福感を求めよ う とする。 このような男性にと って,

欲求目標の転移な ど不可能なこ とだ。 彼は, 事実妹のナーシッサから離れられない。 だから

といって, 自分の性欲を彼女に解放するわけにはいかない。 結果と して, 両面価値的な近親

相姦恐迫に罹るこ とになる。 その実証例をこ こに挙げたいのだが, 残念ながらまたもや, 改

訂版では間接的なものしかみあたらない。 すなわち, ホレスが妻を捨てて家出したと き妹

(今や未亡人にな っている) のところへ向ったこ と, ジェフ ァ ソンの町で弁護人の仕事を引

き受けたと き, と きどき彼女の心理的援助を求めに行 ったこ と , さ らに裁判に完敗 し, 打ち

ひしがれて裁判所から出て きたと き, 彼女に抱かれるようにして車で運ばれて行 く場面 く ら

いである。 ただ, この最後の場面では, 彼は家へ帰 りたいだけだといって, 「妹の隣 りの座席に

すわって」 子供のよ うに泣きだ したこ とや夕食後彼女はまるで母親のように彼の寝室の寝床

をつ く りに行 く (20) 点注目に価する。 しかし, 「原版」 にはも っと直接的な表現がみられる。

たとえば, ホレスがベルに求婚 したと き彼女が彼に次のよ う に不満をぶちまけるとこ ろがフ

ラ ッ シュバ ッ ク によ って述べ られている。

“ you’re in love w ith your sister. W hat do the books call it? W hat sort of complex? ”

( (原版Jp・16)
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ひきっ づいて , 彼が妹の結婚に反対する場面も述べられている

と して見ずに, 彼女から偶然性 も発展性 (変化) も抽象 した彼女一個人一 有機的個体

“Narcy;’ hesaid, “dont do it, Narcy. Weboth wont.” ( ( 原版 p. 17)

彼は近親相姦恐迫のゆえに妹に近づきす ぎるこ とを恐れ, こ こで も距離を介入させ, 彼女を

の観念をで っちあげるこ とになる。 彼がヨーロッパ戦線に自発的に参加したのも ( 「原版Jp.

16」, ¬-つには, そうした距離の必要性という理由があったこ と も否めない。 その戦争から帰

ってまもな くすると, 彼は彼女が結婚するこ とを知 って衝撃を受ける。 彼にと って , 結婚は



she ( his mother ) seemed to emanate that abounding serenity as of earth which his sister

had done since her marriage and the birth of her child, ( 「原 版 Jp. 60」
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性衝動の容認であり, 性欲の解放であり, 性は人間を悪へ, 堕落へ, そ して死へ導く もので

あった。 というのは, 妹との関係で性欲を抑圧しなければならなからたホレスは, 性そのも

のに嫌悪を感じ, 悪の熔印を押して意識の外へ排除せざるをえなかったからだ。 したがって

妹についても性を捨象した観念を定着させていたわけだが, いま性の要素を妹に結びっけな

ければならな く なると, 妹そのものの観念が総崩れになって しまい, 果てはみずからの存在

さえ無に帰する不安に襲われたのである。 そこで彼は妹の結婚に反対したのだが, 彼女はそ

れを振り切って結婚して しまう。

しかしち ょ う どその頃, 彼は一人の女性にめぐりあうこ とになる。 その女性が現在の妻ベ

ルである。 彼女は人妻で, 女の子供が一人いた。 ホレスは彼女に恋をする。 といって も, 彼

が彼女の人間性, と く に女性と しての人とな りに惹かれたはずはなかった。 なぜなら, 彼は

妹の喪失によって空洞化した 「母親の代償」 を求めていたにす ぎないからだ。 要するに, 彼

は彼女の母性愛に魅せられたのだ。 子供を連れた母親という観念に恋を したのだ。 因に, 彼

は後に, 赤子を抱いた女性ルービー ・ ラマーにも魅せられるこ とになる。 それはまた, 結婚

し子供を生んで以来の妹ナーシ ッサにも抱 く感情であった。 それは先に引用した彼の母親像

の中に言及されている。

彼はそう した観念連合から, 妹に拒否された 「大洋的感情」 をベルの中に見出し, 自己の 「空

間恐怖」 から逃れるすべを再発見できたと思った。 しかしそこ にはまたもや性衝動がと ぐろ

を巻いて鎌首をもたげっつ潜んでいるこ とに気づかなかった。 彼の自我感情はベルを母親に

見立てていたので, おのれの性衝動を彼女のうちに解放するには抵抗が感 じられ, またして

も近親相姦恐迫に悩まされるこ とになる。 それにもかかわらず, 彼女の方は性欲を露骨にあ

らわして く る。 それは, 彼女が新婚生活の場をデルタ地帯のキンス トンに選んだ理由を彼が

想起する次のこ とばに象徴的に表現されている。

ホレスの意識には, 低地デルタ地帯は黒い性, 繁殖, 豊饒の象徴であり, 陰湿, 汚辱, 不貞

悪徳の温床と映った。 そのうえ, ペルは小エビ(shrimp) が好きで, 毎週金曜日に彼を駅まで

やって一箱もってこさせた。 小エ ビは水中に住む下等動物で, ホレスにと っては意識下にう

ごめく性的欲動の象徴にほかならなかった。 彼は小エ ビの臭いに耐えられなかった。 駅から

家までの間, 「ミシシッビーの歩道」(n ) に箱から水が滴り落ち , 悪臭の斑点をつく るさまは

彼自身性の悪臭を振りまいているように感じられた。 かてて加えて, 彼の継娘 リ トル ・ペル

は, 屋敷のぶどう棚の葉陰にあるハンモ ックの中に, 黄昏時に男の子を引きずり込んで性的

遊戯をはじめる。 ホレスが咎めると , 彼女は逆上し, 彼を s゙hrimp’ と呼んでわめきち らす

( 8 - 9) レ 彼は, ついに, この性的雰囲気の蔓延するデルタ地方を飛び出す。 彼は, そのと

きの気持を思い出して こ うい う。

Belle had chosen Kinston because of that land, the black, rich, fou1, unchaste soil which

seemed to engender money out of the very embrace of the air which lay nat upon it for

five thousand square miles without any h111 save a few bumps of earth which`lndians had

built to stand on when the River overnowed. ( (原 版 Jpp. 15- 16)



Perhaps it is upon the instant that we realise, admit, that there is a logical pattern to

ev11, that we die, ( 152)

彼が 「身を横える丘」 が欲 しかったという こ とは, 帯湿と息苦 しさ をと もなう性の世界を逃

れて大地から離れたさわやかな観念の世界に逃げ込みたかったという こ とだろ う。

以上, ホ レスの女性コンプ レッ クス, 性的オブセ ッシ ョ ン, 近親相姦恐迫, 性に対する罪

悪感について詳し くみて きたわけだが, そのような心理的負荷を担うた人間がある事件の弁

護人を引き受けよう というのである。 しかも, その事件というのは, 女性が, 性が深 くから

んだ殺人事件なのだ。 かてて加えて , ジェフ ァソ ンの町の道徳観は, 皮相的で独善的な体裁

王宮に凝りかたまったバプテ・イスト教会派の婦人たちによって牛耳られていた。彼・の心情的
支柱とな って くれるはずの妹でさ え, いまやその仲間であった。 彼はまさに四面楚歌の真只

中で周囲を見渡すこ,とさ え怖 くて, ただ天に向って法と正義の賛美歌をわめきちら している

ようなものだった。 だから, 彼は, 同じジェフ ァソンに生まれ育ち, 町の感情風土を知 り尽

し, それに訴え私用に供する方法にずる賢いほどす ぐれている地方検事ユースタ ス ・ グレア

ムの敵ではなかった6 なにせユースタ スは, ナーシ ッサと結托まで してホレス と対抗するの

だから。 そのうえ√ホレスは自分が取 り組んだ殺人事件に女子大学生が一枚からんでいるこ

とを知 り, その所在を突き止めて面会に行 くが, 淫売宿にいる彼女のおぞましい性的変身ぶ

りを目のあた,りに見て絶望し, 孤独のうちに死を思い浮べるほどの衝撃を受ける。

110 市 川 紀 男

l thought that maybe l would be all right if l just had a hill to lie on for a while(9)

これは, 彼が迎えにきた妹の車に抱かれるよう に乗 った際, 彼女にいったこ とばである。 そ

して彼は, 運転 している妹の隣に坐 って泣き出すのである。 しかし彼は, 妹に従前のような

「避難所」, 母親の 「大洋的感情」 を見出すこ とはで きなかった。 彼女はすでに体裁主義に染

まって世間体ばか りを気にする 「冷淡」 (noheart) な女 (112) にな っていたか らだ。 彼女

の見識は, 「町の人たちがそ う考えてんのよ。 だから, それがほんと うかどうかは問題 じゃ

“Home,” he said. “l dont care. Just home.” ( 201) ,

彼は, いまや, 悪には 「論理的な型」 が存在するこ とを悟 り, 人間は死をまぬがれないこ と

を知る。 さ らに, ジェフ ァソ ンのわが家に帰って , リ トル ・ペルの写真を見ると , その小さ

な顔はすいかずらのにおいに包まれて淫らなけだるさ をあらわしながら気を失うかのように見

えた。 する と , 彼は吐気を もよお した (152- 153)。それは自己の存在そのものへの吐気だ った。

彼は, おのれの中の悪に気づかざるをえなかった。 性の悪を。 彼の敵は外部にあったのでは

な く , まさ に内部にあったのだ。 ルービーが弁護料を体で支払う こ とを示唆したと きの彼の

激怒 した反応 “But cant you see that perhaps a man mikht do something just becausehe

knew it was right, necessary to the harmony of things that it be done ? ” ( 190) も , 本 心 を

見抜かれた者の威嚇的なと りっく ろいと しか聞えないのである。 彼は裁判にも消極的になっ

て行 く。 ましてや2回目の公判で, 変態的強姦の物的証拠と して血のついたと う もろこ しの

穂軸が提出されるや, 彼の性的罪悪感は極点に達 し, おのれの悪の前に意識が混濁 し, 心的

機能が麻蝉して しまう。 かく て裁判で一敗地にまみれるばかりでなく , みずからの悪にも打

ちのめされて裁判所から出て く ると, 彼は迷児のよう に 「家」 (home) を探 し求める。



ないわ」 ( 125) であった。 彼女は裏で兄をベルのもとへ帰す手筈を とる一方, 彼にもそ うす

るよう説得する。 彼はなすすべもな く キンス ト ンの妻のもとへ帰る。 家では, 妻がすでにベ

ッ ドに入って雑誌を見ながらマ ンネ リ化 した言動で彼を招 く 。 わずかに望みをかけた継娘 リ

トル ・ 4 ルとて, いつもの家のパーテ ィ に出かけてお り, 電話で呼び出してみれば男とか

らみ合っている音が聞こえて く る。 廊下の突き当 りの妻の部屋からは, 「夏の夜の軽やろな

風がぼんや りと彼の心をかき乱すように流れてきた」 (206)。 まさに “Lessoftispeace. Less

oft is peace” ( 「わ が心 やす む ひ ま な し 」 ) ( 207) で あ っ た 。

以上議論 してきたところから, ホレスの 「聖域」 観が導き出せる。 すなわち, 彼の 「聖域」

は母性愛に満ちた母親であり, 「大洋的感情」 に浸らせて くれる女性なのである。 しか し彼は

そこに性衝動が介入するこ とを拒否する。 だが人間である以上, それは不可能なこ とである

こ とを知る。 人間という有機的生命体から性衝動を捨象するなどできない相談だ。 だとすれ

ば彼に残された道は死しかない。 彼が性の蔓延する低湿地帯デルタへ戻るのも, 悪に悪をも

って溺死させる覚悟からなのであろう。 この小説ではホレスは死んではいない。だが彼は二度

とフ ォークナーのフ ィ クシ ョ ンに姿を現わさない。『響きと怒 り』(1929) のク ェンテ ィ ン ・ コ

ンプソンと同様, 彼も死すべき運命にあっためであろ う。
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次に, ポパイの 「聖域」 について論じよう と思うが, その前に, 作者はこの人物について

二つの相反する見解を述べているこ とに注目したい。 まず1947年のミシシッピ一大学でのイ

ン タ ヴ ュー では,

He was

black suit.
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No, he was to me another lost human being. He became a symbol of evil in modern

society only by coincidence but l was still writing about people, not about ideas, not about

symbols戸 万

これら二つのポパイ観の相違は, 10年間の時の隔たりがもたら した自作品に対する作者のパ

ースペ クテ ィヴの差異によると も考えられよう し, 質問者を煙に巻 く フ ォークナー得意の応

答ポーズに起因するのかも知れない。 あるいはまた, 前者は地元の大学での発言であ り, し

かも 「(『サンクチュア リ』の) ポパイには誰か原型になる人物があったのですか」 という質問

に対す る答えだったので, 地元民に対する何らかの配慮があったのではないかとも疑われよ

つO

いずれにせよ, ここでこの問題を詳細に論じるのは本論文の論旨からはずれるこ とにな り

るので , ただ両者は視点の相違に基づ く ものと筆者は考えているこ とだけを指摘するにとど

めたい。 すなわち, こめ物語を一つの社会事象例とみな し, 社会的および歴史的パースペク

テ ィヴから分析し, 各登場人物に社会構成諸力を配分し, そのヴェ ク トル総和と してこの小

説を解釈すれば, ポパイは黒い影をもって忍びよる現代社会悪を象徴するという見方が成り

merely symbolical of evil. l just gave him two eyes, a nose, a mouth and a

lt w臨 all allegoryj9)

といっているのに, し1957年のヴァージニア大学での質疑応答では, 「ポパイの性格は物質文明

社会での悪を象徴するのですか」 という質問に次のよ うに答えている。
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立つわけで, これがフ ォークナーの前者の見解であろう。 また, この見解の典型例と して,

George Marion O’Donne11が “Faulkner’s Mythology” で 行 っ た Sn du ワ の ア レ ゴ リ ー的解 釈 が

挙げられよう戸それに対して, ポパイの言動に密着して彼の内面に立入り, その心理機構を

を解明しよ う とする観点に立てばフ ォークナーの後者のポパイ観が成 り立つわけや, そこで

はポパイが 「現代社会の悪を象徴する」 というのも 「偶然の符合」 にすぎな くなる。 フ ォー

クナーは, 自分は作家と して, 人間にっいヤ, しかもおのれの性格や心情 とそ して また他

人や環境と葛藤している人間について語っている旨をくり返し述べている戸それにSnduワ

の改訂版では, わざわざ最後に一章を付け足してポパイの生い立ちを物語っている。 こ う し

た作者の意図を くみ取って, 筆者は後者のポパイ観に寄って論旨をすすめるっ も りであるこ

とを明らかにしてお く。

フ ォークナーはポパイを 「もう一人の失われた人間」 であるといっている。「もう一人の」

という限定詞がついているから, 他にも失われた人間がおってポパイもその一人であること

を意味することはいう までもないことだが, ポパイが 「失われた人間」 とはどうぃ う こ とな

のであろ うか。 ポパイの生い立ちと家庭環境を探ってみると (31章) , 彼の祖母はペ ンサコ

ーラとい う深南部の港町で下宿屋を営み, 娘と二人で暮していた。 娘は町のデパー トに勤め

ていたが, やがてス ト破 りを職業と して渡 り歩く 男と結婚する。 しかし男は, 彼女の体内に

梅毒と子供を残し, まもな く姿を消して しま う。 彼女は1900年のク リスマスの日に男の子を

生む。 これがポパイである。 その後, 彼の母は再婚するが, 今度の男もあ り金をほとんど奪

って遁走して しま う。 彼女は病気と闘いながら仕事をつづけなければならなかった。 したが

って, ポ゛ イに母親の愛情を傾注できなかった。 あまつさえ, 彼の祖母は家庭的温情の拠点

たる家を焼き払って しま う。 こ う して , 彼は最初から, 「すべてを庇護 し, すべてを包む」

母親の愛, 「大洋的感情」, 「危難から逃避できる安全な場所」 たる 「聖域」 を否定されてい

た。 エーリ ッヒ ・ フ ロムも指摘しているごと く , 母親の愛の 「欠如は, 失われたものと して

の感覚と完全な絶望感 (asenseoHostnessandutter despair) とを生み出すよ1・) ポパイも,

ホ レス同様 「迷児」 だったのだ。 しか しポパイの場合は, 父親の愛も欠如していて, それが

彼から社会意識, すなわち法と秩序の理解と遵法精神を培う機会を も奪 うことにな り, 彼を

冷酷非道な男に仕立てあげる一大要因となった。 それにしてもポパイはク リスマスの日に生

れたのだから本来なら神に祝福されて成長すべきはずだったのに, 皮肉にも不幸な運命を負

荷されて しまう。 否, 生前から受難の道を決定されていたのだ。 彼は先天性の梅毒に犯され

ていたからだ。 それで幼少の頃から虚弱体質で, 背は低くやせてお り, 胃も弱く , 医者が定

めた摂生食を少しでも怠るとたちまち痙挙をおこすのであった。 さ らに医者から 「正常な意

味で彼は決して大人にはなれないだろ う」 (212) とまでいわれた ( アルコールはス ト リキュ

ーネのように彼には有毒であった)。このよ うな彼にとって, 外界は 「混沌にして変化極ま り

なき」 現象はおろか, 自分の存在を無に, すなわち死に追いやる脅威と映ったにちがいない。

そこで彼は自分より弱小の生きものに眼を向け, その生命を滅ぼすこ とによって自分の生命

(力) を確認しよう と した。 彼が自分をかわいがって くれた婦人の家のボタ ンイ ンコ (love-

birds) をハサ ミで刻み殺した り, 感化院で小猫を同様にして殺すとい う残忍な行動にでたの

も, そこに動機があったと考えられる。

その後, 彼はと もか く生き長らえ, いまや30才位になったが, 背は依然と して低 く , 手は

「人形のよ うに」 ( 2 ) 小さ く , 腕も 「子供の腕の長さ しかない」(159)。 それに, 消化力の弱さ

を象徴するかのように 「下顎がなかった」( 2 ) し, またそれを実証するかのように 「彼の皮

膚は死んだように青黒かった」 ( 2 )。 彼のそう した肉体的な虚弱性や貧弱さは, 彼を対人恐怖
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や空間恐怖 (彼は暗闇を恐れ, 犬や鳥におびえた) へ落し入れ, 「抽象衝動」 へと駆 り立てた。

彼は自己を外界から切り離し叩警戒しつつ距離を利用して逆に対象をおびやかす方法を身に

つけた。 彼の目はこの目的に好都合にで きていた。 その 「ゴムのかたまりのよ うな I( 3 ) 飛

び出た目 (pop-eye) は柑手を警戒すると同時に, 相手に 「ゴムのように」( 3 ) 吸いつ く うす気

味悪さを もっていたからだ戸それに鷲鼻と欠けた下顎( 2 ) , そ して小柄な体に両肩を怒ら し,

腰高にしぼった黒いコートをまとって( 1) , 堅い麦藁帽子をかぶった姿は, 「モダエステ ィ ック

な電気スタ ン ド」( 3 ) のようなグロテスクなイタージを与えると同時に, ギャ ング特有の威嚇

と不気味さを も発散した。 彼は, このような容態で, 「平たい小さな ピス トル」(72) を コー トの

ポケッ トにしのぼせて, 「われわれと一緒になって話を しよ う と もせず, 何かを しよ う とするわ

けでもな く , すねた病気の子供のように煙草を吸いながら, ただこそこそ歩きまわる」(72)

こ とによって, あた り一面に増巾された黒い名状しがたい恐怖感をかも しだすのである。

㎜ ・ 皿

of Popeye’s black presence lying upon the house like the shadow of something no larger

than a match falling monstrous and portentousupon something else otherwise familiar and

everyday and twenty times its size; (80 )

そのために, 「|日フランス人屋敷」 では, あれほど威厳を保ち落着をみせていたりー ・ グッ ド

ウィンでさえ, 本来安全このうえもないはずのジェフ ァソンの監獄で, ポパイの忍び寄る黒

い影にすっかりおびえ切って しまうのである。

こ う してポパイは, 他人に恐怖を与え震憾させるこ とによって自己の生命力の強さを感じ

と り, それによって自己の存在感を確認できたわけである。 それは脆弱な肉体が生みだした

補償作用であった。 だから, 相手に与える恐怖感が大きければ大きいほど, 彼の生理的満足

感も大きかった。 それだけにまた, そう した効力を促進 して くれる地の利も欠く こ とので き

ない重要な要素であった。「旧フランス人屋敷」 は, ジェフ ァソンの町から12マイルも離れた

廃屋屋敷で, いまはりー・ グッ ドウィ ンの酒密造販売所になっており, ポパイのようなギャン

グが暗躍するには好都合の無法地帯であった。 そこへ良家の女子大学生テンプルが迷い込ん

できて, 落着かない行動をみせるのである6 彼女は, ポパイにと って格好の餌食であった。

彼は, この屋敷の主人で自分よ り首一つ大きいりーの向う をはって彼女の征服合戦を挑む。

そして りーの統率者と しての威厳や制止の裏をかいて影のように忍び寄ってテンプルにと り

っ き, 彼女をもののみごとに征服してしまう。 しかも納屋に逃げ込んだ彼女のために, ある

いは彼女を目指して見張りを引き受けたうすのろの ト ミーまで出し抜いて, 建物の裏側か

ら音もな く忍び込んできて彼を背後から 「マ ッチをする く らいの音」(68) しか立てないピス

トルで射殺 し, 彼女を納屋の殻物置場で と う もろこ しの穂軸で犯したのだ。 彼女をこれ以上

恐怖と震拙の真只中に落し入れるこ とはできなかったであろう。 彼女は 「何かが私に起るの

よ」(68) と叫んでも声にならないほどだった。 それだけに彼は自己の生命力の拡大と力強さ

を満喫 したこ とであろう。 しかしそこには, 変態性欲者の恍惚感も混じっていたこ とは否定

できまい。「もはや子供ではないが, まだ完全に女にな りきっていない小さな子供っぽい体つ

き」 (60) を した17才 (あるいは18才) の女子大学生テンプルは, 性的不能者の倭人ポパイが

自・己の生命感と性的快感を同時に充足できる好適な対象だったわけだ。 一方, 彼女の方も彼に

強大な権力を認め, 得意の被害者意識をもって, 父親めふところへでも飛び込むように彼に

ひかれて行 く (この点に関してはテンプルの項で詳述する)。彼が彼女を車でメ ンフ ィスに連

れて行 く途中, 出血が止まらないといって彼女が 「口をまる く小さな空洞のように開いて,



子供の’よjうな無力の表情」 をみせて泣きじ嶮く ると万, 彼は 「彼女の首筋を‥うかまえで」……黙ら
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着しつっあったごとを示す玉頻と受げとれないだろうか。彼が望みをと:げた後レも彼女を手放さ
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い七母性愛を求めるよう∵になるJ彼は自己を 「抽象衝動」 によって外界から分離し√観念の

中に閉じ込めで しまっているだけに√̄絶対的な母性愛ないし F聖域j にJ自己を放棄七たいと

いう 反動衝動も強からたぱずだ。 そ七て彼の生命力の拡大欲求を充足させて くれるテンプル

(Temple) はごそめ名めごと く √彼の母性愛ない七 「聖域」 願望をも実現 して くれる理想の女

性であっノた。 彼が彼女に母性愛を求める行為は,丿彼女をメンフ 示スの淫売宿に閉じ込めたそ

の夜に早 く も見受けられる。 すなわち , 彼が彼女の部屋に音もな く忍び込んでベ ッ ドの中に

いる彼女に近づいたとき, 彼女はまだ傷が治っていないので抵抗した。 彼女はぶたれると思

った。丿とご’ろが 「七しづーと見守づていると, 彼女は彼の顔がいまにも泣き出しぞうな子供のよ

うにひきっ り出すのに気づいた。 そして彼が泣きじゃ く るような音をたては七ごめるのを聞い

た」(108) のである。 一方, 彼が彼女に保護者的な態度をと って高価な衣裳や化粧品類をふん
。 ・ 凰 ≒ k - 。| ’ 。

だんに買い与える々 ごど父親のよう な親切さ七優しさを見せるようになったこ とから4 彼女も

彼のうちに父親め代償を求める態度をはっきり示すようになる。 したがって ,丿二人め関係は

’give and take’ の 原 則 に の っ と っ て 順 調 に 進 ん だ は ず だ っ た 。 ゛二 ‥ ‥‥‥ 万 ノ

ダところが,ご順調な進捗を阻む新七い要素が介入して ぐるのである。 それはテンプルの性欲

め目覚めであった。 ポパイによって解放された彼女の性衝動は, しだいに抑えよう もないほ

どに強まって 行った。 彼は官分か性的不能めゆえに彼女を満足させてやれないごとを知る

と, 代わ りに仲間のレッ下を連れてぎて彼女の欲望を満たしてやっ犬√ もっとも彼も観淫者

と しておのれの性欲を満たすこ とがで きたわけだが。 しかし, それはポパイめ大きな誤算だ

った。 と卜凛のは, テンプルがレッ ドに恋をするようになるからであるレポパイは二, せ っか

く見出しかけた母親像=(避難所) の消失をおそれて, それを必死に守ろう と七た。 彼は八方

手を尽した。 七かしいずれも効果がなかった。 彼女のレッ才ぺの恋情は, もはやポパイの手

に負えな くな っていた。 そこでポパイはレ ッ ドを射殺するこ とになる。 だが彼女の心を取 り

戻すごとはできなかっ・た。 彼は彼女と別れた。彼は, ふたたび 「失われたものと してめ感覚」

と 「完全なる絶望感」 とに突き落された。 彼は生への意欲を失って自動人形のようになって

しまう。 その年も例年めごと くペンザコーラの母親のもづとしに帰省する途中, アラバマ州バー

ミンガムや警官殺人容疑で誤認逮捕され処刑されて しまう 。 しかしその際, 彼は自己救出の

ため・に何の手も打とう とはしなかった。 弁護人や牧師に も耳をかざず, ひたすら絞首台へ

の道を待ちこがれているかのようであった。 したがって有罪の判決を受けたときも, 「彼は身

動きもせず,一位置もかえずに,二しばら くゆっ く り陪審員たちを見返して, 『ちえっ, 何だって

いうんだyといった』(215)’だけだづたレそれほ, 「まるで好きとも嫌いともいう のもめんどう

な歌でも聞いているよテ」(215) であらだ。犬しかし, 彼は 「抽象衝動」 から身につけた自分の
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こ とはやきなかった。 も唸や形骸化しで何の効果もないというのに√彼は死刑執行直前に保

安官に向っで 「おれめ髪の毛をなおぜ√おい」(218) という のであづた。’ ‥‥‥‥‥ ‥‥

以上から, ポパイ も病弱な母親のため満たしされなかうた母性愛; 不完全な 「大洋的感情」

が原因となって√外界に対する恐怖感から 「抽象衝動」 に駆ら,れ, 自己の意識に閉じこも り,

姿態に関する観念一 他人に威圧感ど不吉感を与える端正な身なり を最後まで捨て去る
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その中に 「聖域」 観念をつく り上げた。その後, 一人の女性にめぐり会い, 泣女のうちに r聖

域」 の具現化を願うのだが√彼女の性衝動の前に無惨にも打ち砕かれてしまう。 まった くホ

レスの場合と同じだ。 ポパイもやはり 「もう一人の失われた人間」 だったのだ。

Ⅳ

最後にテンプル ・下レイクの F聖域卜を探ってみよう。 彼女の故郷はミシシッピー州の州

都ジャクソンにあり, 父は判事で 「ジ ャ クソンの ドレイク判事」 (35) と して通っていた。 彼

女には4人の兄があったが, そのうち 2人は弁護士, 1人は新聞記者そしてもう一人はイェ

ール大学の学生であった。 だから彼女の家はミ シシッ ピー州きっての名門であった。 彼女の

母親は, いつかはわからぬが死んでもういない。 ただ, 彼女が父親の庇護のもと甘やかされ

て育ったこ とは間違いないようだ。 それは自己中心主義, 無責任, 責任転嫁, 被害者意識,

父権依存性など彼女の一連の性格特徴が明瞭に物語っている。 彼女の行動様式も, 甘やかさ

された子供のつねと して, 刺激を求めて自己中心的な行動にでて , それが他人にどんな影響

を及ぼそう と我不関焉たる態度をと り, 不利な結果が自分にはね返ってく れば責任転嫁をし,

逆に自分をあわれむべき被害者に仕立てて父親の庇護のもとへ逃げ込んで しまう という一定

したパターンを示している。 と く に彼女の被害者意識は強く , それに呼応 して彼女の父権的

被保護への願望も大きい。 犬

以上から, 彼女の幼少時の基本的な 「避難所」 すなわち 「聖域」 は父親の権威的愛情であ

るこ とがわかる。 しか し周知のよ う に, 彼女の父親の愛情は, 人格訓練や社会の法則 と秩序

の教育を通して彼女を社会生活へと導 く という正状な父性愛ではなかった。 そこには, 盲目

的な権威主義的な庇護感覚のみが優先して, なんら理性的反省をうながす倫理指導意識はみ

られなかった。 だが, そのような ドレイ ク判事の愛情表現は, 家庭内でその対極をなす夫人

の愛情が欠落していたこと と無関係ではなかったろう 。 夫人はいつ死んだか不明だが, おそ

ら くテンプルの幼少期にはもうぃなかったのであろう。 だからこそ父親は, 末子で一人娘の

彼女を盲目的に愛したのであろう。 また彼女とても, 大洋, 大地にも比すべき母親の愛情を

欠いていたために, 落着きを失ったナルシス トになったのであろう。 彼女は, 17才 (あるい

は18才) という年令も考慮しなければならないが, やはり豊かな母性愛が育くむ自己確信に

も,正状な父性愛が育 くむ社会規則の理解 と遵法精神にも欠けていた。 彼女は自己顕示欲 (自

己不信の裏返 し) のため, 校則を破って夜寄宿舎を抜け出し, 車をもった町の男性とデー

トに出かけるが, 結局学校側に知れ渡って謹慎処分を受けるこ とになる。 しかし彼女は反省

するどころか, 逆に他の女子学生が嫉妬 して告げ口したからだという恨みがましい被害者意

識をもっめである。 それゆえ謹慎中の身でありながら, 恒例の大学対抗野球試合の応援のた

めの特別列車に乗ったまではよいが, 途中でまたもや集団行動から抜け出して, ヴァージニ

ア大学出身者でのんだくれのガウワン ・ ステ ィーヴィンズと車で目的地に出かけるという挙

に出るのである (彼がのんだぐれであっても, 名門大学の出身者であり, ジェフ ァソンの名
家の紳士であるこ とが, 彼女の良心を眠らせ, 自尊心をも増長させたにちがいない卵) 。 そ し

てそTの途中彼が酒を買うために立ち寄った り日フランス人屋敷」 で, 彼女は殺人事件と強姦

事件に巻 き込まれるのである。

それしに彼女は, 娘が母親を通して摂取する女性の愛情表現一 相手に対する献身的な配慮

も身につけていなかった。 この点 「旧フランス人屋敷」 に日陰者として生活するルービ

- ・ ラマ ーとは対照的だ。 ルービーは元淫売婦であうたが, リー ・ グッ ドウ ィ ン と出会 って

彼のうちに 「ほんとうの男」 を見出し, 「ほんとうの男に欲しがられる意味」(39) を知って,
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文字通 り身を売ってまで一 尽すようになった。 彼女は内縁関係のまま,
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彼に献身的に

彼の中に, また子供を含めての 3人の家庭の中に実質的な 「聖域」 を見出していたのである。

リーとて も酒密造を商売にする無法者であるが, 彼女と今この地に確固と した家庭を築き上

げ, そのうえで他の無法者どもをも統率し, 秩序を維持しているのである。 こ う した社会の

除け者たちが無法地帯に本来の正状な家庭を形成しているというのは, 皮肉な条理である。

ルービーと比較すると, テンプルは相手への献身的な配慮はおろか, そもそも愛されるこ と

はできて も愛するこ とのできない女なのだ抄ルービーも指摘するごと く , 彼女は 「取るだけ

と って, なんにもやろう と しない」 (38) 女なのだ。

そのう え, 彼女が父親との関係を通して学ぶ遵法精神が欠如していたこ とは前述の通 りだ

が, この点ではナーシッサ ・ペンボウと対照をなす。 ナーシッサは, テンプルの場合と同様

母親を早 く亡 く し, 弁護士の父のもとで育った。 父については彼女の兄の思い出の中でジェ

フ ァソンの町で弁護士を開業していたこ と しか言及されていないので, 彼女と父との関係は

不明である。 だが, 彼女の遵法精神は十分に発達していた (あるいは発達しすぎた)。そのた

め彼女は, 旧南部以来の家系をもっサー ト リス家に嫁してその伝統的家風に帰属し, その中

に自己を埋没させ, 「野原にではな く , かこわれた庭園に植えられた年中枯れるこ とのないと

う もろこ しか小麦のように, 落着いた植物のような生活を送っていた」(71) 。その 「かこわれ

た庭園」 (sheltered garden) の中に自己の逃難所すなわち 「聖域」 を見出したのである。 した

がって彼女は, 家の目, 社会の目を通 して しかものを見るこ とがなかった。 彼女がしき りと

世間体を気にし, 兄ホレスに外聞の悪い事件から手を引く ように説得したゆえんである。 そ

ういえば, ジェフ ァソンの町の倫理観を牛耳るバプテ ィス ト教会の婦人たちとて, 教会とい

う 「かこわれた庭園」 そして 「平和な虚無」(204)の中に自己を埋没させ, 判断力を失った体

裁のみをふ りまわし, その倫理観からはみ出す者は聖人であろうが罪人であろうが 「ヨ クナ

パ トーフ ァ郡の自由な民主的 ・新教徒的雰囲気を汚す者」(84- 85) として排斥したが,彼女ら

にもナーシ ッサと共通するところがあった。

さて論旨をもどして, 世間知らずで判断力も乏しいテンプルが旺盛な好奇心に導かれるま

まとる行動は, 「旧フ ランス人屋敷」 の秩序を破壊し, 彼女自身の身の上にも悲惨な運命をも

たらすのであるが, 彼女の振舞いのみを限ってみるとむしろユーモラスにさえみえて く るの

である。 彼女は 「旧フ ランス人屋敷」 に住む人びとおよびその共同体を自分の経験に限定され

た人びとおよび閉じられた社会と同一視している。 そこは彼女のような女の子の来るところ

ではない, と く に暗 く なると危険だから早く去るようにとルービーが警告した(川にもかかわら

ず, テンプルは車がないからとかガウワンがどうのと大騒ぎをし, それがかえってポパイを

はじめそこの無法者どもに性的刺激を与えているこ とに気づかない。 それどころか, 警告し

て くれたルービーに対して 「あのひとたちは世間並みのひとたちなんでも よ。 あなたがたは

ほかのひとたちとまったく同じなんですよね」 (36) といいはって一向に立ち去ろ う とはしない。

そればか りか, 「家でポーチにすわ り足を手す りにのせながら黒人が芝草を刈るのをながめて

いる父親」 (33) のこ とを思い出しては, そこを故郷の 「かこわれた庭園」 と同一視 して, 「わ

たしの父は判事よ」と呪文をとなえさえするのである。 しかしそこでは, 父の権威も魔力を奏さな

いのを知 って とまどう。 とまどえばとまどうほど, 彼女はいたずらに走りまわり w゙hirl and

run(back)’をく りかえす。 それがますます悪党どもへの挑発行為となる戸彼女のこう した一

見ユーモラスな行動は, 結局ポパイが ト ミーを殺し, 彼女を変態的に強姦する動因 となっ

たばかりでな く , さ らにりー ・ グッ ドウィ ンがその殺人事件の容疑者と して逮捕されて私刑

にかけられ, その内縁の妻と子供が 「聖域」 たる家庭を破壊されて路頭に迷う遠因ともなる



る行為 彼女が血がとまらないといって泣き じゃく ると, 彼が子猫でもつかまえるように

のである。

ポパイは殺人と強姦によってテンプルに声も出ないほ どの驚怖 を与えたが, 他方 「何か

が私に起ろう と している」(68) という彼女の不安を現実のもめとするこ とによって決着をつ

け, さ らに 「|日フランス人屋敷」 から車で連れ出すこ とによって不安と恐怖の場所から彼女

を救出したこ とにもなる。 彼女のボーイフ レン ドであるガウワン ・ステ ィーヴンズは彼女を

見捨てて一人立ち去って しまうわけだから, その点ではポパイはまさに彼女の救済者, 恩人

であるわけだ。 彼女は彼に力強さ, 権威的雰囲気を感 じと り, 両面価値的ではあるが彼に父

親の代償を求めるようになる。 前述したごと く , メ ソフ ィスヘの途中二人の間で く り返され
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首筋をつかまえて黙らすー は, 父と娘との間の父権的保護= 依存関係を象徴する光景であ

ろ う。 その後彼は, 彼女に高価な衣裳, フ ラ ンス製の化粧品, プラチナ製のハン ドバッグな

どを惜しみなく買い与えた。 彼女の方でも, 彼を父親の代償として焦点をしぼるようになる。

この辺の事情を, JudithB. Wittenbergは至言を も って次のように述べている。

に証人と して姿を現わす。 そこで彼女は 「固く こわ

ばったうっ ろな顔」 (197) で平然と偽証して りーを有罪に追い込む。 しかしそのとき彼女の実

父 ドレイ ク判事が突然入ってきて裁判長の許可を求め, ただちに彼女をそこから連れ出し,

4人の息子たちの護衛のもと立ち去って行った。 彼女は長 く恋いこがれた父親のふところ,

すなわち彼女の 「聖域」 へやっと戻るこ とができた。

しかし, そう単純に結論を下すと割 り切れない問題が残る。 それは証人と して出廷したと

きの彼女の容姿と言動である。 なぜ彼女は模造ダイヤの飾 りのついた黒い帽子を被り, 黒総

子のドレスを着て, きらめく止め金のついた突掛け靴をはき(196) ,頬紅を 「頬骨に丸い紙を

貼りっけたように」 つけ, 口紅を 「毒々しい完全な弓形に塗って」 (196) 「絹, 金, 宝石」 の

ような 「きらめきを呼びおこす」( 「原版Jp.48」 娼婦のような化粧姿で出廷したのか。 なぜそ

のときポパイからもらった 「プラチナ製のハン ドバッグ」 をもっていたのか。 なぜ公判中う

しろの入口ばかりに視線を走らせ, 自分の言述に身を入れるこ とができなかったのか。 こ う

した一連の疑問を列挙してみると答えは, おのずと明らかになる。 一気にいわせてもらえば,

彼女はポパイを恐れていたのではな くて逆に彼を探し求めていたのだ。 彼女は, 別れた彼の

うちにいまや 「ほんとうの男」 を見出し, 彼に 「欲しがられるこ との真意」 を知 り, 「彼が

ひとを淫売婦呼ばわりする男にすぎないと して も, ただはいはい といってごみの中でも泥の

中でも素裸になって這い回り, 男にそう呼んでもらいたがるよう になって」(39) しまってい

た。 といっても彼女は, あく までおのれの情欲からポパイの姿を追い求めていたのである。

したがって, 彼女は裁判の成行きには関心がな く , ただ ト ミーの殺害は彼の仕業なので裁判

エフ ァソ ンの町の裁判所で行われた

ln the absence of the biological parent on whom Temple is so dependent, Popeye becomes

her“father,” ordering her around like an authoritative parent and provoking her into camng

him “daddy.” (21)

しか しながら, 彼女の性衝動がポパイによ。つて解放された後, 彼女の性欲は増大の一途を

たどるこ とになる。 性的不能者のポパイは彼女を満足させるこ とができず, 仲間のレッ ドに

代理を務めさせる。 だが, それがまた殺人事件に発展するこ とは, すでに前章で述べたとこ

ろである。 レ ッ ド殺人事件を機にテンプルとポパイの関係は跡絶え, 二人は別れるこ とにな

る。 ところが, 数日後, テンプルは, ト ミー殺害の容疑者リー ・ グッ ドウィンの公判- ジ
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所にくれば彼に会えるかも知れないという一念に心が奪われていたのであろう。 それは, 彼

女の父が入っきて証人席のそばを通ったときも彼女の視線が依然と して部屋のう しろの方へ

向けられていたこ とで もわかる。 彼女が真に求めていたのは父親ではなかったのだ。 だから

こそ, さ らにけ ドレイ ク判事が娘を連れ戻そ うとするとき, 彼女は通路に立ちどまって 「身

体をゆっ く り反 り返す ように して し りごみをは じめた」 (200) であろ う し, また 「ち ょ う ど

ドアの内側のところで身をちぢめて壁によ りかか り」, 「そこにしがみついて離れまいとする

よう」 (200) な行動を と ったのだ。 しかしながら, 自分の願望もかなえられないまま, 彼女

はむなし く 父と兄たちのもとへ帰らざるをえなかった。 したがって, その後父に連れられて

ぷりに行き, リュクサンブール公園を散歩してもごあた りの雰囲気同様, 彼女の心の中も灰

色でむな しかった。 「テ ンプルは, 手を 口にあててあ く びを し, それから コ ンパク トを取 り

出してそれを開く と, 不気嫌な不満そ うな悲しそ うな顔が小さ く映し出された」 (219)。彼女

の欲望は, 音楽堂で奏でられる 「音楽の波」 にのって 「加害者」 を求めて飛び立って行く よ

うであ った○’ ・. L

以上考察したように, テンプルの幼少期の基本的な 「聖域」 は権威的な父親のふところに

あった。 その後この世間知らずのナルシス トは, おのれの好奇心に導かれるまま被害者を装

って性的冒険を行い, メ ンフ ィスのギャング, ポパイに出会って性的開眼に導かれ, 同時に

また父権的愛情にも恵まれて, 彼に父親兼恋人のイメージー それは彼女の新しい 「聖域」

であった を投影できるまでになる。 しかし彼女の性欲の増大がそれを打ち滅ぼして しま

う。 したがって彼女もまた性衝動によって自己の 「聖域」 を喪失して しまう 「もう一人の失

われた人間」 なのである。 し

ついでに, 「テンプル」 (Temple) とは 「神殿」 のこ とであるからそのまま 「聖域」 を指 し,

本来なら苦悩する人びとを救済するところであるはずなのに, その名をもつ彼女は自己中心

的で無責任な 「被害者」 で, 彼女と接する人びとを次つぎに不幸に落し入れる。 まさに不条

理と しかいいようのない現代的カオスである。

V

フ ォークナーは, 1932年のモダン ・ ライブラ リー版につけた序文の中で次のように述べて

い る。

l took a little time out, and speculated what a person in M ississippi would believe to be

current trends, chose w hat l thought w as the right answ er and invented the most horrific

tale l could imagine and wrote it in about three weeks ㈹

これを受けてブロ ッ トナーは, 「ミシシッ ピーの人が今日の傾向と信 じるようなこ と」 の具体

|列として ミシシッピー州内の政治的, 社会的, 道徳的退廃をと りあげ, そのうちからフ ォークナー

が 「正しい答えと考えたものを選んだ」 と思われる実例として, 犯罪と暴力の温床都市メ ンフ ィス

そこに住むギャング, ポパイ ・ハンプ リ (PopeyePumphrey) と彼の犯罪経歴, フ ォークナー

の故郷ラフ ァイ ェ ッ ト郡 (LafayetteCounty) とその近隣の郡でのリンチ , 焼打ち事件および

ミシシッピ一大学女子学生の強姦噂話をあげている夕 しかし, この S皿du7 という小説は

それから創造した 「想像しうるかぎりのもっとも恐ろしい物語」 という単なる扇情主義をね

らった流行小説ではないこ とにも注意すべきだ。 もちろん, この小説が 「金も うけ」 のため

「扇情主義」 の意図をもって書かれた, いわゆる 「ポ ッ トボイ ラー」(potboiler) にすぎないの



であるこ とにも注意すべきであろ う。 も っと もホジェフ ァソンの町にと ってよそ者

レスとて大学教育や従軍のため故郷を離れた期間が長 く , こ とばっ きも 「早口で どこかよそ

者くさい声」( 8) を していた し, いまや10年間もジェフ ァソ ンを離れてキレス トンに住んでいた

わけだから, 彼もまた社会外存在者と称すべきかも知れない ( も っと も彼は意識では自分を

ジェフ ァソ ンの町の人と思って いるのであるが)。それに殺人事件や強姦事件が起った場所も,

町から12マイルも離れた 「|日フ ランス人屋敷」 であ り, また北隣つの。州にあるメ ンフ ィスの
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ではないかという物議をかもしだした原因は作家自身の言述に負う ところが大きかった戸し

かし後にな って彼は前言をひるがえし, たとえば扇情主義について も次のよう に反省 してい

る○ ’ . ・. ・ . ・ > I / 一 犬

But if he’s (a young writer is) writing just for sensationah m, then he has betrayed his

vocation, and he deserves to suffer from it. That is, sensationalism is in a way an jncidental

tool, that he might use sensationalism as the carpenter卜picks up another hammer to drive

a na11. 四 . づ っ ‥= . . .・ y

なるほど, こ の小説の皮相的な読解からは扇情的な価値 しか見出せないであろ う。 そして作

者もそれをねら った節がある。 という のは, 彼の扇情的策略は, 形骸化 した倫理観をもち体

面にのみこだわる偽善的で排他的な社会に鉄槌を く らわせる意図を秘めていたよテに思える

か らで あ る。 ¥ - 。・ : い ” ’。・ ≒ 。 ’7”

しかし, よ り深い読解からは, 自己の魂や他人そ して環境 (社会) と苦闘する人間の限界

状況が把握で きる6 しかもその原因はこ とごと く彼らの幼少時の 「聖域」 たる家庭環境にあ

るこ とを教える。 それは, フ ォークナーが自分の体験を深 く堀 り下げて行ったと き突き当っ

た衝迫的な真実であった。 すなわち, 欠陥家庭での父母り愛の過不足ないし不均衡が, また

その因習と体面の重圧が, いかに子供の自我感情を歪めるかレ さ らに歪んだ自我感情を もっ

だ子供は長 じて社会的存在への不全感に, はたまた性に対する諸種のコンプ レ ックスやオブ

セ ッシ ョ ソにどんなに悩まされる¥ことになるかを訴えているのだ。 それは, 時間的 にみて

S(1nc拠aT:y と ほ ぼ 相 前 後 し て 書 か れ た 他 の 2 作 , Th(? .jSound and th(? Fu巧 ( 1929年 出版 ) と

か ZL砂 坊加g ( 1930年出版 ) においても主要なテーマと し/て と りあげられたものであっ

た 。 コ ・・ づ 卜 ¥ ¥ 。。 /

最後に, この小説で事件にかかれる主要な登場人物は, ホレスを除きすべて社会外存在者

正義の実践の場であるべき裁判所一 町の い「聖域」 でさ え偽善 と体裁に毒されて, いま

や 「過去の色欲や貪欲, 口論や毒舌との, しかもなんらめいい解決にも達せず何か不器用な

沈着さ をみせるというあのかび臭い臭気」(194)の漂う形骸物に堕している事実を。 そう した

局外者を裁く こ とを通して告発しているのであろう。 二

町である。 これは, 保守的, 排他的, 独善的そ して偽善的なジェフ ァソ ンの人びと すな

わちモデルとな ったオッ, クスフ ォこ ドの人びとー への衝撃の程度を考慮 して作者がと った

戦略の一つなのであろう。: すなわち, 「神聖な街」(124〉に住む人びと。 と く にバプテ ィス ト教

会の婦人たちに真実と して信 じられる程度のシ ョ ッ クで鉄槌を く らわせ, 「その悪臭ぶんぶん

たる全智全能の神聖さ」 (125) を告発しよ う と したのであろう し, また町の中心にあって 法と
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