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R. P. W arren’の小説 “Flood” について

自 己 の 発 見

忠 輔

アメ リカの南部 Tennessee州にある Fiddlersburg とい う町が150年存在した後, ダムによ

る氾濫のため埋没することになる。 その記事を新聞で見た California州 LosAngeles在住の

producer, Y asha Jonesは , こ れ に取材 し て 映画 を 作 り た い と 熱望 し , 同町 出身 の作家 Bradwe11

Tomver- この時, 同じ く LosAngelesに在住- に, その台本書きを依頼する。 BradweH

の過去の遍歴は複雑であ り, 故郷 Fiddlersburg と New York, LosAngelesとの間を往き来

し , 定住の落ち着きがな く , 心の安定を欠いていた。今, 又, 頼まれた台本を書くため, 20年

ぶりに故郷の家一 入獄中の夫 Calvinを待つ妹の Maggieと , 夫の母とが住んでいるー に

戻り, そ こに Yashaを迎え, モヽダン化の波に, すっかり変ってしまった郷里の町の現在に,

過去の追憶を強いられながら, 町の人々と交わって, 台本書きに辛苦する。Yashaの要求に叶

う台本は書けなかった。 しかし彼の要求は正しかったであろ うか。芸術の目指す人生の真実は

捕えられない, それ故幻想が必要なのだと説 く Yashaは, 芸術が技巧を必要とするにして乱

人生の真実を掴んでいたであろ うか。 また, 人生の真実とは何であるのか。Calvinの拳銃で思

わぬ重傷を負い, Bradwe11の郷里滞在は延びて一ヵ年に亘った。 Yashaは Maggieと結ばれ

る こ とにな る。 Fiddlersburg に別れを告げ る祈 りの式が Brother Pottsに よっ て執行 され ,

横 田

む , いろいろな出来事- Maggieのこと Calvinのこと

水中に沈む町を後にし, 人々は新しい土地へ移って行く 。 水中に埋没する, この運命の町

修理も加えられず, 荒れるがままで , 裁判所の時計が午前か午後か8時35分を示していて, こ

の町には時間がないー において Bradwe11も Yasha乱 結局, 時間の中に如何に生きるかを

学び, 人生の真実を知 り, 芸術について理解し合うに至っている。それはartisticrealityの達

成であ り, 傑作が生まれるに違いない。 真の人生の把握において Calvin も Maggieも例外で

はなかった。

住み慣れた町が水中に消え失せて行 くのを見る人々の心は動揺する。美徳, 悪徳が目立ち,

幻想が消えて, 現実が問題となる。 人の世の意味について 考えさせられずにはいられな くな

る。 「氾濫」 のイメ ージは本作の全体に流れ, 本作を意義あらしめている。

数多い登場人物に Bradwe11が統一を与える。最初の妻 Letticeとの離別, 彼女との生活に絡

に悩みながら, Bradwe11は自己

を発見し , 人生を理解して行った。 本作以前の, Warren の七つの小説は, 遠きにせよ近きに

せよ, 過去の時代を取扱ったが, 1963年出版の, この八番目の最新作, 小説 “Flood” (A 5判,

440頁) は, その副題 丁現代のロマンス」 が示すよ うに, 現代一一一 1961年頃と考えられるー

を背景にした ロマンスである。 ロマンスとい う言葉に, Hawthorneが 「七破風の家」 の序

文で説いた, romanceと novel との区別が思い出されるが, 人間の心の真実を追 う Warren

が Hawthorneの伝統に立つことは確かで, real なものと romanticなものとの両者に関心が
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26 横 田 忠 輔

向けられ, そ して, それが弁証法的形態をとって哲学的となる。 月の光, ものまね鳥の鳴き声

が, 移 り行 く時間の中に, Bradwe11, Yasha, Maggieの対話に伴奏し, 定かならぬ雰囲気を醸

しながら, ロカール Fiddlersburg と , そこに住む人物は現実の具体性を失うことがない。

登場人物は皆三人称で語られ, 多元視点となってお り, 人物が人物を批判すること もある。

作者が, じかに顔を出すことは, まずない。 Maggieの回想録から度々引用して過去の出来事

の説明に役立たせるという , あるいは同類の, 工夫が見られ, 錯綜さを簡明化する効果があ

る。 人物の考えが全部斜体字で印刷されること もあるが, その好例として, Bradwe11が心の

中で想像する, 自分と Calvin との長い問答対話が全部斜体字にしてあることを述べておきた

い。言葉の大ぎょ うさ , 文の重苦し さが屡々目立つが, 首題のせいである。 両極の対比から生

まれる ironyや, 又象徴に, 心を配って, 人生の真実を描き出そ うと した, この長篇小説の構

成を一瞥した上, 主要人物について述べ, 併せて物語の筋を追い, この作品のテーマを探ろ う

ー そのように試みたいー と思う。 小人物は, 一 ・二例外はあるが, 主要人物との関連で軽

べ 取扱 うか, 又は全部省略する。

本作33章は五部に分れ, 第一部は9章まで , 第二部は15章まで√第三部は23章まで , 第四部

はクライマ ッ クスの30章まで , 第五部は33章の最後までである。

主要人物- Brad(we11) Tomver, Maggie Tomver Fiddler, Cal(vin) Fiddler, Yash21

Jones, Brother Potts- は , すべて , さほどでない数々の小人物 と一緒に , 第一部に登場 し

て, お膳立てが完了し, そ こから第五部最後まで主要人物についての描写が, 小人物に助けられ

て深まり, 筋が展開して行 く 。全巻ほとんどすべての章で過去と現在が噛み合い, 絡み合い,

事件がchronological (時計時間的) に描写されず, それによって時の具体性, 連続性が示され

るのであるが, それはテーマに相応わしい。 多 く の事件が同時的に存在し , 過去が現在におい

て決定的な役割を演じている。 従って, 各部毎に分けて内容を述べると , 作品の意味が失われ

るばかりでな く , 筋の理解も不可能となるので , 以下部分けー それを念頭にお く ことがある

にしてもー の枠を外して説述せねばな らない。̄真の人生におけるように, 本作品において乱

過去と現在が関連し合っている。

II

郷里へ帰って三週間経った, 四月の或る日BradTomverはNashvilleの飛行場へYashaJones

一 会ったこ とはなかったー を迎えに行 く道すがら, 20年昔, 最初の妻 LetticePoindexter

と別れる際, 最後の情交を結んだ場所を通 り過ぎ, あの離別が勝利でな く敗北であったことを

認めるが, その敗北の本質が何であるかは解せなかった。(それが分るのは第五

る。) 町の様子も昔と変った。 モダンな “Seven DwarfsMotel” を眺めて, 小人が魚釣 り糸を

‥‥垂れていjる川の水も本物でなげればよい, と願 うほど, ‥すべてが偽造物であった。‥偽造と真実

と , “W hat always worried you was to find something real in the 血iddle of all the

faking. lt worried you, because if everything is fake then nothing matters.” 1) と 述懐 す

る Bradは真実を求めて苦しまねばならない。彼の車にガソ リンを入れる, このモーテルの臨

時証人 M. Sparlin廠黒人の大学生で , 道化師さながらの奇妙な扮装で, はしたない客の応対

もするが, 自分を失ってはいない。

25年前, BradがDarthurst大学四年生の時, 彼の短篇集が出版されていた。 そのtitlestory

“I ’m T emng You Now” が Yasha の 注 意 を 引 き , 彼 の映 画 の台本 を 書 く こ と に な っ た ので

ある。 同じ大学に学ぶ同郷のCal FiddleroBrad と , ほぼ同年輩で , 性格は違 うが, 彼の少

年時代の親友である。 Bradの大学入学後程な く死んで , 町の共同墓地に眠るユダヤ人 lsrae1
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R. P. XVarrenの小説 ”Flood” について 27

Goldfarb。 彼は自分という ものを知った, す ぐれた人物で , 若い頃の Bradに感化を与えた。

短篇集の title storyは彼についての話である。 彼の墓を探して他所へ移し, 「氾濫」 から守ろ

う と思 う。

Bradは卒業を待たずに New Yorkに出, 文筆生活に入った。40年代半ばを過ぎた今, 映画

台本作者として名が上り, オスカー賞も二回受賞している。 しとやかな Yashaとは反対に野

人であり, それを誇っている。 じ ゃこ う鼠の皮を剥いで産をな した, 同じ く野人の, 彼の父は,

それが絶滅すると , 町の人々の皮を 剥ぎにかかり, 彼が生まれた頃には, 町をほとんど自分

のものにしていた。 今Yashaを迎えたこの家は, 彼が子供の頃, 父が不景気につけこんで Ca1

の父から手に入れたものである。 子供の教育に反対で , 彼と妹の進学は, 父と不仲で良家の出

である母の遺言が, 母方の一銀行家によって執行されたためであった。 父が川の泥土に横たわ

り, 泣いて, 眠ることを , な らず者の Frog-Eyeが, 父に口止めされていながら, 彼に告げ,

この, 父の弱味を掴んで , 父の進学反対を封じたいきさつがある。 彼は父一 在学中に死んだ

ー を憎んでいたが, それは, 彼が白分自身の中に認める不甲斐なさを父の中に見出したから

であろ う。

蛙眼のFrog-EyeはBradのよからぬ遊び仲間で , 川の沼地に住み, 密造酒に浸って原始的野

人のように生活している, 社会と無縁の無法者である。 彼は lsrae1Goldfarb と共に Bradの

surrogate father と な っ て い る 。 野 蛮 な 前 者 と 高 尚 な 後 者 と の 対 立 は Brad の相争 う 性 質 の投

影に他な らない。

New Yorkで , Brad は彼 の短 篇集 の出版 者 と親 し い Lettice Poindexter を 知 っ た 。 官能的

な, 奔放な女性で, 彼は時々畏怖感を抱く。 彼女と Central Park を歩いた1937年6月頃は仕

事が捗取らず, 焦っていた。程な く スペインへ行って戦争に参加したが, チフスに罹ってフラ

ンスへ送還され, はるばる迎えに来た Letticeと New Yorkへ戻り, 彼女との結婚に話が進展

する。 結婚後は二人で Fiddlersburgに落着 く こと とな り, そ こへ彼は家の下検分に出かげた

が, その留守に彼女は男と不義を しでかし , 帰宅した彼を迎え る心は重い。 彼女は彼より二つ

年上で , 死んだ父が不身持ちの母と別れた時遺して くれた金があり, 彼女の派手な服装が彼に

貧しい思いを させる。 彼女は野卑な言葉を平気で使 う。絵の修業に一心で , 心の自由を もって

いるように見七 彼の心を引きつけるが, 彼女自身は罠にかけ られたような感じから抜けきれ

ず, 彼に救われるのを切願している。 彼が彼女の体を抱いて彼女の過去のすべてを償い, 真の

Letticeを創るようになるのを知っているかのようであった。( 彼女は彼の追憶の中にnashback

で出て く るだけで , 現実には姿を現わさない。)

彼の憧憬的な愛情が彼女の心と一つになって, 1939年陽春の二人の結婚生活は幸福であっ

た。型破 りの彼女ではあったが, 来訪する Maggieにも Ca1に も親切で , 楽しい家の空気の中

で二人は心結び合い, 1939年8月結婚する。 Letticeは Frog-Eyeと も親し く し , 彼の肖像を

画いた。 Brad夫婦の生活の楽し さは , しかし , 異様な狂いの相を帯びてきた。 二人は夫々相

手に自分の空白の満足を求めて結婚したが, その空白は金と sexでは充たされないもので , 空

し さが残った。 :L940年, 二人が催した舞踏会は狂噪とな り, BradはLetticeと狂態を演じ , そ

れが興奮を煽 り, Maggie一 実習医の夫 Ca1は出席していなかったー は若いダム技師 AI

Tuttleと情火を燃やし合った。 二人の関係を町の浮浪の徒から耳にした Ca1は, 真相を妻に

確かめる心のゆと りも無 く , Tuttleを射殺してしまう。 Cal の裁判がすみ, Letticeと別れた

Bradは, 妹に離婚を勧めながら, 快々として口を過し, やがて海兵隊に入り, 出征を前に負傷

して入院, 治療を終えて, Californiaから故郷の家に舞い戻った。 Calの事件を題材にして創

作を始めたが, それを見付けた妹に反対され, 中途で止めてし まう。妹の挙動を見るに忍びず。
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横 田 忠 輔28

偶々, 映画化される彼の短篇の台本を 書 く ことで, かな りの金が入ることを Californiaから
こもごも

の電報で知って, 短い滞在の後, 去 り難い気持交々郷里を去った。 LosAngelesに居を構え,

或るデザイナーと二度目の結婚を したが, 彼女の方から別れていった。 そして Yashaに才能

を認められて, 今回の帰郷である。

Bradが路上で よ く見かけ, 自分の車に拾ってやる明き盲のLeontinePurtle。 或る日立寄っ

た Bradに, 愛誦する彼の短篇 “Fm Temng You Now.” のレコードをかけて, 彼を驚かした。

彼女の讃辞を否定して, あの話は思いついた論理で 作り上げたので , 心で作ったのではない

と, 彼は言い張るが, 彼女は, 彼の心であのように作 り上げられたことが大切なのだと応答す

る。2) 「あの話を読んで感激し, 手を差し伸べて世の中に触れた くなった」3) と彼女は言う。あの

短篇はYashaの心も動かした。 Bradの純な心は, その後曇ったであろ うか。彼の問に “Being

you is likebeing blindグ4) と答えた彼女の言葉の意味を彼は暫 し考えてみねばな らなかった。

清純な彼女に救われたい気持で , 彼ぱ Seven DwarfsMote1” の一室に彼女を連れこみ, 同

会したが, 彼女が間違ったやり方で世の中の人々に触れていることを一 人間の交わりに憧れ

るあまり, 娼婦まがいの生活に堕ちていたことを彼は後で知った。

知人のないことで有名な, 沈黙の好きな知識人のYasha Jones。詩を愛読する。第二次大戦

で戦略事務局の情報スパイ と して働き , 危 う く死地を脱した経歴を持っている。 彼にとって恐

怖と喜びの差は紙一重と見える。5) もともと彼は物理学者であった。できるだけ裸のままのもの

が見たい, 感じが自分の眼から入り込むようにしたいと 思っている。6) 幻想によって町の真相

を掴まねばな らぬと信じ る彼は, 虚偽を通して真実を捉えようとする。7) 事実は記録しなけれ

ばならないが, それに依存すると , 本当のものが, つま りヴィジ ョ ンがな くなってしま うと

Ma召gieに言 う。8) 蓋し , 芸術における “be” ど see㎡’の問題を彼は解決しなければならない。

彼は, また, 「俳優, 歌手, 舞踊家は, 皆, 自分が尽した最善の, 真に価値あるものは, それが生

まれたその瞬間に奪い去られて しまうのを知っている。 不朽の名声を望み得ないことを知って

いて, それだけ一層必死になる。彼等にとって名声は時間り中にしかない。 しかし , 作家は時

間の外の不朽性を求めて, あが く 。 作家は, より深 く呪われた存在なめだ。作家の使 う, 言葉と

いう媒体の約束するものが, より大きいためだ」9) と考えながら, 「映画製作者の自分は作家の

持つ, より深い悩みを持たずにすむ」lo) と独語する。 言葉と い うものについての彼の所見には

T . S. Eliot の “Burnt Norton” か ら の響 き が見 出 さ れ る。11)彼 は 自分 の仕事 に喜 びが持 て た 。

40才を少し出た今, 映画界に名声を馳せている。 思うに, 作家でない彼も人生の真実を掴みそ

こなってはならない。 少年時代を放浪に育ち, 同情から愛の結婚もした。 その妻を乗用車の事

故で失い, 人生の大抵のものを経験した彼は, 黙々と生きることによって最後まで耐え抜ける

と思う。 これからの仕事に彼のかける期待は大きいが, 彼の夢が現実を離れなければ幸いであ

る。 彼は Bradに 「我々が作る映画は, 込み入った事物の運びが論理的にはっき り出た ものに

なって欲し くあ りません。 感情の流れが欲しいのです。 そ うでなければ人生を皮相的に見るこ

とになってしまいます。 人生を犯すことにな ります。 人生の神秘的な内面性についての印象を

与えることが第一ですよ。 世界の外面的な, 移 り動 く多様性に心を圧倒されては, 一枚の木の

葉が落ちるのを本当に見ること も愛すること も決してできはしません。 また, それだから人生

を愛することが決してできないのです。 こ うい うのが, 我々のような仕事- いや, どんな仕

をやる人々の最大の罪, 意識の堕落とい う罪なんです」12)と言って, 内面性を強調す事でも

る。 Brother Pottsの Amos書 Iχ: 15に 因む説教 は楽 し か っ た し , 町 と別 れ の礼拝式 のた め に彼

が作った詩には感情があると褒め, その改良に手を貸そ うと , 請いに応じて, 約束する。 町や

町の人々についての彼の知識は段々深まって行 く 。 7Thereain’t noinnocentman.” と語る
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R. P. XVarrenの小説 ”Flood” について 29

看守長代理のMr. Buddに案内されて刑務所を見学し , Calに会った。 脱獄を試み, 捕まって

終身刑とな り, この二十年間服役している。

Yashaが Bradと Maggieに, 詩が眠 りを誘 う ことについて, 次のように述べる くだ りがあ

るー 「詩が私を眠らせるのではないのです。 初めは, 全 くその逆で , 詩で眼が醒めるので

す。真夜中私はベッ ドに, 支えられて坐 ります。 そして, その時, もし , 心にぴた りと く るこ

とがあると , 私は急に世界が私の身辺で静かに爆発している感じにな ります。世界があらゆる

方向に, 静寂そのものの中で , 云わば, 絶えず流れるように爆発して , 全 くの暗黒の中に入り

込み, その暗黒が, あらゆる方向に逃げ出して行きます。 まるで部屋の周りの壁が, ただ , 無

限に逃げ去って, あの小さい光の点だけを残すかのようです。 と言 うより, もし私か眼を閉じ

るか, ベ ッ ドの明りを消すかするなら, ただ 言葉だけが残り, それらの言葉が私の頭の内側

で, でっかい計算機の内側で光りまたた く , はてしな く ちっちゃい小球のように光るのです。

そのでっかい計算機が私だと言うのでは あ りません。 そ うあ りたいものですが。 それから急

に, 寛いだ気分にな り, 眠ってしまうのです。」13)次いで , 「それは一種の非人間化, 個性喪失

(depersonalization) で , もし , それを受け入れることができれば, それで眠れるのです。現

代は非人間化, 自我喪失の時代で , 人間は, ただ, 無数の線が内に向って, 又外に向って飛び

交い, 交差する点においてのみ一 否 , その点と してのみ一 定義できるものと考えることが

できます。 人は, そ こから外に向う点 , 又そこから内に向う点に等し く , そ して , その点とは

無 (nothing) なのです。 これが今日の問題なのですが, 人々は, そのことを恐れています。

だから, 彼等は教説にせよ, 麻薬にせよ, 鎚 りつけるものは何で乱 ひっつかも うと します。

Eliotを例に取りまし ょ う。彼は, この問題の成 り行きを鋭 く意識しています。彼の天才はまさ

その意識を彼は恐れているのです。 彼は, 老 Samue1し く , その意識から生まれています

Johnsonが , 爆発して宇宙空間に消え失せるのではないかと恐れたために, いつも垣根のくい

を数えた よ うに, 僧正 (bishops) の数を数えなければな りません。 しかし , いいですか, こ

の問題の成 り行きに一度順応してしまえば, 眠ることができます。 すべての線が交差する, あ

の点はたいへん静かで , 人や車の往来は一切絶えてしまって, あ りません。」14)- そして自分

の頭の中で附け加えて, 「よろ こびを持つことができるのです。 それだけが, そ こから多 くの

線が交差しながら, のがれ去って行く , あの点に残されていますJ 5)- これら引用の言葉を

熟考してみるに, 雑多な人生を大き く割切って, 達観したかに見えながら , 徹底した自己認識

がな く , きびしい現実認識てごな くて, 安易な現実認識の感を与え, Emerson の亜流が抱 く思

想だと評される危なさがありはしないか。 ここに彼が言う 「点」 は時間と永遠とが出会う完

全な点, T . S. Eliotが “Four Quartets” の中で言 う 「非時間が時間と交差する点」 と同質で

はない。16) しかし, この批判には, やがて, Yasha 自身が答えて くれる一 自己省察を深める

ことによって。 主観的で現実を離れた抽象の嫌いが彼にはある。

後に, 「よい作品が幸福の静けさの中で生まれるだろ う。」17)と , Bradを励ました Yashaは

「幾年か抽象の喜びの中に生きてきましたー それは, 自分のものであったもの全部に生き延

び, それを通 り越してしまったので , 自分のものではない, すべてのものに参加するとい う意

味です。 私は何も持だなかったので , 何も彼も一切持つことにな りました。」18)と述懐する。

彼は, 又他面, 昔事故で死んだ妻の, その時の呼び声を耳にし, 救い出そ うと一心に努めた

が, 果してそ うであったろ うかと思い悩む。 医者によれば, 彼女は即死で , 彼の名を呼んだ筈

はなかったのだが。 かって , Califomia州の Santa Cruzの近 くにある theMystery Spotを

訪れた時 , 身長の突然の伸び縮みに胆を冷やし , そこを出て, もとの自分に返って, ほっと

し , 感謝し たことを思い出す。 そして, この町も theMysterySpotだ と思 う。19) 自己の本当の
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すがたを知らねばならない。幸福め静けさを発見せねば ・ ・ ・ と彼は考える。何かが起りそ う

な気がするのであった。

Bradの書きあげた台本は彼を満足させなかった。 技巧, 論理は申し分ないが, 感情が入って

いない, 出来事に囚われて自由がないと思われ, 書き直すよう Bradに頼む。 内的なものが欠

けていたのだ。 それは Bradの求めねばな らないものであった。

Maggieは, すべてが美し く 見える月夜の晩, 家の一室で, Yashaに, 日中, 家の側の川を見

下したら, 汚い, 食品のごみ, がら くたが一杯見えると言い, 是非眺めるよう約束させたこと

があった。20) これは彼が追 う幻想と対照的に現実直視である。 しかし , 彼女が, 夫 Cal の入獄

以来, 一度も彼に会っていないのは, 過去のと りことなった彼女の現実回避と考えられよう。

それにして乱 彼女が初志を翻し , Cal の事件で本を書いてもよいと兄に言ったのは現実復帰

に他ならない。 彼女には自分自身で夫の事件を Yashaに語る勇気があった。 兄に, よい台本

を書く よう , 今は励まし, 提案もする。兄から愚かなことだと云われながら↓夫の母親の面倒

も見る, 責任感ある女性である。 Yashaは彼女を 「自分自身であることに堪え得る, 従って自

分自身と共にあることに堪え得る, 孤独を感じないタイプの女性」21)と見ていた。 しかし , また

彼女は過去を回顧しながら, 「人生はいろいろな可能性 (if’s) を持つ木の幹で, その可能性は,

寒さで , 木の葉のように一つ, 一う 落ちつ く し , 裸の幹しか残らな くな る。」22) と淋 し さに襲わ

れ, 又この世では 「だれでも皆蜘蛛の巣のようなものに引っかかって」23) 苦しまねばならない

のだと悲しむ。 自分乱 夫乱 お互いに知 り合 う ことがなかった, 本当の自分を夫はどう思っ

たのであろ う と嘆 くが, 相手が分るためには自分が, はっき り分らねばならないのが人の世の

道理である。 「世の多 くのことが相互に関連 し , 結びつき合 う狂おし さ」24)に悩みながら, 彼女

は世の中を理解して行 く 。経験を客観化し得る性格の彼女がYashaを慕い, 彼の反省を通して

彼と結ばれ, 共に充実するに至るりは不自然でな く , テーマの上から必要である。 起 りそ うな

気がしていた何かが起ったのだ。

Calvin Fiddler の母 は上流階級 の出で あ り , 父 は医者で あ っ た 。 Brad と違 っ て家系が よい。

Johns Hopkins大学で医学博士の学位を得た彼は郷里 Fiddlersburg に帰 って開業す る計画で

あった。 真面目で , 世の汚れに染まず, 理想主義的で , はにかみ屋でもある。 自分の理想で作

った世界だけが rea1であると決めこむとか, 自分の考えで他人をつ く りあげてしまう とかにな

りかねない。愈々荷物を持って故郷到着の際, 既述のように, 妻 Maggieの不義の噂にかっと

なって Tuttleを射殺し, 刑務所で過してい るが, かっての, ひたむきな自殺の意図は今はない。

Bradを獄房に呼んで, 昔のことを語り合うが, ここで Bradは, Calが少年の頃, 鳥や獣を平

気で殺して剥製にする Bradを神様と思った こと, ぬるぬるする血が恐ろ しいようなことでは

だめだと思って医者の道を選んだこと, それ故 Bradが自分を一人前にして くれた恩人だと思

っているこ‥とを初めて知った。‥Ca1は終始彼の圧迫を感じていて, ’彼を真似たい気持にさえな

っていたのだ。 妻 Maggieと Yashaとの関係が心の奥を見つめる彼を苦しめている。

人間の意義を探究した 本作の首題に関係深い エピソードと して, 次のことを挙げて おきた

い。黒人の伝道師 Brother Pinckneyは Brother Pottsと違って大学教育を受け, 自分を育て

て くれた母の苦労を偲びながら, 人種差別廃止運動に挺身していた。彼ぱ God iswhite.” と

考える白人どもと共に祈らない。 神は黒白を分たずと信じる彼は白人に human justiceを要

求する。 ある白人の妻を惨殺して入獄し, 責任は彼女にあると , どこまでも言い張る黒人少年

Pretty-Boyを祈らせよう と努めている彼に苦悶の色が濃い。 白人の Brother Potts乱 この

子を祈らせよ う一 白人が彼と共に祈 りたい思っているこ とを知って欲しかったー と努力し

ている。祈るか, 祈らぬか, 衆目の的とな った, この黒人少年が遂に祈って, Pinckneyの膝
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に顔を当てて泣き くずれた。 しかし , それ以前に, Brotther Pottsが, この子に唾を吐きかけ

られ, その唾を流れるにまかせて, 又祈 り, そ うなったことを神に感謝し , 唾を 日の光で乾 く

にまかせて帰宅したとい う事件が起っていたのだ。 Brother Pinckneyは 「あの子は理解でき

ない, 神の平和を見出した。 白人のBrother Pottsが彼のために祈 りに出かけ, 唾を吐きかけ

られることがなかったな ら, 彼は今日あの平和を見出さなかっただろ う。 あの平和ほど大きな

平和の贈物を私は望むことができない。」25)と云 う。 Brother Pottsに反目しているPinckneyの

口から出た, この言葉は意味深い。人間の心は黒白を越えて真実に触れる可能性を持つであろ

う。 Pretty-Boyが見出した , 理解で きない神の平和を理解 し よ う と Brother Pinckneyは神

に祈る。

Pretty-Boy が死刑になる暑い七月の夜, 何時止ったか, 時計が4時22分を示す自分の部屋

で , Bradは, サイ レソのけたたましい音を聞きながら, 揃って出かけた外出先から手を握 り

合って帰宅した Maggieと Yashaを迎える。 二人に向って Bradは, 書き直すよう言われた台

本のこ とで怒 りを爆発させた。彼女の感情を害する内容が台本にあれば, 不可にする, とい う

密約が二人の間にあったためだと猪疑 したのだ一 根も葉もない疑いであった。 彼の不可思議

な, 深い, 不合理な怒りを見守っていた Yashaは, 進み出ながら, あの台本を採用しよう と言

い出した。 その理由は, おそ ら く彼の最も深い感情一 今, 怒 りとなってのみ発露している感

情- が, Bradが自分の作った台本を 自分独自のやり方で発展変化させた場合, その根底に

現われるかもしれないと悟ったからであった。 ここには Yashaの態度の変化, 進歩が見られ

る。- かすかな音がして, 皆その方を振 り向く と Ca1が立っていた。 サイレンは彼の脱獄を

知らせていたのだ。 CalはYashaを凝視 して , 「時間が人生を計 り , 人生が時間を計る。 そ し

て, も し君が終日終夜坐って, 過去と現在一 同じ標準では計れない, 通約のできないもの

(incommensurables) - を相互に比べ計ろ うと努めていなかったのなら, 君昧過去と現在

について何も知らないんだ。 そして君自身についても何も分らないんだ。 も し , そう 努めてい

たのなら, 聖書の言いまわしを挨った言い方になるが, 通約できないものが通約可能にな り得

る, あの一瞬に憧れるのだ。 その瞬間が何時か分るかね。」26) と言 う。 その瞬間は何時か, と

Yashaが鸚鵡返しに問う と , 彼は 「過去と現在とが存在することを止めるが, しかし , まだ,

それらの非存在を始めていない瞬間にだ。 僕と違った環境にいる君だって, その瞬間を切望し

はしないかね。」27)と答える。 この, Calの切望する瞬間はchronological timeを越えたtimeless

timeの瞬商であるが, ここに引用した彼の言葉にはchrono!ogical time(時計的, 物理的時

間) と history (人間的, 歴史的時間) との混同が匂い, そのために彼は, この瞬間を物にし

得ず, 至高の境地に, まだ入り得ない。 chronological timeは chronological time自体を計

るにすぎないが, 人が, その中に生きる時間は, 人が自己の不純な二重性一 汚れ を知っ

て生きるか, 否かによって善 く もなれば悪 く もなる歴史である。歴史が現実に取る姿は, 自己

の汚れ一 罪- のために, 現在の一つの出来事が過去の, 又未来の出来事と関連し合い, 人

々相互に苦しめ合 う , 従って人夫々に責任のある世界一 自己の汚れを知ることによってのみ

理解され, それ以外に, よ くする道のない, 不可思議な世界一 である。 かかる現実の姿一

歴史- の明瞭な認識が欠げていて, Ca1は過去と現在とが結び付く至高の心境に到達できか

ねている。28)このこ とは Yashaの認識して行かねばな らないと ころで もあった。 かって Calは

牢獄を訪れて くれた Bradに, ( こんな と ころに坐っていると, 未来とい うものがないから,

過去について考えるんだ。j29)と言ったが, この時, 心の内面を探 りながらも , Ca1は過去のと

りこになっていて, 過去, 現在レ未来は断絶して連関がつかなかった。

さて, BradがYashaと Maggieと二人の愛の実現を告げる大笑いに, Ca1のYashaに対す
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る憎悪が高まる。 Yashaを狙う Cal の拳銃を奪おうとして, Bradは二度射たれ, 重傷を負う

が, その応急手当てに, Calは, それまで医療に自信を失っていた彼とは全 く打って変って,

Yashaに手伝わせながら臨機の処置を敏速に完了し , 一方 Maggieに必要な指示を与え, 救急

車を呼ばせていた。 BradはNashvilleの病院に入院した。 Ca1の出現を扱 う この三十章は本作

のク ラ イ マ ッ クス とな っ てい る。

年改まり, 帰郷後一ヵ年過ぎた四月のこと , Cal の招請に応じて Bradは病院から獄中の彼

を訪れた。 杖を頼 りに ¶μく体も元通 りになるらしい。 長い入院生活で , 彼は過ぎし日の出来事

を省察し, 「人間の心の奥深く , 暗闇にまどろむ黒い野獣」30)を厳然と受入れるようになってい

た 。 Cal の出現 を 待 ち な が ら , 「す べ て の人 々が 自分 に と っ て 指標 ( index) で あ り , 自分 乱

また, すべての人々の指標なのだ。 指標が指標に直面する。」 と考え, 31) 「しかし , これらの指

標は通約できないものだ」32)と , Calが, あの脱獄の夜Yashaに言った言葉を想い出しながら,
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と関係なしでは,

二人は病院を訪ね, Brad思 うのであった。 感謝し合 う二人の対話から, MaggieがYashaと

に感謝していた一 今ギリシャの, ある島に滞在中で, 妊娠していること , Yashaはそこで感

情の純粋な, 形式 ( form) の古典的な映画を作っていることが分る。 CalはBradに, あの晩

重傷で床に倒れた彼の体を見てー その瞬間彼の体だという意識はなかった一 医学書の内容

が, はっき り と頭に浮び, 手当する勇気が出たこと , その後, Bradが死のう と生きよう と ,

死にたいと思ったことを告げながら, 現在の心境を次のように説明するー 「あの, 全 く思考

を絶して不可解だったことが, はっき りして く るんだ。 それが野火のように, 零れたガソ リン

が点火して燃えるように, 身辺に燃え上るんだ。頭の内側の暗闇の中で燃えるんだ。 その最中

で , ひらめ く ように, あの思考を絶した不可解さー それが世界なのだ

自分とい う ものは ないとい う悟 りが生まれて く る。 そして自分自身が測 り知れないものなの

だ。 そこで泣き出した くなる。」33), 「 しかし , あの, 世界の不可解さー そのために人は死に

たいと思 うのだがー に戸惑い, 悩んだ後, 人は, 突然, 違った気持になる。 僕はそ うだっ

た。 人生ノ)美 しいことが解るような感じになった。 それは, それまで経験したことのない人生

で, 生きるために必須の, 一種の環境であり, 魚が水の中に存在するように, 人がその中に存

在するのであった。 死にたいと思っている自分に, 急に人生の美し さが分るなんて奇妙なこと

だ。」34)今や Calは chronological timeと history との区別ができ , 現実の人間経験の世界を理

解し得た。 それは, 彼の言う “通約できないもの” が通約でき始め, 過去と現在が関連し, か

く て秩序の見出される世界である。 その世界は Bradにも理解でき , 今や彼の心の中で , 多 く

の指標が通約でき始める。 Cal 同様 , すべての事に自分も責任があ り , 事はすべて共犯である

ことが分 り, 憎しみが消える。

Yashaは visionを real な ものにし よ う とせずに, visionを real な ものと 思っていたが,

visionそれ自体はrealでないことを学び, Maggieに新しいvisionを発見した。‥二人の幸福な

結婚は, 内的なものと外的なものと , それら二つが均衡する世界一 Ca1の達成した世界一

を意味する。 斯 く て, lifeが artである, す ぐれた映画芸術ができるであろ う。 序ながら,

Maggieの新しい門出に南部女性の新しい姿を見ることもできるであろ うか。

Cal と別れて , BradはMaggie魯 らの手紙に同封された Letticeの手紙を読んだ。彼女は戦

時中看護婦と して働き, 戦後はカソ リッ ク教徒とな り, 人を愛する心を発見し , 老人ホームで

清掃婦と して , よろ こびの生活を送っている。 彼に前非を悔いる心が, はっき りと出ていた。

腰の美でな く , 魂の美に心を砕 く現在の彼女の老いた顔を偲びながら, 自分がrealでなかった

から, 彼女が自分にとってrea1であることが分らなかったと思う。 自分にない力を他の人々が

持っている筈はない, 又自分は, 善いこともしてきたのだ, と心はずみ, Brother Potts-

8
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彼の歌を町と別れる人々が歌っているー が自分のやろ うと したことを , りっぱにやり遂げた

ことを考えながら, も一度この故郷で, 誠実に, よいものを書いてみよう と思 う。 California

のM. Seebaum との, 報酬のよい契約は破棄することに決心した。 「転々と腰の落ち着かぬ長

い年月だった。 Fiddlersburgの町を , それは世界ではない, だから real ではないんだと言っ

て, 責め, 又世界を , それは Fiddlersburg ではないんだ, だから rea1ではないんだと 言っ

て, 責めてきた。 それは, 自分が測 り知れない, 不合理な , 人間の生活- それが人生の真実

なのだ を信頼していなかったからだ。」35) と思 う。 「それだから, 過去の自分と現在の自分

との関連を発見できず , 人間と して, そ うあらねばな らぬ必然が見出せなかった , それを見付

け出すことが必要なのだ。」36)と心の奥深 く誓うのであった。 心の安定が生れた。

彼は父を , 故郷を本当に理解し , 新しい愛の眼で眺めることができる。 人間の真実は善又は

悪の経験であるより乱 善と悪の経験であるという人間の二重性を学んだし, 人が心に抱く理

想は現実の汚濁の試練を 受けない限り , 人間経験とはならないこと , inner reality と outer

reality とは釣 り合わねばならないことを知った。 不完全な, 有限の人間は, 時間の中にある

(in time) こ とによってのみ, 時間を越え (out of time) , 永遠性 (timelesstime) を掴む

可能性を 持ち得ること , chronological timeと history との区別を 知らねば ならないこと ,

wordがnesh とな らねばならないことを彼は理解し , 自己知識を獲得して , 過去と現在が結び

付き, 未来を望むことができる。 通約できぬものが通約可能となる。流れ動き , 変化する人生

の時間の中で , 彼は経験を繰 り返し , 正しい方向を掴み, 芸術即人生の, よ りよい作品を一

言葉によって永遠性に迫る37)- を創 り , よき歴史に貢献するであろ う。

自己を知った彼はすべての人々に対して責任を感じる。 人生は一つの出来事そのものの機能

ではな く , その出来事が過去の, 又未来の出来事と関係する機能であり, 38)他人に事の責任を帰

して, 澄まし顔はできない。 すべての出来事が絡み合うのが不完全な人の生の真相である。 人

間同士が苦しめ合 うさまは, 世界に大きな蜘蛛の巣がはられていて, それに思わず触れるにせ

よ, 故意に触れるにせよ, 振動は波打って伝わ り行き, 大蜘蛛がとび出して来て , 毒汁を注入

するのにひと しい。39)共に罪人であり, か く て世界は一つである。 かく観じて, 人を愛する心が

生まれる。

愛する故郷に留まろ うとする彼は, また, 行かねばならないところ 何処へでも行こ う-

Californiaへ行 く こと もあろ うし , そ こから郷里へ帰ること もあるだろ う と思 う。 程な く新し

い土地へ移ることになる人々を眺めながら, 「心以外に国はない。」40) と彼は思った。 故郷が自

分の国であることを知ると同時に, 心以外に国はないことを知り, 故郷とい う国と , 心という

国と, 二つの国を受入れ調和させることを学んだのである。41)郷里から出ようと出まいと一つで

あった。

遂に探し出すことができなかった lsrae1Goldfarbの墓を, も う見つけるに及ばないと思い,

彼乱 そ うして貰いた くないに違いないと考えるのであった。

Ⅲ

本作の結末は, 彼の悲観的な小説のそれを尻目に, 極めて楽観的である。 さあれ, 実存主義

的不条理, 理性的倫理的人間の崩壊が喧 しい今日, 病める現代にBradが自己を理解し , 発見

するに至る次第を物語った本作は, 自己の考察一 芸術的 formで表現されたー において読

者の心に迫るものがあろ う。 その迫 り方は前作 “An theKing’sMen” や “World Enough

and T ime” に比 べ て 劣 るに し て も 。 彼 の八 篇 の小説 は一 否 , 彼 の全作 品が一 一貫 し て ,

よ りよく生きるための, 自己知識の必要を主張している。
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34 横 田 忠 輔

道徳的秩序 (moral order) は, 斯 く あ りたいと望みはするものの, その実現は至難である。

と りわげ, 現代はそ うであ り, そ こに本作のモティ ーフがある。 しかし , 人は正し く生きんが

ために, 苦しみながら真実を探り, 秩序を求めて止まない。 (人は意志の苦悶の中に生きるJy)

道徳的秩序と道徳的無秩序との区別を認めないとか, 又は, それが理解できないとかになれ

ば話は別にな る。別世界になる。別世界の人間は別に考察されねばならない。
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