博

士

論

文

フォークナーの作品に見る階級意識
―人種とお金が織りなす南部格差社会―

広島大学大学院文学研究科
2019 年 5 月
早瀬

博範

目

次

序 論 ................................................................................................................ 1
第一章 『響きと怒り』における階級意識の犠牲者たち ........................ 12
序 .................................................................................................................. 12
Ⅰ．階級の衰退――旧名家の末裔たち .................................................... 16
(1) クウェンティン――階級への憧れ .................................................. 18
(2) ベンジー――階級に呻く ................................................................. 28
(3) ジェイソン――階級への責任 ......................................................... 36
(4) キャディ――階級を飛び出す ......................................................... 44
Ⅱ．再生への「響き」――シーゴッグ牧師の説教 ................................ 50
(1) テーマ――自己犠牲と愛 ................................................................. 52
(2) スピーチ技法――集団的理解へ...................................................... 55
結び .............................................................................................................. 63
第二章 『アブサロム、アブサロム！』における階級闘争 .................... 67
序 .................................................................................................................. 67
Ⅰ．サトペンの「計画 (design)」 ............................................................ 70
(1)「2 人のサトペン」の葛藤 ................................................................ 72
(2) お金とパターナリズム ..................................................................... 76
(3) 階級の求める「血」 ......................................................................... 79
Ⅱ．「ハイチ」の意味――脅威とパターナリズム .................................. 85
Ⅲ．「計画」の「無知 (innocence)」 ......................................................... 88
Ⅳ．階級社会への制裁 ............................................................................... 92
結び .............................................................................................................. 99
プアホワイトたちの階級闘争 ..................................................... 101

第三章

序 ................................................................................................................ 101
Ⅰ．アブナー・スノープス――階級を破壊する .................................. 106
Ⅱ．フレム・スノープス――階級をのし上がる ................................... 117
Ⅲ．ミンク・スノープス――階級を正す .............................................. 136
結び ............................................................................................................ 153
第四章

『行け、モーセ』と『墓場への侵入者』における
「古き良き南部」と階級の揺らぎ ................................................. 156

序 ................................................................................................................ 156
Ⅰ．旧南部体制の揺らぎ ......................................................................... 159
(1) 奴隷制とパターナリズム ............................................................... 160
(2) プランターの「大学」としての狩猟 ............................................ 170
Ⅱ．主流派たちの責任 ............................................................................. 175
(1) アイクの決断 ................................................................................... 175

(2) 死者への祈り ................................................................................... 181
Ⅲ．マイノリティの反乱 ......................................................................... 185
(1) 主張する黒人ルーカス ................................................................... 186
(2) チックの勇気 ................................................................................... 189
Ⅳ．フォークナーの意識の変化 ............................................................. 195
結び ............................................................................................................ 198
第五章

『エルサレムよ、我もし汝を忘れなば』
における反資本主義的構図 ........................................................... 201

序 ................................................................................................................ 201
Ⅰ．「順応か、さもなければ死」............................................................ 204
Ⅱ．反資本主義的構図 ............................................................................. 209
Ⅲ．「理念」対「自然」 ........................................................................... 216
Ⅳ．「悲しみ」の選択 ............................................................................... 220
結び ............................................................................................................ 223
第六章

フォークナーとニューディール政策 ......................................... 226

序 ................................................................................................................ 226
Ⅰ．南部とニューディール政策 ............................................................. 229
(1) 農業調整法 (AAA) ――アグリビジネスへ ................................ 229
(2) 公共事業促進局 (WPA) ――救済か、施しか？ ......................... 233
Ⅱ．フォークナーのジレンマ ................................................................. 235
(1) 南部人フォークナー ....................................................................... 235
(2)「誇り高き男たち」における農業調整法 ...................................... 239
(3) 労働観念の変化 ............................................................................... 248
結び ............................................................................................................ 252
結

論 ............................................................................................................ 254

註 .................................................................................................................... 263
引用文献……………..………………………………………………………...280

序

論

ミシ シ ッピ大 学で 毎夏開 催されてい る フォーク ナー・ヨク ナパト
ーファ会 議(The Faulkner and Yoknapatawpha Conference) の 2014 年の
テーマ は 「フォ ーク ナーと 歴史」であ っ た。その 編集を担当 したジ
ェイ・ワト ソン(Jay Watson)は、
『フォークナー と歴史』(Faulkner and
History: Faulkner and Yoknapatawpha, 2014, 2017)の「序論 」におい て、
ウィリ ア ム・フ ォー クナー(William Faulkner)の作品 における歴 史の
扱い方に つい て、 以下 のよ うに説明してい る。

The intensity and haunting power that history assumes for
Faulkner’s twentieth-century southerners in particular should not
misdirect us from the fact that this past that seems to assault them
exists only in, and is accessible only through, their memories and
the oral and material culture that surrounds them—in the now of the
awareness and their lifeworld. As such, writes philosopher of history
R. G. Collingwood, “All history is contemporary history,” perhaps
nowhere more than in the fictional world of William Faulkner. (x)

彼の描く 20 世紀 の南部 人に 取って、過去 の南部の 歴史は、絶え ず支
配的な 力 を持っ て襲 って来 るもののよ う に思える が、決して 過ぎ去
った過 去 の出来 事な どでは なく、それ は 、彼らの 記憶や語り 伝えら
れてい る 物語や 現代 の状況 や生活など の 中に息づ いているも のなの
である 。 しかも 、フ ォーク ナーの小説 世 界ほど、 コリングウ ッドの
言う「 あ らゆる 歴史 は、現 代史である 」 という考 えで描かれ た小説
はないの では ない か、 とい う指摘である。
フォ ー クナー が歴 史を描 く時には、 歴 史家が行 うように出 来事の
事実を た だ述べ るの ではな く、ほとん ど の場合、 今を生きて いる人
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物にと っ て過去 の歴 史がど のように影 響 を与えて いるかとい う視点
で描い て いる。 彼の 関心は 、過去の事 実 そのもの ではなく、 あくま
で今を 生 きてい る人 物であ り、その人 物 の意識を 最も支配し 、影響
を与え て いるこ との 実態を 探ることに あ るからで ある。これ はフォ
ークナー の有 名な 台詞「あった(was)とい うようなものはな くて、な
ぜなら過 去は ある(is)か らです 」(Faulkner in the University 84)に 通じ
る。
例えば 、
『 響きと 怒り』(The Sound and the Fury, 1929)の語り手 クウ
ェンティ ン・コン プソ ン(Quentin Compson)は妹 キャディ(Caddy)にま
つわる 過 去の記 憶の 世界に 生きている が 、それに は、コンプ ソン家
という旧 南部 時代 の名 家の 没落の歴史が関 係してい る。
『アブサ ロム、
アブサロ ム!』(Absalom, Absalom!, 1936)において、クウェンティ ンは
ローザ ・ コール ドフ ィール ド(Rosa Coldfield)の物語 を無理やり 聞か
される が 、彼女 の苦 悩や怒 りの正体を 明 らかにす るには、南 北戦争
前 後 に プ ラ ン タ ー 目 指 し て 生 き 抜 い た ト ー マ ス ・ サ ト ペ ン(Thomas
Sutpen)の人 生を 紐解く必要 が生じて くる。
『行け、モーセ』(Go Down,
Moses, 1942)の主 要人 物であるア イザック(ア イク)・マ ッキャス リン
(Isaac [Ike] McCaslin)は 、当 然引き 継ぐはずの 農園や財 産を完全 に放
棄するが 、そ の理 由は マッ キャスリン家に 残された 1 冊の「台 帳」
(ledger)か ら曽 祖父の奴 隷制 度下での非人道的 行為を知 り、その おぞ
ましい過 去と 決別 する ため だとわかる。
この よ うに見 てく ると、 フォークナ ー の登場人 物は「歴史 を生き
ている 」 と言う 方が 適切で ある。登場 人 物がこの ように歴史 に影響
されてい ると いう 意味 にお いて、フォークナー作品におけ る歴史は 、
重要な 意 味があ る。 フォー クナーの小 説 世界は、 ワトソンが 指摘し
ているよ うに、
「 経済 的、社 会的、つまり歴史 的コンテ クストに 満ち
溢れ た 素 晴 ら し く 実 際的 な 意 識 」(ⅷ)で 構築 さ れて い る と 言 える 。
しかも 、 フォー クナ ーの描 く歴史的コ ン テクスト は、登場人 物たち
を抗い難 く規 定し てく る。
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フォ ー クナー の作 品群の 時代設定は 、 旧南部奴 隷制時代か ら第二
次世界 大 戦直後 頃ま でであ る。その間 に 南部が経 験した主な 歴史的
出来事は 、旧 南部 奴隷 制時 代、南北戦争(the Civil War)、南部再 建時
代(the Reconstruction)、 大恐慌(the Great Depression)と ニューデ ィー
ル政策(the New Deal)となる。これらは 歴史的に見ると、旧南部から
新南部 へ 、そし て近 代資本 主義へと変 化 を迫られ 、南部の歴 史の激
動期で あ り、南 部の 経済、 政治、社会 構 造の全て が変化した 時期に
なる。フ ォーク ナーの登 場人 物たち は、そのよ うな大き な激動期 に、
苦悩し た り、怒 った り、戦 ったり、嫌 悪 したり、 愛し合った り、殺
し合った りし てい る。
南部 の 歴史的 コン テクス トを構成し て いる、経 済、政治、 社会構
造は、 奴 隷制を 基盤 とした 階級社会で あ る。ある 意味、南部 の近代
史は、この 階級 社会 の解 体とそ れに伴う南部人の意識改革 と言える 。
その際、歴史 的コン テクストから見る と、
『フォークナ ーの南部 にお
ける階級 と登 場人 物』
（ Class and Character in Faulkner’s South, 1976）
において 、マイラ・ジ ェーレン(Myra Jehlen)が指摘して いるよう に、
実は南 部 社会の 根本 的問題 は、奴隷制 よ りも、プ ランターを 頂点と
し、プア ホワ イト を底 辺と する階級制の方 なのであ る。

Now, of course all Yoknapatawphans are race conscious. But I
suggest that this is not the most important distinction among them,
that the underlying organizing principle in their social structure is
class, more precisely the division between two classes of white
society, the planters and the “rednecks.” (9)

旧南部 の 階級制 は、 奴隷制 を基盤とし て いて、白 人と黒人の 身分の
差は揺 る がない もの であっ た。もちろ ん 、南北戦 争後の「奴 隷解放
令」(“Emancipation of Proclamation”)によって奴隷は皆解放 されたが 、
その後 も 、白人 の黒 人に対 する差別意 識 は簡単に は拭いされ ないも
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のがあ っ たのは 事実 である 。それに加 え て、農業 が主な産業 である
南部は 、 人種だ けで なく、 伝統、血筋 、 土地、資 産などによ って階
級が明確 に分 けら れて いて、
「南 部貴族社 会」と言われ るように カー
ストさ な がらの 厳格 な階級 制社会であ っ た。こち らは奴隷制 と違っ
て法律 に よるも ので はない ことと、南 北 戦争後の シェアクロ ッパー
制度(sharecropping system)の 導入によ り、むし ろ階級差 はひどく なり、
第二次 世 界大戦 後ま で続い た。南部の 歴 史を常に 見、経験し 、作品
の重要 な コンテ クス トとし てきたフォ ー クナーは 、南部の根 本的問
題として 階級 制へ の鋭 い認 識があったもの と思われ る。
ジェ ー レンの 指摘 は卓抜 であったが 、 この直後 に彼女自身 も述べ
ている よ うに、 階級 という テーマ自体 は 「アメリ カ文学のキ ャノン
におい て は極め てユ ニーク である。と い うのも、 そもそもア メリカ
には階級 は存 在し ない とい う国家的ドグマ があるか ら」(9)と述 べて
い る 。こ の 彼 女 の 指 摘 は 正 し く 、 後 にマ イ ケ ル・ ギ ル モ ア(Michael
Gilmore)が ワイ・チー・ディモッ ク(Wai Chee Dimock)と編纂し た『階
級を再考 する 』(Rethinking Class, 1994)の中の 論考「ホ ーソーン と中
流階級の 形成 」(“Hawthorne and the Making of the Middle Class”)で「ア
メリカ 人 はこの 国の 過去に は階級など と いうもの はなかった という
提言を長 い間 当然 のこ とと して受け入れて きた」(236)と述べた 言葉
と呼応す る。
アメ リカ社 会は、
「す べて の人間は生まれな がらにし て平等である」
という「ア メリカ 独立宣言書 」(“Declaration of Independence”)で 謳わ
れてい る 高い理 念で 成り立 っているこ と になって いるので、 階級と
いう問 題 が社会 問題 になっ ていたにも か かわらず 、アメリカ には階
級は存 在 しない とし て、社 会学におい て も重要な テーマとし て長い
間取り 上 げられ ず、 その結 果、アメリ カ 文学批評 の世界にお いても
テーマ と して十 分議 論され てこなかっ た 。それは 日本のアメ リカ文
学研究 に おいて も状 況は同 じであった が 、階級と いうテーマ の復権
を願う ギ ルモア に応 える形 で、田中久 男 監修、筆 者編集の『 アメリ
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カ文 学 に おけ る 階 級 ― 格 差社 会 の 本 質 を 問う 』(2009)を 上 梓 した 。
田中は 、 その「 序論 」にお いて、階級 と いうテー マは「研究 上の盲
点と欠落 」(5)であっ たと明言し ている。
ジェ ー レンの 指摘 以後、 マルスク主 義 的批評や 新歴史主義 などの
批評理 論 の進展 によ り、フ ォークナー 文 学批評に おいても階 級とい
う視点 で の研 究 が進む 。例えば 、 シルヴ ィア ・クック(Sylvia Cook)
は 、『 タ バ コ ロ ー ド か ら ル ー ト 66 へ ― 南 部 の プ ア ホ ワ イ ト 小 説 』
(From Tobacco Road to Route 66: The Southern Poor White Fiction,
1976)におい て 、「 フ ォー クナ ー はマ ルキ シス ト と同様 の鋭 い 階級 意
識 を 持 っ て い た 」 (39-40) と 明 言 し 、 ウ ェ ス リ ー ・ モ リ ス (Wesley
Morris)とバ ーバ ラ・ア ルヴァ ーソン・モリ ス(Barbara Alverson Morris)
は『フォ ーク ナー を読 む』(Reading Faulkner, 1989) に おいて、 短編
「ウ ォ ッ シュ 」 (“Wash”)を 階級 と いう 視 点 で 論じ た。 そ れ で もフ ォ
ークナ ー には、 社会 の動向 には無関心 で 、もっぱ らモダニズ ム的な
技巧の 作 家とい うレ ッテル が長い間貼 ら れていた ので、政治 的な視
点や経済 的視 点で の研 究に は時間を要する 1 。これには 、それま での
批評傾 向 が大い に影 響して いるのは事 実 だが、フ ォークナー 自身が
インタ ヴ ューで 、社 会の不 正を描くの は 「小説家 」の仕事で はない
と明確に 述べ たこ とが 大き く影響している 。

[If] one begins to write about the injustice of society, then one has
stopped being primarily a novelist and has become a polemicist or a
propagandist. The fiction writer is not that, he will use the injustice
of society, the inhumanity of people, as a—as any other tool in
telling a story, which is about people. . . . (Faulkner in the
University 177)

小説家 の 対象は あく まで「 人」であり 、 社会の不 正や非人間 性は人
を描く 上 での小 道具 に過ぎ ないと述べ て いる。そ れでも、南 北戦争
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や南部 再 建期な ど大 きな歴 史を自らの 作 品のコン テクストに してき
たフォ ー クナー が、 社会的 な事柄に関 心 がなかっ たことには ならな
い。確 か に、フ ォー クナー の作品を見 て も、同時 代の社会問 題や経
済問題を 正面 から 取り 上げ 、1930 年代のプロ レタリア ートの作 家た
ちのよ う に批判 して いる作 品がないこ と は確かで ある。しか しなが
ら、そ の ことを もっ て、彼 が社会的事 柄 に関心が なかったと か、テ
ーマ設定 がな いと 言い 切っ てよいだろうか 。
フ ォ ー ク ナ ー の 「 主 要 な 時 期 」(major period)と 呼 ば れ る 時 代 は 、
『響き と 怒り』 の出 版から 『行け、モ ー セ』まで を指すこと が多い
が、『 響き と怒り 』の出 版は 1929 年 10 月 7 日 であり、 同じ月の 29
日に、 ニ ューヨ ーク の株価 が暴落し、 大 恐慌に陥 っている。 大恐慌
が収束す るの は 1941 年 なの で、フ ォークナー が盛んに 主要作品 を出
版して い た時期 は、 まさし く大恐慌期 に 当たる。 この間に、 フォー
クナーは 長編 11 冊、 短編 51 編を 出版してい る。大恐 慌は当然 作家
の私生 活 にも大 きく 影響し 、フォーク ナ ーの出版 を手がけて いたジ
ョナ サ ン ・ケ イ プ ・ ア ンド ・ ハ リ ソ ン ・ スミ ス 社(Jonathan Cape &
Harrison Smith)も 1931 年に 倒産の 憂き目に遭 っていて 、作家の 生活
も困窮 状 態であ った 。この 状況下にあ っ てフォー クナーが大 恐慌に
無関心で 、し かも 、作 品に 反映していない とは考え にくい。
そこ で 、筆者 がフ ォーク ナー全長編 、 全短編を 詳細に洗い 出した
結果、拙論「フォ ークナ ーの作品における 大恐慌」(“Great Depression
in Faulkner ’s Fiction,” 1999)では、 大恐慌に関 する言及 や言説が 多数
発見で き 、大恐 慌に 対する フォークナ ー の関心の 高さを立証 した。
そ の 頃 、 リ チ ャ ー ド ・ ゴ ド ゥ ン (Richard Godden)が 『 労 働 の 小 説 』
(Fictions of Labor, 1997)で、支配階級 側の持つ「労 働のトラ ウマ」と
いう視点 で『 アブ サロ ム、アブサロム！』の読 み直しを 試みてい る。
また、ジョ ン・T・マシュー ズ(John T. Matthews)は、フ ォークナ ーを
「プロ レ タリア 運動 の中心 ともいえる 社 会的・経 済的批判活 動に、
かなり 近 いとこ ろで 仕事を したモダニ ス トと、見 なすことが できる
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かもしれ ない 」(“Proletarian” 175)と述べ、ケヴィン・レイリー(Kevin
Railey)も、『 生ま れながらの 貴族制度 』(Natural Aristocracy, 1999)に
おいて 「 自分の 人生 の周り で起こって い る社会歴 史学的な影 響を大
いに受け てい る」(ix)と述べ ている。大恐慌に 関してテ ッド・ア トキ
ンソン(Ted Atkinson)が、『フ ォークナーと大恐慌』(Faulkner and the
Great Depression, 2006)にお いて、 フォークナ ーの作品 が、いか に大
恐慌時 代 の文化 的コ ンテク ストを土台 に している かを論証し た。フ
ォーク ナ ーを歴 史的 コンテ クストで読 む という傾 向はかなり 定着し
てきてい ると 言え る。
以上 の ように 、フ ォーク ナー作品研 究 における 歴史的コン テクス
トの重 要 性の高 まり を受け 、本論文で は 、その中 でも南部の 社会の
根幹と も いうべ き階 級とい う視点で、 フ ォークナ ーの主要作 品の読
み直しを 試み てい る。単発や 2、3 編の作品を 階級とい う視点で 読み
直すこ と はこれ まで も行わ れてきたが 、 本論文の ように、主 要作品
を含む長 編 6 作 品を扱 い、 フォー クナー作品 に見られ る彼の階 級意
識を明ら かに した 試み はな い。
文学 テ クスト を階 級とい う視点から 分 析する場 合、階級を 構成す
る他の 様 々な要 因も 視野に 入れて扱う 必 要がある 。例えば、 前述の
『アメ リ カ文学 にお ける階 級』におい て は、その 編集方針と してア
メリカに おけ る階 級を 構成 する要因として 、収入 や血筋だ けでなく、
人種や ジ ェンダ ーな どアメ リカ特有の 社 会的要因 も考慮し、 実際は
それら の 要因が 複雑 に絡み 合っている こ とを前提 とした。こ の考え
は本論文 でも 踏襲 して いる 。
本論 文 の目的 は、 フォー クナーの主 要 な長編小 説や短編小 説を階
級とい う 視点で 読み 直し、 そこに描か れ るフォー クナーの階 級意識
を解明 す ること であ る。フ ォークナー の 作品群の 時代設定は 、南部
が奴隷 制 を基盤 とし た経済 から、お金 を 基盤とす る資本主義 経済へ
と大き く 変革と 遂げ る時期 に当たる。 こ のような 時代背景を 考慮し
ながら 、 そこに 描か れてい る人々が階 級 をどのよ うに考え、 どのよ
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うに対 応 して生 きて いるか を探り、そ れ によって 、階級制が どのよ
うに揺 ら ぎ崩壊 して いくか を考察する 。 本研究は 、フォーク ナー作
品研究 及 びフォ ーク ナーの 社会意識の 解 明に繋が る点で重要 な意義
を持つ。

各章 の 内容と 研究 方法は 以下の通り で ある。各 章の設定は 作品の
出版年 の 順番で はな く、作 品が取り扱 っ ている歴 史的事柄を 時代の
古い方 か ら順に 並べ ている 。このよう に して作品 を辿る方が 、南部
の歴史が より 分か りや すい と考えた。
第一章 は「『響 きと 怒り』における 階級意識 の犠牲者 たち」と題し
て、
『響 きと 怒り 』を 階級制 という視 点から分 析する。旧貴族階級で
あったコ ンプ ソン 家の 末裔 となる本作品の 語り手、クウェ ンティン、
ベンジ ー(Benjy)、 ジェ イソ ン(Jason)、そ してキャデ ィを取り上 げ、
彼らが い かに古 い階 級制を 意識し、囚 わ れていて 、その結果 、精神
的に不 毛 で愛も 救い もない 状態である か を明らか にする。そ の事実
を踏ま え 、本作 品が 農本主 義から資本 主 義へと経 済体制が変 化し、
奴隷制 度 を基盤 にし た階級 制が揺らぎ 、 同時に旧 南部の価値 観も崩
壊しつ つ ある状 況を 見事に 映し出して い る作品で あることを 論証す
る。一方、衰退 する 白人 一家と は対照的 に、黒人ディ ルシー(Dilsey)
や黒人 説 教師シ ーゴ ッグ(Reverend Shegog)によって 精神的救済 が提
示されて いる こと で、作 品のバ ランスが図られていること も論じる 。
本章の 内容 は、“watching pennies has healed more scars than jesus”:
Love and Money in The Sound and the Fury”と いうタイ トルで九 州ア
メ リ カ 文 学 会 (1996 年 開 催 )に て 口 頭 発 表 済 み の 原 稿 と 、 “Shegog’s
Easter Sermon in The Sound and the Fury”(『佐 賀大学文 化教育学 部研
究論文集 』6 号, 2001 年)と いう拙 論の一部を 使用し、 階級とい うテ
ーマで本 論文 のた めに 大幅 に加筆修正を行 っている 。
第二章「『ア ブサ ロム、アブサ ロム！』に おける階 級闘争」に おい
ては、 サト ペ ンの 抱 く 「計 画 (design)」 は、 旧 南部の 階級 体 制 を利
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用して プ ランタ ーに のし上 がろうとす る 野心であ るが、それ は同時
に体制 そ のもの が持 ってい る精神を破 壊 へ導く役 割をも演じ ており、
結果、 資 本主義 体制 の推進 に繋がる階 級 闘争とな っている点 を論証
する。
『アブサ ロム 、アブサロム ！』が、フォ ークナー が南北戦 争を
機に徐々 に古 い階 級制 が崩 壊し、パ ターナリズム(paternalism)や 白人
純血主 義 などの 旧南 部の価 値観が通用 し ない資本 主義体制へ 進んで
いる南 部 の状況 を如 実に描 いている作 品 であるこ とを明らか にする。
併せて 、 本作品 にハ イチが 導入されて い る点に着 目し、出版 当時の
アメリカ の帝 国主 義政 策の 本作品への影響 について も考察する。
本章の 内容 は、同名 のタイト ルで『九州ア メリカ文 学』59 号(2019)
に掲載済 みで ある が、
「 血の問 題」やサ トペンの「無知 (innocence)」
の問 題 、 さら に 、関 連 の 短 編 「 ウォ ッシ ュ」 (“Wash”)を 論 じ、 大 幅
に加筆し てい る。
第三 章 は「プ アホ ワイト たちの階級 闘 争」と題 して、スノ ープス
三部作(The Snopes Trilogy)を扱う 。南部の階 級制を大 きく揺が すの
は、黒 人た ちだけ ではない。20 世紀に 入り、本格的に 資本主義 体制
が南部 に 入り込 むに つれて 、これまで プ ランター の下で搾取 されて
きた シ ェ ア クロ ッ パー (sharecropper)や レ ッド ネ ック(redneck)と呼 ば
れるプア ホワ イト(poor white)たち が、時代と ともに徐 々に台頭 する
ように な るが、 スノ ープス 一族はその 典 型である 。彼らは、 これま
で拝金 主 義と出 世欲 の権化 であり、南 部 社会への 資本主義経 済の侵
略を意 味 し、伝 統主 義や秩 序の破壊者 で あると否 定的に解釈 されて
きた。 そ れに対 して 、本章 では、スノ ー プス一族 の代表であ る、ア
ブナ ー (Abner)、 フ レム (Flem)、 ミ ンク (Mink)を 取 り上 げ 、 彼 らが 資
本主義 の 推進役 を果 たして いるという 立 場から、 それぞれの 特徴の
詳細な分 析を 行う。また、短 編「納 屋は燃える」(“Barn Burning,” 1939)
を用いて 、詳 細か つ広 範な 論証を試みる。
第四章 は「『行 け、モーセ 』と『墓場へ の侵入者 』に おける階 級の
揺らぎ」と 題して、『行け、モーセ 』と『墓場への侵入者』(Intruder
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in the Dust, 1948)の 2 作を並列し て扱うこ とで、旧南部 階級制が いか
に揺らぎ 、崩壊して いくのか を分析 する。まず、
『行け、モーセ』で
詳細に 描 かれて いる 旧南部 体制が、一 体 どのよう な価値観と 特徴に
よって 形 成され てい るかを 明らかにす る ために、 その体制の 基盤と
なって い る奴隷 制と 、さら に、奴隷制 と 同質で相 互に支え合 う関係
として 描 かれて いる 狩猟に 焦点を当て る 。次いで 、両作品で 描かれ
る 1830 年代か ら 1940 年代 までの 時代の動き を視野に 入れ、南 部階
級制が 、 時代と とも にどの ように揺さ ぶ りをかけ られている かを見
ていく 。 その際 、主 流派で ある白人に よ る揺さぶ りと、マイ ノリテ
ィの人 々 による 揺さ ぶりに 分けて分析 す ることで 、奴隷制の 実態や
問題点 、 そして 、そ の中で 生きる人々 の 苦悩や葛 藤を浮き彫 りにす
る。最 後 に、以 上を 踏まえ 、そのよう な 南部の変 化に直面し ている
白人南部 作家 フォ ーク ナー の意識の変化に ついても 考察する。
第五章「『 エル サレ ムよ、我もし汝 を忘れな ば』にお ける反資本主
義的構 図 」にお いて は、ダ ブル小説で あ る『エル サレムよ、 我もし
汝を忘れ なば』(If I Forget Thee, Jerusalem, 1939)に おける「野性 の棕
櫚」(“The Wild Palms”)とい う作品 を、資本主 義の本質 、階級問 題、
労働概 念 の変化 とい う観点 から論じ、 フ ォークナ ーの社会意 識の鋭
さを分 析 する。 さら に「野 性の棕櫚」 と 対位法的 に並置され ている
「オール ド・ マン 」(“Old Man”)は、 テーマ的 に「野性 の棕櫚」 とは
対照的 な 人間の 根源 的価値 を主張して い ることを 明らかにす ること
で、本 作 品構成 が資 本主義 経済へのア ン チテーゼ となってい ること
を論証す る。
本章の 内容 は、
「 愛か、金か？ ―『エルサ レムよ、我 もし汝を 忘れ
なば』にお ける反資 本主義的 構図― 」(筆 者編著『アメ リカ文学 にお
ける階 級』、 2009)と いう タイ ト ルで 発表 済み で あるが 、本 論 文の た
めに、大 幅に 加筆 修正 を行 なっている。
第六 章 の「フ ォー クナー とニューデ ィ ール政策 」において は、大
恐慌の対応策として連邦政府が打ち出したニューディール政策
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(1936-39) と フォーク ナーとの関係を扱う 。ニ ューディ ール政策 の中
でも、 南 部の社 会構 造や価 値観を根本 か ら変える ことになっ た農業
調整法(AAA)と 公共 事業 促進 局(WPA)について 、事業の 目的と影 響に
ついて明 確に し、 その 後、 AAA や WPA を具 体的に扱 った短編 「誇
り 高 き 男 た ち 」 (“The Tall Men,” 1941) と 「 主 の た め の 屋 根 板 」
(“Shingles for the Lord,” 1943)を詳 細に分析し 、フォー クナーの ニュ
ーディ ー ル政策 に対 する態 度を明らか に する。特 に、これら の短編
は、こ れ まで農 民た ちの「 誇り」「 忍耐」「勇気」 といった精 神的高
潔さが 称 賛され 、フ ォーク ナーのニュ ー ディール 政策への抗 議と解
釈され て きた。 本章 では、 これまでの 通 説とは異 なり、フォ ークナ
ーはよ り 公平な 視点 から南 部の変化を 見 ており、 農民側のネ ガティ
ブな側 面 も明確 に指 摘して いる点を明 ら かにし、 南部農業の 衰退の
実態を明 らか にし てい る作 品であることを 論証する 。
本章の 内容 は、
「フ ォークナー とニュ ーディール政策――“The Tall
Men”に おけ る農業 調整 法(AAA)」という タイトルで 『中四国ア メリ
カ研究 』9 号(2019)に掲 載済みであるが 、フォ ークナー 個人のニ ュー
ディー ル 政策に 対す る思い や、作品に お ける作家 の視点など に関す
る部分 を 加筆し て、 フォー クナーとニ ュ ーディー ルの関係を 、さら
に深く論 じて いる 。
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第一章

『響きと怒り』における階級意識の犠牲者たち

序

『 響きと 怒り』の時代 背景を 見てみる と、ちょうど 旧南部(the Old
South)か ら新 南 部(the New South)へ の 急 激 に 移行 する 時期 で あ る こ
とがわか る。コンプ ソン家(the Compsons)の長 男クウェ ンティン が生
まれるの が 1890 年で、 自殺 をする のが 1910 年である 。さらに 、小
説の「 現在 」は 1928 年であり、アメリカは 第一次世 界大戦後の「未
曾有の 好 景気」 を迎 え、バ ブル期絶頂 で ある。つ まり、南部 再建期
(1863-1877)が 終わ り、 いよいよ 本格的に 北部資本が 南部へ投入 され
るよう に なり、 南部 経済も 奴隷制を基 盤 にしたプ ランテーシ ョン農
業経済 か ら、近 代的 な資本 主義へと急 速 に変化す る時期に当 たる。
近代化 の 波は、 南部 に住む 人々の価値 観 も生き方 も、風景も 大きく
変えてい った 。価値 観や 生き方 を変えるのは難しく時間が かかるが 、
風景の 変 化は瞬 く間 であり 、目に見え る 事実とし て、人々に 時代が
変わった こと をは っき りと 認識させる。
この 間 の南部 の風 景の変 化を最も如 実 に 表してい るのが、同 じく
コンプソ ン家 の子 ども 時代 を描いた短編「あの 夕陽」(“That Evening
Sun,” 1931)のオー プニ ング である 。語り手ク ウェンテ ィンがい る現
在は 1914 年 で、彼 が回想す る子ど も時代は 15 年前の 1899 年である 。
まず現在 の様 子が 以下 のよ うに描写されて いる。

MONDAY IS NO DIFFERENT from any other weekday in Jefferson
now. The streets are paved now, and the telephone and electric
companies are cutting down more and more of the shade trees—the
water oaks, the maples and locusts and elms—to make room for iron
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poles bearing clusters of bloated and ghostly and bloodless grapes,
and we have a city laundry which makes the rounds on Monday
morning, gathering the bundles of clothes into bright-colored,
specially-made motor cars: the soiled wearing of a whole week now
flees apparitionlike behind alert and irritable electric horns, with a
long diminishing noise of rubber and asphalt like tearing silk, and
even the Negro women who still take in white people's washing
after the old custom, fetch and deliver it in automobiles. (Collected
Stories 289)

ジ ェ フ ァ ソ ン (Jefferson)の 通 り に も 近 代 文 明 の 波 が 押 し 寄 せ て 来 て
いる。
「 舗装され た」街路で 、
「電 話会社や電 気会社」が、
「日陰をつ
くって い た街路 樹を どんど ん切り倒し 」、 その 代わりに 「膨らんだ 、
幽霊の よ うな血 の気 のない ブドウの房 の ような電 球をつけた 鉄柱」
を立て よ うとし てい る。そ して、通り は 「すばや い神経を苛 立たせ
る電気の 警笛 」を 鳴らし、
「 派手な色 の自動車 」が走っ ていて騒々し
い。洗濯 物も自 動車で取 りに 来る味 気なさ。穏 やかな静 けさもな く、
全て無 機 質で殺 伐と してい て、そして 騒 々しく苛 ただしい。 これに
対置する よう に示 され るの が、同じ場所の 15 年 前の風景 である。

But fifteen years ago, on Monday morning the quiet, dusty, shady
streets would be full of Negro women with, balanced on their steady,
turbaned heads, bundles of clothes tied up in sheets, almost as large
as cotton bales, carried so without touch of hand between the kitchen
door of the white house and the blackened washpot beside a cabin
door in Negro Hollow. (Collected Stories 289)

同じ月曜 の朝 でも、15 年 前は自 動車もなく、静かで落ち着きがあ り、
街路樹 と その木 陰が 穏やか で温かみも 感 じられる 。洗濯物も 黒人女
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たちが 頭 の上に 乗せ て運び 、洗濯釜で 洗 う。この ように過去 と現在
とを鋭 く 対峙さ せる ことに よって、ク ウ ェンティ ンは、古き 良き南
部世界 へ の郷愁 を強 く感じ ているに違 い ない。彼 は旧南部の 古い価
値観を 簡 単に捨 てる ことが できないで い るし、む しろ守りた いとす
ら思って いる 。
クウ ェン ティ ンのよ うに、 フォークナ ー の作品に は、近代文 明が
押し寄 せ 、周り の風 景は大 きく変わっ て も、これ までの価値 観を簡
単に捨 て 去りき れず 、戸惑 い苦悩する 人 々が登場 する。短編 「エミ
リーへ のバラ 」(“A Rose for Emily,” 1930)のエミリー ・グリアソン
(Emily Grierson)もそ の一人 で、名 家のサ ザン ・ベル(Southern belle)
として 育 てられ たが 、近代 化にはなじ め ず、頑な に過去に生 き続け
ている 。 以下の 描写 が示す ように、彼 女 の家は時 代にそぐわ ず周り
からは 「 目障り 中の 目障り 」と言われ る ようにな るが、それ はエミ
リー自身 も同 様で ある 。

It was a big, squarish frame house that had once been white,
decorated with cupolas and spires and scrolled balconies in the
heavily lightsome style of the seventies, set on what had once been
our most select street. But garages and cotton gins had encroached
and obliterated even the august names of that neighborhood; only
Miss Emily's house was left, lifting its stubborn and coquettish decay
above the cotton wagons and the gasoline pumps—an eyesore among
eyesores. (Collected Stories 119)

『響 き と怒り 』で 描かれ るコンプソ ン 家 も、旧南 部時代は奴 隷を
所有し て いたプ ラン ターで 、上流階級 に 属してい た。子ども たちが
幼い頃 は 、まだ その 名残が あった。一 万 平方マイ ルの土地を 有し、
川や牧 草 地には 豚や 牛がい て、その牧 歌 的な風景 の中で子ど もたち
は育った 。しかし 、クウェンテ ィンが 20 歳の 頃には、その牧草地も
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お金のた めに 売ら れ、 コン プソン氏(Mr Compson)は落ちぶれた 名家
の後継 者 として 、現 実世界 から逃避し 酒 浸りのニ ヒリストに なり、
世間に も 家族に も無 関心で 家長の権威 も 能力もな くなってい た。コ
ン プ ソ ン 夫 人 (Mrs Compson)も そ の よ う な 落 ち ぶ れ た 家 に 嫁 い で き
たこと に 不満で 、子 どもた ちに十分に 愛 を注げな いでいる。 娘キャ
ディは 妊 娠を隠 すた めに結 婚させられ 、 彼女を守 れなかった と挫折
感を感じ た長 男ク ウェ ンテ ィンは自殺をす る。現 在の 1928 年に なる
と、資 本 主義時 代と なり、 社会の価値 観 も変わり 、旧名家も その没
落ぶり は さらに 顕著 になっ ている。家 に はジェイ ソン、コン プソン
夫人、 知 的障害 者の ベンジ ー、そして キ ャディの 私生児ミス ・クウ
ェンティ ン(Miss Quentin)が いるが、 言い争い が絶えず、それぞ れ身
勝手で 、 家族と いう には愛 もなく、救 い ようのな い状態で、 没落す
るしかな い現 状で ある 。
この よ うに『 響き と怒り 』には、南 部 が 農本主義 から資本主 義へ
大きく 移 行する 時代 の変化 と、その変 化 に翻弄さ れる人物た ちの苦
悩が描 か れてい る。 人種に よる差別を 行 い、血筋 や家柄を重 んじた
階級社 会 から、 お金 がすべ てである資 本 主義に基 づく民主的 社会へ
の変化 は 、南部 の人 々に価 値観の一大 変 換を迫っ た。登場人 物の多
くが南 部 の古い 階級 意識を 捨てること が できず、 過去と現在 の狭間
で自らが んじ がら めに なり 、悩み苦しむ心 情が 3 人の 兄弟によ って
一人称 の 独白で 語ら れる。 それを聞く と 、彼らは 階級意識の 犠牲者
であると 言う こと がで きる 。その点で、ジョ ン・T・マシューズの「『響
きと怒 り 』は南 部の 牧歌的 な貴族主義 の 破壊に関 するケース スタデ
ィーを 提 供して いて 、農本 主義が商業 資 本主義に 置き換えら れる後
半 部 で あ る が 、 か な り 正 確 な 事 例 と な る よ う だ 」 (“Rhetoric of
Containment” 60)との 指摘は正しい。
そこ で 本章では 、
『響きと怒 り』の登場人物 たちが、過去と現在の
狭間で 古 い階級 意識 に囚わ れ、どのよ う に苦悩し ているかを 明らか
にしたい 。
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Ⅰ. 階級の衰退―旧名家の末裔たち

旧南 部 の階級 意識 とは、 奴隷制を基 盤 とした厳 格なピラミ ッド型
の階層 構 造の中 で培 われた ものである 。 上流階級 に位置する プラン
ターや そ の一家 は、 父権制 度の下で長 男 が代々家 を受け継ぎ 、血筋
や家柄 を 重んじ 、南 部貴族 と呼ばれる よ うな特権 階級として の権威
とプラ イ ドを持 って いる。 一方、階層 の 底辺に属 する黒人た ちは、
白人プ ラ ンター から 「所有 資産」とし て 扱われ、 白人に対し て尊敬
と服従 意 識が強 いら れてい る。旧南部 の 価値観は 、この階級 意識の
下に形 成 されて いる 。しか し、この伝 統 的な階級 意識は、南 北戦争
後の資 本 主義経 済を 基盤と した近代的 な 思想によ って完全に 否定さ
れる。資 本主義 社会では 、目 に見え ない家柄や 血筋は意 味をなさ ず、
目に見え るお 金に よっ て全 てが決定される 。この ような意 識改革が、
旧南部 か ら新南 部へ の移行 期を生きる 『 響きと怒 り』の登場 人物た
ちには 迫 られる が、 それは 決して容易 で はなく、 彼らは、戸 惑い、
怒り、苦 悩す る。
登場 人 物たち の苦 悩をよ り明確に理 解 するため に、本章で は、次
のコン プ ソン氏 が長 男クウ ェンティン に 送ったア ドバイスに 注目し、
分析を 試 みるこ とに する。 彼のアドバ イ スに対す る各登場人 物の反
応が、 彼 らの苦 悩の 正体や 原因を解明 す るのに有 効だと考え られる
からであ る。
キャ デ ィが処 女を 失った ことで悩む ク ウェンテ ィンに対し て、父
コンプソ ン氏 は以 下の よう なアドバイスを 送る。

[A] love or a sorrow is a bond purchased without design and which
matures willynilly and is recalled without warning to be replaced by
whatever issue the gods happen to be floating at the time no you will
not do that until you come to believe that even she was not quite
worth despair perhaps and i i will never do that nobody knows what i
know and he i think youd better go on up to cambridge right away
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you might go up into maine for a month you can afford it if you are
careful it might be a good thing watching pennies has healed more
scars than jesus (The Sound and the Fury 178)

何事に も ニヒリ ステ ィック であるコン プ ソン氏ら しい冷めた 見解で
ある。 悲 しみは どん な もので も「 一時的 な もの」(177, 178)だから 、
宗教に 救 いを求 める よりも 、今はお金 を 使って気 晴らしでも すると
よいと い う実質 的ア ドバイ スである。 愛 とか悲し みといって も、所
詮「 債権」のよ うに 、勝 手に「満期」になったり、
「 回収」されたり、
「振出 手 形」に 交換 された りと売買で き るものな のだから、 お金で
解決す れ ばよい とい う考え である。精 神 的問題を 、経済用語 を使っ
て「商 品 」とし て見 なし、 経済的な視 点 で解決で きるという 考えで
ある。 し かもキ リス トより も、お金の 方 が癒し効 果があると いうド
ライで 資 本主義 的価 値判断 であり、物 質 主義的で ある。宗教 とは悲
しみや 苦 悩する 人々 を精神 的に救済す る ものとし て機能して きたは
ずである が、ここ では 、その役 目をお金 が担って いる。
「資本主 義時
代は、 お 金こそ 神な のだ」 と言わんば か りである 。お金がキ リスト
に取って 代わ った ので ある 。この 考え方は、
『 エルサレムよ、我 もし
汝を忘 れ なば』 にお いて、 不況下でお 金 に苦悩す るハリー・ ウィル
ボーン(Harry Wilbourne)の「今の時代は、キリストを抹消し たように 、
とうとう 愛も 抹消 して しま ったんだ」(115)という台詞 に通じる もの
がある。
この父 のア ドバ イス は、
『響き と怒り』の第 2 セクシ ョンの最 後に
クウェ ン ティン によ って思 い出される が 、結局、 彼はこの父 のアド
バイス に は従う こと ができ ず、入水自 殺 をする。 彼の苦悩は お金で
癒せない ほど 深刻 な状 態で あったのである 。
お金 は 、クウ ェン ティン には有効で は なかった ものの、本 小説の
登場人 物 の行動 や考 え方を 詳細に分析 し てみると 、彼らの人 生には
様々な 場 面でお 金が 関わり 合い、むし ろ お金によ って振り回 された
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り苦悩 し たりし てい ること がわかる。 ま た登場人 物の中には 完全に
彼の見 解 に従っ て生 き抜い た人も出て く る。お金 が有効であ るとい
うコン プ ソン氏 の意 見は、 この小説の 中 では重要 なモチーフ となっ
ている 。 本章で は、 クウェ ンティン、 ジ ェイソン 、ベンジー 、そし
てキャ デ ィとい うコ ンプソ ン家の子ど も たちの状 況を、父の アドバ
イスへ の 対応と いう 観点か ら見ること で 、彼らが どのように 苦悩と
戦って い るかを 考察 し、彼 らが階級意 識 にいかに 囚われてい るかを
論証した い。

(1) ク ウ ェ ン テ ィ ン ― 階 級 へ の 憧 れ

まず は 、直接 この 父のア ドバイスを 受 けたクウ ェンティン から始
めたい 。 そもそ も彼 はなぜ 妹キャディ の 処女喪失 にこだわる のだろ
うか。 彼 女の処 女喪 失がど うして自殺 の 原因にな るのだろう か。キ
ャディ の 処女性 にど んな意 味があるの だ ろうか。 これらの問 いに対
してア ン ドレ・ ブ レイ カスタ ン(André Bleikasten)は次のよう に答え
ている。

Caddy’s virginity is not just an abstract concept, a mere emblem of
Quentin’s idealistic concern for the Compson honor. . . . Her intact
virginity is for Quentin that which, ideally, authorizes (postponed,
unconsummated) incest, and it is also that which guarantees
Caddy’s inaccessibility to another’s desire and the innocence of his
own. . . . Conversely, once Caddy’s virginity is lost, everything is
lost: the closure of Quentin’s private world forever fractured, the
trustful and seemingly guiltless mutuality of the dual relationship
irremediably destroyed. (82)

南部の ピ ューリ タン 的道徳 観の強いク ウ ェンティ ンは、騎士 道精神
を発揮 し 、「女性 に対 して聖女であ ること を望 む南部の 神話に固守 」
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(Bleikasten 77)しようと 必死 になる 。しかし神 話の世界 のように うま
くはい か ない。 それ でも妹 が他の男性 に 汚された という事実 を決し
て認め る ことが でき ないた めに、自分 が 近親相姦 を犯したこ とにし
て、自 ら を納得 させ ようと する。この よ うに考え ると、クウ ェンテ
ィンの 自 殺は、 キャ ディの 処女喪失を な かったこ ととし、永 遠に処
女のま ま であっ てほ しいと いう自らの 願 望維持の ためのもの であり、
極めてナ ルシ ステ ィッ クで ある。
では 、 なぜこ れほ どまで に、クウェ ン ティンは キャディの 処女性
にこだ わ るのだ ろう か。こ の点につい て 、ラカン 心理学を援 用して
アプロ ー チをし たド リ ーン・ ファウラ ー (Doreen Fowler)は次の よう
に説明し てい る。

Caddy, who functions as a mother-figure in the novel, appears to
figure the mother/other, the first who was made other. . . . Caddy’s
brothers are obsessed with phallic lack and that they project their
loss onto Caddy, who occupies the position of mother in relation to
her brothers, a position abdicated by Mrs. Compson. (Return 32)

子ども は 母から 乳離 れする と、その「 不 在感」を 埋めるため に母親
を求め 「 想像上 の交 接」を 願望する。 し かし、コ ンプソン家 では母
が全 く そ の 対象 (シ ニ フ ィエ)とな り 得 ず 、結 果、 そ れが 妹 キャ デ ィ
に向かっ たと いう 説明 であ る。よっ て、
「 想像上の 交接」は「想 像上
の近親 相 姦」と いう 形を取 ることにな り 、母の場 合と同様、 その純
潔性は 維 持され なけ ればな らないので 、 キャディ の処女性も 守られ
なけれ ば ならな い。 これが 守られない と 、クウェ ンティンの 精神世
界は混 乱 をきた し崩 壊せざ るを得なく な る。つま り、コンプ ソン家
では、 コ ンプソ ン夫 人が母 としての役 割 を放棄し 、子どもた ちの愛
に応えて いな いこ とに なる 。
コンプ ソン 夫人 は、伝 統的な南部 の淑女(lady)として 家柄や血筋を
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重んじる 人で 階級 意識 が強 く、実家の バスコム家(the Bascombs)もコ
ンプソ ン 家と同 じく らい立 派な家系で あ るという プライドが ある。
彼女は 没 落寸前 のコ ンプソ ン家に嫁い で きたこと を「自分の 誇りを
捨ててわたしより身分が高いと思っている人と結婚したのは罪」
(103)だ と考 え、知的障 害者の ベンジー が生まれたことを 、その 自分
の行った「罪へ の罰 」(103)で あると平 気で言っている。し たがって、
「ジェイ ソン だけ はバ スコ ム家に似ている 」(103)と、ジェイソ ンに
は親近 感 を抱く が、 自分の 産んだ子ど も でもベン ジーやクウ ェンテ
ィン、 そ してキ ャデ ィに対 しては、母 と しての愛 情を注ぐこ とがで
きない。
「 階級こ そ彼女を規 定する原 則」(Roberts 195)となってい て、
伝統的 な 階級意 識が 邪魔を して自分の 子 どもにす ら愛情を抱 けない
のである 。
「 ぼくに母さえいてくれたらなあ

そしたらお母さんお母

さんと呼べるのになあ 」(172)と言うク ウェンティンの嘆 きは、母の
愛情を も らえな かっ た子ど もの激しい 空 虚感を表 している。 古い階
級意識が 、家 族か ら愛 情を 奪っている。
クウ ェ ンティ ンの この空 虚感が妹キ ャ ディに向 き、現実の 「喧騒
な世界(the loud world)」(177)から 逃れて、一 緒に純粋 培養され た世
界に閉 じ 込もろ うと するが 、キャディ は 、彼の願 望とは裏腹 に、兄
弟たち に 愛情を 注ぐ のと同 様に他の男 た ちとも自 由に関係を 持ち、
結婚し 、 彼の元 を去 ってい く。キャデ ィ は、クウ ェンティン のピュ
ーリタ ン 的で閉 鎖的 な女性 のイメージ を 遥かに超 えたところ にいる。
奔放な キ ャディ によ り、ク ウェンティ ン の挫折感 はますます 深刻な
状態にな る。
この挫 折感 を埋 める のに、
「お 金を使っ て」と言う父 のアドバ イス
に従う こ とがで きな い。か といって、 神 に救いを 求めたり、 他の人
からの 愛 情を求 める ことも 、ましてや キ ャディ以 外の人を愛 するこ
ともで き ず、結 果自 殺とい う選択にな る 。このよ うに純粋さ を人に
求める 、 ピュー リタ ン的道 徳観と古い 階 級意識を 持つクウェ ンティ
ンが、 お 金を不 純な ものと して寄せ付 け ず、もち ろん頼るこ とをし
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ないこ と は理解 でき る。一 方、興味深 い ことに、 現実の彼の 置かれ
ている 状 況や、 自殺 当日の 行動を詳細 に 分析する と、彼の人 生は、
お金と密 接に 関わ り合 いが あることがわか る。
そもそ もハ ーヴ ァー ド大 学(Harvard University)への高額 な学費は、
彼が子 ど もの頃 にキ ャディ や兄妹たち と 楽しく遊 んだ「草地 」を売
ったお 金 で賄わ れて いる。 彼がお金を 嫌 っても、 今の彼の生 活自体
がお金 に よって 支え られて いる。この 「 草地」は ベンジーが 「牧草
地 (pasture)」(3)と 呼ん でいるとこ ろで、コン プソン家 の子ども たち
にとっ て の楽し い思 い出が いっぱい詰 ま った「牧 歌的世界」 の象徴
的存在 で ある。 とり わけク ウェンティ ン には、キ ャディが汚 れのな
い状態 で 、一緒 に楽 しく遊 んだ過去の 美 しい記憶 の舞台とな ってい
る神聖 な 場所が 、自 分の学 費捻出のた め に売られ てしまった ことに
は、いた たま れな い気 持ち である。
さら に 、この 「牧 草地」 はキャディ の 結 婚の費用 を捻出する ため
にも使わ れる 。キャデ ィが ある男 の子を身ご もった 時 2 、コンプ ソン
夫 人 は 世 間 体 を 考 え 、 金 持 ち の 銀 行 家 ハ ー バ ー ト ・ ヘ ッ ド (Herbert
Head)との 結婚を アレン ジしようす る。クウェンティンは、そもそも
キャデ ィ が他の 男と 結婚す ること自体 認 めたくな いのに加え て、彼
女との 思 い出の 「牧 草地」 を売って結 婚 のための お金を作る のは、
彼にと っ ては二 重の 屈辱に なる。しか も 、このハ ーバートは 、カン
ニング で ハーヴ ァー ド大学 を退学させ ら れたこと をクウェン ティン
が家族 に 話さな いよ うお金 で口止めし よ うとする 不純な男で ある。
この時ク ウェ ンテ ィン は「お金なんてクソ 喰らえ」(110)と言っ て断
るが 3 、ハ ーバー トはお 金で 何でも できると思 い込んで いるブル ジョ
ア階級 の 代表で ある 。結婚 に付随して 、 ハーバー トは、キャ ディに
「ジェ フ ァ ソン で 最初 の自動 車」 4 をプ レ ゼントし 、 ジェ イソン は 、
銀行で の 職を得 るこ とにな っていた。 こ の結婚は 旧名家の体 裁のた
めであり 、不 純で 、お金で汚れている。キャデ ィのかぶ るベール は、
お金 で 薄 汚 れ、 南 部の 古臭 い 伝 統 を 守る ため の 覆 い(ベ ー ル)と な っ
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ている。
この よ うに、 お金 を不純 なものと忌 み 嫌 うクウェ ンティンの ボス
トン(Boston)での 最期 の 1 日も 、皮肉なほどにお金に振り 回される 。
この日 彼 は様々 なも のを購 入したり、 お 金にまつ わる経験を する。
まず切手 と朝 食を 買い 、さ らに、50 セント で葉巻(83)、自殺用 の重
りに使う アイ ロン(flat-iron)を 2 個(85)、靴磨きに 5 セン ト(83)、そし
て電車 賃 。死に 場所 を探し てボストン 郊 外を歩い ていると、 魚釣り
をして い る少年 たち に出会 う。彼らは 川 に住む大 きなマスを 釣り上
げようと して いる が、そ れは賞 金としてもらえる 25 ドルの釣竿 のた
めである 。し かも、「25 ドルの 釣竿より 現金がい いな」(117)と 言う
少年の 声 も聞か れる 。釣竿 を現金化し て 、ボート を買いたい と言う
少年もい る。これら の台詞を聴きなが らクウェンティン は、
「願望が
言葉にな って いる 」(117)と 、少年た ちが、す でにお金 の価値を 知っ
ている こ とを痛 感す る。こ のような金 銭 感覚を既 に持った北 部の少
年たち に 対して 、彼 は川の 主である大 き なマスは お金よりも 価値が
あると感 じ、
「こ の川 にいるここ の主だけ は釣っち ゃダメだよ。構わ
ずにおい てお くだ けの 値打 ちがあるやつだ よ」(120)と言 い残す。こ
のクウェ ンテ ィン の感 覚は、
『 行け、モー セ』の中で アイザッ ク・マ
ッキャス リン が大 森林 の主 である大熊のオ ールド・ ベン(Old Ben)に
対する 気 持ちと 通じ るとこ ろがある。 ア イザック やクウェン ティン
にとっ て は、オ ール ド・ベ ンや大きな マ スもどち らも自然の 象徴で
あり、 そ れらが 消滅 するこ とは、自然 に 囲まれた 牧歌的で神 話的な
南部が 終 わりを 告げ 、欲と お金が渦巻 く 近代化の 波に飲み込 まれる
ことを意 味す るの であ る。
この よ うな北 部の 近代化 の状況は、 ク ウェンテ ィンを南部 への郷
愁へ誘 う 。この 日ク ウェン ティンは、 木 陰の多い 芝生に挟ま れた街
路に近づ くと、
「故 郷で は空 気がこ れと同じよ うに希薄 で熱気を 帯び、
何か悲し げで ノス タル ジッ クで懐かしいも のを潜め ている」(123)と
南部へ の 郷愁を 強く する。 しかし同時 に 、今は北 部のボスト ンにい
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ることを 自覚 し、自 分の 今の存 在がお金に依存しているこ とに悩む 。
「兄さんがハーヴァードに行けるように牧場を売ったお金なのよ

兄さん卒業しなくちゃいけないことがわ からないの

兄さんが卒業

しなければあの子には何にもえられないのよ 」(124)と 言うキャ ディ
の言葉 は 、幼い 頃の 牧歌的 世界の象徴 で ある「牧 草地」を売 ったお
金で今の 自分 があ ると いう 強い敗北感をも たらす。
お金 が 自分の たち の牧歌 的世界を汚 し 破壊して しまったと いうク
ウェンテ ィン の思 いは 、手 に 5 セ ント硬貨を 握りしめ た薄汚れ たイ
タリア 系 少女に 関わ ること でさらに強 ま る。パン 屋で偶然で あった
この少女 に 5 セン トで 菓子パ ンを 2 個買って やり、さ らに、少 女が
持ってい た 5 セント でパン を買って やり、2 セントの お釣りを彼女
に 渡 す(126-27)。 次 に ド ラ ッ グ ス ト ア ー で ア イ ス ク リ ー ム を 買 っ て
(128)一 緒に 食べる。そ のう ち自分 について来 ようとす るこの少 女を
「かわい そう な妹 」(138)と呼 ぶように なり、クウェン ティンの 頭の
中ではこ の少 女と 妹キ ャデ ィがオーバーラ ップする 。
彼は こ こでも 騎士 道精神 を発揮し、 何 と か少女を 守って家ま で無
事に 送 り 届 け よ う と 訪ね 歩 く が 、「 妹 を 盗ん だ 」(139)と 彼 女 の兄 ジ
ュー リ オ (Julio)に 訴 え ら れ 、警 察 に 逮捕 され 、 裁 判に か け られ て し
まう。結果 6 ド ルの罰金(145)と、ジューリオ が妹を探 している 間の
労働の賠 償金 として 1 ドル の支払い(144)を命ぜら れる。クウェンテ
ィンはや はり 今回 も少 女を 守れず、しかもキ ャディの 処女喪失の「解
決策」 も お金で あっ たよう に、ここで も お金で全 てが解決さ れる。
お金を 忌 み嫌い なが らも、 お金で全て を 解決する ことになる 。この
エピソ ー ドは、 キャ ディを 守ろうとす る が、結局 、守れなか った挫
折感の追 体験 とな る。この時クウェン ティンの記憶は、
「どうしてお
前はあい つに させ たん だ

キス

キス」(133)と 、キャ ディの処 女性

を守れ な かった 自分 の挫折 感を想起す る 。若くて 知性もある クウェ
ンティ ン は北部 に住 みなが らも南部の 階 級意識を 捨てきれず 、むし
ろ古き 良 き南部 の精 神と、 過去の牧歌 的 な世界を 維持したい と願う
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が、結 局 、彼の 人生 は否応 無く資本主 義 的な価値 観が入り込 み、お
金で汚さ れる 。
クウ ェ ンティ ンの 階級意 識が如実に 表 されるの が、黒人に 対する
執拗な 意 識であ り、 それは 強迫観念と 言 えるほど である。最 期の日
も ボ スト ン を 彷 徨 い な が ら 、 デ ィ ルシ ー 、 ロ スカ ス(Roskus)、 ル イ
ス・ハ ッチ ャー(Louis Hatcher)、ヴァ ーシュ(Versh)などの彼の記 憶に
ある南 部 の黒人 たち を懐か しく回想す る と同時に 、北部で出 会うデ
ィーコン(Deacon)やその 他の黒 人たちに も強い関 心を抱く。
ディ ー コンの 存在 は、こ れまで出会 う ことのな かった新し いタイ
プの黒 人 であり 、ゴ ドゥン が指摘する よ うに、ク ウェンティ ンにと
っては「 歴史 的修 正に 関す る第 1 レッスン 」(Fictions of Labor 30)と
なる。 デ ィーコ ンは 「人間 は生まれな が らに平等 である」と 信じ、
新しい環 境で たく まし く生 きている。
「わしは 誰でも正 しく扱お うと
してきた よ。わしは つま らない 階級差別(social lines)な んかした こと
はない 。 人間は どん なとこ ろで会おう と 、わしに とっては人 間なん
だから」(100)というリ ベラル な考えを 持っていて、ク ウェンテ ィン
に対 し て も 「 君 と 僕 は同 じ 人 間 さ 」(99)と面 と 向か っ て 言 う 。し か
も、サデ ィア ス・ デイ ヴィ ス(Thadious Davis)が「ディ ーコンは 生き
残る手段 とし て適 応力 を熟 知している」(Faulkner’s “Negro” 95)と述
べてい る ように 、新 しい環 境への適応 力 と現実感 覚が優れて いて、
自立し 抜 け目な く生 きてい る。義理の 息 子を市の 仕事に就け るため
に、民 主 党に鞍 替え する現 実感覚も持 っ ていたり 、周りが自 分に黒
人らし さ を求め てい るとわ かると、自 ら の英語を 黒人訛りに 変え、
従順な 「 黒ん坊 」を 演じる こともでき る 。例えば 、クウェン ティン
がボス ト ンの駅 に初 めて降 り立った時 に は、彼の ことをすぐ さま南
部出身 の 新入生 だと 見破り 、彼に取り 入 るために 、従順な南 部の黒
人を装い 、「アンク ルトムそっくりの 服装」(97)でクウ ェンティ ンに
近づき 、 黒人訛 りで 話しか け出迎える 。 ただし、 だんだんと 親しく
なると 、 クウェ ンテ ィンの こともファ ー ストネー ムで呼ぶよ うにな
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り、話し 方も 訛り のな い英 語に戻してくる 。
ディ ー コンは 、こ れまで のクウェン テ ィンが抱 いていた「 黒人の
ステレ オ タイプ 」の 概念を 覆す。彼自 身 は何とか 北部の黒人 に慣れ
よ うと し て 、北 部 で は 黒 人 の こと は 「 黒 ん 坊(niggers)で は な く 、黒
人(colored people)で ある 」(86)と考え るように 努力しよ うする。例え
ば、市 電 に乗っ た時 、唯一 空いている 席 が「山高 帽とピカピ カに磨
かれ た 靴 を 履 き 、 火 の消 え た 葉 巻 の 吸い さし を 持っ た 黒ん 坊 」(86)
の隣しか なく 、そこ に座 ったこ とがあった。ジ ム・ク ロー法(Jim Crow
Law)の 下で育 ったクウ ェン ティン には、白 人と黒人 が一緒の席 に座
ること は 考えら れな かった が、何とか 順 応しよう としている 場面で
ある。 北 部では 、す でに平 等意識が広 が っていて 、白人と黒 人が電
車の中 で 隣同士 に座 るのは ありふれた 光 景となっ ていた。ジ ョン・
T・マ シ ュー ズが 言う ように、これは「 人種的、 および経 済的逆転」
(Lost Cause 102)を示す 光景 である 。クウェン ティンは 、ここま でで
きるよ う になる のに 「多く の時間と苦 労 」を費や したと次の ように
告白する 。

When I first came East I kept thinking You've got to remember to
think of them as colored people not niggers, and if it hadn’t
happened that I wasn’t thrown with many of them, I'd have wasted a
lot of time and trouble before I learned that the best way to take all
people, black or white, is to take them for what they think they are,
then leave them alone. That was when I realised that a nigger is not a
person so much as a form of behavior; a sort of obverse reflection of
the white people he lives among. (86)

理屈で は わかっ てい ても、 南部で長年 培 われた黒 人への階級 意識は
捨てる こ とがで きな い。ク リスマスで の 帰省の途 中、ヴァー ジニア
(Virginia)の駅で 停車 した時 のエピソー ド は、クウ ェンティン の南部
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への郷 愁 の強さ と同 時に、 彼の黒人へ の 固定観念 は簡単に崩 せない
ことを 如 実に示 して いる。 クウェンテ ィ ンは「ラ バに乗った 黒人」
を見つけ ると、「故 郷へお帰り」(87)という看 板に見え てしまい 嬉し
くなり、 つい 昔の 習慣 が出 てしまう。

“Hey, Uncle,” I said, “Is this the way?”
“Suh?” He looked at me, then he loosened the blanket and
lifted it away from his ear.
“Christmas gift!” I said.
“Sho comin, boss. You done caught me, aint you”
“I’ll let you off this time.” I dragged my pants out of the little
hammock and got a quarter out. “But look out next time. I'll be
coming back through here two days after New Year, and look out
then.” I threw the quarter out the window. “Buy yourself some
Santy Claus.”
“Yes, suh,” he said. He got down and picked up the quarter and
rubbed it on his leg. "Thanky, young marster. Thanky.”

Then the

train began to move. I leaned out the window, into the cold air,
looking back. He stood there beside the gaunt rabbit of a mule, the
two of them shabby and motionless and unimpatient. (87)

これは南 部の クリ スマ スの 習慣で、最 初に「クリス マス・ギフト ！」
と発した 人が プレ ゼン トを もらえるという ものであ る 5 。これは 南部
へ帰っ た ことを 実感 させる エピソード で はあるが 、まさにク ウェン
ティン の 黒人へ のパ ターナ リズムを示 す ものであ る。ここで はクウ
ェンティ ンは 心温 かな 白人 男性を演じ、25 セ ント硬貨 を投げ与 えて
いて、 そ して、 それ に合わ せるように 黒 人はクウ ェンティン が望む
ような 従 順な黒 人役 で応じ てくれてい る 。この時 彼は「白人 たちの
気まぐ れ に対し て、 やさし げで弛みの な い寛大さ がある」と 嬉しく
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なる。 こ のエピ ソー ドはク ウェンティ ン が古い南 部の階級意 識を捨
てきれ ず 、むし ろそ の世界 を守りたい と 願ってい る明白な証 拠とな
る。
した が って、 彼の 心は南 部の黒人た ち と過ごし た思い出に しばし
ばふけ っ てしま う。 彼にと っては、黒 人 像も牧歌 的世界の象 徴の一
つとなっ てい るの であ る。彼は、
「 ロスカスや ディルシ ーたちが とて
も恋 し く な る 」 (86)と 、 彼ら と 過ご し た 日々 を 懐か し が る 。 ディ ー
コン自身 は同 じ黒 人で も全 く違うが、彼の目を見ている と、
「ディー
コンが 軍 服だと か政 治だと かハーヴァ ー ド風など と色々話し ている
背後に

突然ロ スカ スが

ひかえめで

ひそやか で

はっき り聞こ

えな い 声 で 悲 し げ な 様子 で 僕 の こ と を見 てい る のに 気 づい た 」(99)
と記憶 が 南部へ 飛ぶ 。クウ ェンティン が アイロン を重りにし て川で
死ぬこと につ いて 、デ ィル シーなら「6 ポ ンドのア イロン 2 個 は仕
立て屋の 火の し 1 個よ り重 いわけ だ。なんち ゅう罰当 たりのも った
いないこ とを する だね 」(90)と言 うだろう なと想像 したり、「 お前さ

ん、体をめちゃくちゃにしてしまうだぞ 馬鹿をするにもほどがある
でねえだか、足を折って 4 日もたってねえだろう

待ってなされ、

もうじきなれるから 」(113)と優し くしてくれ た時のこ とを思い 出す。
またル イ ス・ハ ッチ ャーに 関しては、「ル イス の声のエ コー」「 古い
ランタン 」
「角 笛」
「 犬の声」(114-15)ととも に、彼と自 然の中で ポッ
サム狩り を楽 しん だ牧 歌的 な日々を想起す る。
お金 が ものを 言う 資本主 義的考えが 行 き渡った 北部で感じ る違和
感や喪 失 感が、 牧歌 的な南 部への彼の 郷 愁をそれ だけ激しい ものに
している 。彼 は南 部と 北部 の違いを以下の ように結 論づける。

Only our country was not like this country. There was something
about just walking through it. A kind of still and violent fecundity
that satisfied even bread-hunger like. Flowing around you, not
brooding and nursing ever niggard stone. Like it were put to
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makeshift for enough green to go around among the trees and even
the blue of distance not that rich chimaera. (113)

この よ うに、 クウ ェンテ ィンが黒人 の ことを強 迫観念とも 言える
ほど意識 する こと を捉 えて 、サディアス・デ イヴィス は、これは「逃
避のメ カ ニズム 」で あり、 彼の語り全 体 を「白人 世界では失 われて
い る も の を 取 り 戻 す た め の 戦 略 的 構 図 と な っ て い る 」 (Faulkner’s
“Negro” 94)と 指摘 して いる。クウ ェンティン は南部黒 人のいる 世界
に救済 を 求めて いる のであ る。現実世 界 の変化に 意識を合わ せるこ
とがで き ないク ウェ ンティ ンは過去の 牧 歌的な世 界へ逃げ込 んでし
まう。
彼が キ ャディ の処 女性に 固執したの も 同じ心情 である。少 女の頃
のキャ デ ィがい る世 界には 愛があり、 平 穏で秩序 が守られて いる。
彼はそ こ に救済 を求 めた。 それらは決 し てお金で 得られるも のでな
いので 、 父のア ドバ イスに は従えない 。 彼の救済 の場所は、 彼の記
憶の中 に しかな いこ とを思 い知らされ 、 自らの記 憶の世界に 閉じこ
もる手 段 として 死を 選ぶの である。南 部 で生まれ 育ったとは いえ、
ハーヴ ァ ード大 学に 行くだ けの知性が あ るクウェ ンティンが 、奴隷
制に裏 打 ちされ た階 級意識 を決してい い ことだと は思ってい るはず
はない。フォー クナー同 様、やがて 捨て去るべ きだとは 思いつつ も、
現実世 界 での救 済の なさに 、むしろ南 部 で生まれ 育ったから こそ、
伝統的 な 階級意 識を 捨て去 ることはで き ず、ます ます固執す るので
ある。ク ウェ ンテ ィン は、 自らの古い階級 意識の犠 牲者である。

(2) ベ ン ジ ー ― 階 級 に 呻 く

クウ ェ ンティ ンと 同じ階 級意識と価 値 観を持っ ている人物 として
ベンジ ー がいる 。し かし、 彼は知的障 害 者である こととから 、クウ
ェンテ ィ ンのよ うに 言葉で 自らの心情 を 説明した り、自ら自 由に行
動したり でき ない 。どん なに 苦しん でも、自殺 という選 択肢もな い。
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それだけ に彼 の発 する 呻き や、過去の記憶と現在の状況と の対比は 、
直裁的 で 単純で 、ク ウェン ティンの場 合 よりもイ ンパクトが ある。
彼の場 合 は、父 の「 キリス トでなく、 お 金で解決 を」という アドバ
イスに 対 して、 お金 など使 えるはずも な いので、 ひたらすら 愛のあ
る世界 を 求める しか ない。 物事の判断 が できない ベンジーの 場合、
迷える 人 々が救 世主 を求め るように純 粋 で妥協を 知らず一途 である
ため、そ の意 味で は宗 教的 と言ってよい。
クウ ェ ンティ ン同 様、ベ ンジーもキ ャ ディの処 女性を守ろ うとす
る。愛 の ない家 庭で 、しか も知的障害 者 であるこ とで、階級 制での
格式や 体 裁を重 んじ る家族 からも邪魔 者 扱いにさ れる。しか し、唯
一彼女だけが彼に惜しみない愛情を注いでくれていた。キャサリ
ン・バ ウ ム(Catherine Baum)の指 摘通り、「キャデ ィの人生は 、 愛、
思いや り 、慈し み、 そして 犠牲といっ た 心情が欠 如し崩壊し つつあ
る家庭 に おいて 、テ ーマ的 にそれらの す べての心 情を表して いる」
(40)と 言える 6 。し たが って、彼 女の不在 はベンジー にとっては 絶え
られな い 状況で ある 。自分 の周りで起 こ っている 出来事の意 味は理
解でき な いが、 彼女 の不在 は敏感に感 じ 取り、現 在の状況と 過去の
記憶を た だ併置 する ことで その空虚感 や 悲しみを 読者に伝え ている。
小説の 冒 頭部で 示さ れる以 下の現在と 過 去の併置 は、それを 典型的
に表して いる 場面 であ る。

“Wait a minute.” Luster said. “You snagged on that nail again.
Cant you never crawl through here without snagging on that nail.”
Caddy uncaught me and we crawled through. Uncle Maury said
to not let anybody see us, so we better stoop over, Caddy said.
Stoop over, Beηjy. Like this, see. We stooped over and crossed the
garden, where the flowers rasped and rattled against us. The
ground was hard. We climbed the fence, where the pigs were
grunting, sniffing. I expect they’re sorry because one of them got
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killed today, Caddy said. The ground was hard, churned and
knotted.
Keep your hands in your pockets, Caddy said. Or they’ll get
froze. You dont want your hands froze on Christmas, do you. (4)

ベンジ ー は壊れ た柵 の釘に 体を引っ掛 け たという 身体的接触 が引き
金になっ て、ま さし く同 じ場所 で同じことをした 20 年前の出来 事を
想起した ので ある 。現 在はお守 役の黒 人少年ラスター(Luster)に 引き
ずられ て 家の周 りを 散歩し ているが、 彼 はベンジ ーのことな ど何も
気にかけ てい ない。彼の関心は失くし た 25 セント硬貨であり、それ
を必死で 探し てい る。一方、20 年 前はキャデ ィがそば にいてや さし
く外し て くれた 。さ らに、 ここはお金 を 求めるラ スターと、 愛を注
ぐキャ デ ィの鋭 いテ ーマ上 の対比を見 る ことがで き、本論文 のテー
マを端 的 に表し た箇 所でも ある。ベン ジ ーはこの ように過去 と現在
の対比と いう 形で 彼の 心情 を伝えている。
ただ併 置さ れて いる だけ であるが、そこに は、本例が 示すよう に、
キャデ ィ がいた 牧歌 的で愛 のある幸せ な 過去と、 彼女がいな くなっ
て し まっ て 不 幸 な 現 在 との 鋭 い 緊 張(tension)が 生 ま れ て い る 。 分 解
された 過 去の断 片は 、その ままでは単 な る記号の ようなもの で何の
意味も な いが、 この ように 併置するこ と で、緊張 を生み、意 味を持
つこと に なる。 効果 的な再 配置で起こ る 緊張が両 者の溝を埋 め、そ
の緊張 に よって 物語 が構成 されていく 。 この手法 はまさにキ ュービ
スムの 手 法と理 論的 に同質 の現実の対 象 へのアプ ローチ方法 である
7

。ロ バ ート・リ ー(Robert Lee)はベンジー・セクションの作品形 式に

ついて、
「 間隙は 手助け や援 助をし てくれる読 者によっ て埋めら れる
ように 残 されて いる のであ る。それは ち ょうどコ ラージスト やキュ
ービ ス ト が 考 案 し た 手法 で 作 ら れ た 形式 と言 っ てよ い 」(48)と 説 明
してい る ように 、そ の緊張 を読者が読 み 取り、ベ ンジーの心 情へ迫
らなけ れ ばなら ない 。その 点、クウェ ン ティンの 場合よりも 理解が
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難しいと も言 える 。
ベン ジ ーの求 める 世界は 、幼い頃の キ ャディが いる過去の 思い出
である 。彼 の記 憶は 1898 年 頃から 現在の 1928 年 の約 30 年間に 設定
されて い るが、 時代 の価値 観が大きく 変 わる時期 であるが、 彼の感
覚は伝 統 的な旧 南部 的価値 観に固定さ れ ている。 階級という 視点か
ら見る と 、彼は 秩序 だった 階層意識を 維 持してい るために、 むしろ
彼の周 り の時代 の変 化、家 庭での人間 関 係の変化 、人々の対 応の変
化など を 敏感に 捉え ていて 、それを解 説 も判断も なくリアル な形で
読者に提 示し てい る。
本節 で は、ベ ンジ ーの訴 える事柄の 分 析を行う ことで、ベ ンジー
の階級 意 識を明 らか にする 。併せて、 時 代がどん なに変わっ ても変
わらぬ 彼 の意識 が捉 えた時 代の変化を 分 析し、コ ンプソン家 の衰退
の実態に 迫り たい 。

コン プ ソン家 の衰 退を最 も表してい る のが土地 の売却であ る。コ
ンプソ ン 家はジ ェフ ァソン の町の中央 一 万平方マ イルの土地 を所有
してい る 大地主 で、 そこは 「コンプソ ン 領地」と 呼ばれてい て、知
事、将 軍 を輩出 した 町の名 家であった 。 しかし南 北戦争後、 時代が
変わった こと で徐 々に 経済 的に困窮するよ うになり 、1866 年か ら土
地 を 切 り 売 り し て 生 計 を 立 て る よ う に な る (“Appendix”) 。 そ し て
1900 年にコ ンプソン 将軍が 死に、ベンジーの 父である コンプソ ン氏
が当主 に なると 、ベ ンジー が「牧草地 」 として愛 し、キャデ ィや兄
弟たち の 楽しく 過ご した草 地をゴルフ ク ラブに売 って、キャ ディの
結婚式 の 費用と クウ ェンテ ィンのハー ヴ ァード大 学での学費 を捻出
する。 キ ャディ の結 婚式は 、彼女の妊 娠 を隠すた めにコンプ ソン夫
人が画 策 したも ので 、また クウェンテ ィ ンのハー ヴァード入 学も夫
人の希 望 であっ た。 どちら も名家の誇 り や体裁を 保つための もので
あるが 、 むしろ その ことで 、却って衰 退 を早める ことになる 。しか
し、こ の ような 事情 がわか らないベン ジ ーにとっ ては、かつ ての草
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地がゴ ル フ場に なっ た現在 でも「牧草 地 」のまま である。小 説冒頭
部の以下 の引 用は 、そ の事 実を見事に表し ている。

“Here, caddie.” He hit. They went away across the pasture. I held
to the fence and watched them going away.
“Listen at you, now.” Luster said. “Aint you something,
thirty-three years old, going on that way.” (3)

ここで の 「キャ ディ 」はゴ ルフのキャ デ ィのこと であるが、 ベンジ
ーにとっ て「キャデ ィ」という 音(シニフ ィアン)の 対象(シニフ ィエ)
は、姉 キ ャディ でし かない のである。 彼 はキャデ ィが帰って 来てく
れたの か と思い 、柵 の周り で呻く。現 実 は、牧歌 的世界であ る「牧
草地」 は 消滅し 、ベ ンジー に冷たく当 た るラスタ ーしかいな い。こ
こはコ ン プソン 家の 衰退を 如実に表し て いる場面 であり、ベ ンジー
の発す る 呻きは キャ ディの 不在が象徴 す るコンプ ソン家の衰 退を嘆
く声とし て響 く。
かつ て の名家 の衰 退は、 伝統的な家 父 長制に基 づいた家族 関係に
も影響 す る。現 在、 次男ジ ェイソンが 後 を継いで いることで 、すで
に家父 長 制は崩 れて いる。 本来であれ ば 、長男ク ウェティン が継ぐ
べきで あ ったが 、彼 はハー ヴァード大 学 で一年を 過ごした後 、自殺
をして し まった ため に、し ぶしぶジェ イ ソンが当 主となって いる。
当主と い っても 、コ ンプソ ン氏とジェ イ ソンに対 する他の家 族の対
応の違 い は、家 父長 制の衰 退を表して い る。コン プソン氏の 時代に
は、父 の 権威は まだ 残って いたようで あ る。キャ ディの「お 父様が
そう お っ し ゃ た ら 、 その 通 り に し な くっ ちゃ い けな い んだ わ 」(24)
という 台 詞や、 黒人 召使い ディルシー や ヴァーシ ュがコンプ ソン氏
に対して は「はい 、旦那 様(Yes, sir)」(24)と対応し ているのも、当主
として の 権威が まだ 残って いることの 証 と言える だろう。一 方、現
在ではデ ィル シー がジ ェイ ソンに対して、
「 自分のことをもっと 恥ず
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かし い と 思 っ た ら え え」 (71)と 叱り つ け てい る し、 同 居 中 の キャ デ
ィの娘 ミ ス・ク ウェ ンティ ンはジェイ ソ ンに対し て「こんち くしょ
う(Goddamn you)」(71)と言 って殴り かかる。

She looked at Jason. Her mouth was red. She picked up her glass of
water and swung her arm back, looking at Jason. Dilsey caught her
arm. They fought. The glass broke on the table, and the water ran
into the table. Quentin was running. (71)

当主の コ ントロ ール が効か ず、この後 ミ ス・クウ ェンティン は家を
飛び出し てい く。家 父長 制は南 部の階級制を支えてきた基 盤なので 、
家父長 制 の弱体 化は 南部の 階級制の衰 退 に繋がる 。家族の序 列化は
不平等 で はある が、 一定の 秩序を維持 し てきた。 しかし、コ ンプソ
ン家で は 家父長 制が 機能し なくなって い るために 、家の中は 無秩序
状態であ る。コンプ ソン夫人も、
「 私には何の 発言権だ ってあり はし
ないの よ 。でき るだ けお前 やディルシ ー に心配を かけないよ うに努
めて い る だ け よ 」 (12)と 、か つ ての 威 厳 ある 夫 人の 面 影 は な い。 ジ
ェイソ ン は結婚 もせ ず、子 どももいな い 、ベンジ ーは知的障 害者で
去勢さ れ ている とい う現状 では、コン プ ソン家は ここで途絶 えるこ
とになる 。

次に 、 ベンジ ーの 意識が 、近代化に よ る黒人た ちの意識の 変化を
どのよ う に捉え てい るかを 見ていきた い 。主人の 家の衰退は 、雇わ
れてい る 黒人た ちの 意識に も変化を与 え る。権威 のなくなっ た白人
の家に 対 しては 、黒 人たち の服従心も 薄 れてきて 、自ずと統 制も効
かなく な ってい る。 例えば 、コンプソ ン 夫人は、 外出するた めの馬
車の準備 がで きて いな いこ とに対して、
「お前たちだって 1 週間に 1
回ぐら い は一人 前の 御者を 私につける こ とぐらい できそうな ものだ
がね 」 (9)と 不満 を 言 っ た り 、 ベン ジ ーに 大 泣 き させ て いる こ と を 、
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「大人の 黒ん 坊が 2 人 もい て、こ の子をワー ワー泣き ながら家 に入
って こ さ せ る な ん て 」(60)と 小 言を 言 っ てい る が、 こ れ は 黒 人た ち
のそれぞ れの 役割 が適 正に 機能していない ことを示 している。また、
黒人の白 人に 対す る発 言や 態度も変化して いる。ロスカスは、
「 この
屋敷 は 縁 起 が よ か ね え」 (29)と 口に 出 し て言 う よう に な り 、 ラス タ
ーもジェ イソ ンに 対し て「25 セ ントもらえ ないか 」(67)と直接 交渉
したりす る。ヴ ァー シュも勝 手に家 を飛び出 しメンフ ィス(Memphis)
へ行 っ て し ま う (31)。 こ のよ う な黒 人 側 の変 化 は、 白 人 一 家 の権 威
の衰退 と 同時に 、彼 らが時 代の変化を 反 映し、少 しずつ自由 に発言
したり行 動し たり する よう になってきてい ることの 表れである。
黒人 た ちの意 識の 変化で 最も注目す べ きは、お 金に対する もので
ある。 前 述した 通り 黒人の ラスターは 、 ベンジー そっちのけ で失く
した 25 セ ントを 探すの に夢 中である。白 人の世話 よりも、お金 が大
事である こと を示 して いる 。失くした 25 セントに対して、「ど うせ
白人がよ そ見 して いる すき に盗んだだろう」と 問われると、
「ち ゃん
とも ら え る と こ ろ か らも ら っ た も の だ」(14)と お 金の 正 当 性を 言 い
張り、
「 黒ん 坊の お金 にしたって、白 人のお金 にしたっ て、金の値打
ちは 同 じ だ 」(15)と 主 張 する 。 これ は お 金と い う点 か ら の 人 種的 平
等性の 宣 言であ り、 これは 長年維持さ れ てきた南 部の階級意 識に対
する脅 威 と言え る。 このよ うなお金に 対 する平等 意識は、資 本主義
の浸透 と ともに 、も たらさ れたもので 、 このこと について、 マルク
ス主義的 批評 家ラ ルフ・フォッ クス(Ralph Fox)は、
「お 金が全て を平
等にする 」と 説明 して いる 。

So, by depriving millions of small producers of their property,
capitalism has achieved a tremendous levelling process. And the
same levelling process has been brought into cultural relations.
The individual whose labour power has become a commodity
ceases to possess a moral or aesthetic value, and since commodity
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exchange equates all things. . . . In the ancient or feudal societies,
based upon slavery or serfdom as forms of exploitation, personal
relations were more direct, dependence of one man upon another
was immediate and personal also, the division of labour was a
simple one and the individual was able to express himself directly
in his handicraft work. . . . Money makes all things equal. (40-41)

資本主 義 の導入 によ って労 働が商品と な り、その 対価をお金 で支払
われる よ うにな ると 、奴隷 制下での搾 取 の構造は 崩れ去り、 そこに
対等の 関 係が生 じて くるこ とになる。 支 払う側と 支払われる 側は、
お金が 導 入され るこ とで対 等の関係が 作 り出され ている。そ こには
物質的 な 商品の 価値 だけし か存在せず 、 伝統とか 誇りとか、 服従や
奉仕と い った人 間的 感情は 一切入って こ ない。資 本主義の導 入によ
って、 お 金が南 部の 社会的 人種的階層 社 会を崩し ていく。コ ンプソ
ン家の 人 間関係 や意 識の変 化は、この よ うな南部 の階級意識 を根本
から覆す 波と なっ てい る。
ラス タ ーの「 ミス ・クウ ェンティン も おれとお んなじだけ ベンジ
ーを 世 話 で き る 時 間 があ る 」(55)と い う 主張 や 、ミ ス ・ ク ウ ェン テ
ィンか ら 25 セ ント もっ た際の 、「 あの人たちが、おれをのけ者にで

きん こ とは と っく に わか っ て いた だ 」(72)とい う 発言 は 、一 番 若 い
黒人の 時 代感覚 を表 現して いる。また 、 彼が、ミ ス・クウェ ンティ
ンが連れ てい た男 に、拾 ったゴ ルフボールを 25 セントで売りつ ける
行為も 、 商品交 換に 基づい た取引の要 望 と言える 。また、デ ィルシ
ーが、
「お らが自 分自身 の金 で買っ てやったケ ーキに何 だかんだ 言わ
れた く ね え 」(57)と ジ ェ イソ ン に対 し て 言う の も、 同 じ 流 れ を受 け
た発言で ある 。
一方 で、ラ スター の友人の 黒人少年 が、
「白 人が黒ん 坊にお金くれ
るって 言 うのは 、白 人がバ ンドを引き 連 れてやっ てくると、 そのお
金を全 部 取り戻 せる からっ てわかって い るからさ 。それで黒 ん坊は
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もっ と お 金 が ほ し い ので 働 き 出 す ち ゅう 仕組 み だ」 (15)と 言う が 、
これは 資 本主義 の仕 組みに 基づいた新 た な「搾取 」の方法の 説明で
ある。 こ れは、 黒人 でも資 本主義の仕 組 みを理解 している者 も現れ
ている 証 拠であ り、 南部の 経済に資本 主 義が浸透 しつつある ことを
明白に示 して いる 。
以上 の ように 、キ ャディ が象徴する 牧 歌的で秩 序のある世 界を求
めてい る ベンジ ーの 感性は 、伝統的な 階 級意識を もち、自ら の周り
の出来 事 や発言 をあ りのま まの形で読 者 に伝えて いる。その 固定さ
れた階 級 意識は 周り の変化 を鋭く捉え て 、コンプ ソン家の衰 退の状
況と資 本 主義経 済の 浸透の 事実を明ら か にしてい る。ベンジ ーとい
う名前は 、当 初のモー リー(Maury)という名前 であった が、知的 障害
がわか っ た時点 で、 縁起が よくないと し て、聖書 から取って 改名さ
れたも の である 。彼 自身は 宗教的で純 粋 な心で愛 情を求めた が、か
つての 名 家の古 臭い 階級主 義、さらに は 無感情の お金中心の 資本主
義が渦 巻 き、お 金も キリス トも彼を不 幸 から救い 出すことは できな
い状態 で ある。 社会 自体か ら知的障害 者 として排 除され、自 らがキ
リスト の ごとく 苦悩 し、呻 き続ける。 ベ ンジーは コンプソン 家の衰
退の象徴 と言 える 。

(3) ジ ェ イ ソ ン ― 階 級 へ の 責 任

ベンジ ーの セク ショ ンで、
「年 がら年中 、自分の金を にぎっと るか
ら、 今 に お 金 持 ち に なれ る だ 」 (36)と 言 われ る のが ジ ェ イ ソ ンで あ
る 8 。本作 で見 られるお 金へ の異常 な執着心か ら、ほと んどの批 評家
が指摘 し ている 通り 、ジェ イソンを考 え る際にお 金は重要な 観点で
ある 9 。他 の兄 弟が過去 に固 執する のに対して、現実世 界を生き 抜こ
うとして いる 合理 主義 者で ある。その点から明らかにジェ イソンは 、
父のア ド バイス に従 って、 キリストに 救 いを求め るのではな く、お
金に救 済 を求め て守 銭奴の ごとく生き 抜 こうとし ている。こ れは新
南部に 押 し寄せ た資 本主義 にうまく乗 ろ うという 姿勢であり 、クウ
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ェンテ ィ ンとベ ンジ ーが過 去に埋没し て いるのに 対して、頻 出する
「俺は言 う (I says) 」 と言 うジェ イソンの異 様なほど の現在時 制で
の徹底 し た語り が示 してい るように、 現 実世界で 生き抜こう とする
意志の 証 明であ る。 このよ うに、他の 兄 弟とは違 って、ジェ イソン
は、一 見 、伝統 的な 階級意 識とは無縁 で 自由に生 きているよ うに見
え、悩 み や不安 など ないと 思われるの で あるが、 本作品の特 に第 3
セクショ ンと 第 4 セク ショ ンで見 られるジェ イソンは 決してそ うで
はない 。 常に不 安を 抱え、 発言は不満 と 皮肉で溢 れていて、 激しい
怒りすら 露わ にし てい る。
そこ で 本節で は、 ジェイ ソンの語り を 詳細に分 析すること で、彼
の不満や 怒り の原 因を 解明 し、彼の階級意 識を考察 する。

4 月 6 日 はキ リス トの磔刑を 記念する 受難日(Good Friday)で ある
が、彼 の 一日は 宗教 的どこ ろか、お金 に まみれて いる。その 日一日
だけ追 っ ても、 お金 にまつ わる表現は 、 ほぼ毎ペ ージに登場 する。
例えば、 現金 に関 する 表現 としては、「お金(money)」(192, 193, 194,
195, 197, 203, 204, 209, 211, 212, 213, 214, 217, 225, 226, 227, 234, 243,
249, 254, 352,)と いう 単語は随所にあ る。他にも、「 ローレイ ンへ 40
ドル」(193)、「 女中に 5 ドル」(194) 、「キャ ディに 100 ドル要 求」
(203)な ど 。 証 券 類 に 関 す る 語 句 と し て は 、「 ゴ ル フ 会 員 権 」 (187)、
「銀行口 座」(208)、「銀 行の 通知書」(190, 208)、「 通帳」(225, 226)、
「小切手 」(187, 190, 208, 216, 226, 234)、「郵便為替」(210, 213, 215,
226)な どが あ る。 取 引 に関す る も のや表 現は 、「 1000 ド ル の投 資 」
(225)、「3 ドル の大儲け 」(192)、「1 ポンドに 2 セント の割合で 上が
る」(193)、
「棉 1 ポンド 30 セ ント」(234)、
「9 ドル 75 セ ントの借 金」
(231)、「銀 行に 160 ドル預け る」(228)など。 また、商 品価値に 関す
るものは 、「20 セン トの キャンディ 箱」(231) 、「本 に 11 ド ル 65 セ
ント」(187)、
「15 セ ントのランチ」(195)、
「35 セン トの革紐」(195)、
「5 セント 分の 留金」(195) 、
「 ベンジー を見せるのに 10 セント」(196)
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「ニカラ グア の軍 隊の 駐留 に一日 5 万ドル 」(234)、「 ショーの 興行
料 10 ド ル」(231)な ど。さらに、「5 万ドル分 の心配」(227)、「25 セ
ント分の 消化 不良 」(211)な ど、全 てをお金に 換算して 発想する ジェ
イソンら しい 表現 も多 い。
おび た だしい 数の お金へ の言及に加 え て、この 一日の彼の 意識は
ほとん ど ニュー ヨー ク(New York)での株 式市場で の綿花の値 段の上
がり下 が りに向 けら れてい る。彼は資 本 主義経済 全体を支え ている
株式投 資 も行っ てい る。彼 の場合、小 さ な金物店 の経営もや りなが
ら、株 式 投資も 行な ってお り、資本主 義 経済に適 応している 。ジェ
イソン に とって は、 旧南部 の経済を支 え てきた中 心的な作物 であっ
た棉も、 今や 投機 のた めの 「数字」でしか なくなっ ている。

“Cotton is a speculator’s crop. They fill the farmer full of hot air
and get him to raise a big crop for them to whipsaw on the market,
to trim the suckers with. Do you think the farmer gets anything out
of it except a red neck and a hump in his back? You think the man
that sweats to put it into the ground gets a red cent more than a
bare living,” I says. (191)

株式投 資 は「労 働」 の概念 も変えた、 と ジェイソ ンは言う。 労働と
いえば 、 かつて は百 姓が「 大汗をかい て 」行うも のであった が、今
や数字 の やりく りに 変わっ てしまって い る。ジェ イソンは農 業社会
から資本 主義 社会 への 経済 的変化を的確に 捉えてい る。
さら に 、ジェ イソ ンにと っては、人 間 関係もお 金の関係に 矮小化
されて い る。妹 キャ ディも その娘ミス ・ クウェン ティンも多 額のお
金を も た ら す 「 商 品 」と して し か見 て い ない 10 。 キャ デ ィ が 娘 のた
め に と 数 ヶ 月 毎 に 50 ド ル 送 金 し て い る の を だ ま し 取 り 、 今 で は
3,000 ドル も貯め込 んで いる(303) 11 。ま た、キ ャディが 娘を一目見た
いと言っ てき た時 にも 、100 ドルを要求する非情さであ る(208)。キ
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ャデ ィ が 、「一 滴 の 温 か い血 も なか っ た わね 」 (209)と ジ ェ イ ソン に
言うの は もっと もで ある。 このような ジ ェイソン なので、女 性との
関係もお 金だ けの 関係 とし て割り切り、ロレイン(Lorraine)という娼
婦としか 付き 合っ てい ない 。
しか し ながら 、こ こで注 目すべきは 、 資本主義 の流れにう まく乗
り継いで いる はず のジ ェイ ソンであるが、 彼のこの 2 日間を見 るだ
けでも 彼 の語り は不 満に溢 れている。 株 式投資は 行なってい るが、
決して思 うよ うに はい かず、
「 詐欺だ」と言い、次のよう に説明す る。

Well, I reckon those eastern jews have got to live too. But I’ll be
damned if it hasn’t come to a pretty pass when any dam foreigner
that cant make a living in the country where God put him, can
come to this one and take money right out of an American’s
pockets. It was up two points more. Four points. But hell, they
were right there and knew what was going on. (192)

1920 年代に 見られた 反ユダ ヤ主義を 反映した 発言であ るが、株式の
裏のか ら くりま で承 知して いる。一部 の 金持ちの 資本家が自 分の利
益のた め に操っ てい て、自 分たち小市 民 は大きな 金の流れの 中でい
いよう に 振り回 され ている という現実 に 、虚しさ とぶつけよ うのな
い怒り を 発して いる 。ジェ イソンは、 ブ レイカス タンが指摘 してい
るよう に 、「小資 本家 (petit bourgeois)」 であり、 経済的に困 窮する
南部白人 の代 弁者 の役 割を 演じているので ある。

Jason is Faulkner’s portrait of the addled petit bourgeois, and
through him he has lent an eloquent voice to all the malcontents of
the new South of the twenties: the decayed aristocrats, grubbing
small businessmen, hard-pressed dirt-farming rednecks, all those
whom the hazards of the economic system had condemned to
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grovel in mediocrity and to boil with chronic frustration. Jason
speaks for this mass of disgruntled southern whites, and his
discourse distills their grievances and complaints with sour
precision. (121)

ジェイ ソ ンの台 詞に は、資 本主義経済 が 作り出し た新たな階 層の存
在が浮 か び上が り、 底辺の 搾取される 側 の本音と して同情で きる点
がある。 カー ル・ マル クス(Karl Marx)とフリ ードリヒ ・エンゲ ルス
(Friedrich Engels)が「共 産党宣 言」(“Manifesto of the Communist Party,”
1848)で明 言し てい るよ うに 、資本主義の導入 は、奴隷 制など封 建的
な搾取を 終わ らせ たが 、これま での伝統的価値観も根こそ ぎ破壊し 、
その結果 、無 機質 で無 慈悲 な新たな搾取の 始まりと なった。

The bourgeoisie … has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic
relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that
bound man to his “natural superiors,” and has left remaining no
other nexus between man and man than naked self-interest, than
callous “cash-payment.” It has drowned the most heavenly
ecstasies of religious fervour, of chivalrous enthusiasm, of
philistine

sentimentalism,

in

the

icy

water

of

egotistical

calculation. . . . In one word, for exploitation, veiled by religious
and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct,
brutal exploitation. . . .
The bourgeoisie has torn away from the family its sentimental
veil, and has reduced the family relation to a mere money relation.
(486-87)

マシュ ー ズは「 ジェ イソン が自らのお 金 に関する 哲学を説明 する時
は、 資本 主義的論 理の 非合理性を 把握して いる」(Seeing 102)と 指摘
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してい る が、そ の通 りであ る。したが っ て、ジェ イソンはこ れだけ
お金に 執 着して いる が、「金なんて ものに 値打 ちがある んじゃない 。
だから 後 生大事 に貯 め込も うとする必 要 はない。 ただそれを 手に入
れ、持ち続 けら れる人間のもの だという だけのこ と」(194)と述 べて
いるよ う に、お 金自 体に価 値があると は 思っては いない。こ のこと
から、お 金で全 ての物事 を判 断し、お金に翻弄 されるジ ェイソン は、
新しい 資 本主義 が作 り出す 新たな階級 制 の犠牲者 とも見るこ とがで
きる。
それ で は、そ こま でお金 の正体がわ か っ ていなが ら、なぜジ ェイ
ソンは お 金に執 着す るのだ ろうか。そ れ は彼の心 の傷が経済 的なも
のであ る からで ある 。キャ ディとハー バ ートとの 結婚がうま くいけ
ば、彼 も 銀行の 職に 就けた はずだし、 お 金さえあ れば、クウ ェンテ
ィンの よ うに家 を出 て大学 にも行けた だ ろう。ク ウェンティ ンが自
殺など し なけれ ば、 衰退し かかった家 な ど継ぐ必 要もなかっ ただろ
う。ま た 、仮に 自分 が後を 継いだとし て も、ベン ジーに知的 障害が
なけれ ば 、力を 合わ せて一 緒に家を守 っ ていけた かもしれな い。こ
のよう に 考える と、 ジェイ ソンは兄弟 た ちの犠牲 者と見るこ とがで
きる。 こ れら経 済的 な傷が 彼の日常的 不 満や怒り の原因とな ってい
るので あ る。経 済的 な傷は 経済的な手 段 でしか解 決できず、 彼はお
金に救済 を求 め、執着する 。デ ィルシー からは、
「お前さんは冷 たい
人間だ、ジ ェイソン 。も しお前さんが人 間だった と し た ら な。・・・
ありが た いこと に、 おらそ ういうのよ り ももっと 心ちゅうも のを持
っとるだ 。たとえ黒 ん坊 の心であっ てもな」(207-08)と 厳しく皮 肉ら
れるよ う に、彼 の心 は、お 金の関係で し か相手を 見ることが できな
いほど無 機質 にな って いる 。
その ような ジェ イソンに とって、不正に集 めた 3,000 ドルを ミス・
クウェ ン ティン に盗 まれる のは、自分 の 心の傷を 慰める存在 であっ
たもの を 奪われ たこ とにな る。失われ た お金は、 失われた彼 の心に
等しい 。 心を奪 われ たジェ イソンは復 讐 心に燃え 、烈火のご とく怒
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り、逃げ たミ ス・クウェ ンテ ィンを 追いかけ るが、そ の姿はジョン ・
ミルトン(John Milton)の 『失 楽園』(Paradise Lost)で、 神への復 讐に
燃えるサ タン を想 起さ せる 。ジェ イソンは 、この追跡につい て、
「運
命(circumstance)がこれ から自 分に良き機 会を与えよ うとしてく れて
いる」(305)と 、神(Omnipotence)へ の復讐に向 かうサタ ンの心境 にな
り、
「お れは ジェ イソ ン・コ ンプソン だ。俺を 止められ るどうか やっ
てみろ」(306)と言 う。さらに 進んでい くと、次のように 、この 追跡
劇を神が 率い る天 国と 、自らが 率いる地獄の戦いであると 認識する 。

[It] seemed to him that each of them was a picket-post where the
rear guards of Circumstance peeped fleetingly back at him. “And
damn You, too,” he said. “See if You can stop me,” thinking of
himself, his file of soldiers with the manacled sheriff in the rear,
dragging Omnipotence down from his throne, if necessary; of the
embattled legions of both hell and heaven through which he tore
his way and put his hands at last on his fleeing niece. (306)

ジェイソ ンの 復讐 心は 、直 接的には 3,000 ド ルを奪わ れたこと によ
るもの で あるが 、本 質を考 えると、お 金 に執着せ ざるをえな かった
彼の 環 境(運 命)に 原因 が あ る 。ジ ェ イ ソ ンの 復讐 劇 は、 自 らの 運 命
への怒り であ り、 戦い であ る。
もっ と 厳密に 言う と、ジ ェイソンは 古 い 階級意識 と新しい階 級意
識の二 重 の犠牲 者で あるこ とがわかる 。 古い階級 意識に関し ては、
古い階 級 意識の 犠牲 である 兄弟や姉の 犠 牲者でも あり、さら に彼自
身の古 い 階級意 識の 犠牲者 でもある。 本 来、家を 継ぐべき長 男クウ
ェンテ ィ ンは古 い階 級意識 を大切にす る あまり、 キャディが 体現す
る処女 性 を死守 しよ うとす るが、それ が できずに 自殺する。 ベンジ
ーは知 的 障害者 で生 まれた ことで後継 の 資格がな いが、彼の 心はク
ウェン テ ィンと 同様 、やは りキャディ の 体現する 古い階級制 に基づ
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く秩序 を 求めて いる 。キャ ディこそ、 古 い階級意 識の直接的 犠牲者
である 。 これら の結 果、ジ ェイソン以 外 はだれも 家督相続者 になれ
ず、必然 的に その 責任 が彼 に回ってきたわ けである 。
彼自 身 も古い 階級 意識を 保持してい る 点は注目 すべきであ る。確
かに、 近 代的な 資本 主義経 済に基づき 、 お金によ る階級意識 は持っ
てはい る が、同 時に 彼の心 には古い階 級 意識も依 然として残 ってい
て、し か もそれ ほど 廃れて いない。そ の ため、嫌 々であって も逃げ
出さず 、 家族を 見捨 てるこ となく家を 継 ぎ、家計 を支えてい るので
ある。 彼 の台詞 のほ とんど は皮肉と恨 み 節である が、コンプ ソン家
の名誉 と 誇りを 守り たいと いう強い思 い から発せ られる台詞 がある。
彼の、
「 俺が 保と うと してい るのは社 会的地位なんだ」(233)と か、
「俺
の先祖 が ここで 奴隷 を持っ ていたのは 、 お前たち がちっぽけ な吹け
ば飛ぶ よ うな田 舎の 店をや っている頃 だ し、どん な黒ん坊も 見向き
もしない 土地 に小 作を させ ていた時分から なんだ」(239)という 台詞
は、ジ ェ イソン が、 コンプ ソン家は今 は 落ちぶれ てはいるが 代々続
く名家 で あると いう 古い階 級意識を保 持 している ことを示し ている。
したがっ て、
「こ の町 じゃ、我が家は 地位があ るのだか ら、お前に黒
ん坊 娘 み た い な ま ね をさ せ る わ け に はい かな い 」(189)とか 、「 俺 は
自分の親 戚に 対し ては だれ よりも誇りを感 じている 」(222)と言 って
いるよ う に、ジ ェイ ソンは コンプソン 家 の誇りを 大事にして いる。
その た め に 「 こ こ で 人に 見 ら れ た ら まず い」(210)と か 、「 自分 や 俺
やおふくろの名前をこの町の笑いの種にするわけにはいかない」
(233)と 言 っ て いる よ うに 、 世間 に 対し て 体 裁 を 保と う とし て い る 。
また、
「ど んなに 落ちぶ れて も家に しがみつい ている奴 は必要な んだ
と思 う 」 (206)とか 、「 俺 のチ ャ ンス を 危 うく し ない だ け の 家 族へ の
心遣い」(198)など、ジ ェイ ソンの 言葉とは思 えない家 や家族へ の責
任を感 じ ている 台詞 も聞か れる。その た めにお金 を儲け、何 とか家
を守ろう とし てい るし 、最低限の責任 は果たそうとして いる。
「少な
くとも お れはあ の小 麦の樽 をいっぱい に しておけ るだけの力 はある
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んだ」(208)と いう 台詞 は、愛情はないかもしれないが、代々続 いた
家系に 対 して自 分の 責任は 果たしてい る という自 負である。 この事
実は、 一 見近代 的な 資本主 義の時流に 乗 って、お 金が全てと いうよ
うな生 き 方して いる ように 見えるジェ イ ソンであ るが、彼の 行動の
基盤 に は 古 い 階 級 意 識が 残さ れ てい る こ とを 示 して い る 12 。 そ の点
でも、 フ ォーク ナー が言う ように、コ ン プソン家 の中で、最 初で最
後の「正 気の 人物 」(“Appendix” 716)なの である。
ジェ イ ソンは お金 まみれ の人生で、 他 の兄弟と は違って、 南部の
古い伝 統 を捨て 、資 本主義 経済という 時 流に乗っ て現在を守 銭奴の
ごとく 生 き抜く 人物 に見え 、彼自身も そ のように なりきろう とその
役を演 じ ようと して いる。 しかしなが ら 、彼の不 満の正体や 原因を
分析し て みると 、彼 を取り 巻く家族の 古 臭い階級 認識に加え て、彼
自身の 階 級認識 も影 響し、 二重の階級 認 識の犠牲 になってい ること
が分か っ た。ジ ェイ ソンは 父のアドバ イ スに従っ て、キリス トには
サタン の 如く立 ち向 かい、 お金に救済 を 求めたが 、そこに救 済はな
かった 。 彼の怒 りや 皮肉た っぷりの台 詞 は、何と か生きてい くため
の残され た手 段な ので ある 。

(4)キ ャ デ ィ ― 階 級 を 飛 び 出 す

ジェ イ ソンと 同じ ように 、お金を得 て たくまし く生き抜こ うとす
るのが キ ャディ であ る。キ ャディには 、 彼女の兄 弟たちのよ うに、
語り手 と しての 役割 が与え られておら ず 、しかも 彼らの思い 出の中
だけにしか登場しない。したがって、彼女は「語る」のではなく、
「語ら れ る」の であ り、「見る」の ではな く、「見ら れる」存在 で、
全編を 通 して「 虚像 」であ る。しかし な がら、す でに多くの 批評家
から指摘 され てい るよ うに、
「不在」で ありながら、本小 説の「焦点」
とし て 「 中 心 的 役 割 」を 演じ て いる 13 。 そ れは こ の小 説 の 成 り 立ち
としてよ く知 られ てい るよ うに、
「 汚れたズロ ースをは いた小さ な少
女がお ば あちゃ んの 葬式の 時に木に登 っ て客間の 窓から中を 覗き込
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んでいる 一枚 の心 象画(mental picture)」(Lion in the Garden 245)から
生まれ た ものだ から である 。そしてフ ォ ークナー は、彼女に 関する
「同じ物 語を 3 回 書い て、それで も不十分 で、もう 1 回書 いて」(Lion
in the Garden 245) でき たのが 、本小 説であると言ってい る。実 際は
さらに 15 年後 に「付録 」(“Appendix”)を書い て、やっ と完成し たと
言って い る。作 家の 本作品 への思い入 れ は相当な もので、何 とかし
て当初 思 い描い た「 汚れた ズロースを は いた少女 」を描き切 ろうと
したの で ある。 つま り、フ ォークナー は 、対象を 不在にし、 語られ
見られ る 「虚像 」と して描 くという逆 説 的な手法 により、キ ャディ
をより存 在感 のあ る対 象と して描こうとし たのであ る。
そこ で 本節で は、 各語り 手たちはな ぜ これほど キャディに 執着す
るのか と いう点 につ いて、 階級意識と い う観点か ら考察し、 彼らが
描くキャ ディ 像か ら彼 女の 実像に迫りたい 。

キャ デ ィは、 本小 説上に は実際には 登 場しない ので、一つ の概念
や象徴 と して存 在し ている 。その点で 以 下のエリ ック・サン ドクイ
スト(Eric Sandquist)の説明は正し い。

But since Caddy is not a character but an idea, an obsession in the
minds of her brothers, we cannot rightly be said to find out much
at all about her. Caddy is “lost” psychologically and aesthetically
as well as morally: she is the very symbol of loss in Faulkner’s
world—the loss of innocence, integrity, chronology, personality,
and dramatic unity, all the problematic virtues of his envisioned
artistic design. (10)

兄弟た ち は、そ れぞ れの思 いをキャデ ィ に見出し 、彼女に求 めた。
それによ って 、キャ ディは象徴化され ている。ベ ンジーに とっては、
「木の匂 いが した」(6,9, 19, 48, 72)という表現 で示され ているよ うに、
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永遠に 「 無垢」 や「 愛」の 対象として の キャディ であるであ る。ク
ウェンテ ィン にと って は、彼が守ろ うとする「 処女性」
「純潔」であ
る。ジ ェ イソン にと っては 、失った銀 行 の職や、 彼女が娘の ために
送る「お 金」で ある。そ して 、現在 の時点でキ ャディは 不在なの で、
各兄弟た ちは それ らを 喪失 した状態で苦悩 している 。
これ だ けのも のを キャデ ィに求めた 理 由は、時 代の変化が 関係し
ている 。 南北戦 争後 は、旧 名家も、本 来 であれば 、奴隷制を 基盤に
した伝 統 にしが みつ いてい るのではな く て、時流 を読み、資 本主義
経済に 基 づいた 経営 に切り 替える必要 が あった。 しかし、コ ンプソ
ン家は 過 去の栄 光や 伝統を 捨てきれず 、 むしろし がみつき、 結果、
時流に 流 されて しま った。 ベンジーの 求 める「愛 」も、クウ ェンテ
ィの求 め る「純 潔」 も、「牧草地の 切り売 り」 に代表さ れるように 、
家の衰 退 ととも に伝 統も権 威も維持で き なくなり 消滅し、ま た時流
を読んだ と思 われ るジ ェイ ソンも、やはり家 を捨てき れず、しか も、
極端に 「 お金」 にし がみつ き過ぎたた め 、お金が うまく儲け られな
いことに 対し て常 に喪 失感 を感じている。
これ ら 多くの 価値 を象徴 するキャデ ィ と は、一体 どのような 人物
なのか 。 本節で は、 兄弟た ちの記憶の 断 片を寄せ 集めて、階 級意識
という 観 点から 彼女 の「実 像」に迫る こ とにする 。父コンプ ソン氏
のアド バ イスと いう 視点か ら言うと、 彼 女の場合 、どちらか を選択
すると い う二者 択一 の生き 方ではなく 、 自らが置 かれた環境 で、自
らの意 思 で何に も囚 われず 自由に選択 し ていく生 き方である 。この
生き方 は 、南部 の伝 統的な 女性の生き 方 とはほど 遠く、むし ろ近代
的な女性 の生 き方 であ る。
南部 の女性 は、「サザ ンベル」(Southern belle)という 言葉があ るよ
うに、 将 来「淑 女 (lady)」 になれる よう に少女時 代から その 服装、
言葉遣 い 、立ち 居振 る舞い など、あら ゆ る点で厳 しく躾けら れる。
ダイアン・ロバ ーツ(Diane Roberts)が、
『 フォー クナーと 南部女性 性』
(Faulkner and Southern Womanhood, 1994)の中 で、南部 の淑女は 「白
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人プラ ンテ ー シ ョン に よ る 南 部を 代表 す る 芸術 品(object d’art)」 (2)
だったと 、次 のよ うに 解説 している 14 。

The social role of the lady both illustrates and defines an
interlocking system of class, gender, and race relations through
which the South defines itself. The plantation “aristocracy” and its
more subtle survivals in the twentieth century depend on the
position of the lady. Black women and poor white women did not
have access to the protection and veneration that the mystique of
ladyhood supposedly provided. The lady was an object d’art. . . . (2)

淑女は 、 南部プ ラン テーシ ョンの象徴 で あり、旧 南部のアイ デンテ
ィティと 言え る存 在で ある。
「エミリ ーへのバラを」の エミリー・グ
リアソン 、
『ア ブサ ロム、アブサ ロム！』の ローザ・コールドフ ィー
ルドやエ レン・コー ルド フィー ルド(Ellen Coldfield)、
『サンクチ ュア
リ』(Sanctuary, 1931)のナーシ サ・サー トリス(Narcissa Sartoris)など
は、フォークナー作品の代表的な淑女である。コンプソン夫人も、
「私、 レ ディな のよ 。子ど もを見てい る と、信じ られないか もしれ
ないけど 、レディ の生 まれなのよ 」(The Sound and the Fury 300)と事
あるご と に自分 が淑 女であ ることを主 張 し、その ように扱う べきだ
と要求 す る。彼 女は 、リ ン・ レヴィンズ (Lynn Levins)が指摘 するよ
うに、
「自 らの行 動を適 応さ せよう としている 役割は台 座の上に 置か
れた南部 のレ ディ とい うス テレオタイプ化 された役 割」(132)で あり
15

、 し かも それ を娘キャ ディ にも要求する。
キャ デ ィを淑 女と いうス テレオタイ プ の中に押 し込めよう として

いるの は 、母だ けで はない 。父コンプ ソ ン氏、ベ ンジー、ク ウェン
ティン 、 ジェイ ソン 、そし てコミュニ テ ィ全体が 、それを彼 女に求
めている 。しかし 、周りの言う ことを聞 かず、
「汚れたズロース をは
いて客 間 をのぞ く」 好奇心 旺盛なキャ デ ィは、彼 らの求める ステレ
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オタイ プ の枠組 みに は決し て入ろうと せ ず、むし ろその枠組 みの外
へ出よう とす る。 ドル トン ・エイムズ(Dalton Ames)をはじめと する
go 男 性関係 の遍歴は 、周りの期 待とは真 逆の方向に進み、彼ら の幻
想を破壊 する 方向 へ動 いて いる。この彼女の行動を多くの 批評家が 、
「反乱 (rebellion)」16 と言う のは極めて妥当 であり、彼 女の存在 は南
部の伝 統 にとっ ての 脅威で あることは 間 違いない 。伝統的で 牧歌的
な世界 を 求める コン プソン 家は、しば し ば「エデ ンの園」に 喩えら
れる が 17 、聖 書 の比 喩 を 使 えば 、 キ ャ デ ィ は罪 を 犯し 、 楽 園 か ら追
放される イヴ(Eve)と 言うことが可能 である。グレ ディーズ・ミ リナ
ー(Gladys Milliner)は 、もっ と明確に、キャデ ィを「第 3 のイヴ 」と
呼ぶ。ミ リナ ーに よれ ば、 通常、文学にお けるイヴ のタイプは 2 つ
で、第 1 のイ ヴは 男性 を誘惑 する罪深い タイプ、 第 2 のイヴは 処女
で罪のな いタ イプ なの であ るが、キャディ はこの 2 つ のイヴの 両方
の要素 を 持ちな がら 、さら に、独立心 と 個性を持 って、むし ろ「神
話的な 世 界」を 飛び 出すタ イプだと説 明 される。 処女と娼婦 の両方
の要素 を 持ちな がら 、自由 に振る舞う 独 立心を持 った女性で ある。
ミリナー はキ ャデ ィを 次の ように説明して いる。

Caddy, the unconventional Southern woman, defies that tradition,
by becoming a mother, not through love or temptation, but
deliberately to assert her sexual freedom and to escape conformity
and eventually to escape from the isolation of the Compson garden.
…she is the only Compson with the spirit of life within her. (71)

伝統を否 定し、自 らの 意思で 自由に行 動する女性は、1920 年代 には
「フラ ッ パー (flapper)」と 呼ばれ たが、キ ャディはその影響を 受け
てい る と い う 見 方 も でき だろ う 18 。 コ ン プ ソン 家 とい う エ デ ン の園
から出 た 自由な イヴ は女性 性を発揮し お 金を儲け 、愛する娘 に送金
し続ける 。
「付 録」に よれば、その後のキャ ディは、ハ ーバート との
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結婚は 1 年足ら ずでう まく いかず 離婚し、さ らに数名 の男性と 関係
を持つ が 、最近 は大 衆雑誌 の中でナチ の 将校と一 緒に高級ス ポーツ
カーに 乗 ってい る金 持ちの 女性となっ て いる。こ の当時、ア メリカ
とは敵 対 関係の ドイ ツの軍 人と関係を 持 つことは 、まさしく 、今度
は国へ の 「反乱 」に 等しい が、お金の た めには何 もこだわら ないと
いうキ ャ ディの たく ましい 生き方を表 し ているだ ろう。しか し、別
の見方も 可能 であ る。この 時代、
「ア メリカ娘 とドイツ の将校」との
ツーショ ット は大 衆雑 誌の 表紙として「商品価値」がある。彼女 は、
売れる 「 商品」 とし て利用 されている 。 その点で 、ルイス・ メイナ
ー(Luis Mainar)の 見解 は正しい。

Caddy works as a commodity, as a text, to be consumed in the
first era of consumerism and advertising in America, the 20s. She
is in fact exchanged in the way a commodity is in capitalist
societies. Her brothers share her as a symbol of their desires and
frustrations, of their yearning for affection or the lost past. Her
meaning seems to depend on the attitudes of her brothers, like
the value of a commodity depends on the relationships between
the components of the market. (68)

資本主 義 体制の 中で 生きる にはその覚 悟 も必要で ある。彼女 のたく
ましさ で ある。 キャ ディに 対して、周 り の人々は 古い階級意 識で彼
女を自 分 たちが 期待 する枠 組みの中に 閉 じ込めて おこうとす るが、
彼女を そ の枠組 みに と留め ておくこと は できない 。枠組みか ら追い
出され る キャデ ィは 、階級 意識の犠牲 者 かもしれ ないが、そ れは彼
女自身 が 望んだ こと でもあ る。彼女は 彼 らの期待 する閉ざさ れた空
間に留 ま る抽象 概念 ではな くて、何事 に もこだわ らず、現実 の世界
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で環境 に うまく 適応 してた くましく生 き ようとす る一個の人 間存在
である 。 したが って 、父の アドバイス か ら見ると 、お金の重 要性も
わかっ て いるが 、ジ ェイソ ンとは異な り 、それは 彼女の娘へ の愛情
のため で ある。 また 、キャ ディはキリ ス ト教的な 愛にも救済 を求め
ていな い 。むし ろ、 彼女自 身がその愛 を 多くの人 に振る舞っ ている
存在であ る。 キャ ディ が愛 を体現している ことは確 かである。

Ⅱ. 再生への「響き」―シーゴッグ牧師の説教

小説の 最初 の 3 セク ション までの 3 人のコ ンプソン 家の兄弟 の語
りが創 り 出す世 界は 、閉鎖 的で虚無感 が 漂い、怒 りや絶望の 声が響
く救い の ない状 態で ある。 これは、ま さ しくタイ トルが取ら れたウ
ィ リ ア ム ・ シ ェ イ ク ス ピ ア (William Shakespeare) の 『 マ ク ベ ス 』
(Macbeth)の 世界と呼 応する。

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, Out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing. (Act V, Sc. V)

ここでマ クベ ス(Macbeth)は自分 の過去を 振り返り 、運 命に振り回さ
れ、人 生 に何の 意味 も見い 出すことが で きない虚 しさに襲わ れてい
る。衰 退する コンプ ソン家の兄弟たち の人生も、環境の犠 牲となり、
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「響と 怒 りだけ で何 の意味 もない」状 態 と言える 。3 人の兄 弟たち
の語りの 後に 来る 第 4 セク ション は、３人称 で語られ 、読者は 初め
て現在 の コンプ ソン 家の没 落寸前の実 際 の状況を 目の当たり にする。
その中 で 、焦点 人物 になっ ているディ ル シーの存 在と、彼女 がその
日訪れる 教会 での シー ゴッ グ牧師（Reverend Shegog） の復活祭 の説
教は、
「 救済 の響 き」として 、先行 する絶望的 な世界に 対するア ンチ
テーゼと なる 。
ディ ル シーは 、す でに多 くの批評家 が 指摘して いる通り、 忍耐と
慈愛を 体 現した 人物 として いるが、彼 女 はシーゴ ッグ牧師の 説教に
よって救 いと 希望 を得 てい る。

Dilsey made no sound, her face did not quiver as the tears took
their sunken and devious courses, walking with her head up,
making no effort to dry them away even.
“Whyn’t you quit dat, mammy?” Frony said. “Wid all dese
people lookin. We be passin white folks soon.”
“I’ve seed de first en de last,” Dilsey said. “Never you mind
me.”
“First en last whut?” Frony said.
“Never you mind,” Dilsey said. “I seed de beginnin, en now I
sees de endin.” (The Sound and the Fury 297)

ディルシ ーは シー ゴッ グ牧 師の説教に感動 し、
「初めと 終わりを 見た」
と言う 。 この台 詞は 聖 書の「 ヨハ ネの黙 示 録」(“Revelation”)の キリ
ストの 台 詞であ るが 、ここ でディルシ ー はこの説 教を「啓示 」と捉
え、喜 び も悲し みも 、救い も裁きも、 愛 も憎しみ も、そして 生も死
も、全 て 神の御 心で あると 認識し、コ ン プソン家 の衰退も、 時代や
彼ら自 身 が招い た結 果であ り、辛い結 果 ではある が、自分は 彼らの
人生の 目 撃者と して 、最後 までしっか り と彼らを 支え、見届 ける責
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任と意志 を感 じて いる 。
多く の 批評家 が、 シーゴ ッグ牧師の 説 教に関し ては高い評 価をし
ている。ブレ イカス タンは、
「シー ゴッグの復 活祭の説 教はフォ ーク
ナーの言 葉に よる 技法 の勝 利と言ってよい かもしれ ない」(141)と評
価し、 ス テ ィー ヴ ン ・ロス(Stephen Ross)も、「 フォ ークナ ー の作 品
の中で も 声の存 在感 と力が これほど美 し く感じら れたものは ない」
(36)と 絶賛 して いる 19 。
本節 で は、シ ーゴ ッグの 説教のどの よ うな点が ディルシー に感動
を与え 、 上記の よう な認識 に至らせた の かについ て、彼の説 教を、
テーマ 、 スタイ ル、 そして スピーチ技 術 の観点か ら分析する ことで
明らか に したい 。そ して、 この説教を 通 してフォ ークナーが 最後に
伝えよう とし たメ ッセ ージ は何かを考察す る。

(1) テ ー マ ― 自 己 犠 牲 と 愛

シー ゴ ッグ牧 師の 説教は 「ヨハネの 黙 示録」と 「ルカによ る福音
書」(“Gospel of Luke”)を土 台とし てキリスト の磔刑と を通して 、キ
リスト の 自己犠 牲と 愛をテ ーマとして い る。牧師 はキリスト と自分
を 同 化 さ せ 、「 わ し は 神 の 羊 の 血 が 流 さ れ た 時 の こ と を 憶 え と る 」
(368)と 会衆 に黒人訛 りで語りか ける。さらに、キリス トの磔刑 の際
に、神 が顔を 背けら れた理由を、
「 奴らがわし を殺すの は汝らを 再び
生かすた めな のじ ゃ、わしが 死ぬのは 、そ れを目に し、信ずる者 が、
死ぬこと にな らん よう にす るためなのじゃ 」(297)と言 っている 神の
言葉を 代 弁し説 明す る。キ リストは全 て の人々の 罪を背負い 、人々
の身代 わ りとな って 死ぬの であるから 、 神はキリ ストを助け ず、む
しろ人 々 にその 光景 を見せ ることで、 キ リストの 人々への愛 を知っ
てほし い という 思い があっ たと説く。 シ ーゴッグ 牧師は、キ リスト
教の話 の 中でも 最も 悲痛で 、かつ感動 的 な場面を 使って、自 己犠牲
と愛と い う、キ リス ト教精 神の核心部 分 を力強く 訴え、会衆 の心を
掴む。
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自己 犠 牲と愛 は、 コンプ ソン家にと っ ては完全 なアンチテ ーゼで
ある。本 小説 の最 初の 3 つ のセク ションで見 るコンプ ソン家の 人々
は、自 分 の世界 の中 に閉じ こもり、自 己 中心的で 、人のため に何か
をしよ う とか、 人を 愛する ことなど余 裕 がない。 ベンジーは 他人と
のコミ ュ ニケー ショ ンがで きず、最愛 の 姉キャデ ィが存在し た自ら
の過去 の 思い出 を維 持し続 け、クウェ ン ティンも 同様に、自 らのピ
ューリ タ ン的道 徳性 維持の ため過去の 牧 歌的記憶 の世界に閉 じこも
る。所 詮 両者の 愛は 自己愛 であり、他 人 を愛する 力はない。 ジェイ
ソンは 利 己的で 、家 族も含 め全てをお 金 で測り、 自分こそ皆 の犠牲
者だと 不 満と怒 りを ぶちま けている。 し かも、人 を愛するこ ととも
無縁で あ る。父 コン プソン 氏は没落を 待 つだけの 当主として 苦悩を
抱える だ けで何 もせ ず、厭 世的で風刺 的 態度で、 そこに愛は ない。
母コン プ ソン夫 人は 気位が 高く、自己 の 幸せしか 考えられな い。こ
の両親 は 結局、 子ど もたち のために犠 牲 になるこ とも、十分 な愛情
を注ぐ こ ともで きな い。愛 も犠牲もな い 家庭に復 活はない。 サディ
アス・デ イヴ ィス の言 葉は 厳しいものであ るが、正 しい。

Because the Reverend Shegog and his black congregation are so far
removed from the white world, there is no possibility that their
experience of resurrection and life can have meaning and value for
Jason, Quentin, or Mrs. Compson. The Compsons lack the
simplicity which Faulkner stresses as fundamental to the blacks,
and to Christian faith as well. (Faulkner’s “Negro” 110)

彼らは 全 てを複 雑に 考えす ぎていて、 結 局大事な ものを無く してし
まって い る。彼 らに 代わっ て、コンプ ソ ン家の子 どもたちに 最後ま
で無償 の 愛情を 注ぎ 続ける のがディル シ ーである 。彼女は、 コンプ
ソン家の 人々 が失 った 愛、自己犠 牲、忍 耐、単純 性を体現 している 20 。
ただ、 こ れほど の美 徳を兼 ね備えた人 物 が実際に いるとは考 えにく
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いし、 ま た一般 的な 「黒人 乳母」がデ ィ ルシーの ようであっ たとも
考えに く い。そ の点 で、通 常ほとんど の 批評家が 絶賛するデ ィルシ
ー像であ るが 、注意を促す 意見もあ る。例えば、アーヴィング ・ハ
ウ(Irving Howe)は 、次 のように 、フォー クナーのデ ィルシー像 は伝
統的な黒 人乳 母と は違 って いると言う意見 を述べて いる。

I should like to register a dissent from the effort of certain critics
to apotheosize her as the embodiment of Christian resignation and
endurance. The terms in which Dilsey is conceived are thoroughly
historical, and by their nature become increasingly unavailable to
us: a fact which if it does not lessen our admiration for her as a
figure in a novel, does limit our capacity to regard her as a moral
archetype or model. . . .
While Dilsey’s strength and goodness may be acceptable to
traditional paternalism, she gradually assumes a role not quite
traditional for the Southern Negro; she becomes, toward the end of
the book, an articulate moral critic, the observer with whom the
action of the novel is registered and through whom its meanings
are amplified. (123-24)

ディルシ ー像 は、
「完 全に歴史的で」あり、ど ちらかと いえば白人の
パター ナ リズム が作 り上げ た黒人乳母 に 近く、現 実には見当 たらな
いという 意見 であ る。同様 に、ダイア ナ・ロバ ーツも、
「彼女は実在
する人物 では なく 、イ デオロ ギー上の道具」(43)だと明言してい る。
ディルシ ー像 は、実際の「黒人 乳母 (Mammy)」を反映 しているとい
うより も 、フォ ーク ナーが 考える美徳 を 体現した 人物と考え る方が
よい よ う で あ る 21 。し か し なが ら 、 現 実 に はデ ィ ルシ ー の よ う な黒
人乳母 は いない とし ても、 作品の人物 像 という点 では、コン プソン
家と自 分 の黒人 家族 の世話 に人間味溢 れ 献身的に 尽くしてい る姿は、
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十分説 得 力があ り、 存在感 もある。そ の 点を評価 しサディア ス・デ
イヴィ ス は、デ ィル シーが 黒人乳母の ス テレオタ イプを超え て人間
的に描か れて いる と評 価し ている。

Faulkner’s description of Dilsey as a mammy in voluminous
skirts and headgear may rely generally upon conventional types
and specifically upon his own mammy, Caroline Barr; nevertheless,
his imaginative portrait transcends symbol or stylized type. His use
of Dilsey is much more complex than adherence to the traditional
type would allow. (Faulkner’s “Negro” 105)

フォーク ナー のデ ィル シー 像は女神でもな ければ、誰にで も優しい、
個性の な い人物 では ない。 ジェイソン の 非情なと ころには厳 しい言
葉を述 べ るし、 自分 の子ど もたちにも 小 言は言う し、何でも 完璧に
こなし て いるわ けで もない 。挫折もし な がらも悩 み、それで も耐え
て 2 つの 家庭 を支 えて いる 。
シー ゴ ッグ牧 師の 説教の テーマは、 デ ィルシー が体現する 世界と
一致し 、 愛なき コン プソン 家の人々の 世 界とは見 事なアンチ テーゼ
となっ て いる。 シー ゴッグ 牧師の説教 が 彼女にコ ンプソン家 を最後
まで見届 ける 勇気 と希 望を 与えているので ある。

(2) ス ピ ー チ 技 法 ― 集 団 的 理 解 へ

シー ゴ ッグ牧 師の 説教は そのテーマ も 重要であ るが、スピ ーチ技
術の素 晴 らしさ が説 教をよ り感動的に し 、会衆の 心をうまく 捉える
ことに つ ながっ てい る。そ の結果、キ リ スト教の 説教の中で も最も
よく知 ら れた内 容に もかか わらず、会 衆 を実際に その場に居 合わせ
て、磔 刑 の様子 を目 の当た りにしてい る 思いにさ せている。 彼のス
ピーチ 技 法を、 アメ リカ文 学の中で同 様 に素晴ら しい説教の 一つだ
と賞賛さ れて いる ナサ ニエ ル・ホー ソン(Nathaniel Hawthorne)の『緋
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文 字 』 (The Scarlet Letter, 1850) の ア ー サ ー ・ デ ィ ム ズ デ イ ル 牧 師
(Arthur Dimmesdale)の技法と 比べ な がら 、その うま さの秘 密 に迫り
たい。

(2) －1

炎の舌

ディ ムズ デイル の説教 には 、他の 説教師が持 っていな い言葉の 力が
ある。

All that they lacked was the gift that descended upon the chosen
disciples, at Pentecost, in tongues of flame; symbolizing, it would
seem, not the power of speech in foreign and unknown languages,
but that of addressing the whole human brotherhood in the heart’s
native languages. These fathers, otherwise so apostolic, lacked
Heaven’s last and rarest attestation of their office, the Tongue of
Flame. They would have vainly sought—had they ever dreamed of
seeking—to express the highest truths through the humblest medium
of familiar words and images. Their voices came down, afar and
indistinctly, from the upper heights where they habitually dwelt.
(The Scarlet Letter 97-98)

「炎の舌 」(Tongue of Flame)とは、聖書の「使徒 行伝」(“the Acts of the
Apostles”)で は 、「 聖 霊の 力に よって 、使 徒 の言 葉を 聞く 人 それ ぞ れ
の 母 語 で 理 解 す る こ と を 可 能 に す る 才 能 」 (“Acts of the Apostles”
2:1-14)と 説明 され ている。 デ ィムズデ イ ルは自ら が罪を犯し たこと
で、そ の 罪の意 識に よって 、同胞と罪 を 共有する ことでこの 才能を
手に入 れ るので ある 。これ によって、 ど んなあり ふれた言葉 でも、
会衆の 心 の言葉 とし て理解 させること が でき、共 感を得るこ とが可
能となる 。
シー ゴ ッグも この 「炎の 舌」の持ち 主 である。 最初は白人 の話す
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標準語 で 「平板 で冷 たく」 話していた が 、やがて 会衆が気づ かない
ほどスム ーズ に、「黒人 訛り(negroid)」に 変えていった。すると 会衆
は一気 に シーゴ ッグ の説教 に引き込ま れ 、彼を「 イエス様」 と呼ぶ
ようにな る。

“Brethren,” the minister said in a harsh whisper, without moving.
“Yes, Jesus!” the woman’s voice said, hushed yet.
“Brethren en sistuhn!” His voice rang again, with the horns. …”
“I got de ricklickshun en de blood of de Lamb!”

They did not mark

just when his intonation, his pronunciation, became negroid, they
just sat swaying a little in their seats as the voice took them into
itself.(195)

「皆は 彼 の抑揚 や発 音がい つ黒人訛り に 変わった 」のか全く 気づか
ず、彼 の 声に引 き込 こまれ 、自然と「 席 に座った まま、少し ずつ体
を揺す っ て」い った 。彼が 使う単語も 単 純で、話 している内 容もよ
く知ら れ たもの であ るが、 黒人英語で 語 りかける ことで、共 感が生
まれ、彼の声 が「 人々の心に染み通って行 って、声が止 んだ時に も、
消えか か りなが ら積 もって いく木霊と な って再び その中に訴 えかけ
るのであ る」(294)。す ると、シーゴッグが「兄 弟の皆 さん」(“Brethren”)
と呼びか ける と、 会衆 は「 はい、イエス様 ！」(“Yes, Jesus!”)と 応答
するよう にな る(295)。これは 、こ の教会の中 でシーゴ ッグと会 衆の
間で「コー ル・ アン ド・レスポンス (call and response)」の形が 完全
にでき 上 がって いる ことの 証拠である 。 最初は、 会衆たちは 、シー
ゴッグを セン トル イス(St. Louis)から きた「お猿さんみ たいな年 取っ
た小さな 」(293)説教師 として 、冷 ややかに距 離感を持 って眺め てい
たが、 黒 人訛り で喋 り出す と、両者の 隔 たりは、 すぐさまな くなり
「共感」 が生 まれ てい る。
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(2) －2

追体験

ディ ム ズデイ ルと のもう 一つの共通 点 は、会衆 たちに同じ 感情を
共有させ るこ とが でき る能 力である。ディムズデイルは、
「多くの人
の心を 巨 大な一 つの 心に束 ねるあの普 遍 的な衝動 が、多くの 声を一
つの大い なる 声に まと めあ げていた」(The Scarlet Letter 169)と 説明
されてい るよ うに 、同様 に会衆 を孤立から同胞意識の共有 へと導く 。
マイケ ル・ ス モ ール (Michael Small)は 、 デ ィム ズデ イル の 雄 弁さ は
「人々 の 孤独感 をう ちくだ き同胞意識 を 抱かせる ように導く 力があ
る」(115)と 指 摘 し て い る が 、 この 点 は シ ー ゴ ッグ に も 当 て はま る 。
シー ゴ ッグは 、自 ら心の 中に描いた 風 景 を、会衆 たちにもま さに
その場 面 にいる かの ように 伝達できる 描 写力を持 つ。例えば 、次の
例は「 見え る」
「 聞こ える」という現在形に よる語句 の使用と、直接
話法に よ る「叫 び声 」の再 現によって 、 会衆をそ の現場に居 る感覚
にさせる 。

I sees Calvary, wid de sacred trees, sees de thief en de murderer en
de least of dese; I hears de boastin en de braggin: Ef you be Jesus,
lif up yo tree en walk! I hears de wailin of women en de evenin
lamentations; I hears de weepin en de cryin en de turnt-away face
of God: dey done kilt Jesus; dey done kilt my Son!” (296; 下 線は
筆者によ る)

シーゴッ グが、
「見 える」と「聞こえる」とい う語句を 多用する こと
によっ て 場面を 再現 させて いる。会衆 も シーゴッ グと同時に 、ゴル
ゴダの 丘 に向か って が十字 架を背負っ て 進んでい るキリスト の姿を
見、群 衆 たちが 泣き 叫んで いる声を聞 く ことにな る。彼らは シーゴ
ッグが 心 の中で 見た り聞い たりしてい る ものを追 体験してい る。ま
た、
「兄 弟の 皆さ ん、よく聞 いて！わ しにはそ の日が見 えるぞ、マリ
ア様が か わいい イエ ス様を 膝の上に乗 せ 戸口に座 っておられ るのが。
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あそこに 座っ てお る子 ども みたいにかわい いイエス 様じゃ」(296)と、
「よく 聞 いて！ 」と 会衆を 促し、そし て 会場にい る子どもを 使って
イメージ を作 りや すく して いる。映像化を促す戦略は見事 に成功し 、
会衆は「ン―――――――――！ イエスさま！ かわいいイエス
様！」(296)と言葉 に な ら な い宗 教 的 昂 揚 の 声 を発 す る こ と に な る 。
このようにして、シーゴッグは会衆との間に「共有関係
(communion)」を 作り 上げて いる。マシ ューズは、こ の説教は「一つ
の黒人共 同体 とし て会 衆を まとめ上げてい る」(Lost Cause 83)と 言っ
ている。

(2) －3

声

ディム ズデ イル は音 調も 抑揚もすばらし く、
「その声は、時に は荘
重な響 き を帯び るが 、その 基調低音に は 常に哀願 の響きがあ った。
大きく 低 く表現 され る苦悩 の響き―人 間 の苦悩の つぶやき、 あるい
は叫び ！ として 聞こ えたか もしれない が 、すべて の人の心の 琴線に
触れずに はお かな いと 思わ れる」(The Scarlet Letter 164)。また、「ア
ルトホ ル ンのよ うに 悲しげ に響き渡る 音 調で、人 々の心に滲 みとお
っていく 」(The Scarlet Letter 367)のであ る。
シー ゴ ッグの 声の 響きも 「アルトホ ル ン のような 悲しげな音 色」
で人々を 魅了 する 。

[The] voice died in sonorous echoes between the walls. …It was
different as day and dark from his former tone, with a sad, timbrous
quality like an alto horn, sinking into their hearts and speaking there
again when it had ceased in fading and cumulate echoes. (294)

彼の声 は 教会の 中で 音楽の ように響き 渡 る。しか も声のボリ ューム
もうま く コント ロー ルでき ていて、高 く 響き渡る 声から低く ささや
く声、 さ らに無 言に なった りと、効果 的 に使い分 けている。 サディ
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アス・ デ イヴィ スは 、シー ゴッグは「 人 間の声が 芸術的な楽 器であ
ることを 理解 し、個 人的 なメッ セージを広く大衆に送り届 けている 」
(Faulkner’s “Negro” 118) と 心 地 良 い 声 の 響 き が 、「 集 団 的 理 解
(collective understanding)」 を 生 むと指 摘 して い る。最 終的 に 彼の 姿
は消え 、声 だけが 響き渡り 、
「会衆が 見守って いる最中 に、彼の声が
彼を食 い 尽くし 、し まいに は彼は無に な り、会衆 も無になり 、声さ
えも存 在 せず、 代わ りに皆 の心と心が 言 葉など必 要とせず、 詠唱す
るよう な 旋律で お互 いに語 り合ってい る ように見 えるように なり」
(294)、 彼の 声は会 衆 に 共 通 意識 を 抱 か せ る こ とが で き る の で あ る 。

(2) －4

演技

ロス は 、シー ゴッ グの演 壇での指や 態 度が視覚 的に会衆に とって
魅力的に 見え るこ とで 、彼の「 演技も素 晴らしい」(14)と指摘す る。
彼の風 貌 自体が 、興 味を引 くようで、 見 かけは小 さくみすぼ らしく
「年取っ た猿 」のよ うで、会衆は「猿が話し ている」と か、
「綱渡り
をする人 間を 見る よう に」(293)見て、最初か ら会衆の 目を惹き つけ
ている。 ダー レー ン・ アンルー(Darlene Unrue)は 、「彼 の猿のような
体は原 初 的な過 去を 暗示す る一方で、 彼 の黒人の 顔はアフリ カの過
去を反映 して いる 」(9)と、会衆は 彼の体つき から無意 識に原初 的人
間性を 感 じ、同 胞意 識を持 ったという 指 摘である 。腕を机に 置いて
静かに立 って いた 後、 急に ダイナミックに 動き出す 。

The preacher removed his arm and he began to walk back and forth
before the desk, his hands clasped behind him, a meagre figure,
hunched over upon itself like that of one long immured in striving
with the implacable earth，“I got the recollection and the blood of
the Lamb!” He tramped steadily back and forth beneath the twisted
paper and the Christmas bell, hunched, his hands clasped behind
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him. He was like a worn small rock whelmed by the successive
waves of his voice. (294)

彼の 演 技は声 と呼 応し、 会衆は彼を 「 自 分の声に 次々と押し 寄せ
る波に 圧 倒され 磨り 減った 小さな岩」 の ように見 なし、最後 には彼
とキリ ス トを同 一視 するよ うになり、 彼 を「イエ ス様、イエ ス様」
(296)と 呼ぶ ようにな る。この ように、見知ら ぬみすぼ らしい訪 問説
教師は 、 数々の 素晴 らしい スピーチ技 法 で、最後 はキリスト のイメ
ージを会 衆に 植え 付け るこ とができている 。

シー ゴ ッグの 説教 によっ て見せたフ ォ ークナー の語りの手 法を、
サディア ス・デイ ヴィスは 、
「構造と 概念、行 動とテー マを融合させ
るフォ ー クナーの 語りの能 力のうま さ」(Faulkner’s “Negro” 119)と
して賞 賛 してい る。 シーゴ ッグの説教 は あらゆる 点で先行の コンプ
ソン家の 3 人 の語 りと は異 なり、見事なアンチテーゼとな っている 。
3 人の 語 りは、 言葉 自体は たくさん使 用 をしてい るが、断片 的であ
ったり 細 切れだ った りで、 記号が飛び 交 っている ようで、そ れぞれ
に有機 的 な 繋が り がな く 「意味 を なさ な い (signifying nothing)」た
めに、相手 に訴える 力もない。独白(monologue)であり、一方通 行で
個人的(private)で 、そこに愛も なく(loveless)、救済も生 まれず、死に
向かって(death-oriented)いる。一 方、シ ーゴッグの説教は、言葉 一つ
一つに 命 が宿っ てい るよう に、力強く 、 相手を惹 きつけ、心 の奥ま
で 入 れこ ん で 感 動 を 呼 びお こ す 。 演 説 口 調(oratory)で 、 開 放 的 で対
外的で (exterior)、し か もコ ール ・ アンド ・レ スポ ンス形 式 を取 り 、
会 話し て い る(dialogue)よ う で 、 多 くの 聞 き 手と の 間 に「 共 有 関 係 」
を 作 り 上 げ て (communal)い て 、 聞 き 手 を 愛 (love)と 救 済 で 生 に 導 く
(life-oriented)。コンプソ ン氏 がアド バスの中 で退けた「 宗教的救済」
がここ で 示され てい ると言 ってよい。 こ の説教に よってディ ルシー
は救わ れ 、コン プソ ン家の 最期に立ち 会 う決意を する。フォ ークナ
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ーは、 愛 と救済 をテ ーマに したシーゴ ッ グの説教 と、まさに それら
を体現 し ている ディ ルシー を最後のセ ク ションに 配置するこ とで、
小説全体 のバ ラン スを 維持 しようしている 。
さら に 、ここ で注 目すべ きは白人と 黒 人の対比 である。死 へ向か
う白人 家 族に対 して 、生へ 向かうのは 黒 人の牧師 と召使であ る。フ
ォーク ナ ーがこ こに 黒人の 宗教観を持 ち 込んだこ との意味は 重要で
ある。チ ャー ルズ ・ウ ィル ソン(Charles Wilson)は、本作での黒 人宗
教への フ ォーク ナー の変更 が単純素朴 な 信仰心で あると説明 してい
る。

Faulkner portrayed the appreciation in folk religion for ritual and
the collective wisdom, but he had special sympathy for simple
piety. This becomes especially clear in his portrayal of black
religion. Black Southerners stand especially removed from the
Calvinist legacy that many critics have seen encompassing all of
Faulkner’s religious world. Black Protestant churches rejected the
harsh Calvinist features of Protestantism in favor of celebratory
worship centered on the loving Jesus. They rejected also the
South’s civil religion of the Confederate past and white
supremacy. (39)

黒人た ち は、階 級制 の底辺 で苦悩と忍 耐 を宗教に よって支え られて
きた。 お のずと 共同 意識が 強く、黒人 全 体の救済 を重視し、 人間味
に溢れ て いる。 それ に対し て、階級社 会 の上部に いる南部白 人たち
は、奴 隷 制や白 人至 上主義 の影響で、 か なり偏狭 で厳格なピ ューリ
タン的宗 教観 を持 つよ うに なり、個 人主義的 で、時に人 間性を欠 く。
フォー ク ナーの 作品 でも、 特に『行け 、 モーセ』 以前におい ては、
白 人 の 宗 教 は 否 定 的 要 素 が 強 い 傾 向 が あ る 。『 八 月 の 光 』 (Light in
August, 1932)の ドッ ク・ハイ ンズ(Doc Hines)やサイモン・マッ ケカ
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ー ン (Simon McEachern) の よ う な 狂 信 者 が ジ ョ ー ・ ク リ ス マ ス (Joe
Christmas) の 人 生 を 不 幸 に 導 い て い る 。 ゲ イ ル ・ ハ イ タ ワ ー (Gail
Hightower)も 過 去 の 一 瞬 に こ だ わ り孤 独 な 牧 師 と化 し 、 現 在 を 生 き
ることが でき ない。『死 の床 に横たわりて』(As I Lay Dying, 1930)の
アディ ー ・バ ンド レン(Addie Bundren)も元 は教師であったが、 宗教
的に偏 狭 な考え で家 族を不 幸にするし 、 ホウィッ トフィール ド牧師
(Reverend Whitfield)はアディー が 死に 、 不倫の 罪 がバレ ずに 済 んだ
と神に感 謝す るエ セ宗 教家 である。
『兵 士の報酬 』(Solders’ Pay, 1926)
の牧師ジ ョー ゼフ ・マ ーン(Joseph Mahon) は息子に対して無力 であ
る。
宗教 に 対する 態度 を人種 で分けるの は 適切でな いかもしれ ないが、
フォー ク ナーの 場合 、上の 例が示すよ う に、白人 の宗教観は 観念的
な道徳 律 に基づ き、 脆弱で 自己中心的 で あるが、 黒人にとっ ての宗
教は本 来 つらい 現実 から皆 で助け合う た めの救い であるため に、原
初的で は あるが 、心 の支え であり同胞 意 識が強い 傾向がある 。この
宗教観 の 違いは 、そ の人の 生き方にも 影 響する。『響き と怒り』は 、
黒人的 な 宗教観 に基 づいた 生き方が提 示 されて終 わる。これ は時代
の流れ が どうあ れ、 伝統や 社会的身分 な どには囚 われず、一 人ひと
りの人 間 として の存 在価値 を認め、互 い に助けあ って生きる ことに
人生の価 値が ある とい う作 家の強いメッセ ージとな っている。

結び

コン プソ ン家 の兄 弟、 クウェン テ ィン、 ジェ イソン、 ベンジーは 、
南部の 白 人名家 の末 裔であ るが、階級 制 の中では 支配層とし て恩恵
を受け て いた人 々な ので、 時代が新し く なっても 伝統的な階 級制に
裏打ち さ れた社 会的 秩序に しがみつき 、 ただ昔の 世界を懐か しむだ
けで、 結 果、近 代化 の波に 押し流され て いく運命 を辿る。彼 らの時
間は過 去 の牧歌 的世 界に止 まってしま い 、現代を 生きること ができ
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ないで い る。こ の状 態は、 コンプソン 氏 が言う「 人間はその 風土的
体験の総 和」(The Sound and the Fury, 123-24)と言う言 葉が当て はま
る。コ ン プソン 家の 人々の 現在の苦悩 が 、彼ら自 身、あるい はその
祖先が 作 り上げ たも のの「 総和」が原 因 であるこ とを示す方 法とし
て、フ ォ ークナ ーは 、彼ら の意識を小 説 空間に、 時間的流れ を寸断
し、過 去 と現在 を併 置し、 その間の緊 張 を作り出 すことで重 奏的に
表そうと した 。
本章 で は、彼 らの 苦悩へ の対処法を コ ンプソン 氏の「キリ ストで
はなく 、 お金が 苦悩 を和ら げてくれる 」 というア ドバイスへ の対応
という 観 点から 分析 を試み ることで、 彼 らの苦悩 の正体や原 因を浮
き彫り に するこ とを 試みた 。その結果 、 コンプソ ン家の末裔 たちは
皆、階 級 制の犠 牲者 である ことが分か っ た。クウ ェンティン は、古
い階級 制 が作り 出す 牧歌的 な成果を求 め 、現実世 界からは隔 絶した
時が永遠 に止 まっ た世 界で キャディと 2 人だ けで過ご すために 自殺
を選ぶ 。 彼の苦 悩は お金で は解決でき な いし、彼 のピューリ タン的
道徳心 は 生身の キャ ディの 罪や不幸ま で 受け入れ る寛容さも 暖かさ
もない た めに、 キリ ストに 救いを求め る こともで きない。ベ ンジー
が希求 す るもの も、 クウェ ンティンと 同 じである が、彼は知 的障害
者であ る ために 、階 級上の 体裁を重ん じ る家族か らは「家の 恥」と
して疎 ん じられ 、切 り捨て られ、最後 は 去勢され る。自分で 言いた
いこと も 、やり たい ことも できず、周 り の言いな りになるし か生き
る道は な く、た だ呻 くのみ である。お 金 で気晴ら しができる わけで
もなく 、 ディル シー がいな くなった後 は 誰も彼に 愛情を注ぐ 人はお
らず、 彼 自身が 、キ リスト のごとく苦 悩 の呻きを 続けるしか ない。
ジェイ ソ ンは、 他の 家族の 犠牲となっ て 、崩壊寸 前のコンプ ソン家
を何と か 支え、 現在 の階級 に留まろう と している 。彼の心の 傷は経
済的な も のなの で、 父のア ドバイスに 従 ってお金 に救いを求 める。
しかし 、 求める もの が、お 金そのもの に なってし まった冷徹 な現実
主義者 の 心に救 いは 訪れな い。どれだ け お金を貯 めても、お 金に翻
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弄され る だけで 、彼 の心の 虚無感を埋 め ることは できない。 お金が
全てで あ るジェ イソ ンは、 他の兄弟と は 違って、 一見近代的 な時代
の流れ に うまく 適応 してい るように見 え るが、結 局、古い階 級制の
犠牲者 で もあり 、同 時に現 代のお金中 心 の資本主 義経済体制 での階
級制の犠 牲者 であ ると 言え る。
コン プ ソン家 を飛 び出し たキャディ は 、伝統的 な南部の階 級主義
や道徳 律 に囚わ れる ことな く自由に生 き て、資本 主義経済の 荒波の
中で、 自 らを「 商品 」とす ることで、 お 金を儲け てたくまし く渡り
歩いて い く。し かし 、一人 娘とも離れ ば なれとな り、家庭と いうも
のが持 つ ことの でき ない愛 なき人生で あ り、そこ に救いはな い。愛
そのものであるキャディがその愛を注ぐ人を見つけきれないのは、
『エル サ レムよ 、我 もし汝 を忘れなば 』 でウィル ボーンが言 うよう
に、資 本 主義時 代の お金中 心の現代が 愛 を無くし てしまって いるか
らである 。
これ ら 苦悩す る人 物たち とは対照的 な のが、黒 人召使いデ ィルシ
ーであ る 。彼女 の愛 は、時 代がどんな に 変わろう とも不変で あり、
不動であ る。 本作 品の 第 4 セクシ ョンは、そ のような 彼女の愛 と忍
耐をシ ー ゴッグ 牧師 の復活 祭の説教が 後 押しをす るように配 置され、
自己で は なく他 者、 個では なく集団、 孤 立ではな く共有が強 く提示
され、 先 行のキ リス ト教的 な愛や救済 が 得られな い人々の独 白に対
する見 事 なアン チテ ーゼと なっている 。 しかしな がら、その ディル
シーの 目 にもコ ンプ ソン家 の終わりが 見 えている 。コンプソ ン家の
衰退は、 彼女 の愛 でも もう 救えないところ まできて いる。
コン プ ソン家 の兄 弟たち が示すよう に 、この小 説には、伝 統的な
階級意 識 を維持 し続 け、旧 南部体制へ の 異常なほ どの憧れが ある。
その時 代 は階層 が明 確で、 秩序が維持 さ れていた かもしれな いが、
それは 支 配層で ある 白人上 層部の感慨 に 過ぎない 。古い道徳 を重ん
じる固 定 化され た社 会では 、黒人や女 性 は自由も 個性も奪わ れ、ス
テレオ タ イプ化 され た生活 を強いられ て いた。資 本主義経済 の導入
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によって お金 が社 会の 尺度 になってくると 、かつ ての階級 制は崩れ、
全てが 平 等化さ れ、 黒人も 女性も自ら 個 性を生か し自由に生 きるこ
とがで き るよう にな る。し かし、今度 は お金によ る新たな階 級制が
生まれ 、 人々は 他人 よりも より多くお 金 を得るた めに、新た な戦い
を強いら れる よう にな る。
このよ うに、
『 響き と怒り』は、ちょうど時 代の価値 観が変わ る境
目で苦 悩 する人 々を 描いて いて、それ は 作家の心 境と重なる 部分が
多い。 フ ォーク ナー も南部 の名家の子 孫 として、 クウェンテ ィンの
ような 旧 南部へ の強 い郷愁 を持ってい た に違いな い。さらに 、ジェ
イソン の 怒りを 通し て、資 本主義導入 後 の南部白 人男性の不 満を代
弁して い る。し かし 、フォ ークナーは 、 同時に過 去の奴隷制 度など
の罪深 い 面も十 分承 知して 、近代化の 必 要性も理 解していた 。黒人
たちの 変 化やキ ャデ ィのた くましい生 き 方はそれ を表してい る。作
家は時 代 の変化 の目 撃者と して、旧南 部 と新南部 の間でアン ビバレ
ントな 気 持ちを 抱い ていた 。その上で 、 作家は、 時代に翻弄 される
のでは な く、時 代の 価値観 が変わって も 、変わら ぬ人間のも つ普遍
的価値 を 提示し よう とした 。それは、 デ ィルシー の生き方が 示す、
人間が 本 来持っ てい るはず の精神的美 徳 ―愛、忍 耐、思いや りであ
る。
『響 きと 怒り 』は人 間が 生きる ことの根源 的な意味 を問うて いる
のである 。
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第二章

『アブサロム、アブサロム！』 における階級闘争

序

ケヴ ィ ン・レ イリ ーは、『生まれ ながら の貴 族制度』 の中で、『ア
ブサロム 、アブサ ロム！』(以下 、『アブサロム 』と省 略)が、フ ォー
クナー の 作品の テー マが社 会的テーマ に 大きくシ フトした分 岐点で
あると見 てい る。

As he approached this new stage of his life and career, Faulkner
began to write his way into history much more actively than ever
before. He was working on actualizing the subjectively he
envisioned for himself and delineating its features in his work. As
he approached the writing of Absalom, Absalom!, Faulkner was, in
essence, at a crossroads. (Natural Aristocracy 111)

その理由 とし てレ イリ ーは、1930 年代の 社会情勢の動向と、フ ォー
クナー自 身の 個人 的な 事情 が影響している と見てい る。

At this stage Faulkner manifested this relative independence
through critiques of those social and psychological voices
clamoring

in

Mississippi

and

reverberating

in

his

head.

Resolutions to the cries he experienced and depicted were
nonexistent as yet; nonetheless, growth was occurring. Various
incidents in his personal life indicate the changing relationship
between Faulkner and the world; developments in his literary life
reveal how his assessments of the ideological formations were
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beginning to change as well. (109)

1929 年末に 大恐慌が 起こり、南 部への打撃 は壊滅的 で、さらに、そ
の立て 直 し策と して 実施さ れたニュー デ ィール政 策は、力ず くで南
部の経 済 および 社会 構造の 民主化と資 本 主義化を もたらすも のにな
った。そ の時 期はすで に『響 きと怒 り』、
『死の 床に横 たわりて』、
『サ
ンクチュ アリ』、そし て『八 月の光』を出版し ていたフ ォークナ ーは
作家と し ての名 声を 確立さ せつつある 時 期にあり 、そのため 南部作
家とし て の立場 も徐 々に問 われ始めて き ていた頃 である。彼 は『ア
ブサロ ム 』にお いて 、南部 の歴史、し か も奴隷制 を基盤とし た階級
制その も のを中 心テ ーマと して南部の 歴 史を真正 面から扱お うと考
えたので ある 。
すでに 1920 年 代の終 わりにはフォー クナーは『 アブサロム』に関
して具 体 的な構 想は 持って いたと思わ れ る。いく つかの短編 がそれ
を示して いる 。1930 年 4 月 出版の短 編「親分 」(“The Big Shot”)は、
マーティ ン少 年(Dal Martin)が、プ ランターの 屋敷の玄 関での衝 撃的
経験か ら その後 立身 出世を して金持ち に なるとい う話である 。また
『アブサロム』の原型ともいえる「エヴァンジェリン」
(“Evangeline”) 22 も 1931 年 に 執 筆 さ れ 、 ヘ ン リ ー ・ サ ト ペ ン (Henry
Sutpen) が 妹 ジ ュ ー デ ィ ス (Judith) の 結 婚 を 妨 げ る た め に チ ャ ー ル
ズ・ボ ン (Charles Bon)を殺 害すると いう 物語であ る 。さらに 、 1934
年 出版 の 「 ウォ ッ シ ュ 」(“Wash”)は 、 孫 娘 ミリ ー (Milly)が 雌 馬 以下
に扱われ たこ とに 激怒 する ウォッシュ・ジ ョーンズ(Wash Jones)が 、
サトペン を大 鎌で 殺害 する 物語である。
1930 年 代はフ ォーク ナー 個人の 意識にも大 きな変化 をもたし た時
期であっ た。例 えば 、1929 年の エステル(Estelle Oldham)との結 婚は
フォー ク ナーの 上流 階級へ 憧れを満た し てくれた とレイリー は指摘
する。
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The Oldhams were from the highest echelons of Southern society
and Faulkner had always associated with them, in part, because he
was attracted to this class; thus these developments were certainly
connected to Faulkner’s affiliations with the gentlemanly code of
paternalism. (109-10)

上流階 級 の妻を 迎え ること で、彼の階 級 への関心 、さらには パター
ナリズム とも いえ る責 任感 が生まれたよう である。1930 年に旧 南部
時代の 屋 敷であ るロー ア ン・オ ーク(Roan Oak)を 購入するが 、それ
も上流 階 級の妻 を迎 えるふ さわしい場 所 が必要だ ったと考え たよう
である 。さ らに、1931 年に 一家の主人であ った父の 死亡や、1936 年
の娘ジ ル (Jill)の 誕生 は、一 家の主人と し ての責任 をフォーク ナーに
自覚 さ せ る 出 来 事 で ある 23 。こ れ ら の 個 人 的状 況 が作 品 に 少 な から
ず影響 し 、パタ ーナ リズム が作品の重 要 なテーマ として扱わ れるよ
うになっ てい く。
『ア ブ サロム 』の 出版時 には、巻末 に 「 ウィリア ム・フォー クナ
ー

唯 一 の所有 者に して占 有者」とい う 直筆の署 名が入った 「ヨク

ナパトー ファ 郡ジ ェフ ァソ ン (Jefferson, Yoknapatawpha Co.)」の 詳細
な地図 を 付して いる が、こ れは、本作 品 で南部作 家として南 部の歴
史とそ の 本質に 正面 から対 峙し、架空 の 町の構想 計画がはっ きりと
形を表し たこ との 宣言 であ る。
本章 で は、上 記の 作家の 置かれてい る 状況や心 情の変化を 踏まえ
ながら 、ト ー マス ・ サ トペ ン が自 らの 「 計画 (design)」に 従 っ て 、
階級制 の 階段を プラ ンター まで上り詰 め る過程と 、その後の 階級制
の維持 の ための 行動 に焦点 を当てるこ と で、南部 の奴隷制を 基盤に
した階級 構造 の本 質を 明ら かにしたい。さらに、フ ォークナーが『ア
ブサロム 』にお いて、南 北戦 争前後 の南部の経 済状況を 的確に捉 え、
同時に 南 北戦争 を機 に徐々 に古い階級 制 が崩壊し 、パターナ リズム
や白人 純 血主義 など の旧南 部の価値観 が 通用しな い資本主義 体制へ
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進んでい る南 部の 状況 を如 実に描いている ことを論 証する。併せて、
本作 品 に ハ イチ (Haiti)が 導 入 され て い る 点に 着目 し 、出 版 当時 の ア
メリカの 帝国 主義 政策 の本 小説への影響も 考察する 。

Ⅰ . サ ト ペ ン の 「 計 画 ( design )」

旧南 部 は大地 主で あるプ ランターを 頂 点とした 奴隷制に支 えられ
た階級 社 会であ る。『 アブサロム』 の中で も、「カー スト」とい う単
語が使 わ れてい るよ うに、 階級はある 程 度固定化 され、上の 層への
し上 が る の は 難 し か った 24 。以 下 の 引 用 で は、 南 北戦 争 に お け る南
軍の 階 級 も 、こ の社 会 での 「 絶 対的 な カ ース ト 制 度 (absolute caste
system)」に従っ て決 定され たので、それが戦 争敗因の 一つだと 皮肉
られてい る。

[Battles] lost not alone because of superior numbers and failing
ammunition and stores, but because of generals who should not have
been generals, who were generals not through training in
contemporary methods or aptitude for learning them, but by the
divine right to say ‘Go there’ conferred upon them by an absolute
caste system. (Absalom, Absalom! 276)

例えば 、サト ペン も「サ トペン荘園 (Sutpen’s Hundred)」という広大
な土地 を 所有す るプ ランタ ーだったの で 、軍事的 経験や能力 とは無
関係に「 大佐 (Colonel)」となっ ている 。サト ペンの「計画 (design)」
は、この 南部 の階 級制 を利 用してのし上が ることで ある。

‘You see, I had a design in my mind. . . . I had a design. To
accomplish it I should require money, a house, a plantation, slaves,
a family—incidentally of course, a wife. I set out to acquire these,
70

asking no favor of any man.’ (212)

彼は、 階 級を決 定づ けてい る要素を「 お 金、屋敷 、農園、奴 隷、そ
して家 族 ―もち ろん 、それ に付随する 妻 」だと考 え、それら を手に
入れさ え すれば 、階 級の頂 点に立つこ と ができる と信じ、そ のため
に必死に 努力 した 25 。この点 は、本論文第 三章で論 じるように、「ス
ノープ ス 三部作 」で のフレ ム・スノー プ スの野望 と実現のた めの方
法と多 く の類似 点が ある。 サトペンは 南 部の階級 制の仕組み を考え
理解し た 。この こと は、サ トペンの現 実 に対する 対応を同じ プアホ
ワイトの 父と の対 応と 比較 することでより 鮮明にな る。
サト ペ ンは、 この 「計画 」を抱いて か ら、この 計画に沿っ て人生
を歩ん で 行き、 さら には周 りの人々も 自 分の計画 に巻き込ん でしま
うことに なる。そ の意 味では 、
『アブ サロム』は、彼の「計 画」の実
現への 過 程と、 その 失敗を 描いた作品 と 言えるか もしれない 。エリ
ック・カ セロ(Eric Casero)は、こ のサトペ ンの「計画」が『アブ サロ
ム』と い う作品 にお けるイ デオロギー 上 の中心と して、作品 が展開
していく と見 てい る。

Sutpen’s “interruption” of conscious flow is carried out through
his “design,” which turns out to be the most important ideological
construct of Absalom, Absalom! . . . This design becomes the
central, transformative narrative point that drives the entire plot of
Absalom, Absalom! forward by determining the lives of Sutpen’s
various family members and the stories of the novel’s various
narrators. At the same time, however, this design is the product of
the novel’s continuous movement of consciousness through real
historical time. (88-89)

そこ で 本節で は、 このサ トペンの計 画 の意味を 詳細に分析 するこ
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とで、 南 部の階 級制 の実態 と問題点、 そ こから見 えてくるサ トペン
の本質 を 明らか にす る。具 体的には、 サ トペンが 「計画」を 抱く葛
藤の過 程 をたど るこ とで、 南部の階級 制 の実態を 分析し、次 にそれ
を踏まえ 、
「 計画 」を 支える ための要 因となる「お金と パターナリズ
ム」、「 階 級が求 める 血」と 「家父長制 」 について それぞれ論 じるこ
ととする 。

(1)「2 人 の サ ト ペ ン 」 の 葛 藤

この 「 計画」 は彼 の人生 に一大転機 を もたらし た。そもそ もサト
ペン一 家 は、階 級格 差も所 有という概 念 もない、 現在のウェ スト・
ヴァジー ニア(West Virginia)の山中で 生活して いた。

Because where he lived the land belonged to anybody and
everybody and so the man who would go to the trouble and work to
fence off a piece of it and say ‘This is mine’ was crazy; and as for
objects, nobody had any more of them than you did because
everybody had just what he was strong enough or energetic enough
to take and keep, and only that crazy man would go the trouble to
take or even want more than he could eat or swap for powder and
whiskey. (179)

そこでは 、そ こにあ るものは皆のもの であり、
「これは 自分のものだ
と言う 人 がいれ ば、 狂って いる」と思 わ れ、食べ 物も火薬も ウィス
キーも 必 要以上 のも のは欲 しがったり し ない原始 共同社会で あった。
サトペ ンが 成長 する につ れて、家族は少しずつ山を降り ていくが 、
それは 彼 らが階 級制 の現実 を知る過程 で ある。社 会のことな ど全く
何も知ら ない「 世間 知らず (innocence)」であ ることを 思い知ら され
る。サ トペ ンは「白 人と黒人の違いを 知った」だけではなく、
「白人
同士の間 にも 違い があ るこ と」も知るよう になる。
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He had learned the difference not only between white men and black
ones, but he was learning that there was a difference between white
men and white men not to be measured by lifting anvils or gouging
eyes or how much whiskey you could drink then get up and walk out
of the room. That is, he had begun to discern that without being
aware of it yet. (183)

結果と し て、自 分た ちの家 族がそのよ う な階級構 造の中で、 白人階
級の一番 底辺 にい る「 プア ホワイト」であ ることも 認識する。
この現 実に 対し て、サ トペン と彼の父の対応の違いが重 要である 。
プアホ ワ イトで ある 父は、 階級社会の 底 辺で搾取 されるだけ の人生
で、な す 術もな い。 そのよ うな階級構 造 から生じ る鬱憤を自 分より
弱い立場 の「 黒人 」を 殴る ことでしか発散 できない 。

[In] his father’s voice: ‘We whupped one of Pettibone’s niggers
tonight’ and he roused at that, waked at that, asking which one of
Pettibone’s niggers and his father said he did not know, had never
seen the nigger before: and he asked what the nigger had done and
his father said, ‘Hell fire, that goddam son of a bitch Pettibone’s
nigger.’ (187)

父は、そ の黒人 がペテ ィーボ ーン(Pettibone)というプラ ンターが 所有
する黒 人 だとい う理 由だけ でムチで殴 っ たのであ る。このエ ピソー
ドは、 南 部が人 種か らなる 階級社会で あ ることと 同時に、プ アホワ
イトの プ ランタ ーへ の鬱憤 が自分より 下 位の黒人 へ向けられ るとい
う、南部 の階 級制 にお ける 暴力の構図を表 している 。
一方 、 サトペ ンも 自分の 置かれてい る 現 実を徐々 に認識して いく
が、彼 が このこ とを 身をも って知らさ れ るのが、 プランテー ション
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のオー ナ ーの屋 敷を 訪れた 際に「屋敷 の 裏へ回れ 」と黒人の 召使に
命じら れ た時で ある 。この 屈辱的な体 験 はサトペ ンのトラウ マとな
り、夜も 眠れ ない ほど 彼を 悩ます。

[He] never even remembered what the nigger said, how it was the
nigger told him, even before he had had time to say what he came
for, never to come to that front door again but to go around to the
back. (188)

サトペンは森の中の洞窟へ入り、木の根っこにもたれ考え始める。
「これ か ら先自 分に 納得の いくような 生 き方をし ていくため には何
とか し な け れ ば な ら ない と 気 づ い て 、考 え込 ん だ」 (189)。「自 分 は
なぜこの よう な屈 辱的 扱い を受けなければ ならなか ったのか」とか、
「どう す ればあ の黒 人に勝 てるのか」 と か、彼に はわからな いこと
ば か り で あ る 。 こ の 場 面 は 、『 ハ ッ ク ル ベ リ ・ フ ィ ン の 冒 険 』
(Adventures of Huckleberry Finn, 1885)でハッ クが、
「 良心」(Conscience)
に従って 逃亡 奴隷 のジ ムを 通報すべきか、「 心」(heart)に従って 逃亡
を幇 助 す べ き か 葛 藤 する 場面 を 想起 さ せ る 26 。サ トペ ン も ハ ッ クの
ように「両 足を抱え るようにし て座って」(189)一人考え る。やがて
疑問は 最 終的に 次の 2 つの立場に 集約さ れて いく。彼 の心の中は 、
「あの黒 人の 召使 を撃 ち殺 せる」と言う自 分(the first)と、
「そん なこ
とをして も何 の意 味も ない 」と 言うも う一人の自分(the other)に 分か
れ、自問 自答 を繰 り返 す。

[There] was only himself, the two of them inside that one body
which was maybe thirteen or maybe fourteen or maybe was already
fifteen but would never know it for certain forever more, arguing
quiet and calm: But I can shoot him. (Not the monkey nigger. It was
not the nigger anymore than it had been the nigger that his father
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had helped to whip that night. . . .): But I can shoot him: and the
other: No. That wouldn’t do no good: and the first: What shall we do
then? and the other: I dont know: and the first: But I can shoot him.
I could slip right up there through them bushes and lay there until
he come out to lay in the hammock and shoot him: and the other: No.
That wouldn’t do no good: and the first: Then what shall we do? and
the other: I dont know. (189-90; 下線は筆者に よる)

彼自身は「2 人のサト ペン」の問答を「聞い て」、考え抜 く。ま ず悩
むこと 、 そして この 自問自 答こそが父 と は全く違 う対応であ り、こ
れがサ ト ペンを 成長 させる 。サトペン は 自問自答 を繰り返す 中で、
自分が 戦 うべき 本当 の敵は あの黒人召 使 ではなく て「自分の 靴を自
分で 履 く 必 要 す ら な い男 」(189)で ある と 認 識 す る。 さ らに 、「 彼 ら
と戦う に は、プ ラン ターが 所有してい る ものを手 に入れなけ ればな
らい」(192)と考え 、そ のために「土 地や、黒人 や、立派 な屋敷」(192)
を持た な ければ なら ないと 結論に至り 、 すぐさま 行動に出る 。カセ
ロは、 こ の「2 人のサ トペン 」の問答の 過程は「 単なる推論 」では
なく、
「 イデ オロ ギー の戦いの過程」であると 見ている 。一方のサト
ペンは 感 情的で 過激 で「階 級制の破壊 」 という立 場であり、 もう一
方のサト ペン は理 性的 で冷 静で「階 級制の利 用」という 立場であ る。

The battle between the “two Sutpen’s” is a demonstration of this
process; Faulkner does not simply describe Sutpen’s conscious
agency, he depicts the conscious process that underlies Sutpen’s
agency. We can see quite clearly that Sutpen’s action does not result
from direct, willful reasoning, but from a process of ideological
“competition” that underlies his consciousness, in which ideas
“fight” within Sutpen in order to be realized in the real world. (93)
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この 結 論は、 サト ペンの 父がプラン タ ーへの鬱 憤を、黒人 を殴っ
て発散 し た行為 と比 べると 、本質を見 極 めていて 、合理的で 生産的
である 。 カセロ が分 析して いるように 、 サトペン はこれまで の経験
と、黒 人 召使い に「 裏へ回 れ」と拒絶 さ れた経験 から、南部 社会に
残る貴 族 制が人 種に よる差 別と、富の 蓄 積による 差別による 二重構
造からな って いる こと を認 識する。

By considering these two sets of experience together, Sutpen is able
to model a new level of conscious awareness, in which he sees the
system of southern aristocracy as one based in racial difference and
the differences that men of the same race establish between
themselves through the accumulation of economic and social power.
The formulation of his design represents another level in this
recursive progression. Sutpen considers his new model of social
awareness in conjunction with his desire for retaliation against the
slave who turned him away. He recursively combines these two
concerns in order to develop his course of action: the development
of a new system of aristocracy that will include himself in it.
(94-95)

最終的 に サトペ ンは 自らの 力で、自分 が プランタ ーとしてそ の頂点
にいる 貴 族制を 作り 上げよ うと決心す る 。彼は南 部の階級制 そのも
のを利 用 し、プ アホ ワイト からプラン タ ーへ、つ まり搾取さ れる側
から搾 取 する側 へ階 級をの し上がろう と いう「計 画」を抱く 。彼の
「計画」 は、 まさ に階 級闘 争である。

(2) お 金 と パ タ ー ナ リ ズ ム

サト ペ ンの階 級闘 争のや り方は、ま ず はそれら の品物を得 るのに
必要な の はお金 だと 考え、 簡単にお金 が 儲けられ ると聞いた ハイチ
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へ旅立 つ 。その 後、 儲けた お金で、広 大 な土地、 黒人奴隷、 立派な
屋敷 を 手 に 入 れ 、 プ ラン ター の 地位 に 上 り詰 め る 27 。彼 の 階 級 闘争
の手段は お金 であ り、全 てをお 金で手に入れるというやり 方である 。
ジョーダ ン・ バー ク(Jordan Burke)が指摘して いるよう に、サト ペン
は持ち物 が身 分を 決定 する「社会 のヒエラ ルキー構 造 (the mechanics
of the social hierarchy)」を知 るこ とになる。そこでは「 物質的所有が
特権を与 え、 奴隷 所有 者が 贅沢な時を楽し む」社会 である。

He quickly perceives the mechanics of the social hierarchy he has
entered into: the practice of dividing property, the prestige that
material ownership affords, the leisure enjoyed by slaveholders.
(38)

「高い道 徳心 もお 金と 随伴 し」(250)と考 え、金 で解決する。人 間的
繋がり や 家族の 絆で すら、 金で処理す る 。現代で も行われて いる極
めてビ ジ ネスラ イク なやり 方である。 感 情的な要 因は徹底的 に排除
しドライ に処 理す る。ハ イチで 妻に黒人の血が流れている と知ると 、
多額の 金 と引き 換え に離婚 し、名門の 血 筋の妻を 得るために コール
ドフィー ルド 氏(Hue Coldfield)に儲け話を持 ち掛け 、金 で言いく るめ
る。彼 にと ってお 金は、マルクスが その著『1844 年の 経済及び 哲学
的原稿』(Economic and Philosophic Manuscripts of 1844)の中で指 摘し
て い る よ う に 、 何 で も 買 え る 「 す ぐ れ た 品 物 (the object par
excellence)」な のである 28 。
ここ で 注意す べき なのは 、サトペン は 、確かに 階級制の主 要な条
件をお 金 だと認 識し 、確か にそれを得 る ことによ って階級の 頂点に
立つこ と ができ たが 、旧南 部社会が求 め るプラン ターとして 尊敬や
権威は 得 ること がで きてい ないという 点 である。 彼のやり方 は合理
的で理 に 適って はい るが、 表面的であ り 本質が抑 えられてい ない。
フォー ク ナーの 言う「 上部の 装 飾 (“outward trapping”)」 29 だ けを得
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ようと し ている ので ある。 そこには従 来 のプラン ターたちに 最も求
められ る 社会か らの 尊敬も パターナリ ズ ムが存在 していない 。よっ
て、彼は 金と 腕力 でし か権 威を維持できな いのであ る。
南北 戦 争前の 南部 の階級 主義は奴隷 制 を基盤に して成り立 ってい
たが、
「 その 中核 には パターナリ ズムが存在 」(Costello 4)し、父 と子
どもの よ うな関 係で うまく 機能してい た と言われ る。『 主人の目で 』
(In the Master’s Eye, 1995)の中 でスーザン・トレイシー(Susan Tracy)
は、パタ ーナ リズ ムを 次の ように説明して いる。

Seen in this light, “paternalism” is at once a code of manners and a
prescribed set of behaviors that explicitly denies, but implicitly
recognizes, the patriarch’s right to violence toward his “dependents.”
Additionally, paternalism was a set of ideas articulated by the
antebellum planter class and its intellectual allies to explain and
justify their social relations of production and reproduction. (17)

南部パタ ーナ リズ ムは 礼儀 作法であり、かつ 行動規範 であり、通 常、
暴力行 為 は行わ れな かった と言われて い る。しか しながら、 これは
支配者で ある 白人 側の 認識 や言い分なので、ト レイシーも、
「パ ター
ナリズ ム は、父 権主 義的な 圧力の鋭い 矛 先を鈍く 見せ、主人 に自分
が使用 人 たちに 対し て行っ ている圧力 を 道徳的に 正当化させ てしま
う」と 指 摘して いる ように 、支配や暴 力 を正当化 する隠れ蓑 として
使われる こと も多 かっ た。
南部 の 階級制 は貴 族的な 社会構造で あ り、お金 だけで決定 されて
いるの で はなく 、社 会全体 の中で、支 配 層は人望 を得ながら 時間を
掛けてそ の地 位を 勝ち 得て いる。そ れに対し 、サトペン のやり方 は、
合理的 で はある が、 時間を 掛けず、表 面 だけを整 えたに過ぎ ないの
である 。 これは 、む しろ南 北戦争後に 南 部に入り 込む資本主 義的な
考え方と 一致 する と言 える 。サ トペンが計画において求め たものは 、
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伝統的 で 古臭い 南部 の貴族 的な階級社 会 であり、 実際彼はそ れを守
ろうと 南 北戦争 にも 従軍す るが、彼が そ の地位を 獲得した手 段は、
南部の 伝 統とは 相容 れない 近代的な合 理 主義的な 資本主義的 経済原
理に基 づ いてい る。 合理的 ではない階 級 制を、お 金という合 理的な
手段で 勝 ち取ろ うと したサ トペンは、 結 果として その階級制 にとっ
ては破 壊 者とな って しまう という皮肉 が 生じてい る。つまり サトペ
ンは資 本 主義体 制の 先駆け の役割を演 じ 、自分で は旧南部の 社会構
造を利 用 しての し上 がり、 またそれを 必 死で保持 しようと努 力した
が、実 際 はその 行為 そのも のが旧南部 体 制の本質 的な破壊を もたら
す役割を 演じ てい たと 見る ことができる。

(3) 階 級 の 求 め る 「 血 」

血に関 して 、階級制の頂 点に立つ ためには、
「良い血筋」と「 純粋
な白人の 血」、そ して「家父 長制の維 持」の 3 つの条件 を満たさ なけ
ればなら ない 。まず 白人 の良家 の出身の妻を娶ることが必 要であり 、
次に、 後 継とし ての 男子が 生まれるこ と である。 南部階級社 会の根
底には、 古い 因習 に従 った 白人純潔主義と 家父長制 がある。
サト ペ ンはハ イチ で妻を 迎えるが、 彼 女 に黒人の 血が混じっ てい
ること が わかる と、 すぐさ ま縁を切り 、 ジェファ ソンでコー ルドフ
ィール ド 家のエ レン に目を つける。ど こ からとも なくやって 来た素
性のわ か らない 相手 に娘を やる親はい な いが、サ トペンはコ ールド
フィー ル ド氏と 船荷 証券の 件で闇取引 を する。こ こでもお金 をうま
く使っ て エレン との 結婚を 決める。し か も、ヘン リーという 長男も
授かり 、 家父長 制の 維持と いう条件も 満 たし、サ トペン王国 は安泰
と考えら れた 。こ こま では 彼の計画通りに 事が運ぶ 。
サト ペ ンがぶ つか った最 大の危機は 、 娘 ジューデ ィスが、サ トペ
ンがハ イ チでも うけ た息子 ―黒人の血 を 持つチャ ールズ・ボ ン―と
結婚す る かもし れな いほど 親しい関係 に なったこ とである。 この 2
人が結 婚 すれば サト ペンの 家系に黒人 の 血が混じ ることにな り、彼
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の計画 は そこで 頓挫 位する 。絶対に阻 止 しなけれ ばならない ことで
ある。 と ころが 、実 際には ヘンリーが ボ ンを殺害 するという 結末と
なる。 一 体何が 起き たのか 、というの が 昔からの ジェファソ ンに残
る謎とな って いて 、そ れが 『アブサロム』 という小 説内の謎の 1 つ
にもなっ てい る。
この 事 件の真 相に 挑戦す るのが、ク ウ ェ ンティン ・コンプソ ンと
シュリー ヴ・ マッ キャ ノン(Shreve McCannon)である。2 人はヘ ンリ
ーとジュ ーデ ィス 、そ して ボンとの 3 人が陥 った恋愛 問題に隠 され
た謎を解 き明 かそ うと 夢中 になり、どちらが語るでも聞く でもなく 、
さらに は 時間と 空間 の隔た りも飛び越 え て、物語 の登場人物 と一体
化して弁 証法 的に 推論 をし ていく。クウェン ティンは 、
『 響 きと怒り』
におい て 詳細に 描か れてい るように、 妹 キャディ に対して近 親相姦
の願望 が あり、 ヘン リーと 類似した立 場 にあった ので、サト ペン物
語の中で も特 にこ の殺 害事 件に執着する。彼 の執着性 を「打ち消 す」
役割を 演 じるの が、 カナダ 出身のシュ リ ーヴであ る。彼は完 全に第
三者とい う立 場を とる 。自己の 執着心で主観的なクウェン ティンと 、
第三者 で 客観的 なシ ュリー ヴという組 み 合わせで 、事件の真 相に迫
る。
2 人 は 、ヘン リー には妹 に対する近 親 相姦の願 望があり、 その現
実に果 た せぬ夢 の実 現を自 分の分身と 思 えるボン に託すと考 える。
事実ヘ ン リーは 、ボ ンに憧 れ、様々な 点 でボンの 真似をしよ うとし
ている。 この 点に 関し ては 、ジョン・T・アーウィン(John T. Irwin)
が心理 学 的に考 察し ている ように、ヘ ン リーはボ ンに自己の 隠れた
「暗い部 分」 の役 割を 演じ させようとして いると言 える。

Clearly, the relationship between Henry and Bon is a form of
doubling: . . . In the doubling between Bon and Henry, Bon plays
the role of the shadow—the dark self that is made to bear the
consciously unacceptable desires repudiated by the bright half of
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the mind. (29-30)

ヘンリ ー は、父 から ボンが 義理の兄で 、 しかも黒 人の血が混 じって
いるこ と を聞か され ると、 苦悩の末ボ ン を殺害す るという決 断をす
る。近 親 相姦と 白黒 雑婚を 比べた時に 、 ヘンリー はボンの血 に流れ
る黒人の 血を 嫌悪 した とい う解釈である。

―So it’s the miscegenation, not the incest, which you cant bear.
Henry doesn’t answer. (285)

近親相 姦 は受け 入れ られて も、白黒雑 婚 は絶対受 け入れられ ないの
である 。 南部白 人社 会が徹 底して黒人 の 血を嫌悪 しているこ とがわ
かる。 こ れが南 部の 倫理観 であり、南 部 社会の根 底に潜んで いる。
南部の 因 習的な 人種 偏見は 、愛情で結 ば れた若者 たちの関係 も無残
に引き 裂 く力を 持っ ている 。しかもこ の 行為を若 いヘンリー が実行
すると い う点が 問題 である が、サトペ ン の考えや 南部の価値 観を若
いヘンリ ーも その まま 受け 継いでいるとい う事実も 浮かび上がる。
この よ うに見 てく ると、 このボンの 殺 害事件は 単に偶発的 な兄殺
しとは 言 えない 。南 部の価 値観が生ん だ 悲劇であ り、歴史の 必然的
結果と 見 る方が 正し いだろ う。最終的 に はこの事 件でヘンリ ーが殺
人者と な ってし まい 、サト ペンは正当 な 嫡子を失 い、子孫へ 代々受
け継ぐ彼 の夢 はこ れで 終わ ることになる。
ヘン リ ーを失 った サトペ ンは、どう し ても男の 嫡子を作る 必要が
出てき た 。次に ター ゲット して狙われ た のが、エ レンの妹ロ ーザ・
コール ド フィー ルド である 。彼女は幼 い 頃から、 叔母からサ トペン
は 姉 エ レ ン を 無 理 や り さ ら っ て 行 っ て 、「 剛 堅 な 殻 の よ う な 屋 敷 」
(31)に 閉 じ込 め た「 食 人鬼 (ogre)」(127)だと 教え られて 育 って い る
ので怖さ が先 に立 って いる 。しかも彼 女が 20 歳の頃、サトペンは彼
女に対 し て「ま ず、 試しに 一つ子ども を 産んでみ て、もし男 の子だ
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ったら結 婚し よう 」(144)という 提案を している。ここで も、女性 を、
嫡子を 生 む道具 とし てしか 見ていない 南 部社会の 実態が浮き 彫りに
なるが 、この屈 辱的な 提案を するサト ペンを彼 女は「悪魔(devil)」(10,
108)と 呼び 、 彼に 対 する 憎し み の炎 を燃 やし 続 ける。 この 溜 まり 溜
まった 憎 しみが 、作 品の冒 頭でクウェ ン ティンに 一気に浴び させら
れるので ある 。
ローザ の人 生は 南部 女性 の悲劇と見るこ とができ る。1845 年 生ま
れのロ ー ザの子 ども 時代は 、孤独と抑 圧 ばかりで 、愛情の欠 片も存
在しな い 。母は ロー ザの出 産の時に亡 く なってい て、父は店 の経営
とメゾ ジ スト派 の執 事をし ている人で 、 厳格さを 第一に考え 、娘に
愛情な ど 抱かな かっ たよう である。南 北 戦争が勃 発し、店の 品物が
略奪さ れ ると「 侵入 軍の撃 退に苦闘す る 南部を見 るよりも餓 死する
方」(47)を 選び 、自ら 屋根裏 部屋に蟄居して 4 年後に餓死して しま
う。だ か らロー ザは 叔母か ら、母の命 を 犠牲にし た父を憎悪 するよ
うにと か 、エレ ンは 食人鬼 に連れて行 か れ監禁さ れているか わいそ
うな女 だ と教え 込ま れて育 てられる。 彼 女の幼児 期はコンプ ソン氏
の説明通 り、
「ピ ューリ タン 的な正 しさと怒り 狂ってい る女性の 恨み
がこ も っ た 陰 鬱 な 霊 廟の 中 で 、 ロ ー ザは 青春 時 代を 過 ごし た 」(47)
と言え る 。さら に、 彼女に は青春時代 そ のものが 存在しなか った。
時代的 に 見て、 ちょ うどそ の頃は南北 戦 争の最中 となり、ま た終わ
っても 恋 愛相手 にな る可能 性のあった 男 性の多く が戦争で亡 くなっ
ていると いう 不幸 な時 期に 当たる。

[What] creature in the South since 1861, man woman nigger or mule,
had had time or opportunity not only to have been young, but to
have heard what being young was like from those who had. (12)

彼女の こ の告白 には 南北戦 争のもたら し た計り知 れない爪痕 を感じ
る。上 流階級 の南部 女性は、ピ ューリタン的厳格さの中で 育てられ 、
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「ノブレ ス・オブ リージ (noblesse oblige)」と いう社会 からの期待と
倫理観と いう 重圧 の中 にあ る。
この よ うに、 ロー ザの不 幸の直接的 な 原因はサ トペンがも たらし
ている か もしれ ない が、む しろ元凶は 南 北戦争や 、南部階級 制とい
う厳格 な しきた りと いった 彼女を取り 巻 く「環境 」であるこ とがわ
かる 。「 恋 愛 は おろ か 、 親の 愛 す ら知 ら なか っ た 私 」 (117)と彼 女 自
身が語 る ように 、彼 女の一 生からは一 片 の愛すら 見出せない 。コン
プ ソ ン 氏 が 、「 以 前 は 南 部 の わ しら 男 た ち は 女 性 た ち を淑 女(ladies)
にして い たんだ 。と ころが 戦争が起こ っ たら、そ のせいで今 度は淑
女を亡霊(ghosts)にして しまった 」(7)と南部の 女性のこ とを語っ てい
るが、 確 かにロ ーザ もその ような女性 の 一人であ る。南部の 淑女と
して抑 圧 され、 歴史 や南部 の伝統に翻 弄 された彼 女は、まさ しく南
部階級 社 会の犠 牲者 であり 、その結果 、 亡霊のよ うな人生を 送るこ
とになる 。ロー ザの、
「ローザ・コールドフ ィールド 、彼を失っ て泣
くがいい 、男を 見つ けたが、引き止め ておくこ とができ なかった・・・
ローザ ・ コール ドフ ィール ドは正しか っ たかもし れないが、 正しい
だけで は 女はだ めで 、むし ろ間違って い たほうが 良かったか もしれ
ない」(137)と いう 言葉 は、南部の女性全体の悲哀を感じ させる 。こ
のよう な 悲しい 一生 を送っ たローザの 語 りがゴシ ック小説の ように
聞こえ る のは当 然で ある。 階級制の要 因 として、 ジェンダー の問題
が浮き彫 りに なる 。
ロー ザ に拒否 され たサト ペンは、も う 白人女性 であれば誰 でも良
いとい う 状況に なっ ている 。次のター ゲ ットが、 階級社会の 底辺に
属し、 屋 敷にも 入れ てもら えないプア ホ ワイトの ウォッシュ の孫娘
ミリ ー で ある 。 この エ ピ ソ ー ド は短 編「 ウォ ッシ ュ」 (“Wash”)に 詳
しいが 、 サトペ ンに とって ミリーは完 全 に男の子 を生む道具 として
しか見ら れて いな い。
「おいミリ ー、お前が雌 馬でない のはとて も残
念だな 。 もし雌 馬な ら厩舎 の中にちゃ ん とした馬 屋をくれて やるん
だがな」(Collected Stories 535)と、ミリーは雌馬以下の扱 いであり 、
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さらにサ トペ ンは、生まれた赤ん坊が 女の子だとわかる と、
「女なん
か産みや がっ て」(Collected Stories 543)と罵声を浴びせる。これ を聞
いたウ ォ ッッシ ュは 、これ までのサト ペ ンへの崇 拝と忠誠心 は完全
に消え 失 せ、大 鎌を 振り上 げサトペン を 殺害する 。サトペン がムチ
でウォ ッ シュを 打ち ながら 「下がれ、 俺 に触るな 」と叫び、 ウォッ
シュが 大 鎌を握 って サトペ ンを殺害す る 場面は、2 人の緊張 がぶつ
かり合っ て、 一枚 の見 事な タブローとなる 。

“Stand back,” he said suddenly and sharply. “Don’t you touch me.”
“I’m going to tech you, Kernel,” Wash said in that flat, quiet,
almost soft voice, advancing.
Sutpen raised the hand which held the riding whip. . . .
Sutpen slashed Wash again across the face with the whip, striking
him to his knees. When Wash rose and advanced once more he held
in his hands the scythe. . . . (Collected Stories 545)

2 人の 怒り がム チと 大鎌 に込め られ衝突しているクライマ ックスで 、
作品中 最 も高い テン ション が生じてい る 。それが 一枚のタブ ローと
なって読 者の 眼前 に現 れる。
「時 の神」クロノ スが持つ といわれ る大
鎌の餌食 なる のは、
「 これでタイ ム・アップ」と「 計画」の終わ りを
宣言され たに 等し い。激 しく 戦い生 き抜いた が、自らの 因果応報 で、
時の神に 成敗 され る結 末は 、サトペンの最 期にふさ わしい。
南部 社 会の基 盤で ある階 級制は、伝 統 的で秩序 立っている ように
見えるが 、サ トペンの「 計画 」が暴 露している ように 、お金の問 題、
血の問 題 、人種 差別 、家父 長制、ジェ ン ダーなど 様々な問題 を抱え
ている こ とがわ かる 。サト ペンは周り か らは「悪 魔」のよう だと嫌
悪され る が、本 来サ トペン 自身は、そ の 出自から お金へのこ だわり
や人種差 別の 意識 など 持っ ていなかったと 思われる 。彼に とっては、
それら が 「計画 」実 現のた めに必要で あ ったから 、しかも実 行力は
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あった の で、そ の行 為の意 味や相手の 反 応など考 えずに、淡 々と事
を押し 進 めてい る感 じが強 い。彼の「 計 画」その ものが、様 々な問
題を孕 ん でいて 、必 然的に 彼の死をも た らしたと 言える。こ れに気
づかない のも サト ペン の「 無知」と言える 。

Ⅱ .「 ハ イ チ 」 の 意 味 ― 脅 威 と パ タ ー ナ リ ズ ム

サト ペ ンはお 金を 儲けよ うとハイチ に 出かける 。なぜ南部 を舞台
にした 作 品でハ イチ が登場 するのだろ う か。ハイ チは作品の 中でど
のよう な 意味を 持っ ている のだろうか 。 結論から 言えば、本 作にお
いて、ハイ チは、
「 革命」と「奴 隷」という 2 つの意味 を持って いる
と考えら れる 。それ は作 品中の 時代設定である 1820 年代のハイ チの
状況と、 作品 が書 かれ た 1920 年代 から 30 年 代のアメ リカの歴 史に
それぞれ 関係 する 。
第 1 に 、ハイ チは「 革命 」のイ メージを持 つ。ハイ チは革命 と内
乱の歴史 であ る。1791 年から 1804 年までの 革命でフ ランスの 植民
地から 独 立を果 たし 、ハイ チは黒人に よ る初めて の共和国と なる。
西半球 で 起こっ たア フリカ 系奴隷の反 乱 で最も成 功した事例 である。
サトペン がハ イチ で過 ごし たのは 1821 年か ら 31 年と 推察され るが
30

、 そ の 頃は 奴 隷制 が 復 活 し、 ハ イ チ の 中 央部 で は砂 糖 な ど の プラ

ンテーシ ョン が盛 んだ った が、ハイチが 東のサン ト・ドミンゴ(Santo
Domingo)を占 領したこ とで 内戦状 態であっ た。した がってゴド ゥン
が端的に 述べ てい るよ うに 、ハイチは革命 と同義語 と見てよい。

In the South, “Haiti” is synonymous with “revolution,” and whether
that be positively or negatively viewed it is not something about
which southern authors with an interest in antebellum history lightly
make mistakes. (Fictions of Labor 50)
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さらに 、 ハイチ は作 品の舞 台となって い る南北戦 争前の南部 にとっ
ては、 テ ッド・ アト キンソ ンが指摘す る ように二 重の意味を 持って
いると言 って よい 。

In the antebellum period framing much of Sutpen’s story, Haiti was
a palpable symbol with dual meaning: for the planter class in the
South, it was a reminder of the potential for insurrection and violent
retribution; for slaves and many abolitionists, it served as a source
of inspiration in the fight for freedom. (166-67)

南北戦 争 前、ハ イチ は南部 のプランタ ー たちにと っては反乱 を想起
させる も のであ り、 奴隷や 奴隷解放者 に とっては 自由への戦 いを喚
起させる もの であ った 。実際 、南部 でも 1830 年代 から 50 年代に は、
ナット・ ター ナー(Nat Turner)によ る奴隷の反 乱を含め 各地で黒 人奴
隷の暴動 が頻 発し てい て 31 、ドン・ド イル(Don Doyle)の 指摘どお り、
プランタ ーた ちは 危機 感を 抱いていた。

Fears of slave insurrection heightened during the 1830s when news
of the Nat Turner uprising in Virginia in 1831 brought the nightmare
of every southern slave owner to frightening reality. In 1835 a
hysterical panic swept through Mississippi following rumors of a
slave insurrection in the Madison County. (131)

ハイチの 革命 成功 は他 人事 としては見られ ないはず である。それは、
同様に 奴 隷制を 基盤 にした 南部にとっ て は、階級 制の転覆の 兆しを
示してい る。
第 2 に 、ハイ チが「 奴隷 」を意 味するのは 、本作品 の執筆時 期で
ある 1930 年当時 のアメ リカ とハイチの関係と、サトペンとハイ チの
関係に 共 通点を 見出 すこと ができるか ら である。 エイコ・オ ーワダ
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(Eiko Owada)は 、フォ ークナ ーのハイチは、サトペン が出かけ た 1820
年代のイ メー ジよ りも 、
「1915 年から 1934 年 までのア メリカ占 領下
の時代 の ハイチ とア メリカ の社会、政 治 、経済に おける関係 の方が
かなり近 い」(123)と、執筆 当時の アメリカの 帝国主義 政策との 関係
を重視し てい る。さ らに、
『 ハイチ を支配―― 軍事的占 領とアメ リカ
帝国主義 の文 化、1915-1941 年』(Taking Haiti: Military Occupation and
the Culture of U.S. Imperialism, 1915-1941)の中でメア リー・レ ンダ
(Mary Renda)は 、1915 年 から 40 年 までアメリ カがハイ チを占領 した
が、当 時 のアメ リカ 海兵隊 の証言など を 元に、ア メリカの侵 略と統
治には 「 パ ター ナリ ズ ム (paternalism)」があり 、ア メリカ は ハイチ
を「父 のい な い 息子 (fatherless child)」(250)の よう に見 な し てい た
と述べ て いる。 事実 1915 年 にアメリカ 海兵隊は ハイチを占 領し、
1934 年まで 軍政を敷 いてい た。この間ア メリカ軍は、ハイチの 民主
化と自 立 化のた めに 、憲法 の制定、権 力 と産業の 首都への集 中、ハ
イチ国 家 軍の訓 練な どを行 っている。 こ れらを進 めたアメリ カ側の
根底に「 パタ ーナリズ ム」があっ たという 解釈であ る。
『 アブサロ ム』
が出版さ れた のは 1936 年だ が 32 、執筆当時の アメリカ はハイチに対
し「ど う しよう もな い息子 」に何とか 手 助けをし てやろうと 見なす
雰囲気が あっ たと いう 指摘 である。
しか し 、アメ リカ のハイ チ占領が「 パ ターナリ ズム」だけ だと言
えるのだ ろう か。アメ リカ側 から見れ ば、それは「パタ ーナリズ ム」
と言い た いかも しれ ないが 、やはりア メ リカ帝国 主義が背景 にある
ことは 否 定でき ない だろう 。これはア メ リカの侵 略行為を正 当化す
るレト リ ックに 過ぎ ない。 そしてアメ リ カがその 侵略行為を パター
ナリズ ム という のは 、ちょ うど南部の プ ランター が奴隷制に 「パタ
ーナリ ズ ム」が あっ たとし て、その行 為 を正当化 したのと同 じであ
る。
この よ うに見 てく ると、 アメリカと ハ イチの関 係は、サト ペンと
ハイチ と の関係 と類 似する し、さらに は 、サトペ ンと、最終 的に見
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捨てら れ 「父の いな い息子 」となるチ ャ ールズ・ ボンとの関 係と類
似する。
サト ペ ンにと って のハイ チは奴隷を 意 味する。 そこはお金 を儲け
るだ け の 場 所 で あ る 33 。 ハ イチ は 、 サ ト ペ ンに 搾 取さ れ 、 最 終 的に
は見捨 て られる 対象 である 。そのよう に 見ると、 サトペンの ハイチ
への行為 は、資 本主 義的 な価値 観によるアメリカ帝国主義 と一致し 、
サトペン は、ここ でも 資本主 義的経済 原理を体現する、きわめて「ア
メリカ的 」な 人物 像と なる 。

Ⅲ . 「 計 画 」 の 「 無 知 ( innocence )」

階 級制 の頂点 に立っ たサ トペンは、自らの 地位を守 り繁栄さ せる
ために 、南 北戦 争に も大 佐とし て従軍し奴隷制度維持のた めに戦う 。
そして 南 部の伝 統的 な価値 観に従い、 白 人後継者 に拘り、純 血主義
を堅持 し ようと 「白 黒雑婚 」の阻止の た めにボン を捨て、さ らに、
ヘンリー も父 と同 様の 価値 観でボンを殺害 する。
こ の よ う に 見 る と 、サ トペ ン は南 部 の 価値 観 の守 護 神 34 と 見 える
かもし れ ないが 、そ れは表 面的であり 、 本質的な 意味では決 してそ
うとは 言 えない 。前 述した ように、サ ト ペンは表 面的にはプ ランタ
ーとし て の条件 を整 え、階 級制の頂点 に 立つこと が出来たが 、それ
はすべ て 金によ って 得られ たもので、 そ こには周 りの人から の尊敬
も無け れ ば信用 も得 られて いない。道 徳 心やパタ ーナリズム のかけ
らもな く のし上 がる 無慈悲 な資本家の 姿 しかない 。サトペン 自身、
階級制 が プラン ター に求め る条件を強 い 意志と実 行力で満た し、し
かもそ の 制度の 維持 のため に南北戦争 に も従軍し たのだから 、自分
は南部 の 階級制 や、 その根 底に流れる 価 値観の立 派な守護神 だと認
識して い るに違 いな いが、 実際に彼の や り方は南 部の価値観 を壊す
方向で 働 いてい る。 この事 実にサトペ ン は気づい ていないし 、気づ
くこと が できな い。 これが クウェンテ ィ ンの祖父 が指摘する 「サト
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ペンの無 知」 であ る。

“[Sutpen’s] trouble was innocence. All of a sudden he discovered,
not what he wanted to do but what he just had to do, had to do it
whether he wanted to or not, because if he did not do it he knew that
he could never live with himself for the rest of his life. . . .” (178)

むしろ サ トペン の行 為は、 旧南部の秩 序 の破壊で ある。しか もこの
「無知 」 が彼の 計画 を最終 的に失敗に 追 い込む要 因となって いる。
本節で は 、この サト ペンの 「無知」を 、 彼の「計 画」との関 係にお
いてよ り 明確に する ことで 、サトペン の 本質に迫 るとともに 、南部
階級制 の 本質を 明ら かにす る。それに よ って、サ トペンが最 終的に
は南部が 大事 にし てき た価 値の破壊者であ ることを 論証したい。
サトペ ンの「無 知 (innocence)」に関し ては、これま でも様々 な議
論がなさ れて きた 。前 述した「世間 知らず」と いう意 味での「無 知」
は、ほ と んど害 がな く、誰 でも大人に な るにつれ て解消され ていく
問題で あ る。し かし 、サト ペンの「無 知 」は倫理 的な意味で の無知
を有し て いて、 それ は彼の 性格的欠陥 と して残る もので、最 終的に
は彼の 命 取りと なる 。彼が プランター と して頂点 に立てるの も、ま
た命を 落 とすの も、 彼の生 来の「無知 」 によるも のと言える ため、
本小説の 重要 な問 題で ある 。クリア ンス・ブルックス(Cleanth Brooks)
は、サトペ ンの無 知は「アメリ カ人特有 の無知(無 垢)」で、「現 実の
本質につ いて の無 知」(Yoknapatawpha Country 296)と解 釈してい るが、
彼の場 合 はもっ と限 定的で あると思わ れ る。近年 では、クリ ストフ
ァー・カ ニング ハム(Christopher Cunningham)の言 う「想 像力の欠 如、
道徳的感 性の 欠如 」(574)という 意見に近 いものが 多いが
35

、 も う 少し 具 体化 が す る 必要 が あ る だ ろ う。 そ こで 本 節 の 目 的は

サトペ ン の「計 画」 の分析 なので、サ ト ペンの「 計画」との 関係か
ら「無 知 」につ いて 詳細な 議論を展開 し ているバ ーンハード ・ラド

89

ロフ(Bernhard Radloff)の分 析に基づい て 、このテ ーマをもう 少し深
く掘り下 げて みた い。 彼は サトペンの「無 知」には 3 つの特徴 があ
り、そ れ らが相 まっ てサト ペンの「計 画 」を作り 上げている と考え
ている。

Innocence thus corresponds to the structure of the design in a
threefold way: (i) certain of his interpretation of human nature as
brutehood Sutpen is innocent of the power to be guilty; (ii) as such,
he is innocent of the call of his conscience and free to impose his
rationalistic

morality

on

those

he

encounters:

this

is

the

characteristic form the action of innocence takes; (iii) certain of his
ground(groundplan) Sutpen is seemingly free to project himself
beyond existence: this is the ultimate form of innocence—his
willful innocence of morality. (50)

(i)人間 性 を野蛮 だと 確信し ているので 、 自らの罪 深い能力に 気づか
ない、(ii)だから 良心 の声に気づ かず、自分の 合理的倫 理観を人 々に
勝手に強 いる 、(iii)自分の計画を確信 している ので、実 際以上に 自分
を見せ る ことが でき る。(i)に 関しては、 ハイチで の最初の妻 に黒人
の血が 入 ってい ると わかる と、何の感 情 もなく別 れるという 非人間
的決断が でき るし 、ロー ザに も、
「 子どもができたら結婚し ていいぞ 」
という 侮蔑 的 な 考え が 浮 か ぶ 精神 的土 壌 を 持っ てい て、 (ii)し かも 、
(i)で 考え た非人道 的で 侮蔑 的な考 えを、良心の呵責なく 、自 分の「計
画」に は 必要な 事柄 として 実行したり 、 発言した りできる「 合理的
倫理観 」を有 して いる のである。(iii)このよう な非道徳 的な人物 であ
るが、 自 信家で 実行 力があ ったので、 ウ ォッシュ には神の化 身のよ
うに尊 敬 されて いる し、ロ ーザは、サ ト ペンの発 言等から「 悪魔」
だと言っ てい るが、
「南 部の 栄光あ る伝統のた めに 4 年 間も立派 に戦
ってきた 男性」であ り南部の「 英雄」(13)だと 見ている 側面もあ る。
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しかも 世 間的に はク ウェン ティンのよ う な後の世 代からも「 サトペ
ン荘園を 太古 の『光 あれ』の ごとくに創 造」(4)した伝 説的人物 とし
て記憶 さ れてい る。 このよ うに自分の 立 てた計画 とその方法 を信じ
て、良 心 の呵責 など 感じな いで、大胆 に 行動する 人物が「英 雄」や
「伝説 的 人物」 と言 われる ようになる こ とは現実 にも多いか もしれ
ない。サト ペンの 場合も、ラド ロフが指 摘するよ うに、
「道徳に 対す
る身勝手 な無 知」 こそ 、彼 の「究極の無知 」(50)である 。
彼の「無知 」は 計画の遂行の過程で、数多く の犠牲を 産んでい く。
これこ そ サトペ ンの 自身が 幼い頃から 意 識し、克 服しようと しなが
らも、 一 生克服 でき なかっ たものであ る 。これが 彼の性格上 の致命
的欠陥と なっ てい る。
この よ うな非 道徳 的なや り方は、南 部 がこれま で維持して きた価
値観や倫 理観 を壊 す方 向に なる。第 1 にお金 で地位を 獲得する やり
方は伝 統 に反し 、南 部の秩 序を乱すこ と になる。 むしろ資本 主義的
な近代 的 なやり 方で ある。 お金は必要 で あるが、 お金の力で 地位を
買っても 、だ れか らの 尊敬 も敬意ももらえ ない。第 2 に、白人 の男
子の嫡子 が欲 しい サト ペン は、ローザ の気持ちなど無視 して、
「試し
に子ども を作 って 、その子が男 の子だっ たら結婚 しよう」(144)と平
気で言 う 。さら には ミリー に対しては 馬 以下の扱 いで、女性 を自分
の後継 者 を生む 道具 としか 見ていない 。 父権社会 の南部では 女性は
表舞台 に は出て 来な いもの であるが、 こ の種の発 言は、当時 として
も、パ タ ーナリ ズム はもち ろん、人間 性 の欠片も なく、プラ ンター
として の 資質が 欠如 してい ると認識さ れ る。ロー ザが怒り、 ウォッ
シュが 大 鎌を振 り上 げるの はそれを表 し ている。 ウォッシュ がサト
ペンを 神 のごと く崇 拝して いたのは、 彼 の中にあ ると信じて いたパ
ターナ リ ズムや 南部 的伝統 を守る姿勢 や 倫理観に よるであっ たが、
それは 彼 自身の 描い た幻想 でしかなか っ た。その ことを知っ たウォ
ッシュ が サトペ ンを 殺害す るのは、む し ろサトペ ン自身が招 いた結
果である 。
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サト ペ ンは道 徳性 や人間 性が不必要 な 資本主義 の論理で階 級の頂
点に立 と うとし たの である 。この点が サ トペンの 最大の「無 知」で
ある。 フ ォーク ナー も、以 下のように サ トペンの 行為は見せ かけだ
けで、 南 部の伝 統が 大事に してきた「 礼 儀、名誉 、憐れみ、 思いや
り」とい った 精神 的規 範を すべて犯してい ると述べ ている。

He said, I’m going to be the one that lives in the big house, I’m
going to establish a dynasty, I don’t care how, and he violated all
the rules of decency and honor and pity and compassion. . . .
(Faulkner in the University 35)

サトペ ン は自ら の「 計画」 の実現が大 事 であって 、そのこと に付随
して起 こ る精神 的な 事柄に ついては全 く 理解して いない。無 知なサ
トペン は 物事の 核心 が何で あるかに理 解 が及ばな いのである 。サト
ペン自 身 は、自 分の 行為は 、南部の階 級 制を利用 してのし上 がり、
さらに そ れを守 る守 護神の ようなもの だ と思って いるが、実 際は自
らの行為 が南 部の 階級 制を 崩壊に導いてい るのであ る。

Ⅳ. 階級社会への制裁

サト ペ ンの「 無知 」は彼 自身を破滅 に 追いやる が、その断 罪人の
役を演 じ るのが ウォ ッシュ ・ジョーン ズ である。 ウォッシュ は、黒
人から も 馬鹿に され るプア ホワイトで 、 屋敷へ近 づくことも できな
いような 白人 階級 の底 辺に いる「ホワイ ト・トラッシ ュ (white trash)」
である 。 サトペ ンは ウォッ シュの孫娘 ミ リーと関 係をもち、 子ども
を孕ま せ るが、 その 子が女 の子とわか る と、あっ さりと捨て る。サ
トペン を 主人と して 信奉し 忠実に使え て いたウォ ッシュだっ たが、
孫娘に 対 する仕 打ち に我慢 ができず、 サ トペンを 殺害する。 階級社
会の底 辺 のプワ ホワ イトが プランター を 殺害する ので、これ も階級
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闘争であ る。
本節 で はこの 階級 闘争の 意味を明ら か にするた めに、どの ような
経緯で ウ ォッシ ュが サトペ ンを殺害す る ことにな るのか、ウ ォッシ
ュの心 の 変化を 詳細 に分析 する。さら に 、本事件 と様々な点 で類似
点の多 い ミンク ・ス ノープ スのフレム ・ スノープ ス殺害と比 較し、
両者の 相 違点を 明ら かにす ることで、 こ の殺害事 件の本質を 浮き彫
りにする 。

長い 間 、ウォ ッシ ュは、 同じ白人で あ るサトペ ンのことを 南北戦
争の英雄 とし て神 のご とく 崇拝していた。

It would seem to him that world in which Negroes, whom the Bible
told him had been created and cursed by God to be brute and vassal
to all men of white skin, were better found and housed and even
clothed than he and his; that world in which he sensed always about
him mocking echoes of black laughter was but a dream and an
illusion, and that the actual world was this one across which his own
lonely apotheosis seemed to gallop on the black thoroughbred,
thinking how the Book said also that all men were created in the
image of God and hence all men made the same image in God’s eyes
at least; so that he could say, as though speaking of himself, “A fine
proud man. If God Himself was to come down and ride the natural
earth, that’s what He would aim to look like.” (Collected Stories
538)

サトペン が黒 い純 血種 の種 馬で疾走する姿 を、
「神自身 が地上に 降り
た姿」 だ と見な し、 心から 尊敬した。 現 実世界で は黒人たち が好き
勝手に 蔓 延って いる が、実 はそっちの 方 が「まぼ ろし」で、 サトペ
ンのい る 世界こ そが 「現実 の世界」だ と 思えるく らいに崇拝 してい
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る。興 味 深いこ とに 、サト ペンとウォ ッ シュには 類似点が多 い。ジ
ョン・ロ ドゥ ン(John Rodden)は以 下のように 2 人の類 似点を列 挙し
ている。

Even at a glance, then, many similarities exist between Sutpen and
Wash. Sutpen too is from a family of poor white farmers. They are
“the same age almost to a day.” And while much critical attention
has been devoted both to Sutpen’s lack of a past and his complex
relation to southern tradition, it also bears noting that Wash’s roots
are obscured. (25)

どちらも プア ホワ イト の出 自であり、過去が曖昧で、
「 ほとんど 1 日
の違いも ない ほど の同 年齢 」(Collected Stories 538)である 。人間 的に
は全く同 じよ うな 2 人 なの に、ウ ォッシュは 神のごと くサトペ ンを
崇拝し て いる。 プラ ンター として成功 し 、そして 南北戦争の 英雄と
いうサ ト ペンに 付随 する社 会的なレッ テ ルを、ウ ォッシュは 自分と
の違い と 認識し 、当 然のこ ととして受 け 入れ、崇 拝してきた のであ
る。
さ ら に 、 ク ウ ェ ン テ ィ ン と シ ュ リ ー ヴ は 、「 サ ト ペ ン の 倫 理 観
(morality)と 大 いに 似 通 った 彼(ジ ョー ンズ )の 倫理観 によ れ ば 、ど ん
な事実 が あろう と、 どんな 習慣があろ う と、何が 何でも彼が 正しか
ったこと にな る」(Absalom, Absalom! 230)と 述べてい るように、客観
的に見る と 2 人の 倫理 観は 似ていると感じ ている。
サト ペ ンの倫 理観 につい ては、すで に その作り がお粗末で あると
以下のよ うに 揶揄 され てい る。

[The] ingredients of morality were like the ingredients of pie or
cake and once you had measured them and balanced them and mixed
them and put them into the oven it was all finished and nothing but
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pie or cake could not come out. (Absalom, Absalom! 211-12)

2 人の 倫 理観は 、か なり単 純な作りで 自 らの基準 で独善的に 信じ込
み、一 旦 信じ込 んだ ら、後 は周りのこ と などおか まなしに突 き進む
のであ る 。サト ペン は自分 の描いた「 計 画」をひ たすら信じ 、自分
の可能 性 を信じ 、の し上が る。ウォッ シ ュは野望 こそなく現 実的で
はあ る が 、 サ ト ペ ン を盲 目的 に 信じ 、 勝 手に 理 想化 し てい る 36 。こ
のよう に 見てく ると 、ロド ゥンが指摘 し ているよ うに「皮肉 的な意
味で、両者 は 2 人と も無 知(innocent)で ある」(26)と言える 。ただ し、
程度や 実 効性の 点で は、大 きな違いが あ る。ロド ゥンは、両 者は同
じく無知 では ある が、
「 サトペ ンの無知は、実際に強情なほ ど冷酷で 、
極めて 合 理的で 悪魔 的と言 えるほどで あ る。一方 、ウォッシ ュの無
知は ぼ ん や り と 混 乱 して い る が 、 人 道的 で生 来 のも の であ る 」(36)
と、その 違い を説 明し てい る。
この 違 いが、 ウォ ッシュ がサトペン を 殺害する という行為 に繋が
る。ウ ォ ッシュ は自 分が長 年抱いてき た サトペン 像は、自分 が勝手
に作り 上 げたも ので 、自分 の願望をサ ト ペンに投 影させたも のであ
り、ミ リ ーの一 件で 、サト ペンの正体 を 知り、実 像とはかな りかけ
離れて い たこと を認 識した のである。 サ トペンは 、本当は南 北戦争
の英雄 で もなけ れば 、プラ ンターとし て 尊敬に値 するような パター
ナリズム の欠 片も ない こと に気づいたので ある。

It seemed to him that he now saw for the first time, after five years,
how it was that Yankees or any other living armies had managed to
whip them: the gallant, the proud, the brave; the acknowledged and
chosen best among them all to carry courage and honor and pride.
Maybe if he had gone to the war with them he would have
discovered them sooner. But if he had discovered them sooner, what
would he have done with his life since? (Collected Stories 547)
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ウォッ シ ュは自 分が 戦争に 行かなかっ た ことの負 い目があり 、南北
戦争で 勲 章を貰 った サトペ ンを盲目的 に 尊敬して いた。併せ て、出
兵して い た人々 を「 勇気と 名誉と誇り を 担うこと を仲間全体 から認
められ、か つ選ばれ た最 良の人 間たち」(Collected Stories 547)と 勝手
に思い 込 んでい た。 そのた め、これま で は彼らが 実際は北軍 に打ち
負かされ た人 たち であ るこ とからは目を背 けていた し、
「打ち負 かさ
れた理 由 」など 考え たこと もなかった 。 ウォッシ ュは、この 時初め
て「打 ち 負かさ れた 理由」 や、南軍の 兵 士には戦 争に対する 高い理
念など な かった こと がわか ったような 気 がしたの である。南 北戦争
の本質 、 さらに は南 部の理 念や戦争の 大 義名分に も関わる大 きな疑
問と実 態 の認識 であ る。つ まり、南軍 と して出兵 した人たち は、実
際には 奴 隷制が なく なると 自らの利益 や 権利や地 位を失うこ とにな
るとい う 、かな り個 人的な 利益のため に 、参戦し ていたので はない
かとい う 疑問さ え抱 かせた 。ウォッシ ュ は、彼ら は「勇気や 名誉や
誇り」 を 認めら れた 「最良 の人々」で は ないとい う認識に至 る。か
なり遅 い 認識と 言わ ざるを 得ないが、 こ れもウォ ッシュの「 無知」
の結果で ある 。
した が って、 道徳 心やパ ターナリズ ム の欠片も ないサトペ ンをウ
ォッシ ュ が殺害 する のは、 真の意味で の 道徳心や パターナリ ズムを
ウォッ シ ュが社 会に 求める 表明となる 。 ウォッシ ュの行為は 階級制
の破壊 で はなく 、む しろ階 級制の名誉 や 誇りを守 る行為とな る。サ
トペン 本 人は、 これ まで自 分の行為は 全 て階級制 の維持と発 展のた
めにや っ てきた 行為 だと認 識していた が 、実際は 破壊する行 為であ
ったこ と になる 。む しろジ ョーズの方 が 、南部が 大事にして きた価
値観や 秩 序を守 ろう として いる「南部 秩 序の忠実 なしもべ」 と言え
るので あ る。彼 は旧 南部が 大切にして き た精神的 規範や価値 観に反
した行 為 をする サト ペンを 罰する役を 演 じている のである。 キャロ
ライン ・ マイル ズ(Caroline Miles)は、 ウォッシュ の行為は サ トペン
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に見ら れ る非人 間的 で搾取 的な資本主 義 的考えに 対抗するも ので、
資本主義 への 批判 とな って いると言う。

[His] work exposes the operation of ideology under the conditions
of capitalism and celebrates the human spirit that resists the
dehumanizing and exploitative nature of America’s dominant
economic system. (326)

サトペ ン が「南 部秩 序の忠 実なしもべ 」 に殺害さ れることで 、南部
の伝統や 秩序 に復 讐さ れた ことになる。
ここ で 、もう 一歩 深くこ の事件の本 質 に迫るた めに、この 事件と
ミンク の フレム 殺害 との相 違点を比較 検 討してみ たい。ミン クも、
本論文 第 三章で 詳細 に論じ るように、 プ アホワイ トでありな がら、
同じ一 族 の成功 者で ある資 本家のフレ ム ・スノー プスを恨み 、銃で
殺害する 。こ れも 形と して は階級闘争であ る。
2 つの 殺害 には 、以 下の 5 つ の共通点が 挙げられ る。第 1 にプア
ホワイ ト がプラ ンタ ーを殺 害するとい う 、形とし てはどちら も階級
闘争であ る。 第 2 に、 両者 とも、 富裕層に成 り上がる ために、 当時
の資本主 義的 な流 れを 読み 、うまく利用し ている。 第 3 に両者 とも
実行力 旺 盛で、 時に 非道徳 的行為でも 行 うことが できる独特 の倫理
観―「無 知」 と呼 べる だろ う―を有してい る。第 4 に 、両者と も資
本家ま で 上り詰 める が、上 流階級に共 同 体が求め るパターナ リズム
が完全に 欠如 して いる 。第 5 とし て、両者と も殺害の 原因は法 的で
はなく道 徳的 なも ので あり 、個人レベルの 強い恨み である。
最後 の 共通点 につ いては 補足する必 要 があるだ ろう。ミン クは、
殺人の罪 で刑 務所に 38 年間 服役するが、長年一族 の長であり、成功
し金も 権 力もあ るフ レムが 、同じ同胞 と して助け に来てくれ ること
を一心 に 願って いた 。スノ ープス一族 は 結束の強 さを信条と してい
るが、 フ レムか ら見 ると殺 人者となっ た ミンクに 自分が救済 の手を
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差 し伸 べ る こと は 自 分 の 「 社 会的 対 面 」(respectability)に 傷が つ き 、
現在の 地 位が危 うく なると 考え、全く 動 こうとし ない。これ はフレ
ムの立 場 からす れば 当然の ことである 。 元々ミン クの殺人の 罪自体
も彼個 人 の問題 で、 フレム には全く責 任 のないこ とである。 フレム
の判断は 合理 的で 理性 的で ある。ウォッシュによるサトペ ン殺害も 、
彼自身 や 孫娘が 人間 として の屈辱的扱 い を受けた という点は 、フレ
ムの場合 と違 って 十分 同情 できるが、こ ちらも法的には問 題はなく 、
道徳的問 題で あり 、やは り個 人レベ ルの強い 恨みであ る。もっと も、
両者と も 資本家 階級 にパタ ーナリズム を 求めてい るもので、 その意
味で階 級 や社会 の道 徳的秩 序回復のた め の制裁の 要素は十分 理解で
きる。
次に 、 両事件 の違 いを考 えてみると 、 それは事 件の後処理 に見出
すこと が できる 。ウ ォッシ ュに対して は 、殺人者 として保安 官と共
同体の 人 々が「 生活 の秩序 と規則」を 求 めてやっ て来て、ウ ォッシ
ュを射殺 する 。一 方、ミンクの場 合は、リ ンダ(Linda)やギャヴィ ン・
スティー ヴン ズ(Gavin Stevens)が 協力し、彼は 警官に追 われるこ とも、
逮捕さ れ ること もな く逃げ おおせてい る 。多くの 類似点があ る両事
件の後 処 理が、 この ように 違うのはな ぜ だろうか 。このよう な異な
る結末に した フォ ーク ナー の意図とは何で あろうか 。
これ は 本論文 第三 章にお いて議論し て いること であるが、 作家が
ミンク に 殺害の チャ ンスを 与え、しか も 何の制裁 も受けるこ となく
生き延 び させる 結末 にした 理由として は 、リンダ に対するフ レムの
「許さ れ ざる罪 」が あるか らである。 リ ンダがミ ンクに加担 をして
いる点 で 、殺害 の意 味が異 なっている 。 共同体の レベルから 見れば
どちら も 個人的 なレ ベルの 事件である が 、ウォッ シュの事件 は、そ
れ以上 の 広がり はな く、む しろこのよ う な劇的殺 し方によっ てサト
ペン像 は より神 話性 が高ま ったと言え る かもしれ ない。2 つの 事件
を比較 す ること で、 フォー クナーの道 徳 心の一端 を知ること ができ
る。
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以上 、 論じて きた ように 、ウォッシ ュ のサトペ ン殺害は、 プアホ
ワイト が プラン ター に期待 するパター ナ リズムや 道徳的高貴 さが完
全に欠 如 してい たこ とに対 して、個人 的 に制裁を したもので ある。
現在は立 場が 完全 に違 う 2 人であ るが、多く の共通点 があると いう
点から は 、自分 が掴 むこと ができなか っ た地位や 名声を獲得 してい
るサト ペ ンに自 らの 理想の 姿を投影し 、 彼を神の ごとく崇拝 してい
るプア ホ ワイト の複 雑な心 理が浮き彫 り になった 。ウォッシ ュのサ
トペン 殺 害は、 人道 的な視 点から同情 で き、社会 の道徳的な 秩序回
復のた め の制裁 と取 れるが 、そのウォ ッ シュ自体 が、その秩 序回復
のため に 制裁さ れる という 皮肉な結末 で ある。た だ、このよ うな結
末の方 が 、ウォ ッシ ュの殺 害も、犠牲 者 となるサ トペンも、 神話性
も悲劇性 も高 まる こと は間 違いない。

結び

サト ペ ンはプ ラン ターの 条件が物資 的 な品物の 所有である と判断
し、お 金 を儲け 、土 地、奴 隷、屋敷、 貴 族的な地 位を手に入 れ、南
部階級 制 の頂点 に上 り詰め た。しかし な がら、サ トペンは南 部階級
制が「 パ ターナ リズ ム」と いう伝統的 イ デオロギ ーから成り 立って
いるこ と を理解 でき ず、階 級を維持し よ うという 考えで排除 した黒
人の息 子 の父を 求め る愛情 に、皮肉に も しっぺ返 しに遭い、 彼の計
画は頓 挫 する。 しか も、南 部の価値を 重 んじる忠 実なプアホ ワイト
のウォ ッ シュに 逆に 殺害さ れてしまう こ とになる 。階級制の 根幹に
流れる「 パターナ リズ ム」に関す る彼の「無知 」が、
「計画」の 失敗
と彼の 死 をもた らす 要因と なっている 。 サトペン は南部の秩 序の守
護神に な るはず が、 結局そ の破壊者の 役 を演じて 制裁される ことに
なる。
サト ペ ンの死 によ って南 部伝統は守 ら れたかに 見えるが、 実際は
そうでは ない 。サト ペン がプラ ンターの地位に着けたとい う事実は 、
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南部の 伝 統に則 らな くても 南部階級制 の 頂点に立 てることが 可能で
ある時 代 が来て いる ことの 証明であり 、 さらに、 作品の最後 でボン
の家族の 繁栄 が暗 示さ れて いることは 37 、第 2、第 3 の南部の破 壊者
の出現 は 止める こと ができ ない状況に あ ることを 示唆してい る。ハ
イチの 導 入も、 南部 の奴隷 制度の終わ り が近いこ とを暗示し ている
のと同 時 に、資 本主 義、そ して帝国主 義 へと変化 していくア メリカ
経済の今 後を 想起 させ る。
このよ うに、
『 アブ サロム』でフォ ークナー は、南部 社会の本質に
迫り、 そ の鋭い 歴史 感覚で 、南北戦争 を 機に徐々 に古い階級 制が崩
壊し、 パ ターナ リズ ムや白 人純血主義 な どの旧南 部の価値観 が通用
しない 資 本主義 体制 へ進ん でいる南部 の 状況をサ トペンの人 生を通
して如実 に描 いて いる ので ある。
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第三章

プアホワイトたちの階級闘争

序

モーリ ー・ スキ ンフ ィル(Mauri Skinfill)は、『アブサロム、ア ブサ
ロム!』から スノープ ス三部作の 最初の小 説『 村』(The Hamlet, 1940)
が出版 さ れる間 に、 フォー クナーの重 要 な考えに 変化があっ たと見
ている 。1930 年代 までは「人 種問題」に主な関 心が置か れていた が、
アメリカ の置 かれ てい る社 会情勢を受け、
「階級 への所属 意識 (class
identities)」にフ ォー クナー の関心が移ったと いう指摘 である。

A significant conceptual shift takes place between Faulkner’s
1936 novel Absalom, Absalom! and The Hamlet that in 1940
inaugurates the Snopes trilogy, a shift represented in part by the
marked preeminence of class a category through which Faulkner
increasingly interprets American social relations. If . . . the question
of race takes on a central position in Faulkner’s vision in the 1930s,
The Hamlet, which suspends that question in favor of a critical
study of class identities, arguably represents a new narrative phase
in Faulkner’s thematics. (151)

かなり大 まか な見 解で はあ るが、1930 年代後 半から第 一次世界 大戦
や大恐 慌 を経て 、ア メリカ も国際的な 視 点で社会 情勢を見ざ るを得
なくな る につれ 、南 部の問 題とされて き た人種問 題も、アメ リカ全
体の問 題 として 広い 視点で 論じられる よ うになっ てきた。さ らに、
資本主 義 や民主 主義 の思想 が南部にも 浸 透してい くにつれ、 南部の
問題は 人 種問題 だけ ではな く、階級問 題 も次第に 問題視すべ き課題
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とみられ るよ うに なっ てき たのである。
実際 に 、フォ ーク ナー自 身はかなり 早 い時期か ら、スノー プス一
族に代 表 される プア ホワイ トと階級問 題 に関心を 抱いていた 。スノ
ー プ ス 物 語 の 「 原 型 」 と も い え る 『 父 な る ア ブ ラ ハ ム 』 (Father
Abraham)は、 すでに 1926 年 後半から 1927 年 の初め頃 に書かれ てい
る。ちょうど この 頃、フォークナーのメン ターとも いうべき フィル・
ストーン(Phil Stone)が 、ス ノープ スに関する アイデア をフォー クナ
ーに与 え ていた 。ス トーン は、「ス ノープ ス伝 説の核に なるものは 、
南部の 真 の革命 であ り、そ れは人種の 状 況ではな く、実は古 い貴族
体制の こ となど 全く 気にも とめなかっ た レッドネ ックたちが 権力と
富の座へ 上り 詰め るこ とな のだ」(Brodsky Collection 207)とフォ ーク
ナーに語 って いる 。実際 1920 年代 後半の南部 で階級の 変動が起 こっ
ていて 、 それを フォ ークナ ーがテーマ と しようと 考えていた ことが
わかる。さ らに、
『 父なるア ブラハム』の冒頭部で、フレム・ス ノー
プスに 関 して「 彼は 現実の 世界で機能 し ている人 間のユート ピア的
夢が偶 然 に作り 上げ た驚嘆 すべき生き た 実例であ る。この場 合、夢
とは民主 主義(Democracy)のこと である 。彼 は、やがて 伝説化す るだ
ろう が 、 常 に 象 徴 的 だっ た 」(13)と 、 皆 が求 め るア メ リ カ の 夢の 実
例であり 、民 主主 義社 会の 象徴であると位 置づけら れている。
スノ ー プス一 族と は、フ ォークナー が サートリ ス家などの 貴族階
級等と は 真反対 に、 南部の 階級制のど ん 底で「プ アホワイト 」とし
てたく ま しく貪 欲に 生き、 自らの「夢 」 を達成す る人物像と して構
想された もの であ る。
「プアホワイト 」とは、南北戦争 前から存在し
て い る 貧 困 の 白 人 労 働 者 た ち で 、 ジ ョ エ ル ・ ウ ィ ア ム ソ ン (Joel
Williamson)によ れば 、彼ら は「白人カ ー スト制度 の底辺にい る貧困
な白人た ち」で、
「黒 人や他の白 人たちか らも軽蔑 され、時に『 貧乏
白人のク ズ野 郎』(poor white trash)と呼ばれ ていた 」(12)と説明 され
ている。
南北 戦 争後は 、土 地を失 った白人や 解 放 され働き 場所を求め る黒
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人も増 え 、プア ホワ イトの 生活はさら に 厳しくな る。彼らの ほとん
どが身体 以外 の資 産が なく 、多くが「シェ アクロッ パー」になっ た。
シェア ク ロッパ ー制 度は、 奴隷制から 解 放された 黒人たちを 救済す
る目的 で 導入さ れた 制度で あるが、最 も 簡単な労 働手段とし て、黒
人だけ で なく、 多く のプア ホワイトた ち もシェア クロッパー となっ
た。ド ン ・ドイ ルは 、シェ アクロッパ ー が土地の ない農民に とって
最もあり ふれ た労 働形 態で あったと次のよ うに説明 している。

Sharecropping was the most common form of tenancy; it allowed
farmers to rent land paying a share of the crop instead of cash. . . .
Among blacks, sharecropping had been the norm since the end of
slavery. . . . White farmers, at the same time, were sinking from
economic

autonomy

into

tenancy

and

dependency.

Farming

someone else’s land and paying rent to a landlord had been virtually
unknown to whites until the late nineteenth century. (307)

それは、地主 から 土地 や農業 に必要な 馬、肥料、農機具 などを借 り、
収穫し た 作物の 一部 をそれ らの賃貸料 と して地主 に払うとい う仕組
みである 。1880 年には 南部の農 民の 24%がシ ェアクロ ッパーで あっ
たが、1910 年 には それが 35％に まで増え 、南部の中心 的な農業 構造
を作り上 げた 。

After the Civil War, southern farmers faced a major problem in
trying to acquire capital. Money was scarce at the end of the war,
and banks and credit institutions had never existed in the vast
agrarian interior of the South. Ownership required a significant
amount of capital. Even fixed-rent farming required renters to
provide all inputs, including draft animals, except land. In the
absence of such needed capital, farming could become extremely
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difficult. Even if the capital became available, many freedmen from
the Civil War might not have the expertise necessary to farm by
themselves. (Garrett and Xu 579)

古い農 業 体質の 南部 では、 資本もなく 、 また技術 も経営の知 識など
もなか っ たので 、彼 らの肉 体的労働力 だ けが頼り であった。 当時シ
ェアク ロ ッパー は広 がりを 見せたが、 一 部の地主 だけが潤い 、ほと
んどの 農 民は困 窮し 、どん 底の生活が 強 いられた 。地主の要 求する
利子は 高 く、人 馬に 頼る農 業での収穫 は 生産も限 られ、賃貸 料を払
えない 人 々も多 く、 別の農 園への移動 を 強いられ るなど、生 活の保
証もな い ものが 多く いた。 これは、奴 隷 制は廃止 されたが、 地主に
よる新 た な搾取 の制 度と言 える。1897 年生ま れのフォ ークナーは 、
まさに こ の状況 を見 ながら 成長してい っ た。南北 戦争後の南 部を語
る上では 欠か せな い人 々で ある。
フォ ー クナー の描 くスノ ープス一族 は 、確かに どん底の困 窮した
中で生 活 をして いる が、同 時にその過 酷 な状況の 中でたくま しく生
き抜く 人 々であ る。 古い階 級制の下で は 、その地 位が固定化 されて
いたが 、 南北戦 争後 は、そ の階級制を 様 々な形で 揺るがす存 在とし
て振る 舞 う。古 い南 部では 、家柄や伝 統 といった 精神的で抽 象的な
ものによ り社 会階 級が 決め られていたが、資本主義が導入 されると 、
それを 決 めるの はお 金だけ となった。 お 金は古い 体質の社会 から民
主的で平 等な 社会 の実 現を 可能にした。
その よ うな時 代の 流れに 乗って、ス ノ ープス一 族は、一致 団結し
てたくま しく 生き 抜こ うと するのである。彼ら にとって、
「血は 水よ
り濃く」(The Mansion 68)、「血縁 という単純 な関係に 関する古 くか
らの不変 の法 則」(The Mansion 5) として「鎖の連鎖を切る ことなく 、
フレンチ マン ズ・ベン ド(Frenchman’s Bend)のスノープ ス一族の 多く
が、そ れ ぞれ階 級の 階段を 一段ずつ昇 り 、最底辺 の穴を次の スノー
プスが 、 どこか らと もなく 現れ充填し 、 ついにフ レンチマン ズ・ベ
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ンドを覆 って しま う、そ の同じ 浸透作用 によるも の」(Town 8-9)とし
て「純粋 に単 純に互い に連携し合って一つに なって」(Town 107)蔓延
る。彼 ら は互い に助 け合い 「決して満 足 すること ない強欲の 伝統を
守って」(Town 33)、旧 南部体制を 次々に食い 荒らして いった。
『 父な
るアブラ ハム 』には 、彼 らは「ヤ ドギリのよ うに定着 せず」に、
「ウ
サギのよ うに 増殖」し、
「カビの ように繁 殖」しなが ら、執念深 く広
がってい く様 子が 描か れて いる。

The Snopes sprang untarnished from a long line of shiftless
tenant farmers—a race that is of the land and yet rootless, like
mistletoe; . . . Cunning and dull a clannish, they move and halt and
move and multiply and marry and multiply like rabbits: magnify
them

and

you

have

political

hangerson

and

professional

officeholders and prohibition officers; reduce the perspective and
you have mold on cheese, steadfast and gradual and implacable. . . .
(Father Abraham 19-20)

フォー ク ナーの 小説 群にお いて、スノ ー プスとい えば、一般 的には
フレムに 代表 され るよ うに 、狡猾な悪 者だという印象が 強く、
「スノ
ーピシ ズ ム」は 「破 壊的で 侵略的なパ ワ ーと極度 に功利主義 的な生
き方及び 経済 原理」(『フォーク ナー事典 』551)のよう に定義さ れて
いる が 38 、悪 人 もい れ ば 善 人と さ れ る 者 も いる 。 例え ば 、 ク ラ レン
ス・ス ノープ ス(Clarence Snopes)は 州会議員 になるし 、ウォー ル・ス
トリート・パ ニッ ク(Wallstreet Panic)のように 真面目に 商売をし て成
功した も のいる 。た だ、一 族に共通し て いるのは 、その方法 はずる
賢い時 も あるが 、苦 難に対 して皆自ら の 力でたく ましく乗り 切って
いる点 で ある。 フォ ークナ ーも認めて い るように 「環境に対 してう
まく適応 して いる 」(Faulkner in the University 253) のである 。
そこ で 、本章 では 階級制 という視点 か らスノー プス一族の 代表と
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もいうべ き 3 名 、アブ ナー 、フレ ム、そして ミンクを 取り上げ 、彼
らが古 い 貴族的 な階 級制に どのように 立 ち向かっ たのかを解 明し、
最終的 に はスノ ープ ス一族 が古い階級 制 を壊し、 新しい価値 観から
なる南部 へと 導く 推進 役を 演じていること を論証す る。

Ⅰ. アブナー・スノープス―階級を破壊する

アブ ナ ー・ ス ノー プ ス(略 称、 ア ブ)は 一 族の 始 祖で あ り 、 ス ノー
プス一 族 の原型 的な 人物で ある。スノ ー プス一族 は時代の変 化や置
かれて い る環境 によ ってそ の生き方は 異 なるもの の、彼の性 格や価
値観、 考 え方は 他の 多くの スノープス の 子孫に受 け継がれて いる。
スノー プ ス一族 を理 解する には、まず ア ブ・スノ ープスを理 解する
必要があ る。
アブ ・ スノー プス は、フ ォークナー の 様々な作 品で早い時 期から
登場して いる。
『 征服 されざる人 々』(The Unvanquished, 1938)の 中の
「反撃」(“Riposte in Tertio”)では 、ベイヤー ド・サ ートリス(Bayard
Sartoris)の祖母ロ ーザ・ミラード(Rosa Millard)が北軍からだまし 取っ
たラバ を また北 軍に 売って 金を儲けた り、「 ヴァンデー 」(“Vendée”)
では「 毒 ヘビ」 と言 われ、 ローザが殺 害 された原 因を作った として
ベイヤー ドに 鞭で 打た れる 。また、
「私の祖母 のミラー ドとベッ ドフ
ォ ー ド ・ フ ォ レ ス ト 将 軍 と ハ リ キ ン ・ ク リ ー ク の 戦 い 」 (“My
Grandmother Millard and General Bedford Forrest and the Battle of
Harrykin Creek”)では、 サー トリス 大佐の馬頭 と称して 馬を盗み まく
る。ア ブ は、誰 に対 しても どんな組織 に 対しても 忠誠心など 持たな
い一匹 狼 で、お 金の ためな ら、あくど い ことでも 平気で行う ずる賢
い小悪 党 である 。ア ブが中 心的に描か れ 、存在感 のある人物 として
登場す る のが短 編「 納屋は 燃える」で 、 ここでは 、ド・スペ イン少
佐(Major de Spain)の納 屋を 燃やし 、家族を引 き連れ逃 亡する。『村』
は、そ の 後を引 き継 いだ物 語になって お り、アブ の家族はフ レンチ
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マンズ・ベ ンド に現れ、地主 ウィル・ヴ ァーナー(Will Varner)に 取り
入り、 そ れを足 掛か りにし て息子フレ ム をはじめ としたスノ ープス
一族の台 頭が 始ま る。
アブ は 自分本 位の 悪党で 、さらには そ の強暴性 から、悪魔 やルシ
ファーだ と見 る意 見が 多い 。しか しながら 、本節では、
「納屋は 燃え
る」に お ける彼 に関 する描 写を詳細に 分 析するこ とで、彼の 本質に
迫り、 さ らに、 彼の 悪の攻 撃の対象に な っている ものが、南 部の古
い階級 制 である こと を示す ことで、ア ブ が古い階 級制を揺る がす脅
威として 描か れて いる こと を立証する。

「 納屋 は燃 える 」でのアブは、10 歳の息子カ ーネル・サートリ ス・
スノープ ス(Colonel Sartoris Snopes; 略称、サーティ)の 目を通し て一
人称で 語 られる が、 幼い視 点だけでは 理 解や経験 に限界があ ること
から、語り の工夫 がなされている。10 歳の視点と同時に、彼が 成長
した時 の より高 い視 点が並 置され、幼 い 見方を補 強する形を 取って
いる。
「 幼い個人 的な 視点」と「大人の 客観的な視点」による「 二重
の視点 」 を用い た語 りは、 短編「あの 夕 陽」にお いて「9 歳の クウ
ェンティ ン」と「24 歳のクウ ェンティ ン」の 2 つの視 点での語 りと
同じであ る 39 。 父親であ るア ブの行動や言動に 関して、10 歳の 視点
では理 解 できな かっ たり、 あるいは父 親 偏向にな ってしまう のであ
るが、 成 長した 視点 はより 客観的な視 点 から助け 船を出した り、判
断しコ メ ントす るこ とで、 意味付けを し たりする 。この「二 重の視
点」に よ って、 アブ という 人物の本質 が わかるよ うになって いる。
例え ば 、 ハ リス (Harris)の 納 屋 が 燃 やさ れ た事 件 に つ いて の 裁判 で 、
サーティ が尋 問を され た時 のことを捉えて、父 から、
「 お前は本 当の
ことを奴 らに しゃ べろ うと 思っていたな」(Collected Stories 7)と 言っ
て叩かれ た時 、彼自 身は 何も 言い返 せなかったが、
「 20 年後の視 点」
が登場し 次の よう にコ メン トする。
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Later, twenty years later, he was to tell himself, “If I had said they
wanted only truth, justice, he would have hit me again.” But now he
said nothing. He was not crying. He just stood there. “Answer me,”
his father said.
“Yes,” he whispered. (Collected Stories 8; 下 線は筆者による)

「20 年後の 視点 」は、裁 判では「真 実や正義が 求められ ていたん だ」
ときっ ぱ りと父 に言 えただ ろうと述べ る 。実際の サーティは 、裁判
自体が 初 めてで 緊張 し、し かも父の罪 に ついて尋 問されても 、真実
を話し て はいけ ない と分か っていて、 周 りは「敵 だ！敵だ！ 」と思
って興 奮 し、何 も言 えずじ まいだった 。 しかし、「20 年後の 視点」
の導入は 、サ ーテ ィは 20 年後 には、「真実や 正義」の 重要性が わか
る人物 と して成 長し ている ことを暗示 し ていると 同時に、当 時のサ
ーティ に とって 父の 力は絶 大で、真実 は おろか、 何も言えな い状態
にある こ とを表 して いる。 このように 二 重の視点 の導入で、 サーテ
ィの置 か れてい るア ンビバ レントな立 場 と心情が 読者に示さ れ、そ
れによっ て作 品の 内容 が重 層化される。
次の例 は、「大 人の視 点」 の導入が 2 段階になっていて 、しかも 、
父の本 質 に関わ るこ とを示 すものとし て 重要な働 きをしてい る。次
の町へ 家 族で移 動中 に野宿 をした時に 、 父の炊く 焚き火が、 いつも
「しみっ たれ た小 さな 火 (niggard blaze)」(Collected Stories 7)で ある
ことに関 して、
「 少し 成長した視 点」が次のよ うにコメ ントを挟 んで
いる。

Older, the boy might have remarked this and wondered why not a
big one: why should not a man who had not only seen the waste and
extravagance of war, but who had in his blood an inherent voracious
prodigality with material not his own, have burned everything in
sight? (Collected Stories 7; 下線は筆 者による)
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「すこ し 成長し た視 点」は 、何でも手 当 たり次第 に燃やして しまう
のに、
「 父は なぜ 大き な焚き火をしな いのだろう 」と疑 問を持つ。焚
き火が小 さい こと など 読者 にとっては、どうでも良いこと であるが 、
この事 実 に読者 の目 を向け させ、さら に 他のもの に関しては 、父は
派手に 燃 やすこ とを 暗示し 、父が納屋 を 燃やした 犯人である と読者
に知らせ てい る。自ら発し た疑問 に対して「少し成長した視 点」は 、
「一歩進 めて 」次 のよ うな 「回答」を提供 してくれ る。

Then he might have gone a step farther and thought that that was the
reason: that niggard blaze was the living fruit of nights passed
during those four years in the woods hiding from all men, blue or
gray, with his strings of horses (captured horses, he called them).
(Collected Stories 7; 下 線は筆者 による)

「少し 成 長した 視点 」は「 しみったれ た 焚き火」 の原因は、 南北戦
争時代 に 父は馬 泥棒 だった ので南軍か ら も北軍か らも逃げ隠 れして
過ごし て いたせ いだ と解釈 する。この よ うに父の 過去の悪事 と関連
させるこ とは 幼い 視点 では 無理である。
「 少し成長 した視点」が 父の
過去の 悪 事を読 者に ばらし ている。こ こ では、次 に「さらに 成長し
た視点」 が導 入さ れ、 父と 火との関係が説 明される 。

And older still, he might have divined the true reason: that the
element of fire spoke to some deep mainspring of his father ’s being,
as the element of steel or of powder spoke to other men, as the one
weapon for the preservation of integrity, else breath were not worth
the breathing, and hence to be regarded with respect and used with
discretion. (Collected Stories 7-8; 下線は 筆者による)
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「さら に 成長し た視 点」に より、火は 父 の「本質 的な生命の 泉」に
働 き か け 、「 完 全 な 自 分 を 保 持 す る た め の 唯 一 の 武 器 (the one
weapon for the preservation of integrity)」として 機能して いるとい う解
釈が示 さ れる。 サー ティも 大人になる と 父の行為 の意味がわ かるよ
うにな る という 前提 である 。アブの納 屋 に火を付 ける行為は 許され
ない悪 事 である が、 プアホ ワイトのア ブ にとって は、火が地 主から
自分の プ ライド を守 るため の「武器」 な のである 。アブの悪 事の本
質を「 成 長した 大人 の視点 」が解明し て くれてい る。スーザ ン・ユ
ーニス(Susan Yunis)が指 摘して いるように 、この 語り手は、「ア ブに
対する読 者の 反応 を作 り上 げ、コントロールしようとさえ している 。
さらに彼 に対 する 読者 の嫌 悪感を和らげよ う」(24) と する明確 な意
図を持っ てい るの であ る。
この 語 り手が 描こ うとす るアブ像は プ ライドが 高く、それ を守る
ためで あ れば、 納屋 に火を 付けるよう な 過激な行 動に出る「 飽くな
き凶暴性 」がある 。語り手は、
「自 分自身の行 為の正し さに対す る彼
の凶暴 な 確信が 、彼 と利害 を共にする 者 にとって は利益にな るよう
な感じ を 受ける 」と 述べて いるように 、 アブは自 分の利益の ためだ
けに動 く のであ って 、決し て他人の、 あ るいは組 織や共同体 のため
に動く こ とはな い「 狼のよ うな独立心 」 がある。 この点でチ ャール
ズ・ミッ チェ ル(Charles Mitchell)の、「彼の意 思はいか なる権威 にも
忠誠を 誓 うこと はな く、連 帯を独立に 換 え、した がって公共 の道徳
性の代わ りに 個人 の道 徳心 を持ち込む」(186)という意 見は的確 であ
る。
この 点 を捉え 、ミ ッチェ ルをはじめ て として、 アブをジョ ン・ミ
ルト ン の 描 く サ タ ン と類 似す る とい う 見 方が あ る 40 。確 か に 彼 の属
性には そ のよう な要 素があ ることは確 か であるが 、アブには サタン
ほどの燃 える よう な復 讐心 が不足している ように思 われる。さらに、
アブが 「 顔も奥 行き もない 、まるでブ リ キを切り 抜いたよう な、た
だ真っ 黒 で平べ った く、血 の気もない 」 影絵のよ うにフラッ トに描
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写さ れ て い る 点 も 41 、 不 気 味な 悪 漢 と い う イメ ー ジに は う っ て つけ
の描写で ある が、こ れも サタン のようなスケール感とは相 いれない 。
一方で 、 アブが 「個 人的道 徳心」を大 事 している ことは重要 で、こ
れによ っ て、個 人的 な利益 や家族ある い は一族の 利益は守ろ うとす
る。ア ブがサ ーティ に、
「自 分の血 縁のものに 忠実にす るもんだ って
ことが わ からな きゃ いけね え。さもね え と、おま えにゃ、自 分に忠
実 に し て く れ る 血 縁 が な く な っ ち ま う こ と に な る ぞ 」 (Collected
Stories 8)と諭 す。こ れは スノー プ一族が最も大事にしてい る信条で 、
この血の 結束 が彼 ら一 族の 特徴ともなって いる。
アブ は 個人的 な狭 い価値 観で、様々 な 攻撃的行 動を起こし ている
ことは 確 かであ るが 、彼の 攻撃の対象 が 階級制の 頂点にいる 地主で
あること は重 要で ある 。アブは 階級制の底辺にいるプアホ ワイトで 、
ラバだ け しか持 たな いシェ アクロッパ ー である。 シェアクロ ッピン
グ制の 下 では、 シェ アクロ ッパーたち は 個別に地 主と交渉を して契
約を結ぶ のが 普通 であ る。
『村 』の第一章 では、フレ ンチマン ズ・ベ
ンドに た どり着 いた アブが 、大地主の ウ ィル・ヴ ァーナーと 契約を
結ぶ様子 が紹 介さ れて いる 。

“What rent were you aiming to pay?”
“What do you rent for?”
“Third and fourth,” Varner said. “Furnish out of the store here.
No cash.”
“I see. Furnish in six-bit dollars.”
“That’s right,” Varner said pleasantly. Now he could not tell if
the man were looking at anything at all or not.
“I’ll take it,” he said. (The Hamlet 8)

シェア ク ロッパ ーは 地主か ら農作業に 必 要なもの を全て借り 受け、
その収穫 高で 賃貸 料を 支払 う。
「3 分の 1 と、4 分の 1 の割合」(Third
111

and Fourth)

42

で賃貸 料を払い、店 で付け(furnish)で買った食料品 など

に対して も、収 穫高 の一部を「1 ドルに対して 75 セント (in six-bits
dollars)」 とい う 高い 金利 で 支払 うシ ス テ ムであ る 43 。地主 と の折 り
合いが 悪 くなれ ば、 次の地 主を探して 転 々と渡り 歩かなけれ ばなら
ない 44 。 アブ が ハリ ス と の 契約 解 消 後 、 一 家で 次 の町 へ 移 動 す る場
面は、 不 安定で あて のない 社会的に見 放 されたシ ェアクロッ パーの
状況を表 して いる 。

The wagon went on. He did not know where they were going.
None of them ever did or ever asked, because it was always
somewhere, always a house of sorts waiting for them a day or two
days or even three days away. Likely his father had already arranged
to make a crop on another farm. . . . (Collected Stories 7)

本短 編 で示さ れる アブの 凶暴性は、 こ の階級の ボーダーラ インを
越える 行 為とし て表 われる 。ハリスや ド ・スペイ ンらの地主 の納屋
を焼く 行 為、ド ・ス ペイン の屋敷へ玄 関 から入り 、馬糞のつ いた靴
で絨毯 を 踏みつ ける 行為、 さらには絨 毯 の賠償金 が高いと地 主を裁
判に訴 え る行為 ―こ れらは どれを取っ て も、プア ホワイトの 地主へ
の反発 で あり、 階級 闘争と 言える。地 主 にいいよ うに高い歩 合で働
かされ 搾 取され るだ けのプ アホワイト は 不満や平 等性を訴え ても、
お金も 地 位も権 力も 持たな いので全く 受 けつけら れない。ウ ィルの
場合の よ うに、 地主 が判事 を兼ねてい る ことも少 なくない。 社会に
公平さ も 正義も ない 。結局 、明らかに 犯 罪ではあ るが、地主 の財産
である 作 物の入 った 納屋に 火をつける こ とが、で きる精一杯 のこと
である 。 そこに は公 平さも 正義もない 。 不正に対 しては黙っ ておら
ず、た と え非社 会的 行為で あっても実 行 するとい う信条は、 後のミ
ンク・ ス ノープ スに 受け継 がれている 。 自分たち から搾取し たもの
で裕 福 に 暮 ら す 地 主 の象 徴が 納 屋で あ り 45 、燃 え 盛る 炎 は 彼 ら に残
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された唯 一の 「武 器」 であ り、怒りそのも のである 。
さらに 、馬糞 のつ いた 靴でプ ランターの屋敷へ玄関から 乗り込み 、
「ブロ ン ドの絨 毯」 の中央 を「こわば っ た足 (stiff foot)」で踏 みつ
ける行 為 は、プ ラン ターに とっては自 分 自身が踏 みつけられ 汚され
ているの に等 しく 、屈 辱的 で許しがたい行 為となる 。

He just stood stiff in the center of the rug, in his hat, the shaggy
iron-gray brows twitching slightly above the pebble-colored eyes as
he appeared to examine the house with brief deliberation. Then with
the same deliberation he turned; the boy watched him pivot on the
good leg and saw the stiff foot drag round the arc of the turning,
leaving a final long and fading smear. His father never looked at it,
he never once looked down at the rug. The Negro held the door. It
closed behind them, upon the hysteric and indistinguishable
woman-wail. (Collected Stories 12)

ブロン ド の絨毯 は、 プラン ターの権威 と 誇りであ る。それが シェア
クロッ パ ーの馬 糞の ついた 靴で踏みつ け られたこ とになる。 プラン
ターの 白 い屋敷 もフ ランス 製のブロン ド の絨毯も 、見かけは 美しい
が、実 は 、これ らも プアホ ワイトたち が 土にまみ れながら真 っ黒に
なって働いた汗でできているとアブは見ているために、玄関から
堂々と 入 り、馬 糞の ついた 靴で絨毯を 黒 く汚すの である。そ れを目
にした 女 主人は 卒倒 寸前の 悲鳴を上げ る が、リチ ャード・ゴ ドゥン
は、この アブ の絨 毯を 汚す 行為を「レイプ 」だと見 ている。

[The] boy and his father penetrate the big house or, more
particularly,

rape

a

rug.

Faulkner

focuses

the

tortuous

interdependencies of the landlord/tenant contract through one
object: the rug, “blond,” French, priced at a hundred dollars, and a
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part of Miss Lula . . . is palpably gendered and subjected to the
attentions of Ab’s boot. (“Second Reconstruction” 32)

ゴドゥ ン はブロ ンド の絨毯 は女性と見 な され、ア ブの靴が踏 みつけ
る対象 に なって いる と指摘 する。地主 と 賃借人と の契約は相 互依存
のよう に 見える が、 実は極 めて不平等 で あること が、この絨 毯の事
件が明 ら かにし てい るので ある。さら に 、ゴドゥ ンが、アブ の「こ
わばった 足」をア ブの「提 喩」(32)として見なしている通 り 46 、南北
戦争時 に 馬を盗 んで 逃げる 際に撃たれ た もので、 まさしく彼 の人生
や彼自 身 を表し てい る。足 がアブの提 喩 で、絨毯 が女主人を 象徴す
るとす れ ば、足 で絨 毯を踏 みつけるの は 、アブが 女主人をレ イプす
るのに等 しい 。地 主に とっ て、これ以上の 屈辱はな い。
アブと サー ティ が、地主の屋敷の玄 関から入るという 場面は、
『ア
ブサロム 』で 、サトペン 少年 が、同 様の行為を して黒 人の執事に「今
度から 裏 口へ回 れ」 と言わ れた場面、 さ らには「 親分」でマ ーティ
ン少年 が 同様の 体験 をする 場面を想起 さ せる。フ ォークナー の作品
群におい ては 、玄 関での地主世界 との「 出会い (encounter)」が 、そ
の後の 少 年たち にと って、 運命を決定 づ ける重要 な瞬間とな ってい
る。サ ト ペン少 年と マーテ ィン少年は 、 その時の 屈辱的な思 いをバ
ネにプ ラ ンター と同 様の屋 敷に住むこ と のできる 金持ちにな り、一
方、サ ー ティは 父の 行為を 嫌悪し、ス ノ ープス一 族とは全く 別のま
ともな 生 活を送 る選 択をす る。異なる 階 級との出 会いがその 後の人
生を変 え るきっ かけ として 働いている 。 少年には その後の人 生の決
め手と な る衝撃 的事 件であ るが、すで に 長く辛い 人生を経験 したア
ブにと っ ては、 プラ ンター への効果的 な 攻撃の機 会として利 用され
ている。
ただ し 、注意 すべ き点は 、アブに社 会 的経済的 反乱者とい うレッ
テルを 貼 ろうと して いるの は語り手で あ り、アブ 本人にはそ のよう
な意識 は ないと いう 点であ る。アブは た だ自分の 個人的なプ ライド
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や利益 が 犯され そう になっ ているので 、 それに対 して過激に 反応し
ているだ けで あり 、社会 の仕組 みや制度に不満があるわけ ではなく 、
ましてや 改革 を望 んで いる わけでもない。したがって、エドモンド・
ヴォルピ(Edmond Volpe)が言っ ているよう に、「アブは 決して社 会改
革者でな い」(“Barn” 76)のであり、むしろ 、カール ・ゼンダー(Karl
Zender)が見 て い る よ う に 、「作 家 フ ォー クナ ー の 側に 強 い政 治 的 な
衝動」(“Character and Symbol” 57)があって、 それによ ってアブ 像が
作り上 げ られて いる と見る べきである 。 アブがサ ーティに、 ド・ス
ペインの こと を、
「明 日から 8 ヶ 月の間、俺の 体も魂も 自分のも のに
したいと 思っ てい る男 」(Collected Stories 9)と言った り、同じ く、ド・
スペイ ン の白い 屋敷 につい て、「あ れは汗 だよ 。黒人の 汗だ。だが 、
奴が望 む ほどの 白さ にゃま だなってい ね えようだ な。奴はさ らに、
きっと白 人の 汗ま で混 ぜて えと思ってやが るんだ」(Collected Stories
12)と 説明 して いる が、この ような見方や表現 は、明ら かに階級 制へ
の強い 非 難であ り、 そのよ うな意識に 基 づくアブ の行為は極 めて政
治的であ る。
アブ の 地主へ の一 連の攻 撃は、階級 で 縛る従属 体制を基盤 して、
人馬を 資 産とし た古 い農業 形態への攻 撃 に他なら ない。この ように
底辺層 か らの不 満の 爆発は 、お金を基 盤 とした経 済労働体制 が進ん
でいる 時 代にあ って 、古い やり方では 限 界があり 時代に合わ ず、切
り替える 時期 が来 てい るこ とを示している。ゴ ドゥンが、本短編を、
「プラ ン テーシ ョン による 農業制度の 破 壊であり 、従属体制 はすで
に支配 者 階級に とっ ては、 役に立たな い 文化的遺 物となって いるこ
とも付 随 して暴 露し ており 、支配者階 級 も自ら改 革をやらざ るをえ
なくなっ て、
『前』や『擬似』ブルジ ョアから『完 全な』ブルジョア
へ移行し てい る」(“Second Reconstruction” 38) と、時 代の変化 を反
映した 作 品とし て位 置付け ている点は 正 しい。こ のように解 釈する
と、ア ブ という 人物 像も、 新しい時代 へ 変換を求 められる時 代や環
境が作り 出し た人 物像 と見 ることができる であろう 。
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さら に 、息子 サー ティが 最終的にア ブ や家族の 元を去り、 一人で
生きて 行 く決意 をす る点は 、父権制度 の 弱体化を 表している 。サー
ティは 父 との血 の繋 がりを 大事にする べ きか、自 らの潔癖に 従い、
社会的に 正し い行 為を すべ きか、「2 組の 馬の間に 挟まれたように 2
つの方向 に引 っ張 られ る存 在」(Collected Stories 17)と いう葛藤 の状
態から 、 自らの 自由 な意思 で決定し、 父 や家族を 捨てること を選択
する。 何 が何で も血 縁関係 を盾に、縛 り つけよう とする社会 制度や
考え方 は 、個人 や社 会の発 展とは相反 す ることに なり、これ も時代
の大き な 変化を 示す 出来事 である。家 族 よりも個 人の意思を 選択し
たサー テ ィは、 スノ ープ一 族の「教え 」 に反した ことになる 。サー
ティが そ の後の スノ ープス 物語に登場 し ないのも そのためで ある。
フィリス・フ ラン クリン(Phyllis Franklin)が述べているよう に、サー
ティは、
「あま りに正常 で、あ まりに人間的で、あまりに同情的 」(193)
だったの で、スノ ープス一 族とし ては見な されず、
『村 』から外 され
たのであ る。

アブ ・ スノー プス はスノ ープス一族 の 原 型となる 人物であり 、不
正への 対 抗意識 、族 意識、 攻撃性など の 彼の属性 は、スノー プスの
共通した 属性 とし て、他のスノープス にも受け継がれて いく。
「納屋
は燃え る 」で描 かれ るアブ は、それ以 前 の無節操 な悪党像と いう要
素は持 ち ながら も、 その矛 先が社会の 歪 みで不当 な扱いをも たらし
ている 階 級制に 向け られて いて、しか も 、語り手 によってシ ェアク
ロッパー の代 表と して 、地主階 級への反乱者に作り上げら れている 。
『村』 で は、ラ トリ フが、 アブを幼い 頃 から知っ ていて、彼 が納屋
を燃や す 常習者 だと いう情 報を得てお り 、それを ヴァーナー に伝え
ている 。 その危 険性 の減ら すために、 ア ブの息子 フレム・ス ノープ
スがヴ ァ ーナー の店 の店員 として働く こ とで、ア ブが暴挙へ 出ない
ための保 険と した 。このため、
『村』で も、アブ は登場は するもの の、
存在感 は なくな り、 代わっ てフレムが 一 族の中心 的人物とし て活躍
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すること にな る。

Ⅱ. フレム・スノープス―階級をのし上がる

スノ ー プス一 族を 代表し 、シェアク ロ ッパーか ら資本家ま で上り
詰め、 経 済的に も社 会的に も最も成功 を 収めるの が、フレム ・スノ
ープスで ある。彼 はス ノープ ス三部作 の中心人物で、1902 年頃 フレ
ンチマン ズ・ベン ドにアブの 息子として『村 』に登 場し、『館』(The
Mansion, 1959)で 1946 年に ミンク ・スノープ スに射殺 されるま でが
描かれ る 。その 意味 でスノ ープス三部 作 はフレム の物語と見 なすこ
とがで き る。フ レム は、1970 年代 までの 批評 では、悪 の象徴とか 、
悪魔的 だ という 見方 がほと んどであっ た 。例えば 、ジェイム ズ・サ
ンダソン(James Sanderson)は 、フレム を「腕の いい悪魔 のような 実践
家」(702)と称 し、 コリ ーン ・デイル(Corinne Dale)は、「資本主 義の
悪」(323)と 形容し、 レニス・ロ ーソン(Lenis Lawson)は、「悪魔 的、
地獄的 」(107)と述 べ、ブ ルックスも、
「人 間的に邪悪」(Yoknapatawpha
Country 214)と 言っ てい る。ヴ ォルピも、「非 常に冷酷 な貪欲さ がフ
レムを悪 にし てい る」(Reader’s Guide 310)と述べてい る。しか し、
1980 年代頃 から 、ミン クの 非道さ がフレムに 勝るとい う同情的 な意
見が出 さ れるよ うに なり、 むしろ彼の 環 境に対す る高い適応 能力を
評価す る 社会学 的観 点によ る意見が出 る ようにな る。例えば 、マイ
ケル・ミルゲイ ト(Michael Millgate)は、「変化 する環境 にうまく 変え
られ る 適 応能 力 、 学 習 能 力を 表 し て い る 」(238) と 述 べ 、 ブ ルッ ク
ス も 、「 フ レ ム は 自 分 が 置 か れ た 状 況 に う ま く 対 処 で き る 人 物 」
(Toward Yoknapatawpha 256)と評するよ うになる。1990 年代以降 はマ
ルキシ ズ ム的批 評の 視点が 取り入れら れ 、彼がち ょうど資本 主義が
南部に 急 激に進 行す る時代 に資本家ま で 上り詰め るという社 会的経
済的視点 が導 入さ れ、例え ば、コリー ン・デイ ルは、
「 物質主義的な
新南部人 の戯 画像」(323)、デブラ・マ ッコム(Debra MacComb)は、
「新
117

南部にお ける 冷静 で計 算高 い自己昇進型」(345)と、新 南部人と いう
見方が出 てき てい る。
フレ ム 像がこ のよ うに変 化を見せる の は批評理 論の流れに よる影
響は大 き いこと は確 かであ るが、他の 要 因も考慮 すべきであ る。ま
ずは語 り 手の影 響で ある。 長い間「フ レ ムは悪」 と決めつけ られ、
現在でも その よう な見 方が 根強いが、そ の主な原因は語り 手にある 。
フレム は 多くの 場合 、第三 者によって 語 られるこ とがほとん どで、
中でも V・K・ラ トリフ(V. K. Ratliff)とギ ャヴィン・ス ティーヴ ンズ
の意見 は 影響が 大き い。彼 らの見解が 正 しいかど うかはさて おき、
主な情報 源と なっ てい る 2 人は共 にフレムを 嫌ってい る。例え ば、
ギャヴィ ンは 、フレムを、
「強欲 だ。貪欲。彼は他に何 を必要と し欲
しがるの か」(The Town 152)と か、「魂を危険 に晒すほ ど強靭で 邪悪
な力と勢 力」と言 い、ラトリフ も、
「スノープ スは蛇や 野猫の侵 入の
ように絶 えず 警戒 され なけ ればならない」(The Town 106)とか、「蛇
や害虫が 波の よう にジ ェフ ァソンを覆う」(The Town 112)とかな り嫌
い、警 戒 してい る。 このよ うに偏った 先 入観を持 つ語り手に よって
語られ た 対象に 対し 、受け 手は警戒す る 必要があ る。もっと も、こ
のよう に 、第三 者に よる複 数の語りは 、 フォーク ナーがよく 用いて
いる語 り の手法 であ り、し かも、今回 の ように誰 も対象の真 の姿を
完全に は 捉えて いな い。し たがって、 読 者が情報 を精査し真 の姿に
迫る必要 があ る。
フレム 像が 変化 を見 せる もう 1 つの理由と して、フ レムの描 かれ
方の変 化 があげ られ る。フ ォークナー が フレムを 初めて作品 に登場
させたの は『父 なるアブラ ハム』で、そ れが 1927 年頃である 。しか
し、フレ ムが重 要な登場 人物 として 登場する のは 1940 年 出版の『村』
である。 スノ ープ ス三 部作 の 2 作目『町』(The Town)の出版は 1957
年、さ らに 、3 作 目『館 』は その 2 年後の 1959 年 である。構想 から
30 年 以上の 開きがあ る。この間 に時代も 大きく変化し、価値観 も変
わり、 そ れによ って 作家の 考えるフレ ム 像も変わ ることは十 分考え
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られる 。 実際、 作品 を追う ごとに「フ レ ム像の矮 小化」や「 影の薄
さ」、 さら には「 人間的 にな っている」という指摘は多い 47 。
以上 を 踏まえ 、本 節では 、フレムの 本 質を明ら かにするた めに、
書かれ た 時代背 景に よる作 家の考え方 の 変化を考 慮しつつも 、むし
ろ、フ レ ムの階 級の 変化に より、考え 方 が変化し ていった彼 の人生
を通し て 見るこ とで 、彼自 身の変化を 捉 え直して みることに する。
階級の 一 番底辺 にい たシェ アクロッパ ー の息子が 、晩年は銀 行の頭
取という 上流 階級 にま で上 り詰めるという 人生は、
『アブサロ ム』の
サトペ ン の人生 と類 似する 。サトペン と の比較も しながら、 2 人の
相違点 を 明らか にす ること によって、 よ り正確な フレム像に 迫りた
い。

カー ル ・ゼン ダー は、ア ブは自分た ち の境遇や 自分の行為 の正当
性を 理 解 さ せ よ う と 息 子サ ー テ ィ を 「教 育を し てい る 」(“Character
and Symbol” 57)という 意見 を述べ ているが、 実際にア ブの教え を受
け継いだ のは サー ティ では なく、兄 のフレム の方であ る。フレム は、
アブから 「否 応無 しに 遺伝 した古い血」(Collected Stories 21)を 受け
継ぎ、ス ノー プス とし ての 「強欲の伝統」(The Town 33)に従い 、強
靭な精神 と激 しい 行動 力を 保持している。そし て彼は、
「必要な お金
はすぐ さ ま懸命 に、 骨を怯 まず、根気 強 く、引っ 掻き回し、 つかみ
争ってで も手 に入 れた 」(The Town 279)し、「自分のこと、自分 の権
利と利益 を守 ると いう 独立 独歩の男」(The Hamlet 27)である。 さら
に、父の教えである「自分の血縁のものに忠実にするもんだ」
(Collected Stories 8)を教 訓とし て守り、「ほか のどんな 人物にも 敬意
を認めず 、忠 誠を 誓う こと もせず」(Collected Stories 24-25) 、 一族
の団結 を 背景に して 勢力を 拡大してい っ た。その 結果、フレ ンチマ
ンズ・ ベ ンドを 覆っ てしま うまでに勢 力 を拡大さ せ、自分は それを
利用し「 階級 の階 段を 急激 に登って」(The Town 39)いくので ある。
しかし なが ら、 以下 で論 じる 4 つの点でフ レムとア ブは決定 的に
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違う。 そ れらは 父の そばに いて、父の 失 敗からフ レム自身が 教訓と
して学ん だも ので ある 。1 つ目は、時代を見る 目が必要 であるこ と、
2 つ 目 は、権 威は 利用すべきであ ること、そ して、3 つ目が、法 は犯
さないこ とで 、4 つ目 は、「社会 的体面」の保持である。これら 4 つ
の特徴 こ そフレ ムを 形作っ ている行動 原 理である 。それぞれ の特徴
を詳しく 見る こと にす る。
1 つ目の 時代を見 る目で あるが、父の時代 はまだ土 地を基盤 にし
た古い 経 済体制 が残 ってい て、お金を 基 盤にした 資本主義体 制への
ゆ る や か な 移 行 期 で あ っ た 。 リ チ ャ ー ド ・ モ ア ラ ン ド (Richard
Moreland)は、『 村』の重 要な語 り手の 1 人で あるラト リフが、 アブ
をこの 経 済的移 行期 にあっ て、両方の 経 済体制の 犠牲者であ ると認
識してい ると 指摘 して いる 。

Ratliff tells Ab’s story as that of a man who has been the victim
of both the land-based capitalism of the Old South and the
money-based capitalisms of the New. … Ab was the victim of Old
South (pretended) anticapitalism…. Ab’s apparently unprincipled
business sense … is not, however, equivalent or easily assimilable
to New South capitalism either. . . . (140-41)

アブは 土 地を持 たな いシェ アクロッパ ー としてプ ランターに 搾取さ
れ、ギ リ ギリの 収入 で家族 を支えてい た 。その搾 取の腹いせ が「納
屋を燃 や す」と いっ た過激 な行為とな り 、結局、 そのために 町を追
われる結 果と なる 。さらに 、博 労として 馬を売買 にかけては、
「 ヨク
ナ パ ト ー フ ァ 郡 で の 博 労 と い う 仕 事 の 技 能 や 楽 し み 方 (science and
pastime)に対 して 名誉と誇り(honor and pride)」(Collected Stories 34)
を持って いた が、伝説の博労であ るパット・スタン パー(Pat Stamper)
に騙さ れ たこと で、 博労を やめるほど の 挫折感を 味わう。そ れはア
ブが仕事 にお いて「技能と 楽しみ方 」を見出し、
「名 誉や誇り 」を持
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つ時代 は 既に終 わり 、ただ お金さえ儲 か ればそれ で良いとい う時代
が来て い ること を知 らなか ったからで あ る。この 一件で、ラ トリフ
は、世 の 中がお 金で 回り、 人々がお金 に 翻弄され る時代がこ のヨク
ナパトー ファ 郡に も来 てい ることを痛感す る。

That’s what did it. It wasn’t what the horse had cost Ab. . . . It
was the fact that Pat Stamper, a stranger, had come in and got actual
Yoknapatawpha County cash dollars to rattling around loose that
way. When a man swaps horse for hose, that’s one thing and let the
devil protect him if the devil can. But when cash money start
changing hands, that’s something else. And for a stranger to come in
and start that cash money to changing and jumping from one fellow
to another, it’s like when a burglar breaks into your house and flings
your things ever which way even if he dont take nothing. It makes
you twice as mad. (The Hamlet 34)

ただ単に「 馬と馬 を交換」して 商売が成 り立つ時 代は終わり、
「 お金
が人の 手 に渡り 始め る」と なっている 。 お金さえ 儲かれば良 くて、
仕事の「技 能や 楽しみ方」など必要な くなり、
「名誉 や誇り」に価値
を置か な い時代 の到 来であ る。モアラ ン ドは、「『 村』や新南 部で最
も広く理 解さ れる 言語 は、現 金(cash money)に なった」と述 べている 。
フレムの 、「5 セン トコインを 味がなく なるまでとことん 噛む」(The
Hamlet 23)と いう 台詞は、彼 のお金 への執着を 端的に 表している。ま
さにフ レ ムはお 金中 心の新 時代の申し 子 である。 彼は、フレ ンチマ
ンズ・ ベ ンドへ 来て 、お金 の力を知っ た 時のこと を次のよう に語っ
ている。

Then he found out about money. Oh, he had heard about money and
had even seen a little of it now and then. But now he found out for
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the first time that there was more of it each day than you could eat
up each day if you ate twice as much fried sowbelly and white gravy.
Not only that, but that it was solid, harder than bones and heavy like
gravel, and that if you could shut your hands on some of it, there
was no power anywhere that could make you let go of more of it
than you had to let go of. . . . (The Mansion 65-66)

「揚げ た 塩漬け 豚に ホワイ トグレイヴ ィ ー・ソー スをつけて 、いつ
もの 2 倍 食べて も、毎 日食 べ続け られる」と 、お金の 価値と重 要性
について 具体 的に 実感 を込 めて語っている。し かも、
「 お金は実 体が
あり、骨よ り硬 く、小石のように重た い」ので 、
「掴ん だ分は離さな
いで持 っ ていら れる 」と、 お金への信 頼 と執着を 述べている 。さら
に、お金は「安 全な置き場所さ えあれば 、無限に」(The Mansion 66)
増やす こ とがで きる ことを 知り、コツ コ ツと貯め 始める。フ レムは
当初「 噛 みタバ コ」 を噛む 習慣があっ た が、お金 のありがた さを知
るように なる と、「毎週 10 セント の噛みタバ コを噛む 余裕がな くな
った」と、完全 に止 めてチューイン ガムに変え、「5 セ ントで 5 週間
もたす」(The Mansion 66)よ うにするという徹 底ぶりで ある。
この よ うに、 時代 の変化 を敏感に感 じ 取ってい るフレムは 、今の
状態で 農 業を続 けて いても 金持ちに搾 取 されるだ けで、自分 が得を
すること はな いこ とを 理解 する。彼は、
「耕し ても一つ も得にな らな
いんで 。 わしは でき るだけ 早くそれか ら 足を洗お うと思って いるん
だ」(The Hamlet 23)と ヴァ ーナー に言って、 農業では なく店の 経営
をやら せ て欲し いと 交渉す る。店の経 営 を任され たフレムは 「お金
に関する こと では 絶対 ミス をしない」(The Hamlet 56)し、この 店の
オーナ ー である ヴァ ーナー が噛みタバ コ を要求し た際も、代 金の 5
セント を 請求す る徹 底ぶり である。フ レ ンチマン ズ・ベンド からジ
ェファ ソ ンへ、 そし て銀行 の頭取にま で 上り詰め る彼のやり 方につ
いて、レ イモンド ・ウィルソン(Raymond Wilson)は、論文「『町』に
122

おける 模 倣的な フレ ム・ス ノープスと フ ォークナ ーの因果的 連鎖」
(“Imitative Flem Snopes and Faulkner’s Causal Sequence in The Town,”
1980)の中 で、フレ ムは周りの 人々や言 動を注意深く「観察して」い
て、彼 らの や り 方を 「 模倣 して いる (imitative)」と 指摘 し てい る 。
彼のや り 方はあ くど く見え るかもしれ な いが、そ れは、従来 からヨ
クナパ ト ーファ 郡で 行われ ていたやり 方 を踏襲し たに過ぎず 、フレ
ムは、
「 その 郡の 古い 悪の反映である 」とウィ ルソンは 見ている 。同
様にコリーン・デイルも、フレムのやり方はサトペンと似ていて、
「2 人 と も意識 的に パター ナリスティ ッ クな南部 紳士になろ うと模
倣し、 そ れに必 要な 家庭の 象徴しとし て 、屋敷、 妻、そして 家族を
求め た 」 (12)と 指 摘 し て いる 。 確か に こ れら 批 評家 が 指 摘 し てい る
通り、 フ レムは 当時 の制度 や慣習を大 き く変えて いるのでは なく、
従来の 枠 組みに 従っ ている 。デイルが 説 明してい るように、 フレム
はサト ペン の 「計 画 (design)」に かな り 類似 し た方向 性を 取 っ てい
る。し か しなが ら、 もう少 し詳細に見 て みると、2 人が生き た時代
背景が 異 なるこ とか ら、フ レムの場合 、 従来の枠 組みを使い ながら
も彼な り に新し さを 加えて いることが わ かる。そ の点で以下 のオー
ウェン・ ロビ ンソ ン(Owen Robinson)の意見は参考になる 。

Sutpen arrives with a conception of a Southern dynasty and
proceeds to try to establish it alongside those already existing; Flem
takes the machinery of Yoknapatawpha itself and tunes it anew. . . .
Flem does not imitate, he becomes: he rebuilds the world to his
blueprint rather than drawing his plan (or design) according to a
perceived, existing world. (77)

ロビン ソ ンは、 確か にフレ ムはサトペ ン の従来の やり方に則 って階
級制や 社 会の仕 組み を利用 しているの で あるが、 そのまま模 倣する
のではな く、そ れを「新しく調整し」、自ら が構想し 、新たな世 界を
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作り出し てい ると 見て いる。
「模 倣するの ではなく 、自 ら自分で 作っ
ていった 」の であ る。例 えば 、ジョ ディー・ヴ ァーナー(Jody Varner)
から受 け 継いだ 店の 経営で も、これま で はジョデ ィーはあま り店に
入るこ と も少な く、 購入も ほとんど客 任 せで、購 入代金は箱 の中に
入れて も らうよ うな やり方 で、値段も い いかげん で、長期の 付けも
認めて い た。シ ェア クロッ パーの数も 多 く、付け での購入が 一般的
であっ た ので、 これ で十分 成り立って い た。これ に対してフ レムは
新しいや り方 を導 入し てい る。
「 付けでは 売らない 」ことを原則にし、
仮に付 け にする 場合 でも、「店に借 金した もの には付け で売らない 」
(The Hamlet 57)という 厳格 さであ る。当時、 一般的に 通常金利 が高
く、誰 も が簡単 に支 払い可 能な状態で は なかった ようなので 、回収
を考えると「付けでは売らない」方が収益は確実である。一方で、
「金銭の 貸付 を行 い、 信用 のおける人には 25 セント から 10 ド ルは
自由に貸 し付 ける 」(The Hamlet 61)こととし 、こちら は利用者 目線
で、し か も信用 があ る人に 限定してい る ために利 用価値があ り、好
評だっ た 。さら に、 鍛冶屋 の新設や転 売 などを行 い、儲けを 生み出
してい る 。その 際、 新しい ポストには ス ノープス 一族を配置 するな
ど、一 族 の拡大 や繁 栄にも 貢献してい る 。フレム が一族の者 をどん
どんジ ェ ファソ ンへ 呼び寄 せ、仕事を 与 えている のは、彼ら に信用
が置け利 用価 値が ある こと が考えられる。
「 フレムはアントレプ レナ
ーである 」(Yoknapatawpha Country 185)とブル ックスが 形容して いる
が、その 言葉 が適 切な ほど 企業経営の才能 があった と言える。
その 中 でもテ キサ スから 斑点のある 荒 馬をジェ ファソンへ 引き連
れ、実 際 に走ら せて 競売す るやり方は 、 彼の商才 が発揮され た好例
である 。 実際は 、ほ とんど 詐欺行為に 近 いのであ るが、いか にも元
気そう な 荒馬を 町中 に走ら せ、大々的 に 宣伝し人 々の興味を 引き、
さらに 、 競売を 行う ことで 、購買意欲 を 煽るやり 方は、現在 でも通
用する よ うな見 事な 商法で ある。この 競 売でおそ らくフレム は多額
の現金を 手に 入れ たは ずで 、ブルック スが見ているよう に、
「斑点の
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馬のエピソードがフレムの上昇の物語に完全に合致している」
(Yoknapatawpha Country 185)の である 48 。
フレ ム の人を 導く 力と利 益をもたら す 才覚と時 代を見据え た先見
の明に よ って、 従来 の枠組 みを利用し な がらもお 金を基盤と した資
本主義 社 会に合 致し た新し いやり方で 、 階級の階 段を上り詰 めてい
く。オ ーウ ェン・ロ ビンソンの指摘通 り、フレ ムは、
「 ヨクナパトー
ファ郡 に ある信 条と 完全に 一致した状 態 で現れ、 それを自分 の意思
に合 う よ う に 形 作 り 、自 分 な り の 南 部の 神話 を 形成 し た」 (85)の で
ある。
2 つ 目 の特徴 とし て、フ レムは権威 を うまく利 用してのし 上がっ
ている 点 が挙げ られ る。ア ブは南北戦 争 中も北軍 にも南郡に も属さ
ず、権 威 や組織 に対 して忠 誠を誓うこ と はなく、 むしろ常に 反発を
してい た 。しか し、 一人で は何も変え る ことがで きず、結果 、権力
側に潰 さ れてき た。 この様 子をそばで 見 てきたフ レムは、権 威や組
織は反 発 しても 負け るだけ で、むしろ 利 用するも のだと学ん だに違
いない 。 フレム も権 威に忠 誠は誓うこ と はしない が、権威は むしろ
うまく 利 用する べき だと考 えている。 プ ランター や裁判所、 さらに
は階級 制 も含め 、社 会の制 度は大いに 利 用すべき だと考えて いる。
そこで 、 ジェフ ァソ ンで大 いに権力を 振 るってい るウィル・ ヴァー
ナーを 利 用する こと を思い つき、彼に 自 分を認め させ地位を 確立し
ていく 。 彼は大 地主 のヴァ ーナーの財 力 と権威、 そして権力 を利用
し、一 族 の仲間 とと もに町 の主要な仕 事 を押さえ 、自分にと って有
利は環 境 を作り 上げ ていっ た。お金も 土 地も権力 もないもの が階級
を上るに は、階 級の 上の 人々を 利用するしかないという考 えである 。
そして こ れが見 事に 成功す る。中でも 「 フレンチ マンズ・ベ ンドで
フレ ム が 得 た 最 大 の 戦利 品 は ユ ー ラ であ る」(78)と オー ウ ェン ・ ロ
ビンソン が述 べて いる よう に、ヴァーナーの娘 ユーラ(Eula)を妻 に迎
え入れる こと で、 彼の 社会 的地位と経済力 を確実な ものにした。
ユーラ は、「ヴ ィーナ ス」 (The Hamlet 118)と称され、「ホメロ スや
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トゥキ ュ ディデ スの 作品の 女神そのも の のように 、堕落して いるも
のの同 時 に純潔 であ り、処 女であると 同 時に戦士 や男たちの 母でも
あると い う、あ の何 物にも 縛られるこ と のない特 質を見せつ けてい
る」(The Hamlet 113)と 説明 されて いるように 、官能的 な美の女 神で
ある。 周 りの男 たち はすぐ に彼女の虜 に なるが、 本人は全く 無関心
で、開け っぴ ろげ でお おら かである。
道徳 的 な家族 は心 配し、 特に兄ジョ デ ィ ーは、彼 女の通学の 際も
馬車で送 り迎 えを した り、
「コ ルセットを着けさせようし たり」(The
Hamlet 130)して 、彼女 の貞 節を守 ろうとする 。貞節と は無縁の 女性
の貞節 を 、ピュ ーリ タン的 な道徳観で 必 死に守ろ うとする姿 は滑稽
である 。 ユーラ が妊 娠をし たことで、 フ レムにチ ャンスが訪 れる。
人間離 れ した官 能的 な女神 のような女 性 と、性的 に不能でお 金にし
か関心 の ないフ レム との結 婚は、一見 皮 肉なほど 不釣り合い に思え
るが、 む しろお 互い の「利 益」にかな っ ていて、 現実的には 最高の
組み合わ せと 言え る。フ レムが 不能である点がこの結婚に は重要で 、
不能で あ れば性 的な 面でユ ーラと戦う 必 要がない 。所詮官能 的で女
神のよ う なユー ラに 性的な 面で勝てる 男 性はいな いので、普 通の男
性で は 、 まず 結 婚 相 手 に な り得 な い 。 教 師ラ ボ ー ヴ(Labove)は ユ ー
ラのこと を、
「誰 であ れ、一 人の男 のいわゆる 愛という 準備金を 見せ
てのちっ ぽけ な言 い値 など 、きっ ぱりとは ねつける特質があ る」(The
Hamlet 118)とわ かって はい たが、 ユーラの魅 力に取り 憑かれ、 生徒
である 彼 女をレ イプ しよう とした。し か し、結局 一撃をくら って何
も で き ず 、 町 を 去 る 結 果 に な る 。 ホ ー ク ・ マ キ ャ ロ ン (Hoake
McCarron)は彼女 の窮地 を救い、妊娠ま でさせる仲になるが 、最後は
怖くな っ て町を 逃げ 出す始 末である。 並 みの男性 では肉体的 には、
誰も太刀 打ち でき ない 。
フレ ム とユー ラの 関係が 現実的には 最 高 の組み合 わせだと言 った
が、それ はこ の 2 人は 、性 格的に 真反対であ る部分と 、完全に 合致
する部 分 があり 、し かも真 反対の部分 は 互いに関 わり合う必 然性が
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ないか ら 、むし ろプ ラ スに働 く。 ジョセ フ ・アーゴー (Joseph Urgo)
が 2 人の 特徴 をう まく まと めている。

“Flem” . . . presents a distorted figure of a being who is active
socially and economically but inactive personally and sexually.
Flem has almost no need for women and in his dealings with men
he is detached and passionless. . . . “Eula,” presents an equally
grotesque portrait of the female, who is socially and economically
inactive and, despite herself, a dynamic personal and sexually
entity. … Eula has no need for men, and in her responses to her
own body she is passionless and detached. (170-71)

フレム は 社会的 や経 済的に は積極的で 、 性格的や 性的には消 極的で
ある。 一 方、ユ ーラ は社会 的や経済的 に は消極的 だが、性格 的や性
的には 積 極的で ある 。共通 点としては ど ちらも人 間離れして いて、
人間と の 付き合 いに 関して は情熱もな く 、あまり 人と関わり たくな
い性格 で ある。 性格 や価値 観は完全に 違 っている が、人との 関わり
合いは嫌 いと いう 2 人 にと って、 結婚という 手段は互 いにメリ ット
があっ た 。フレ ムに とって は、大地主 の 娘で、し かも私生児 を妊娠
中なの で 子ども も得 られ、 自分にとっ て 有利な条 件で確実に ヴァー
ナー家 の 一員と なれ るチャ ンスである 。 実際この 結婚でフレ ムは、
フレンチ マン ズに ある 屋敷 と 200 エーカーの 土地を所 有し、同 時に
大地主 の 家族の 一員 という 社会的ステ ー タスを得 ることがで きた。
一方、 ユ ーラ側 にと っては 、とりわけ ヴ ァーナー 家にとって は、娘
が私生 児 を孕ん だと いうス キャンダル を 隠すこと ができ、彼 女に言
い寄る 男 性も遮 断で き、今 後のスキャ ン ダルの危 険性も減り 、しか
も社会的 体面 も保 持で きる というメリット である。
ここ で 注目し たい のは、 本論文第三 章 の 『行け、 モーセ』で も指
摘して い るよう に、 ユーラ のような存 在 感のある 名家の白人 女性で
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あって も 、この 時代 は一個 人としては 扱 われず父 権制度の中 で排除
されて い る点で ある 。実際 この結婚に 関 しても、 フレムとウ ィル等
男性側 だ けで話 が進 み、彼 女の意見は 全 く記述さ れておらず 、この
結婚に 彼 女が賛 成な のか、 反対なのか す らわから ずじまいで ある。
存在だけ でな く「声 」も奪わ れている 状況であ る。ヒー・カング(Hee
Kang)は、「ユー ラは 共同体 での話題の 中 心として 素晴らしい 存在感
(presence)を示 すが、南 部の 父権制 というイデ オロギー と交換経 済の
中 で は 記 念 碑 の よ う に 不 在 (absence)で あ る 」 (“Eula Varner Snopes”
495)と 彼女 の 置か れ てい る状 況 を的 確に 表現 し ている 。ユ ー ラは 、
魅力的 な 女性と して 町の人 々の目を奪 う 存在でし ばしば話題 には上
るが、 表 舞台で は発 言力も なく不在と し て扱われ る。フレム はさら
に、ユ ー ラとド ・ス ペイン との不倫関 係 を利用し て発電所の 仕事も
得る。 ユ ーラと いう 身体は 、フレムに と っては価 値のある「 商品」
であり 、 自分の 出世 のため に最大限に 利 用してい る。カング は、フ
レムは こ のよう な男 性社会 の構造を熟 知 していて 、そこでは ユーラ
は男性 の 欲望の ため の「声 をたてない 行 為」とし ての役割で あり、
彼女の意 思や 欲望 は何 の役 割も持っていな いと指摘 している。

Flem fully recognizes the status of Eula as a “damaged good” in
men’s exchange system as well as her disempowered, marginalized
position in the male dominant world. . . . Eula plays her role as a
silent “conduct” for men’s desire, for their economic and social
power.

The feminine image here is that if the silenced and the

used for a male world order in which Eula’s own will and desire
play no part. (“Eula Varner Snopes” 496)

階級制 は 父権制 度に 支えら れており、 男 性による 男性のため の社会
での差別 構造 であ り、 そこ に女性の場所は ない。
フレム の特 徴の 3 つ 目は 、決し て法は犯さ ないこと である。 ずる
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賢い手 を 使った ため に裁判 沙汰になっ て も、決し て負けるこ とがな
いよう に 周到に 準備 をして おくことも 、 父の失敗 から学んだ 教訓で
ある。 フ レムの やり 方はあ くどくずる 賢 いが、法 には触れな い範囲
で収め て いる。 斑点 の荒馬 のオークシ ョ ンは荒稼 ぎができる が、ほ
とんど 詐 欺まが いの 商売で ある。買う つ もりのな かった駄馬 を、な
けなしの 5 ド ルで買っ てしまった ヘンリー・アー ムスティ ッド(Henry
Armstid)の 妻が 、 フ レ ム の 仕 業 だ と 「 購 入 取 り消 し で 返 金 要 求」 の
裁判を 起 こす。 しか し、フ レムは、最 初 から予防 線を張って いたの
で、裁 判 にかけ られ ても十 分言い逃れ が できてい る。詐欺も 合法化
させて し まう抜 け目 のなさ を心得てい る 。法律を 味方につけ 、利益
を貪る や り方は 、資 本主義 下での抜け 目 がない商 売人のやり 方であ
る。
「 法律を 盾に して」う まく 稼ぐ術を心得てい る。その 徹底ぶり は、
地獄で「 悪魔 の王 子 (Prince)」の家 来たちですら、「あ いつは銀 行法
と民法 の 条文に 従っ て法律 上自分のも の となる利 益をきっち り過不
足なく欲 しい と言 うん です 」(The Hamlet 150)と面倒く さそうに 報告
するほど 、フ レム の「 素人弁護士 ぶり」(The Hamlet 150)にはう んざ
りして い る。し たが って、 ミンクが殺 人 者として 捕まり、長 い刑期
を刑務 所 で過ご すこ とにな っても、フ レ ムは決し て助けよう としな
い。自 分 に課し た決 まりは 他の人にも 求 め、それ を破った者 への援
助はしな いと 徹底 して いる 。
フレ ムの 4 つ目 の特徴は 、
「社会的体 面」や「 名誉」の 保持であ る。
フ レム は お 金儲 け も 大 事 だ が 、そ れ を 得 る には 体 面(respectability)、
つまり 社 会的に 尊敬 される ことがより 大 事である ことを認識 してい
る 。 ラ ト リ フ も 、 チ ャ ー ル ズ ( チ ッ ク ) ・ マ リ ソ ン (Charles [Chick]
Mallison)に対 して、
「成 り上がる者 が、お金だ けでは買 えないが、是
非とも 持 たなけ れば ならな いもの」と し て「社会 的体面」が あると
以下のよ うに 説明 して いる 。

“Respectability,” Ratliff said.
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“Respectability?”
“That’s right,” Ratliff said. “When it’s jest money and power a
man wants, there is usually some place where he will stop; there’s
always one thing at least that ever—every man wont do for jest
money. But when it’s respectability he finds out he wants and has
got to have, there aint nothing he wont do to get it and then keep it.
And when it’s almost too late when he finds out that’s what he’s
got to have, and that even after he gets it he cant jest lock it up and
set—sit down on top of it and quit, but instead he has got to keep
on working with ever—every breath to keep it, there aint nothing
he will stop at, aint nobody or nothing within his scope and reach
that may not anguish and grieve and suffer.” (The Town 259)

お金や 権 力を持 ちた い者に とって、社 会 的体面は どんなこと をして
も手に 入 れたい もの だと説 明してされ て いる。フ レムは、銀 行の副
頭取にな った 頃か ら「 社会的体面 」を意識 し始めた 。
「 格 子縞の帽 子」
から「黒 いフェル ト式 の帽子 」(The Town 138)に変 え、外見も気にし
始める 。 お金を 基盤 とした 経済構造に お いては、 お金さえ持 ってい
れば、 経 済的に は上 流階級 に属すこと が できるが 、フレムの ような
底辺か ら のし上 がる 者にと って、達成 す ることが 最も困難な 条件が
「社会的 体面」、つま り、社 会的に尊 敬される ことであ る。これがな
ければ 、 本当の 意味 で上流 階級の人間 と は認めら れない。こ の点に
ついてギ ャヴ ィン は、
「 知事 の当選 に時間やお 金や顔を 使った貢 献で、
自ら少 佐 とか大 佐と かと呼 べる特権を 得 た人」と 「祖父から 称号を
正当に受 け継 いだ 人」(The Town 136)とは違 うと述べ ている。南 部の
階級制 は カース トと 称され るように、 そ れぞれの 階級の枠は 崩し難
く、特 に ピラミ ッド の頂点 に立つには お 金がある だけではな く、血
筋や家柄 が何 より 求め られ 、さ らに社会的対面の保持が重 要である 。
フレ ム もサト ペン も両者 とも、ピラ ミ ッ ドの底辺 であるプア ホワ
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イトか ら 頂点に 立つ ことを 目指し、そ の ための条 件を整え、 努力を
する点 は 同じで ある が、オ ーウェン・ ロ ビンソン が指摘して いるよ
うに、そ の徹 底ぶ りは 異な っている。

Sutpen’s ultimate goal is respectability, and yet it is his lack of
concern for his reception at vital stages of his career that
eventually leads to his downfall; Flem, meanwhile, adopts
respectability, the importance of reception, only as adjunct to his
greater desire for wealth but then subscribes to its importance to
such a degree that he will destroy lives to retain it, shattered lives
that will eventually exact their revenge. (85)

ロビン ソ ンが的 確に 分析し ているよう に 、サトペ ンは、最後 の段階
で社会 的 体面へ の関 心がな くなり失敗 を したが、 それに対し てフレ
ムは、 社 会的体 面を 「富を 得るという よ り大きな 願望のため の付属
物」と し て保持 しよ うとし たのである 。 サトペン は、プラン ターに
必要な 条 件を満 たし て上り 詰めたが、 後 継の白人 の男と子を 得るた
めに、 社 会的体 面な ど顧み ず、ウォッ シ ュ・ジョ ーンズの孫 娘と関
係を持 つ が、赤 ん坊 が女の 子だとわか る と、さっ さと見限っ た。こ
れによ っ てサト ペン はジョ ーンズの尊 敬 と信頼を 失い、殺害 されて
しまう 。 一方、 フレ ムは、 殺人者とな っ たミンク ・スノープ スを、
自らの 社 会的体 面維 持のた めに、救い の 手を差し 伸べなかっ た。ス
ノープ ス 一族の 血筋 と結束 を大事にす る という慣 習は守って いるフ
レムで あ るが、 それ よりも 社会的体面 を 重視した のである。 それが
ミンク の 反感を かい 、殺害 されること に なる。お そらくフレ ムは、
それで も いいと 覚悟 してい たと思われ る が、それ ほどまでに 社会的
体面を 重 んじた ので ある。 また、同様 の 理由でス ノープス一 族であ
っても、体面や 名誉を傷 つけ かねな いと思え る者は、口 実をつけ て、
町から追 い出 して いる 。例えば 、I・O・スノ ープス(I. O. Snopes)は、
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列車に ラ バをわ ざと 轢死さ せて賠償金 を だまし取 っていたが 、ある
時誤って ロン ゾ・ヘイ ル(Lonzo Hail)が轢死す る事件を 起こして しま
うが、 フ レムは 、ス ノープ ス一族全体 へ の影響を 恐れて、彼 をジェ
ファソンから追い出す。さらに、モントゴメリー・スノープス
(Montgomery Snopes)が 卑猥 な写真 で商売をし ているこ とがわか ると、
フレム は 密造酒 製造 の罪を 着せ排除し て いる。自 らの一族も 役に立
つ間は 大 いに利 用し 勢力拡 大を図るが 、 一族の体 面を汚す恐 れのあ
るとわか れば 、す ぐさ ま対 応し排除する。
スノ ー プス一 族の 一人と してアブの 本 質 的部分は 受け継ぎ、 さら
に、父 の 失敗か ら教 訓を得 て、しかも 、 時代の価 値観に併せ て巧み
に戦術 を 繰り出 せる のがフ レム・スノ ー プスと言 える。彼は 、資本
主義の競 争社 会を 乗り 切る 条件と能力を全 て備えて いた。フレムは、
最終的に は銀 行の 頭取 にま で上り詰め、
「一切 のものを 所有して いる
資本家」(The Mansion 220)とな る。
フレ ム はアメ リカ の成功 の夢の体現 者 として、 南部の階級 制の底
辺から 懸 命に努 力し て階級 の頂点まで 上 った。し かしながら 、それ
と反比例 する よう に、多くの批 評家の指摘 通り 49 、『村』で登場 した
際のフ レ ムのイ ンパ クトの 強さと人並 み 外れたエ ネルギーが 、『町 』
そして 『 館』と 作品 が進む につれて、 そ の存在感 やスケール の大き
さが徐々 に矮 小化 して いる 。アー ヴィング・ハウは、
「 小説の登 場人
物として のフ レム は、
『館』において は、前の 作品で扱 われたほ ど鮮
明で な い 」(286)と 指 摘し 、 田中 久 男も 、「フ レ ムの 社 会 的 上 昇と ス
ノープ シ ズムの 跳梁 という 物語の本来 の 中心軸が 、ギャヴィ ンの物
語によっ てぼ やけ た影 の薄 いものになった ことは否 めない」(375)と
説明し て いる。 特に 、彼が 副頭取にな り 、社会的 体面を意識 しはじ
めた頃 か ら急速 に影 が薄く なっていく 。 社会的体 面を意識す ると、
大胆で 、 あくど いこ ともで きなくなる の で、かつ ての存在感 やスケ
ール感 が なくな るこ とは想 像に難くな い 。それに 加えて、ど のよう
なことが 原因 とし て考 えら れるだろうか。
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これ は セオド ア・ ドライ サー(Theodore Dreiser)の 主人公たち が成
功の後 に 感じて いる 虚無感 や疎外感が 影 響してい ると思われ る。お
金も地 位 も得ら れた ものの 、気付いた ら 他には何 もない状態 となっ
ている 。 ヒー・ カン グも、 フレムはが む しゃらに 頑張ってお 金を儲
け、社 会 的体面 も整 え、ジ ェファソン に おいて名 声も地位も 得られ
るほど に 成功し たが 、彼の 場合、お金 を 蓄積する ことが最終 目的と
なって し まって いた ため、 目標が達成 さ れ、お金 だけはある が、他
に何もな い孤 独で 空虚 な人 生だけという状 態だと述 べている。

Although Flem has solidified his control over Jefferson by his
rapacious capitalism, to Gavin, he possesses nothing of the
community’s tradition or value system.

Indeed, Flem has

relentlessly desired first to accumulate finance and later to earn
his name and respectability; yet he has not grasped the meaning
and purpose of his own pursuit. . . . (“New Configuration” 24)

ジェフ ァ ソンを 支配 できる だけのお金 は 得ること ができたが 、町の
「伝統や 価値 体系 は何 も所 有していない」と指摘されてい るように 、
社会の 一 員とし ての 目的意 識や存在意 義 がないの である。彼 の成功
を象徴す るも のの 一つ が、ド・スペイン 少佐の屋 敷であるが、
「 変化
したり 、 変形し たり 、象徴 的になった り したのは その家だけ で、フ
レム自身 では なか った 」(The Mansion 154)と述べられ ている。 フレ
ムの住 む 家は貴 族的 なレベ ルになって い るが、そ の中に住ん でいる
フレムは 、「もう 20 年 間も 見慣れ てきたのと 同じ男」 であり、 中身
は何も変 わっ てお らず 、やは り「南部貴族 」と は程遠い 存在であ る。
屋敷に は 「誰一 人中 に入れ たことはな く 、これま で誰一人、 入る方
法を考 え た者は いな かった 」と言われ て いるよう に、人との 社交も
交流も な い孤独 な生 活であ る。以下は 、 フレムの 屋敷内での 様子で
あるが、 全く 「屋 敷に 似つ かわしくない」 振る舞い である。
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[All] them big rooms furnished like De Spain left them, plus them
interior-decorated sweets the Memphis expert learned Eula that
being vice-president of a bank he would have to have; that Flem
never even went into them except to eat in the dining room, except
that one room at the bank where when he wasn’t in the bed sleeping
he was setting in another swivel chair like the one in the bank, with
his feet propped against the side of the fireplace: not reading, not
doing nothing: jest setting with his hat on, chewing that same little
mouth-sized chunk of air. . . . (The Mansion 155)

室内の 豪 華な装 飾品 を楽し むこともな く 、銀行と 同じような 仕事用
の椅子 に 座り、 本を 読むこ ともなく、 何 もせずに ただ口をも ぐもぐ
いわせ て いるだ けで ある。 貴族的な嗜 好 も教養的 な趣味もな く、た
だ昔の 習 慣に従 って 、何も 入っていな い 口をもぐ もぐいわせ ている
だけで あ る。フ レム は、外 観は貴族の よ うに飾り 立てること はでき
たが、中 身は 貴族 にな れな かったのである 。
フレ ム にはお 金し かなか ったという 点 は、彼の 葬儀の際の 描写で
も強調 さ れてい る。 有名な 銀行家で資 本 家だった ので、盛大 な葬儀
であっ た が、参 列者 は全て お金による 関 係で集ま ってきた者 たちだ
けである 。

He (the deceased) had not auspices either: fraternal, civic, nor
military: only finance; not an economy—cotton or cattle or anything
else which Yoknapatawpha County and Mississippi were established
on and kept running by, but belonging simply to Money. (The
Mansion 419)

結局、彼は「 お金に だけに属し」、貴族にも なれず、人 間関係も 築け
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ず、孤独 な人 生で あっ た。 人より 1 セントで も多くお 金儲けを する
という 目 標を持 って 、人間 離れしたや り 方と行動 力で階級の 階段を
上り詰 め たが、 多く のお金 を蓄積でき た 後は、人 生の目的を 失い、
どうし て いいか わか らない 状態になっ て いたので ある。これ は資本
家が陥 り やすい 疎外 感であ る。マルク ス の言う疎 外とは、人 間が労
働をする こと によ って 作り 出すもの(=商品)が 、主体を 否定して くる
状態の こ とをい うが 、フレ ムの場合は ま さにこの 疎外の状態 である
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。 フ レ ムの エ ネル ギ ー の なさ 、 矮 小 化 や 影の 薄 さは 、 こ の 彼 の疎

外感が作 り出 して いる ので ある。
した が って、 ミン クに復 讐されるこ と がわかっ ていても、 フレム
は、覚悟を してい た様子で 逃げも 隠れもし ていない 。
「フレムは 、す
でに脚 を 床の上 に下 ろし、 椅子を回し て 彼と対峙 したが、全 く動か
ず、超 然 とさえ 見え 、ミン クのゴツゴ ツ した子ど ものような 小さな
手をじっ と見 てい た」(The Mansion 415)と描 写されて いるよう に、
どちら か といえ ば、 自ら銃 弾の的にな っ た感じで ある。疎外 感も感
じてお り 、もう これ 以上生 きる目的も な かったの である。資 本家の
虚しい最 後で ある 。
フレ ム は一般 的に はその 金儲けの方 法 から悪と して見られ ること
が多い し 、個人 的な レベル では人道的 観 点からは 悪魔的と言 える部
分はあ る ことは 確か である 。しかしな が ら、社会 的な観点か ら見る
と、時 代 の流れ を的 確に掴 んで、巧み に 階級の階 段を上った 近代の
資本家 で あり、 南部 の近代 化が生んだ 申 し子であ る。人種や 伝統な
どを基 盤 とした 古い 階級制 を無視して 、 お金とい う無機質な もので
全てが 決 定され る民 主主義 化での新た な 階級制へ の推進役を 彼は果
たしてい る。そ こでは、お金 で全て が決まる厳 しい生存 競争があ り、
人間的 感 情など 一切 受け付 けない世界 で ある。そ のため、階 級制の
頂点まで 上り 詰め たが 、疎 外感と虚無感の 漂う孤独 な最期となる。
フレ ム は資本 主義 下での 新たな階級 制 を体現し ている。フ レムの
属性や 成 り上が り方 は資本 主義の特性 で もある。 フォークナ ー個人
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は急激 な 南部の 変化 を好ま しく思って い なかった ことは事実 である
が、資 本 主義そ のも のを非 難はしてい な い。避け られない時 代の流
れであ り 、南部 の近 代化に は不可欠で あ ることは 十分理解し ていた
と思われ る。そ の意味で 、こ れまで 見てきたよ うにフォ ークナー は、
資本家 フ レムを 非難 したり 、社会的な 悪 としては 描いていな い。し
かし、 個 人的な 視点 から見 ると、ミン ク ・スノー プスやリン ダ・ス
ノープ ス にとっ ては 人道的 に許しがた い 悪として 捉えられて いる。
この点で フレ ムは 2 人 の制 裁を受 けることに なるが、 フレムの 最期
を見ると 、こ の点 はフ ォー クナーも容認し ていたと 思われる。

Ⅲ. ミンク・スノープス―階級を正す

ミン ク・スノ ープ スは、2 人 も殺害を する人物でありな がら、批評
家の意 見 はほと んど 好意的 で、むしろ 彼 のプライ ドの高さや 頑固な
までの決 意を 賞賛 して いる 。ブルック スは、
「 ミンクは 名誉心を持っ
たただ 一 人のス ノー プス― つまり怒り を 感じ、無 分別に自分 が傷つ
く ま で そ れ に 対 し て ぶ つ か っ て い く ス ノ ー プ ス 」 (Yoknapatawpha
Country 221)で あり 、
『 館』では「 英雄にな っている 」(Yoknapatawpha
Country 220)と 述べ 、ア ーヴィ ング・ハウも、「ミンクの行為は 人間
の欲求を 実現 しよ うと する 意志の英雄主義 である」(293)と称し てい
る。オ ルガ・ヴ ィッカリ ー(Olga Vickery)も、
「 彼の反応 は人間個 人の
価値の認 識に しっ かり と基 づいている」(205)と 見なし、ミルゲ イト
も、フレム を「 尊厳と忍耐の能 力のある 人」(250)と評し 、ヴォ ルピ
は、
「 全人 類を打 ちのめ そう とする 広大無辺の 力に対抗 できる人 間的
プライド の象 徴」(Reader’s Guide 332)と述べ 、彼の攻 撃性は人 間性
に基づ く プライ ドで あると 高く評価し て いる。近 年では、ミ ンクの
攻撃の対 象が 2 人とも 金持 ち階級 であること に注目し 、社会的 経済
的視点 か らの評 価が 現れ始 めている。 例 えば、ケ ヴィン・レ イリー
は、ミ ンク の行 為は「上流階級への復 讐」であ り、
「社 会構造の変革
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の必要性 」(Natural Aristocracy 163)を 訴えてい ると主 張している。同
様にア ー ゴーは 、彼 の攻撃 性は社会的 経 済的であ り「階級制 への敵
対意識 (class antagonism)」(204)と 述べ、スキンフィルは、ミンクの
物語は「町の秩序を回復するための社会的階級的な暴力の物語」
(162)で あ る と 見て い る。 さ らに 、 マッ コ ム も 、「 ミ ンク の 復讐 行 為
は正当 な 形での 政治 的な闘 争であり、 特 権のない 貧乏な人々 の苦悩
を視覚化 して くれ た」(345)と、ミンクを低所得者層の代表 と見なし 、
彼の行為 は上 層階 級へ の階 級闘争であると いう指摘 である。
これ ら のミン クに 対する 評価は、そ れ ぞれにミ ンクの持つ 属性の
重要な 指 摘であ り、 有益な 考察である が 、同時に いくつかの 疑問も
残る。ま ずジ ャッ ク・ ヒュースト ン(Jack Houston)の殺 害は、ミ ンク
がヒュ ー ストン の牧 場で過 ごした牝牛 を 引き取る ために裁判 所が決
めた値 段 を自ら の労 働でき ちんと返し た にも関わ らず、ヒュ ースト
ンが、さ らに 「預 かり 料」 として 1 ドルを要 求したこ とに納得 でき
ないため に、
「プ ライ ドを傷つけられ 侮辱された 」と感 じたため、待
ち伏せを して 、銃 で殺害し たので ある。
「預か り料」は 突然の話で嫌
がらせ で はある が、「 法律でも決ま ってい る」 ようであ る。しかも 、
争いを 避 けるた めに ウィル は、お金を 建 て替えよ うと提案す るが、
あくまで ミン クは 、わざ と牝 牛と引 き取りに 来ること を遅らせた「嫌
がらせ 」だ と受け 取り、
「俺 とヒュー ストンは 金でなく 、杙の穴掘り
で取引 を した」 と主 張し、 金銭の授受 で の解決法 は受け付け ず、殺
害によ っ てプラ イド を保と うとする。 こ れはミン クにとって は金額
の問題 で はなく 、完 全にプ ライドの問 題 として殺 害に及ぶ。 ヒュー
ストン の 嫌がら せは 、確か に理不尽で は あるが、 元々はミン クが自
分の牝 牛 に立派 な子 牛を生 ませるため に 、わざと 餌が豊富な ヒュー
ストン の 牧場に 長期 間放置 し、見て見 ぬ 振りをし ていたこと が原因
である 。 確かに 、ミ ンクの 屈辱感も理 解 でき、彼 の「人間的 プライ
ドの高 さ 」は認 めら れるも のの、多く の 批評家が 言うように 、彼の
尊厳と人 間性 を英 雄視 し賞 賛して良いもの だろうか 。
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さら に 、ミン クの フレム に対する意 識 の違いも 検討してお く必要
がある 。 フレム の殺 害に関 しても、殺 人 者に手を 貸すこと、 まして
や助け よ うとす るこ とは、 フレムにと っ ては自分 の地位を失 うこと
になり か ねず、 彼と しては 軽率に殺人 を 犯した仲 間を助ける 義理は
ないと 思 ってい る。 そもそ もフレムに 仲 間意識は ないし、フ レムが
助けて く れると 考え るミン クは、フレ ム という人 物がわかっ ていな
いのでは ない かと 思わ れる 。確かに、フレムの策略で 20 年刑期 が増
えたこと はフ レム に責 任が あるが、彼のヒ ュースト ン殺害事件は 38
年も前 の ことで あり 、しか も、ミンク 自 身の責任 であって、 フレム
に責任 は ない。 これ はミン クの揺るぎ の ない決定 力、意志の 強さの
明白な 証 明と言 えな くもな いが、ミル ゲ イトが指 摘している ように
「時代錯 誤」(248)の感 がある。したが って、この殺害か らも、ミン
クを英雄 視す るの は躊 躇わ れる。
ミン ク 自身は 、極 めて個 人的な感情 に 基づき、 個人的レベ ルで行
動して い るので 、彼 自身に そのような 社 会的経済 的意識はな いが、
結果と し て彼の 行為 が富裕 層への攻撃 に なってい ると言う点 は、納
得でき る 。しか し、 ここで も疑問が残 る 。彼の行 為は南部の 階級制
の破壊 や 転覆に 繋が るのか という点で あ る。フレ ムは確かに 典型的
な資本 主 義時代 の資 本家と なったが、 そ のフレム を殺しても 、また
次のフ レ ムが出 て来 る。こ の闘争劇が 資 本主義体 制の改善や 崩壊な
どに続 く ことは あり 得ない 。このフレ ム の死を悪 に対する正 義の勝
利(poetic justice)と 見な してい る批評家 も多いが 51 、 殺害によっ て、
スノー プ ス一族 のあ くどい やり方が一 掃 され、果 たしてこれ で本当
に秩序 が 回復さ れる と言え るのだろう か 。ここで 、ノエル・ ポーク
(Noel Polk)が、「『館 』に おける 理想主義」(“Idealism in The Mansion,”
1983)とい う論 文で 提示 した 次のような疑問が 思い出 される。

The ending of the trilogy seems to me . . . very bleak. If violence, if
murder, is the only way we can deal effectively with Snopesism, if
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the world has to depend on the likes of Mink Snopes to save it, then
we are in sorry shape indeed. (Faulkner and Idealism 125)

殺人や 暴 力で社 会の 秩序の 回復がなさ れ るとすれ ば嘆かわし い事態
である と ポーク は言 う。ポ ークの指摘 は もっとも で、ミンク のフレ
ム殺害の 意味 を再 考す る必 要がある。
以上 を 踏まえ て、 本節で はミンクは 多 くの批評 家が評する ように
英雄視し て良 いの かど うか について、彼の 犯す 2 つの 殺人にお ける
動機を 詳 細に分 析す ること で明らかに し たい。さ らに、フレ ムの殺
害に関 し て、フ レム の娘で あるリンダ が 加わるこ との意味は 何かに
ついて も 考察し 、最 終的に ノエル・ポ ー クの疑問 への回答を 探りた
い。

ミン ク は性 格 的に は アブ に 最 も 近 いと 言え る だ ろ う 52 。ア ブ と 同
様、プ ラ イドを 生き るため の基本理念 と して大事 にしていて 、スノ
ープス 一 族とし て、 血縁は 「古くから の 不変の法 則」だと一 族の結
束を重 ん じてい る。 ただし 、基本的に は アブのよ うに体制や 上流階
級への恨 みな ど社 会的 な側 面はないし、攻撃的でも暴力的 でもない 。
むしろ「忍 耐も 彼の誇りである 」(The Mansion 22)と自 ら言って いる
ように辛 抱強 い。だ からこそ、パーチマン刑務所(Parchman)で 38 年
間もフ レ ム殺害 の日 をじっ と待つこと が できたの である。一 方、フ
レムとは「 同じダ イス 型で打ち抜 きされて 」(The Hamlet 160) いて、
「目が同 じ」で独 立心 があり行動 力も「不屈 の精神」(The Hamlet 216)
があるな ど、 体質 的に は「 瓜二つ」(The Hamlet 73)と 言える。 しか
しなが ら 、ミン クに は上昇 志向などな い という点 が決定的に フレム
と違っ て いて、 お金 儲けに も興味がな く 現状をそ のまま受け 入れて
いる。 よ って、 通常 は「独 立独歩で、 誰 の恩恵に も預からず 、借金
もせず自 分で 何と か暮 らし ている」(The Mansion 8)人物であ る。
ミン ク がアブ やフ レムと 最も異なる 点 は、情緒 面である。 アブや
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フレム は 、性格 が偏 向して いるために 、 個性的で あり人間離 れした
スケー ル 感はあ る一 方で、 機械のよう で 人間味が あまり感じ られな
い。彼 ら の人間 的な 苦悩は ほとんど描 か れていな いし、フレ ムのよ
うにど ん なに成 功し ても、 彼の人生に は 愛情の欠 片も存在し ていな
いし、 そ もそも 求め てもい ない。フレ ム は一族の 血の繋がり を大事
してい る ようで ある が、社 会的対面を 損 なうよう な振る舞い があれ
ば、た と え一族 でも 無慈悲 に切り捨て る 。フレム にとっては 、一族
も自分 の 出世の ため の道具 としてしか 見 ておらず 、心情的に は誰に
も繋が り も忠誠 心も 感じて いない。そ れ に対して ミンクは、 シェア
クロッ パ ー生活 での 日常的 苦悩、殺害 を したこと への強い後 悔、一
族への揺 るが ない 信頼 、そし て何よ り家族へ の愛があ る。ミンク は、
殺害す る 前も、「 フレ ムがいてくれ たら、 何と かしてく れただろう 」
(The Mansion 37)と思 い、殺 害後の 裁判中でも パーチマ ン刑務所 にい
る間も 、 いつか はフ レムが 助けに来て く れると信 じて待ち続 ける。
これは 最 後の最 後ま で一族 の長である フ レムを信 頼し待ち続 けられ
るほど 、 ミンク は人 を信じ られる一途 で 純粋な心 を持ってい る証し
である。
妻 に 対 し て も 頑 固 に一 途で 純 粋な 愛 情 を抱 い てい る 53 。 ミ ン クは
貧しい な がらも 家庭 を持ち 、2 人の子ど もを育て ている。ミ ンクが
ヒュー ス トンを 殺害 した後 、彼は家族 に 迷惑が及 ぶことを恐 れて、
叩いて で も無理 やり 逃がそ うとする。 ま た、妻も 彼の逃亡に 必要な
お金を 売 春まで して 手に入 れる。咎め よ うとする ミンクに対 して、
妻は、「そ れがど うした って いうの。もう一度寝て今夜も 10 ド ル稼
ごうか し ら。本 当に 後生だ から家に戻 ら ないで。 森に隠れて いて」
(The Hamlet 240)と 訴え る。ミ ンクが殺人を犯したことに 関しても 、
「彼を 殺 したこ とで はなく て、逃げよ う にもお金 もない時に あんな
ことをす るな んて 」(The Hamlet 240)と、彼が 後先考え ずに殺人 を犯
したこ と を嘆い てい て、ヒ ューストン 殺 しは仕方 がなかった と理解
を示して いる よう であ る。2 人が別れ る場面では、妻 は、「後生 だか

140

ら」と 嘆 願する 言葉 しか発 せられない が 、2 人の 愛情の深さ が感じ
られる。

When he went on, she began to run after him. “Mink!” she said.
He walked steadily on. She was at his shoulder, running, though he
continued to walk. “For God’s sake,” she said. “For God’s sake.”
Then she caught his shoulder and swung him to face her. (The
Hamlet 240)

これが最 後の 別れ だと 2 人 ともわ かっている 。妻の別 れ難い切 ない
気持ち と 、ミン クの 後ろ髪 を引かれる 思 いが感じ られる。妻 はミン
クが刑 務 所に入 った 後に手 紙を送って 、 面会に子 どもを連れ て来よ
うかどう か尋 ねて いる(The Mansion 50)。また 日々の辛 い農作業 につ
いても、「大地 は、彼ら 2 人だけでなく、2 人 の子ども たちの体 さえ
もすり 減 らし」 と過 酷な労 働を強いて い ることを 嘆いている 。この
ように 、 ミンク はフ レムと 違って人間 的 な心をも った人物で あるこ
とがわか る。
ミンク の根 本的 信条 は「 正義 (justice)と公 平さ (equity)」である。
ミンクに とっ ての 神の よう な存在が、彼に この 2 つの 価値を要 求し
ている 。 彼は、 自分 は「信 仰心がなか っ た」と言 っているよ うに宗
教的では なく、
「 救 世主 (Old Moster)も信じ ていない 」(The Mansion 5)。
しかし、
「 雀でさ えもそ の目 に触れ ずに落ちる ことがな いと言わ れて
いる 彼ら (Them)」54 に は頼っていると述 べている ことから 、彼が、
「彼

ら 」と 呼 ぶ神の よう な、自 分の運命を 決 めるもの の存在は信 じてい
る。こ の「 彼ら 」が、
「正義と公 平」を自分に 強いてい るとミン クは
以下のよ うに 説明 して いる 。

He meant, simply, that them—they—it, whichever and whatever
you wanted to call it, who represented a simple fundamental
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justice and equity in human affairs, or else a man might just as
well quit; the they, them, it, call them what you like, which simply
would not, could not harass and harry a man forever without some
day, at some moment, letting him get his own just and equal licks
back in return. (The Mansion 6)

「彼 ら 」(呼び 名 は 、「 そ れ 」 でも い いが )は 、「 単 純で 基 本 的 な正 義
と公平 を 代表」 して 、人間 が人間らし く 生きるた めの試練を ミンク
に与える ので ある。
「 彼ら」とは、正義と公平 さを遂行 させるよ うと
する ミ ン ク の「 信念 」 や「 心 (heart)」 の よう な も の を指 して い る 。
ミンクは 、この「 彼ら」に従って、
「 正義と平 等」を「 自己の単純な
権利 (his own simple rights)」(The Mansion 7)として必 死に守ろ うと
する。
「正 義 と平等 」を 基本理 念としてい る ミンクは 、自分を「 法律を
守るやつ (law-abiding feller)」(The Mansion 29)だと言う。法 律は、
「正
義と平 等 」に基 づい て作ら れているも の とミンク は信じてい るから
である 。 したが って 、牝牛 に関する裁 判 の判決に は、彼のプ ライド
から見 る と耐え 難い 決定で あるが、法 律 がそう言 うのであれ ば従う
という 姿 勢であ る。 ミンク のヒュース ト ン殺害の 動機は、嫌 がらせ
のように 「預 かり 料の 1 ド ル」を 要求された からであ る。しか しな
がら、 実 はこれ も「 法律に 従った」要 求 なので、 腹立たしい 気持ち
は理解 で きるが 、彼 が法律 に従う男で あ れば、こ れも我慢し て受け
るべきで はな かっ ただ ろう か。そもそも殺人自体が違法行 為である 。
これらの 点か ら、ミン クが「法律を守るや つ」とは決し て言えな い。
ミン ク のヒュ ース トン殺 害行為は、 貧 困のプア ホワイトが 金持ち
のヨー マン (yeoman)を 殺害し てい るの で 、形 と して は、プ ア ホ ワ イ
トによ る 富裕層 への 階級闘 争である。 確 かに、ミ ンクはシェ アクロ
ッパー と してそ の生 活は困 窮し、土地 を 持つ富裕 層から高利 で搾取
され、 悲 惨な状 況に ある。 ヒュースト ン による仕 打ちの後、 ミンク
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は、自 分 や自分 の家 族が置 かれている 状 況を認識 し、土地へ の恨み
を発す る が、そ れは 当時の 農民の半数 近 くを占め ている土地 のない
シェア ク ロッパ ーの 苦悩を 代弁してい る と言える 。したがっ て、マ
ッコムの よう に、
「ミ ンクの復讐 という行 為は、実際に 凶暴では ある
が、有 効 な倫理 的枠 組みの 範囲内で行 わ れていて 、その結果 、政治
的な反 乱 という 妥当 な形を 取っていて 、 後ろ盾の ない貧困者 の苦悩
を可視化 して くれ てい る」(345)と同情する批 評家も多 い。ミンクは 、
「すべ て の借地 農民 やシェ アクロッパ ー 」にとっ て、土地は 「決し
て許し 難 い仇で あり 、不倶 戴天の敵」 と して、決 して勝つこ とのな
い戦いを 強い られ てい ると 言う。

[Until] was it any wonder that a man would look at that inimical
irreconcilable square of dirt to which he was bound and chained
for the rest of his life, and say to it: You got me, you’ll wear me out
because you are stronger than me since I’m jest bone and flesh. I
cant leave you because I cant afford to, and you know it. Me and
what used to be the passion and excitement of my youth until you
wore out the youth and I forgot the passion…. (The Mansion 90)

彼らは、
「一 生涯 土地 に鎖で繋ぎとめ られ、搾 取され、若さも情 熱も
すり減 ら されて 」い くので ある。これ ら の嘆きを 聞けば、ミ ンクの
ヒュー ス トン殺 害は 階級闘 争の意味合 い が強いと 言えるのだ が、そ
の理由 を より詳 細に 検討し てみると、 む しろ富裕 層への制裁 と言う
方が妥当 であ ると 思わ れる 。
そも そ も牝牛 の問 題が起 こったのは 、 ミンクが 餌の豊富な ヒュー
ストン の 牧場に いる 方が立 派な牛に育 つ し、見つ かるまで知 らない
ふりを し ておこ うと たかを くくり、し か も、数ヶ 月後引き取 りに行
っても 、 ヒュー スト ンは金 持ちなので 無 償で返し てくれるだ ろうと
いう期 待 があっ た。 金持ち であるヒュ ー ストンな ら、牝牛の 一頭ぐ
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らい迷 い 込んで いて も、気 に留めない は ずだとい う甘い気持 ちがあ
った。

He would not only let Houston winter her (Houston, a man not
only rich enough to be able to breed and raise beef cattle, but rich
enough to keep a Negro to do nothing else save feed and tend
them—a Negro to whom Houston furnished a better house to live
in than the one that he, Mink, a white man with a wife and two
daughters, lived in). . . . (The Mansion 9-10)

ヒュー ス トンは 、黒 人にす ら自分たち 家 族の家よ りも立派な 家を与
えられ る くらい の金 持ちな のだから、 牝 牛が一頭 くらい紛れ 込んで
も、面 倒 をみて くれ るとミ ンクは期待 し ている。 ヒュースト ンから
牝牛の存 在を 指摘 され た際 も、
「も しあんたが もっと早 く知らせ てく
れてい た ら、あ んた の牝牛 や黒ん坊や 、 奴の熊手 にそんな苦 労をか
けずに 済 んだん だが なあ」 と、預けた の は意図的 ではなかっ たかの
ように 言 い逃れ をし ている 。しかし、 ミ ンクの期 待とは違っ て、ヒ
ュース ト ンは一 冬分 養った 分の賠償金 を 請求して きた。これ に対し
てミン ク は、プ ライ ドが傷 つけられた と 憤慨する が、ノエル ・ポー
クも指摘 して いる 通り 、これは「自己正 当化のプ ライド」(121)であ
り、自分に 都合の 良い言い 訳だと 言わざる を得ない 。さらに、
「 預か
り料 1 ド ル」に 関しても 、ヒ ュース トンは金持 ちなのに 法律を盾 に、
みみっ ち く小銭 を稼 ごうと する気持ち が ミンクに は我慢がな らない
のであ る 。この よう に見て くると、ミ ン クが怒っ ている理由 は、ヒ
ュース ト ンの金 持ち らしか らぬ行動や 発 言である ことがわか る。つ
まり、 ミ ンクは 、金 持ち階 級であるヒ ュ ーストン に、パター ナリズ
ムを期 待 してい るの である 。ミンクに と って、パ ターナリズ ムを欠
いた金 持 ちは、 ただ の守銭 奴であり富 裕 層とは認 めらないの で、制
裁せざる を得 なく なる 。
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同様 な ことが 、ミ ンクの フレム殺害 に も言える 。ミンクは 、フレ
ムを親 族 の長と して 、そし て金持ちの 成 功者とし て、とても 頼りに
してい る 。その よう な地位 と権力と財 力 を持つ人 であれば、 自分の
ことを 助 けるく らい のパタ ーナリズム は 持ってい て当然であ るとい
う大き な 期待が ある 。しか しながら、 フ レムは親 族でも自分 の出世
のため の 道具と 見な してい て、たとえ 親 族でも社 会的体面を 汚す可
能性の あ る仲間 は排 除して きている。 フ レムから すれば、殺 人者に
手助け を するこ とが 、自ら の破滅に繋 が ることは 十分予測で きるの
で、手 を 貸すは ずは ないの である。こ の 点ではミ ンクは、フ レムの
ことが 分 かって おら ず、無 知であった と 言わざる を得ない。 このよ
うに、ミ ンク の犯 す 2 つの 殺害は 、シェアク ロッパー が富裕層 を殺
害する の で、階 級闘 争と見 なすことが で きるが、 それ以上に ミンク
にとって は、富 裕層 は金 儲けだ けしか考えていない守銭奴 に過ぎず 、
本来上 流 階級に 期待 される パターナリ ズ ムが欠如 しているこ とに対
する制裁 と見 る方 がよ り本 質に近いと思わ れる。
富裕層 に裏 切ら れた ミン クは、38 年間の長 い投獄生 活の中で 殺害
を犯す 前 の彼の 信条 であっ た「正義と 平 等」では なく、最も 大事な
ものは「 公正 であ るこ と」 と考えを少し変 えている 。

Sixty-three he thought. So that’s how old I am. He thought quietly
Not justice; I never asked that; jest fairness, that’s all. That was all;
not to have anything for him: just not to have anything against him.
That was all he wanted, and sure enough, here it was. (The Mansion
106)

彼は多 く の期待 に裏 切られ 、法律にも 裏 切られ、 結局、正義 も平等
など、 自 分だけ の力 では手 に入れるこ と もできな いことを悟 り、最
終的に 、 少なく とも 「公正 であること 」 を求めよ うと考える 。彼の
いう「 公 正さ」 とは 、人間 性や高潔さ や 愛情や慈 悲など、人 として
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あるべ き 姿や行 動を 求める もので、こ の 価値基準 は、以前と 同様、
彼自身 の 「心」 にそ の判断 基準がある た めに、時 に法律など も超え
て過激 に なる可 能性 のある ものである 。 しかも、 ミンクの行 動を見
ると、 実 際はも っと 単純化 されている よ うである 。それは『 館』の
終結部で ラト リフ が説 明す る「叩かせて (Give me lief)」 55 とい う田
舎の遊び のル ール に近 いと 言えるだろう。

You would pick out another boy about your own size and you
would walk up to him with a switch or maybe a light stick or a
hard green apple or maybe even a rock, depending on how hard a
risk you wanted to take, and say to him, ‘Gimme lief,’ and if he
agreed, he would stand still and you would take one cut or one lick
at him with the switch or stick, as hard as you picked out, or back
off and throw at him once with the green apple or the rock. Then
you would stand still and he would take the same switch or stick or
apple or rock or anyways another one jest like it, and take one cut
or throw at you. That was the rule. (The Mansion 430)

同じ体 格 、同じ 道具 、同じ 強さと全て 同 じ条件下 で、2 人が叩 き合
うとい う ゲーム であ る。や られたら同 じ だけやり 返す権利が 相手に
生じ、 こ ちらが 何か をした 場合も、同 じ だけの罰 は覚悟せざ るを得
ないとい うル ール で、報復の 平等性、公平 性を謳っ た「 目には目 を」
の精神 と 同じで ある 。ミン クにとって 、 一族の長 であるフレ ムが自
分を助 け ないの は「 公正で はない」の で 、自分が 苦しんだの と同じ
苦しみ を フレム も受 けるべ きという論 理 である。 ラトリフが 言うよ
うに、 フ レムが 逃げ も隠れ もせずミン ク の銃弾に 倒れたのは 、前述
のフレ ム の「疎 外感 」に加 えて、お互 い がこのル ールに従っ ている
ことを了 解し て、 互い に「 公正に、しかも 厳格に (fair and square)」
(The Mansion 430)に 対処 したこ とになる かもしれ ない 56 。
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では、ミン クが 法を 犯して までも 2 人を殺害し、社会に求めた「公
正さ」 と は何だ ろう 。つま り、当初の ノ エル・ポ ークの疑問 が発し
ていた 「 殺害で 得ら れる世 界」とは、 ど んな世界 なのだろう か。こ
れまで 論 じてき たミ ンクの 殺害の理由 を 総合して 考えると、 それは
具体的 に は旧南 部世 界の秩 序、パター ナ リズムな どの厳格な 階級制
を基盤と した 精神 風土 であ る。
ミン ク が「公 正さ 」を求 めて正した い 世界とは 、資本主義 導入に
よって 現 れたお 金中 心で人 間性も道徳 性 もない世 界である。 レイリ
ーは、 現 在のフ レン チマン ズ・ベンド や ジェファ ソンの世界 は、お
金を基 盤 とした 資本 主義に よって「喪 失 状態」で あると次の ように
描写して いる 。

[The] worlds of Frenchman’s Bend and Jefferson are in sorry shape.
… they have been led astray, on one hand, by the values of an
aristocracy of wealth that imprisons people in an exploitative system
that disregards the value of day-to-day human interconnections and
the obligations that should bond people together in some ordered
hierarchy and, on the other, by the inefficacies of a cowardly
humanism that rationalizes the personal pursuit of inner culture as
an ideal pastime while ignoring the quality of the social and cultural
life of a community. (Natural Aristocracy166)

人と人 と を結び つけ る日常 的な相互の 繋 がりなど 無視した金 持ち貴
族によ る 搾取体 制と 、共同 体として社 会 的文化的 生活の精神 面の価
値な ど 無 視 し た 合 理 主義 によ り 、現 在 の 南部 は 混沌 と して い る 57 。
ミンク に よるヒ ュー ストン とフレムの 殺 害の根底 には、南部 の現状
に対す る 不満が あり 、彼ら はそのよう な 世界の象 徴的人物と して、
ミンク の ターゲ ット になっ たのである 。 しかしな がら、ミン クの行
為の根 底 には、 この ような 社会的経済 的 問題を孕 んではいて も、そ
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のやり 方 は共同 体と しては 到底受け入 れ がたい非 社会的手段 であり、
極めて 個 人的な 恨み による 報復に終わ っ ている。 たとえミン クがフ
レムを 殺 害して も、 ミンク 自体の個人 的 な恨みは 晴らせたか もしれ
ないが 、 社会体 制を 変える ようなこと に ならず、 しかも次の フレム
が生ま れ てきて 、体 制は何 も変わらな い 。ミンク が倒したか ったの
は、資本 家フレ ムではな く、一族の 長のフレム に過ぎな いのであ る。
興味 深 く、か つ重 要な展 開は、この ミ ンクの報 復計画にフ レムの
娘であ る リンダ が加 わるこ とである。 こ のリンダ の加入によ ってフ
レムの 死 の持つ 意味 が深ま り、作品の テ ーマも深 まり、物語 世界に
広がりが 生じ るこ とに なる 。田中久男 も、
「ミンクとフ レムのこ の対
決のド ラ マにリ ンダ が絡む ことによっ て 、単なる 従兄弟同士 の葛藤
から、 た とえ直 接血 の繋が りはなくと も 、肉親を 交えた復讐 劇とい
う複雑な 意義 を帯 びた 物語 に変貌する」(391)と述 べている 。
リン ダ は 、『 館 』 では 、「 ユ ダ ヤ 人 と結 婚 した 女 」 (228)で 、「黒 人
びいき 」 (226) で、「 共産主 義者 」(228) である と いうレ ッテ ル が貼
られて い る。当 時の アメリ カにおいて は 、特に南 部では、絵 に描い
たよう な 反社会 的人 物であ る。これは 、 資本家と して君臨す る父フ
レムへ の あから さま な敵対 である。彫 刻 家である ユダヤ人の 夫バー
トン・コール(Barton Kohl)と は、グリ ニッジ・ヴ ィリッジ(Greenwich
Village)で 知り 合い 、2 人で 「ヒッ トラーと戦 うために 」スペイ ン内
乱に参 加 する。 その 際、飛 行機が撃ち 落 とされバ ートンは死 亡し、
リンダ は 聾唖者 とな り帰郷 する。バー ト ンが共産 主義でもあ ったの
で、自ら も共 産主 義者 とな り、絶えず FBI か らも目を つけられ る存
在であ る 。さら に、 黒人の 地位向上の た めに地域 の学校や教 会にも
積極的 で 出かけ 活動 する。 このように 、 リンダは 社会や家族 のこと
など考え ず、強い 信念を持 って、
「自 分だけの 考えで、まっしぐらに
突き 進 む 」(The Mansion 223)女 性 で あ る 。キ ー ス・ フ ル ト ン(Keith
Fulton)が 、彼 女を「急 進的 な女性 (radical woman)」(425)と呼び、さ
らに、カン グが、
「急 進的と 言えるほ ど創造的 で、過去 に例を見ない
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ほど近代 的な 女性 」(“New Configuration” 21)として称 賛するの も十
分頷け る 。彼女 は聾 唖者と して声も音 も 奪われた 状態である が、む
しろそ の ために 周り の考え や意見に左 右 されるこ となく、自 分の価
値観や 信 念だけ で行 動でき ている。し か も、リチ ャード・マ リソン
(Richard Mallison)によれば 、このこ とで リンダは 悪事に染 ま ること
もないと 言う 。

[She] still standing there . . . immured, inviolate in silence,
invulnerable, serene.
That was it: silence. If there were no such thing as sound.

If it

only took place in silence, no evil man has invented could really
harm him: explosion, treachery, the human voice.
That was it: deafness . . . the inviolate bride of silence,
inviolable in maidenhead, fixed, forever safe from change and
alteration. (The Mansion 203)

リンダは 、およ そ人間が 思い つく悪 事、裏切り には無関 係でいら れ、
変化か ら も免れ た「 静寂の 汚れなき花 嫁 」である 。では、こ のよう
なリンダ がフ レム を恨 む理 由は何だろうか 。
リン ダ がフレ ムを 殺した いほど憎む 理 由は、フ レムがお金 を得る
ためにリ ンダ と母 ユー ラを 利用したからで ある。
「フレ ムが唯一 愛し
たものは お金 だけ 」(The Mansion 143)なので 、フレム にとって ユー
ラとリン ダは 、愛 すべ き家族 ではなく、お金 儲けの ための道具(商品)
に過ぎな かっ たの であ る。

It’s grandfather’s money, that his one and only chance to keep any
holt on it is through mama and me so he believes that once I get
away from him his holt on both of us will be broken and mama will
leave too any marry Manfred and any hope of grandfather’s money
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will be gone forever. (The Mansion 143-44)

具体的に は 2 つ理 由を 挙げる ことができ る。理由 の 1 つ目は、 リン
ダは、母ユ ーラ を自 殺に 追いや った原因がフレムにあると 見ている 。
ユーラは 、「マン フレッ ドと 18 年間も 不義をはたらいて いた」(The
Town 293)が、フレ ムは それを 知りながら、わざと知らないふり をし
て、最 後に それ を利 用し てうま く銀行の頭取の地位を手に している 。
ユーラは 、
「 不貞 な女 としての母 よりも、自殺 者として の母を娘 に残
したくて 」(The Town 340)自 殺する。お金 のためであれば、自分 の妻
でもあ く どく利 用し 、自殺 にまで追い 込 むフレム の非人間性 は、到
底許せ な いとリ ンダ は考え た。2 つ目の 理由とし て、フレム は、リ
ンダが「自 分の 父親を心か ら嫌うこ とはない」(The Town 322)と いう
娘の純 粋 な気持 ちを 利用し て、リンダ が 相続する はずのユー ラの財
産をす べ てフレ ムに 与える という書類 に 署名をさ せられたこ とであ
る。17 年 間、リ ンダ はフレムを本 当の父 親と して信じ 、「愛し 、賞
賛し、尊 敬し てい た」(The Town 328)。フレムは、「思いもしな いう
ちに彼女 の心 の内 部に 入り 込んで」(The Town 323)、うまく「リ ンダ
を手中に 収め てい た」(324)ので ある。お 金のため に 17 年間も娘の
純粋な 気 持ちに つけ 込んで 、うまく騙 し てきたの である。父 の自分
への愛 情 はお金 が目 的の偽 りであり、 し かも、母 の仇である 男を父
として 愛 してい たこ との悔 しさは耐え が たいもの がある。父 を思う
純粋な気 持ち をお 金の ため に利用するフレ ムの罪は 、
「 許されざ る罪」
に値する 。
この よ うに、 フレ ムの殺 害にリンダ が 加わるこ とで、個人 的な復
讐劇だっ たは ずの もの が、経済 的にも社会的にも広がりが 与えられ 、
さらに 、人 道主 義的 にも 彼の罪 の重さが深まりを見せるこ とになる 。
ミンク は 、フレ ムが 一族の 長としてパ タ ーナリズ ムに代表さ れる同
胞意識 や 救済が ない ことを 自らの「公 正 さ」とい う尺度で個 人的な
恨みを 晴 らした に過 ぎない 。しかしな が ら、それ にリンダの 恨みが
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加わる こ とで、 共産 主義者 として非人 道 的で非社 会的な資本 家フレ
ムへの イ デオロ ギー 的制裁 となり、さ ら に、自分 の純粋な心 に付け
込んで 悪 魔のご とく 弄んだ 「許されざ る 罪」への 宗教的制裁 も加わ
ることに なる 。
さら に 、リン ダが 女性で あることが 、 ジェンダ ーの観点か ら重要
な意味と して 加わ る。父 権制 が蔓延 る伝統的 南部にあ って、女性 は、
軽視さ れ 、全て が男 性によ って決定さ れ 、ほとん ど表舞台に 立つこ
とはな い 。前述 した ように 、リンダの 母 ユーラも 世間の注目 を浴び
た名家 の 白人女 性で あり、 しかも、フ レ ムという 資本家の妻 という
身分で も あった が、 社会的 にも経済的 に も個人と しては見ら れず、
それどこ ろか 、父 によって もフレ ムによっ ても、
「道具 」として しか
扱われ て いない 。そ れに対 してリンダ は 、ダイア ナ・ロバー ツが指
摘してい るよ うに、
「 フォークナ ーの女性 の中では ユニークで、リン
ダは、 父 でも夫 でも 兄でも ないのに、 自 らの身体 を支配し表 現し、
しかもそ れを やり おお せて いる」(140)と指摘しているよ うに、道具
として 扱 われる こと を拒否 している。 さ らに、グ リニッジ・ ヴィリ
ッジで の 生活の 影響 か、伝 統主義に囚 わ れず、自 由思想に基 づき自
己の価 値 観と判 断に 従い、 しかもそれ を 行動で示 しているた くまし
い現代 女 性であ る。 それは フレムの殺 害 後、リン ダが新車の ジャガ
ーで南 部 を後に する ことで 一層際立つ 。 このジャ ガーに関し ては否
定的 に 取 ら れ る こ と が多 いが 58 、 彼 女 の た くま し さの 主 張 と 見 なす
ことが で きる。 ジャ ガーは 英国製の高 級 車で資本 主義の象徴 である
が、当 時 アメリ カで もよく 売れていた よ うで、ア メリカ製の 自動車
の対抗 馬 的存在 であ る。共 産主義者リ ン ダがジャ ガーを乗り こなす
ことは 、 資本主 義を 手中に 納めると同 時 に、反ア メリカ的な 行為と
見るこ と ができ る。 ジャガ ーはリンダ が 伝統的な 南部を捨て 、新し
い世界 へ 旅立つ のに よくマ ッチしてい る 。このよ うにリンダ が加わ
ることで 、カング が指摘す るよう に、
『館』で はフォー クナーのジェ
ンダーの 扱い に変 化が 見ら れる。

151

In The Mansion, Faulkner, through Linda, changes the landscape of
woman’s space in his fictional world, tracing a trajectory from the
space of victimization, betrayal, and death to a newly configurated
feminine

space

of

desire,

authority,

and

freedom.

(“New

Configuration” 22)

リンダ に は、犠 牲、 裏切り 、死となる 結 末が多か った女性か ら、欲
望や権 威 や自由 を享 受でき る女性への 橋 渡しの役 が与えられ ている
と見る こ とがで きる という 彼女の指摘 は 、その通 りである。 リンダ
は、フ ォ ークナ ーの 描く女 性像の中で も 、最もた くましい戦 う女性
である。
この よ うに見 てく ると、 フレムが殺 害 されるこ との意味も 深くな
り、作 品の テー マの 深ま りや物 語としての広がりも出るこ とになる 。
フレム だ けでは 懐古 的で古 い南部の価 値 観や秩序 が求められ たが、
リンダに よっ て近 代的 な要 素が加わること なる。
ミン ク は多く の批 評家か ら英雄的で あ ると称さ れてきたが 、これ
まで論 じ てきた よう に、彼 はただ個人 的 な感情に 基づき、過 激な行
動に出 た だけで あり 、たと えそれが社 会 の不正を 正すことに 向いて
いたと し ても、 到底 、共同 体として受 け 入れられ るものでは ない。
ミンク の 信条に は、 共感し 同情できる 部 分が多い ことは確か である
が、や は り彼の 行為 は、個 人的な復讐 に 過ぎず、 英雄的とは 言い難
い。作 家 フォー クナ ーも、 ミンクの寛 容 のなさ、 思慮のない 過激な
行為は決 して 認め ては いな いと思われる。38 年間も牢に入 れ、償い
を強い て いるの が、 その明 らかな証拠 で ある。た だ、フォー クナー
も個人 と しては 、ミ ンクに リンダやギ ャ ヴィンが 手を貸し、 フレム
殺しを 達 成させ てい ること を見れば、 ミ ンクの旧 南部への思 いや、
彼が抱 え た苦悩 には 、かな りの程度共 感 し、同情 的であると 思われ
る。そ こで ミン クの 個人 的なレ ベルの行為に意味を持たせ るために 、
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リンダ を 加担さ せる ことで 、ミンクの 個 人的な復 讐劇から社 会的宗
教的な 意 味合い を持 つ事件 として昇華 さ れている 。ミンクの フレム
による 殺 人だけ では 、個人 的な復讐劇 で 終わり、 ポークが懸 念して
いるよ う に「嘆 かわ しい状 況」であっ た が、リン ダが加担し たこと
で南部 の 将来に 希望 を残し ている。リ ン ダは南部 を捨てたが 、3 つ
のスノ ー プス物 語の 語り手 として、ス ノ ープス一 族の状況を 一番近
くで目 撃 し、そ の裏 舞台で も関わり合 い を持ち、 ミンクやリ ンダに
共感した ギャ ヴィ ン、ラ トリ フ、マ リソンは故 郷南部に 残ってい る。
彼らの 力 は、少 しず つでは あるが、時 代 の洗礼を 受けつつ、 南部共
同体を新 しい 方向 へ導 く原 動力になること が期待で きる。

結び

スノ ー プス一 族に 関する 物語は、主 に スノープ ス三部作と 言われ
る『村 』『 町』『 館』で 展開さ れる。彼ら 一族が登 場する主な 時代は
一族の 中 心人物 であ るフレ ムが 1902 年 にジェフ ァソンに現 れてか
らミンク に射 殺さ れる 1946 年までで、ちょう ど南部が 労働力を 人馬
に頼る 古 い経済 体制 から、 お金を基盤 と した資本 主義経済へ 移行す
る時期に 当た る。特 に 1930 年代 からは、ニュ ーディー ル政策が 開始
され、急 速に新 しい経済 体制 が発展 する時期 となる。南 部の農業 は、
奴隷制 廃 止後は 身体 だけが 資本の黒人 や 、土地を 所有しない プアホ
ワイト た ちが、 シェ アクロ ッパーとな り 、地主か ら土地を借 り、階
級構造の 底辺 で、 地主 の搾 取に耐えながら 困窮生活 を続けていた。
スノ ー プス一 族は そのプ アホワイト か ら生まれ 出た人々で ある。
彼らが 他 のプア ホワ イトと 違う点は、 不 満を不満 のままで受 け入れ
るので は なく、 階級 制や地 主層や富裕 層 に対して 行動を取る という
点であ る 。本章 では 、スノ ープス一族 を 代表する 人物として アブナ
ー、フレ ム、 ミン クの 3 人 を取り 上げ、彼ら がいかに 階級制や 地主
に対抗 し て行っ たか を詳細 に分析する こ とで、そ の人物の実 像に迫
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るととも に、 新し い南 部の 動きを明らかに しようと した。
アブ は スノー プス 一族の 原型的人物 で ある。不 正を許さな い、一
族の結 束 を守る 、誰 に対し ても忠誠心 を 抱かない 、そして攻 撃性を
持つと い った彼 の性 格上の 特徴は、ほ ぼ すべての スノープス が共通
に持つ 属 性であ る。 彼は不 平等なシェ ア クロッパ ー制度に抗 議する
方法とし て、
「納 屋を 焼く」という手 段に出て 、地主層 に対して階級
闘争を起 こす 。
フレ ム は、時 代の 変化を 敏感に感じ 取 り、農業 に未来はな いと判
断し、 お 金を蓄 える ことだ けを目標に 商 才を生か し、銀行の 頭取ま
で上り 詰 め、資 本家 の仲間 入りを果た す 。彼は、 スノープス 一族の
中で最 も 経済的 に成 功して おり、南部 に 浸透しつ つある資本 主義を
体現す る 人物で ある 。彼は スノープス 一 族の属性 を有しなが らも、
法には 背 かない し、 権威は 大いに利用 す るなど独 自の行動原 理で成
功を収 め る。旧 体制 から見 ると、フレ ム は悪魔的 かもしれな いが、
彼は単 に 資本主 義を 体現し 、南部の資 本 主義の推 進役を果た してい
るのであ る。
ミンク によ るヒ ュー スト ンとフレムとい う 2 人の富 裕層の殺 害は、
プアホ ワ アイト によ る富裕 層への攻撃 、 パターナ リズムの欠 如への
制裁と い う意味 合い を持っ ているが、 や はり動機 からは、個 人的な
レベル で の復讐 劇に 過ぎず 、ミンクを 英 雄視する のは難しい 。しか
しなが ら 、この 復讐 劇にリ ンダが加わ る ことで、 人道的宗教 的な制
裁の意味 合い を帯 びて くる 。しかも リンダは、
「ユダヤ人」や「 共産
党」、さらには「 黒人 びいき」など、むしろ自 由思想を 身に付け た新
しい女 性 である 。南 部では 蔑まされる 人 物だが、 彼女は自分 の道を
見つけ、 たく まし く戦 う。
フォ ー クナー は、 それぞ れのスノー プ スを非難 したり、反 対した
りして い るわけ では ない。 スノープス 一 族の物語 を通して、 民主化
や資本 主 義化が 進み 、これ まで階級の 底 辺で困窮 していた人 々が動
き出し 、 古い階 級制 を揺る がしたり、 新 しい階級 制の担い手 となっ
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たり、 あ るいは 旧体 制を求 めたりと、 混 沌としな がらも、前 に進も
うとし て いる南 部の 様子を 描いている 。 非情な資 本家フレム 、旧南
部的秩序 を願 うミ ンク 、そ して戦う女性リ ンダの 3 人 を通して 、近
代化が 進 みつつ ある 南部に 存在するイ デ オロギー を、フォー クナー
はバラン スよ く描 いて いる のである。
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第四章

『行け、モーセ』と『墓場への侵入者』における
「古き良き南部」と階級の揺らぎ

序

『アブ サロ ム、アブ サロ ム!』では、奴隷制 や人種間 の問題な ど南
部社会 が 抱える 根本 的問題 を取り上げ 、 南部の歴 史に正面か ら向か
い合っ た フォー クナ ーは、 その後も南 部 の歴史に 関する作品 を発表
し続け た 。この 時期 は、大 恐慌により 甚 大な被害 を受けた南 部の復
興策で あ るニュ ーデ ィール により近代 化 が急速に 進められ、 同時に
民主主 義 の進展 によ り、人 種差別問題 も クローズ アップされ 「アメ
リカの問 題」として 広く議論が繰り広 げられるなど、
「 南部のアイデ
ンティテ ィの 危機 」ともい える時 代である。
「 古き良き南部」を 守ろ
うとする南部の農本主義者たちと、その状況を「未開の南部
(benighted South)」 と非難する H・L・メンケ ン(H. L. Mencken)を急
先鋒と す る北部 知識 人たち が、盛んに 論 争し合っ たのが、ま さにこ
の時期で ある 59 。南 部の農本主 義への回帰を求める『 私は主張す る』
(I’ll Take My Stand, 1930)など に対して、ルーパ ート・ヴ ァンス(Rupert
B. Vance)の 『 南 部の 人 文地理 学 』 (Human Geography of the South,
1935)やハ ワー ド・オ ーダム(Howard W. Odum)の『 アメリカ 南部地域』
(A Southern Regions of the United Sates, 1936) などは南 部の近代 化の
必要性を 主張 した 。
この よ うな社 会背 景もあ り、これま で ヨ クナパト ーファ郡ジ ェフ
ァソン と いう南 部の 架空の 町を描いて き たフォー クナーも、 生まれ
育った 南 部の白 人作 家とし ての責任と 使 命感を改 めて自覚し 始めた
のではな いか と考 えら れる 。1938 年出版の『征 服されざる人々』で
は、南 部 に最も 影響 を与え た南北戦争 の 時期を逞 しく生きた 人々を
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描き、南 部の近代 化に 対して 保守的な 立場を示したが、1939 年 出版
の『野 性 の棕櫚 』で は、社 会に目を向 け 、ニュー ディール期 を背景
とした主 人公 たち の苦 悩を 描いている。
1940 年代 になると 、公民権運 動の進展 で、南部への視線はさ らに
厳しく な る。そ のよ うな社 会の動きを 敏 感に感じ 取ったと思 われる
フォーク ナー の作 品が 、
『行 け、モーセ』(1942)と『墓場 への侵入 者』
(1948)であ る。この 2 作 品の 時代設 定は、『行け 、モーセ 』が、およ
そ 1830 年代 から 1947 年頃まで 、『 墓場への侵入者』 が、1920 年代
である 。 この間 の南 部は、 南北戦争、 奴 隷制の廃 止、南部再 建、鉄
道建設 、 ジム・ クロ ー法の 制定、第一 次 世界大戦 、大恐慌、 ニュー
ディー ル 政策、 第二 次世界 大戦などを 経 験するこ とになり、 奴隷制
とプラ ン テーシ ョン に支え られた旧南 部 から、資 本主義体制 の新南
部へと 、ま さに 180 度の 価値の 転換を強いられた激震の時 期である 。
作品の 時 代をこ のよ うな時 期に設定す る ことで、 フォークナ ーは、
南部の 近 代化を 阻む 歴史的 根源的問題 で ある、奴 隷制と人種 問題を
メイン テ ーマと して 取り上 げ、奴隷制 を 土台に旧 南部が作り 上げた
階級制 が 時代と とも に徐々 に揺らいで い く様子を 描きながら 、旧南
部社会の 問題 の核 心を 浮き 彫りにしようと している 。
本章 で は、こ のよ うな社 会構造をダ イ ナミック に変革しよ うとす
るテー マ をより 鮮明 にする には、各作 品 を単独で 扱うよりも 、2 作
品を一 続 きの作 品群 として 扱うほうが 、 より有効 であると考 える。
両作品 を 同時に 扱う ことに よる有効性 は 、その時 代設定やテ ーマの
類 似 性 だ け は な い 。 両 作 品 に は 、 ル ー カ ス ・ ビ ー チ ャ ム (Lucas
Beauchamp)、その妻 モリー(Molly)、ギ ャヴィン、ロス・エドモンズ
Roth Edmonds)、 ユーニ ス・ ハバシ ャム(Eunice Habersham)など 共通
した人 物 が登場 して いて、 両作品を通 し て見る方 がこれら人 物像に
より迫る こと がで きる 。さ らに、両作品の 出版年を 見ると 6 年 間の
隔たりが ある もの の、実は構 想の時期 は、両作品と もほぼ同 じ 1940
年 4 月 頃である 。フ ォーク ナーがラ ンダムハ ウス社(Random House)
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のロバー ト・ ハー ス(Robert Haas)に宛 てた 1940 年 4 月 28 日付の以
下の手紙 には 、両 作品 のテ ーマが並行して 書かれて いる。

I have a blood-and-thunder mystery novel which should sell (they
usually do) but I dont dare devote six months to writing, haven’t got
six months to devote to it. I have another in mind in method similar
to THE UNVANQUISHED. . . . (Selected Letters 122)

始 め の 「 バ イ オ レ ン ス 的 ミ ス テ リ 小 説 (blood-and-thunder mystery
novel)」 が 『墓 場への 侵入 者』で 、後の「 もう一つ の作品」が 『行
け、モ ー セ』と 考え られる 。しかも『 行 け、モー セ』に関し ては、
ここで「『征 服さ れざ る人々』によく 似た手法 」と記さ れていること
から、当初 から「 一続きの小 説」で構想されていたこと がわかる 60 。
『行け 、 モーセ 』が 「短編 集」か、そ れ とも「一 続きの小説 」なの
か、さ ら に「小 説」 として 成功してい る かは、出 版当初から 議論が
ある。本 章では、
『響 きと怒り』や『 アブサロ ム』において 、多角的
視点を用 いて 南部 の歴 史を 描いたように、
『行け 、モーセ』で は、マ
ッキャス リン 家の 7 世 代に わたる 歴史を通し て旧南部 から新南 部へ
の階級 の 揺らぎ とい うテー マを掘り下 げ るために 、7 つの短 編を有
機的に繋 いだ「一続 きの小説」と見てい る 61 。さ らに付け加えれば、
『行け、モー セ』 に、もう一 作『墓場へ の侵入者』を加 えること で、
テーマ と しては より 鮮明に なり、より 完 成した「 一続きの小 説」と
なるので はな いか と筆 者は 考えている。
両作 品 は、以 前か ら同時 に扱われる こ とが少な くなかった が、最
近の論 文 でも両 作品 を一緒 に扱うこと で 、両作品 のテーマを より鮮
明にし て くれ てい る論考が ある。例 えば、カ ール・デ ィミトリ(Carl
Dimitri)は 、 その 論 文 のタ イトル 「『行 け 、モ ー セ』と 『墓 場 へ の侵
入者』― 消極 的自由 から積極的 自由へ 」(“Go Dow, Moses and Intruder
in the Dust: From Negative to Positive Liberty,” 2003)が 示しているよ
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うに、両 者の 作品 にお ける「自由 」の 変容を論 じ、またティ シ エ ン ・
サソーブ レ(Ticien Sassoubre)は 、「 フォークナ ーは『行 け、モー セ』
と『墓 場 へ の侵 入 者』 で 南部への 新たな 脅威を 示し ている 」 62 (185)
と、南 部 に対す る北 部の脅 威という点 で 、両者の テーマ上の 一貫性
を主張し てい る 63 。
以上を 踏ま えな がら 本章 では、まず第 1 節におい て、
『行け、モー
セ』で 詳 細に描 かれ ている 旧南部体制 が 、一体ど のような価 値観と
特徴を 持 ってい るの かにつ いて、その 制 度の基盤 となってい る奴隷
制と、 さ らに、 奴隷 制と同 質ともいえ 、 相互に支 え合う関係 にあっ
た狩猟に 焦点 を当 てる こと で明らかにした い。続く 2 つの節で は、
両作品で 描か れる 1830 年代 から 1940 年代ま での時代 の動きを 視野
に入れ 、 南部階 級制 が時代 とともにど の ように揺 さぶりをか けられ
ているか を見 てい きた い。 本章では、その 揺さぶり を 2 つのタ イプ
に分類 し ている 。1 つ は、そ の制度の中 心にいて 維持・強化 してい
くべき立場にいる主流派である白人たちが揺さぶりをかける場合
(第 2 節)、 そし て、もう 1 つは、 制度の中心 から離れ たマイノ リテ
ィの人々 が揺 さぶ りを かけ る場合(第 3 節)で ある。南 部階級制 が時
代とも に 外的及 び内 的にゆ さぶられ、 結 果、どの ように揺ら ぎ崩れ
ていく か を分析 する ことで 、奴隷制の 実 態や問題 点、さらに はその
ような中 で生 きる 人々 の苦 悩や葛藤を浮き 彫りにす る。第 4 節では、
そのよ う な南部 の変 化に直 面している 白 人南部作 家フォーク ナーの
意識の変 化に つい て考 察す る。

Ⅰ. 旧南部体制の揺らぎ

旧南 部 体制と はど のよう なものだっ たの だろう か。「『行け、 モー
セ』は 、 フォー クナ ーの作 品の中でも プ ランテー ションの生 活や経
済面― そ の成り 立ち 、運営 、そして成 果 ―が扱わ れている重 要な作
品である 」(8) とアー サー・キニ ー(Arthur Kinney)が指 摘しているよ
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うに 64 、『 行け 、モ ーセ 』で は、旧南 部を支え ていた奴 隷制、な かで
もプラ ン テーシ ョン 内での 生活の実態 が 社会的、 経済的、さ らには
法律的 視 点から かな り克明 に描かれて い て、奴隷 制度を知る にはう
ってつ け のテキ スト である 。そして、 同 時に注目 すべきは、 本作で
は、「 熊」(“The Bear”)、「昔 あった話」(“Was”)、「昔の人 たち」(“The
Old People”)、「デル タの秋」(“Delta Autumn”)などで描 かれてい るよ
うに、 荒 野での 狩猟 物語の 部分が多く を 占めてい ることであ る。両
者の関 係 はどう なっ ている のだろうか 。 本節では この疑問に 答える
ために、
『行け 、モー セ』に 描かれている奴 隷制と狩 猟を、それ ぞれ
詳細に分 析す るこ とで 両者 の同質性を明ら かにした い。
『行 け 、モー セ』 におい て、人種問 題 と 狩猟を、 本作品を貫 く 2
つのモ チ ーフと して 分析す ることは、 こ れまでも よく行われ ている
が、通 常 、狩猟 は奴 隷制の 悲惨さの背 景 としての 扱いである 。例え
ば、エリッ ク・サン ドウィスト は、
「狩猟物語 は奴隷制 に対する 苦悩
のセ ラ ピ ー 的 な 価 値 があ る 」(147)、ジ ョ ン ・ マ シュ ー ズは 、「 狩 猟
の儀式 は 奴隷制 の流 血の適 切な昇華の 役 割を果た そうとして いる」
(“Touching” 23)と 述べ てい る 。 これら の 意見 は 心理学 的な ア プロ ー
チとし て 有効で ある 。それ に対して本 節 では、階 級制という 社会学
的観点か らア プロ ーチ を試 み、両者に 4 つの 共通した 特徴を見 いだ
すことが でき た。 両者 はこ れら 4 つの同質的 特徴をも ちながら 、互
いに社 会 の根底 で支 え合う 関係で南部 社 会の精神 風土を作り 上げ、
旧南部の 古き 良き 時代 の神 話を形成してい るのであ る。

(1) 奴 隷 制 と パ タ ー ナ リ ズ ム

奴隷 制 は、ア メリ カ建国 時から旧南 部 社 会の繁栄 をもたらし 南部
社会の 経 済社会 基盤 を作っ た制度で、 ま さしく旧 南部そのも のであ
る。そ れ はプラ ンタ ーを頂 点にした階 級 制で、カ ースト制度 とも形
容さ れ る よ うに 、 崩し がた い 厳 し い ルー ル(法 律)が 引か れ てい る 。
奴隷制 は 、南北 戦争 以前は 州によって 違 いはある ものの、合 法的な
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社会経 済 制度で あっ た。ア メリカの場 合 、アフリ カからの黒 人奴隷
が初めて 輸入 され たの が 1619 年なので 、アメ リカの歴 史はほぼ 奴隷
制と同 じ くして スタ ートし たと言える 。 南部開拓 は奴隷制を 基盤と
したプ ラ ンテー ショ ンによ って進展し 、 アメリカ 経済を支え た。ア
メ リ カ 民 主 主 義 の 父 と 称 さ れ る ト ー マ ス ・ ジ ェ フ ァ ソ ン (Thomas
Jefferson)―彼自 身も広 大なプランテーシ ョンと多 い時には 100 名ほ
どの奴隷 を所 有し てい たプ ランターである ―は、
「アメ リカ独立 宣言
書」の 草 稿には 奴隷 制廃止 を書き込ん だ が、南部 諸州の合意 が取れ
ず、実 際に 出さ れた「 宣言書 」から はその部 分が割愛 され、1788 年
に制定 さ れた合 衆国 憲法で 奴隷制は合 法 化されるこ ととなり、 1793
年には 逃 亡奴隷 法が 制定さ れる。これ は 南部と奴 隷制の結び つきの
根深さ を示 す 出来 事 であ る 。ジ ェフ ァ ソ ンは大 統領 (在 任 期間 1801
年-1809 年)にな っても、1808 年 には奴隷の輸入禁止を決め るものの 、
廃止まで は踏 み切 れな かっ た 65 。1850 年に 2 度目とな る逃亡奴 隷法
が制定 さ れ、そ の厳 しさゆ えに、北部 は 反発を強 め南北戦争 の火種
の 一 つ と な り 、 最 終 的 に 1863 年 の リ ン カ ー ン 大 統 領 (Abraham
Lincoln)の「 奴隷 解放宣言」 で終止符 を打つこととなる。
その 後、南 部再 建期(1863-1877)に、1865 年の憲法修正第 13 条に
よって奴 隷制 は廃 止さ れ、 さらに、1868 年の憲法修正第 14 条 で元
奴隷の 権 利も確 保さ れ、法 的には黒人 は 奴隷制か ら解放され る。し
かしな が ら、こ れま で黒人 のことを人 間 として見 なしていな かった
白人に と っては 、そ の差別 意識をなか な か取り去 ることがで きず、
現実的 に はジム ・ク ロー法(1876-1964)に より「隔離 すれども平 等」
がまかり 通り 、最終 的には 1964 年 の公民権法 制定まで 持ち越さ れる
ことに な る。長 い奴 隷制時 代と、その 後 の人種差 別は、アメ リカが
長い間 抱 え、い まだ にくす ぶっている 歴 史的恥部 である。こ の歴史
的課題 に 、フォ ーク ナーは 『行け、モ ー セ』を通 して、正面 から向
き合おう とし た。
奴隷制 に関 して 、狩 猟と 同質と考えられ る 4 つの特 徴につい てそ
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れぞれ論 じる こと にす る。 第 1 の 特徴は、厳 しい法律 である。 旧南
部にお い ては、 奴隷 制は法 律に守られ て いる、い わば合法的 な人種
差別と 抑 圧の制 度で ある。 それは土地 と 奴隷を所 有している プラン
ターを頂 点と する 完全 なピ ラミッド型の支 配構造で 、次に ヨーマン、
プアホ ワ イト、 そし て底辺 に黒人奴隷 が いる。こ の支配構造 がその
まま南 部 社会を 構成 してい るので、旧 南 部は白人 プランター を頂点
として 、 黒人奴 隷を 底辺に 置く階級社 会 であった 。旧南部の 経済は
プラン テ ーショ ンに よる農 業で、これ が 奴隷制に よって支え られて
きた。
奴隷制 の下 では 、奴隷は 、
「資産」としてプ ランター によって 所有
され、お 金で 売買 され る「 商品」である。 実際、「熊」の 第 4 章で、
コ ラ ー ジ ュ の 手 法 で 導 入 さ れ て い る マ ッ キ ャ ス リ ン 家 (the
McCaslins)の「 台帳 (ledger)」に は、奴隷を奴 隷市場で 購入した 記録
が 生 々 し く 残 さ れ て い る 。 例 え ば 、「 パ ー カ ヴ ィ ル ・ ブ ラ ウ ン リ ー
(Percavil Brownly)、26 歳、番 頭兼帳場 。1856 年 3 月 3 日コー ルド・
ウォータ ー(Cold Water)にて N・B・フ ォレスト(N. B. Forest)より購入
265 ド ル」(Go Down, Moses 264)、また 、
「ユーニス(Eunice)1807 年ニ
ュー・オ ーリン ズ(New Orleans)にて 父に買わ れる

650 ドル」(267)。

ニュー ・ オーリ ンズ には、 当時最大の 奴 隷市場が あったよう で、多
くの南 部 の奴隷 たち がここ で売買され た 。プラン ターたちは 単に奴
隷を買っ て様 々な 仕事 をさ せるだけでなく 、それは「資産」なの で、
いい商 品 をでき るだ け安く 買って、そ の 元手以上 の収益を上 げる必
要があ る 。プラ ンタ ーは支 配者である が 、同時に 優れた経営 者でな
ければ な らない 。こ の台帳 でも、コー ル ド・ウォ ーターで買 った奴
隷は「 帳 場の資 格も ないし 、字も読め な い、クワ もうまく使 えず、
牧師にな るつ もり もな く、家畜 に水をや るくらい 」(264)しかで きな
いと言う バッ ク(Buck)に 対し て、
「 俺は元を 取るつも りだ」(264)とバ
ディー(Buddy)が記 して いる 。この台帳は、奴隷経済の 実情を示 す第
一次資料 であ る。
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この よ うに プ ラン タ ー(買 主)は 、 奴 隷 を 「資 産 」と し て 合 法 的に
所有権 を 行使し 、肉 体的に も精神的に も 支配し、 経済的に有 効に活
用 し よ う と し た 。 奴 隷 は 搾 取 と 抑 圧 の 「 二 重 の コ イ ル (“a double
coil”)」 66 (Matthews, “Touching Race” 25)が巻 かれた状 態である。し
かも、 こ れらす べて が完全 に閉じた空 間 内で行わ れるので、 暴力や
虐待、 さ らには タブ ーだと される行為 す ら起こる 。そこでは サディ
アス・デイ ヴィス の、
「黒人 女性は、身体的に は資産と 分類され る法
律によ っ て、保 護か らは除 外されてい る ので、罪 が問われる ことも
なく性 的 な搾取 の対象 と なり得 た」(Games 96)と いう指摘通 り、黒
人女奴 隷 の肉体 はプ ランタ ーの所有物 と して彼の 意のままに 搾取さ
れた。
老 キ ャ ロ サ ー ズ ・ マ ッ キ ャ ス リ ン (Lucius Quintus Carothers
McCaslin)は 、一 大プラ ンテ ーショ ンを築いた 絶対的権 威をもつ プラ
ンターで ある 。物語では 、彼 は黒人 女奴隷のユ ーニスと 関係を持 ち、
トマシー ナ(Tomasina)と いう 娘をも うけ、彼女 が成人 すると、今 度は
彼女とも 関係 を持 ち、 トミ ーのタール(Tomey’s Turl)と いう子を もう
けたと 理 解され る。 この件 に関しては 、 近年、ゴ ドゥンとポ ークが
これは 事 実とは 異な ると主 張している の で、後で 詳細に論じ るが、
作品中で は、これ は「事実」として 登場人物た ちに認識 されてい て、
老キャロ サー ズは 白黒 雑婚 と近親相姦とい う 2 つのタ ブーを犯 して
いるこ と になっ てい る。こ れは台帳を 見 ながらア イクが推理 した結
論 で あ る が 、 元 々 は ユ ー ニ ス が 、「 ク リ ス マ ス の 日

川にて溺死」

(267)と いう 台帳の記 録から、バディーが 、ユー ニスは「投身自 殺を
したのだ 」(267)と 推測 したこ とに基づい ている。この推測こそ、ア
イクが 成 人にな って マッキ ャスリン家 の 全ての財 産権を放棄 した理
由であり 、アイク の言う「南部 の呪い」(278)である。彼はこの 呪い
から逃 れ ようと 財産 を放棄 する。森で 純 粋な精神 を身につけ たアイ
クにと っ て、こ の南 部の呪 いは、到底 受 け入れる ことができ なかっ
たので あ る。バ ディ ーやバ ックも、こ の 事実を知 って、徐々 に奴隷
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の解放 を 始めて いる が、時 代性もあり ア イクほど 衝撃を受け はしな
かったの だろ う。
アイ ク の衝撃 とは 裏腹に 、旧南部で は 白黒雑婚 や近親相姦 は、フ
ォーク ナ ーが『 アブ サロム 』での中心 的 テーマと して捉えて いるよ
うに、 社 会の秩 序を 乱すタ ブーである 。 しかし、 実際は、白 黒雑婚
や近親 相 姦は決 して 珍しい ことではな か ったよう だ。ジョエ ル・ウ
ィリアム ソン が、
「奴 隷制の下で は、主人によ る白黒雑 婚はある 程度
どこで も 発生し てい た。そ れは男性女 性 とも個人 的な感情に ダメー
ジを残 し 、さら に、 南部文 化の中で、 理 想とする 結婚や共同 体とい
う形態を 野蛮 なや り方 で破 壊させた」(384)と説明して いるよう に旧
南部では 至る 所で 見ら れた ようだ。
また 、近 親相姦 に関して も、ウィリア ムソンが 、
「ピパやラフ ァイ
エット郡の記録にはしばしば近親相姦の訴えが記載されていた」
(387) と 調 査 し て い る よ う に 、 ラ フ ァ イ エ ッ ト 郡(Lafayette County)
でもし ば しば訴 えが 起こっ ていたよう で ある。そ れでも、サ ディア
ス・デ イ ヴィス が厳 しく指 摘している よ うに、白 黒雑婚も近 親相姦
もやは り 法律上 も倫 理上で も罰を受け る ことはな く、事実上 、支配
者階級の 間で 何世 代も まか り通っていたの である。

Any legal restrictions were formulated in terms of the social
order. . . . Incest involving miscegenation, however, was not held
to the same moral or ethical standard—in terms neither of the
social order nor of familial good. This brutality passed virtually
ignored for generations among the white ruling class. (Games 93)

第 2 の 特徴と して、 奴隷 への対 応には儀式 的要素が 強いこと が挙
げられる 。
「 昔あ った 話」の 冒頭部で 、プラン テーショ ンから逃 亡し
た奴隷 ト ミーの ター ルを追 う場面も、 こ こでは年 中行事のよ うなも
ので、 全 てが戯 画的 で形式 的である。 追 いかける バックは南 部貴族
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らしく「ネ クタイ を締め」(7)、朝飯 を食べ、黒人奴隷 が準備し た馬
に乗っ て 出かけ る。 角笛が 吹き鳴らさ れ 、犬が放 たれ、いよ いよ儀
式めい て くる。 しか し、追 いかけると い っても、 行き先はヒ ューバ
ート(Hubert)の屋 敷だとわか っており 、全 く緊迫感 はない。追わ れる
トミーの ター ルも ラバ に乗 ってゆっくりと 逃げるが 、
「 あんまり 長い
間いつも のよ うな 逃げ 方を するのに慣れて いて」(9)、捕まるこ とは
ない。 角 笛が鳴 り響 き緊張 感が漂う中 で も、バッ クもヒュー バート
も「 昼飯が すんだ ら、皆で見つ け出すさ 」(9)と言いながら、ト ディ
ーを飲 み ながら 時間 を潰し ている。全 て がゆっく りと決めら れた手
順で進ん でい る。さ らに、「熊」の中で、1 日 の仕事を 終えた後 の対
応も儀式 のよ うに 決め られ た手順で淡々と 進められ る。

[Each] sundown the brother who superintended the farming would
parade the negroes as a first sergeant dismisses a company, and herd
them willynilly, man woman and child, without question protest or
recourse, into the tremendous abortive edifice scarcely yet out of
embryo. . . . (262)

奴隷に 対 する扱 いが 、全て において儀 式 としてお 膳立てがで きてい
る。
第 3 の 特徴は 、男性 中心 主義で ある。奴隷 制社会は 全て男性 主導
の父権 社 会であ る。 よって 、父の系列 で あるマッ キャスリン 家が、
女系の系 列の エド モン ズ家(the Edmonds)より も常に優 っている 。黒
人ルー カ スも、 自ら にマッ キャスリン 家 の血が混 じっている ことに
誇りを 持 ってい る。 家父長 制を基盤に し た社会で は、黒人女 性だけ
でなく 白 人女性 も存 在感が ない。これ は 『行け、 モーセ』全 体を通
して見て も、奴隷 制度 下における 白人女性 のほとん どが、
「 妻」や「娘 」
として し か言及 され ず、名 前が与えら れ ていない ことからも 歴然で
ある。唯一 名前を 与えられ た白人 女性とし て、
「昔あった話」の 中の
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プランタ ーの 娘ソ フォ ンシ バ(Sophonsiba)がいるが、そ れでも彼 女の
結婚自 体 が男性 によ るポー カーの賭け の 対象とし て扱われ、 彼女の
主体性な ど全 くな い。白人女 性もプラ ンターにとっては 、一つの「資
産」で しか ない。ア イクの妻となる女 性にも名前がない。
「熊 」の中
での 彼 女 は 、「 す べ て の 女の 肉 体の 合 成 物」 (314)と 形 容 さ れ てい る
ように 、ア イク がプ ラン テーシ ョンを当然受け継ぐものと 思い込み 、
子どもを 作る こと で、し たたか にそれら全てを所有しよう と考える 。
ドリー ン ・フ ァ ウラー が、「 土地＝女 性 の メタファ ー」(Return 153)
が『行 け 、モー セ』 に見ら れると指摘 し ているよ うに、彼女 の場合
は、女 性 の肉体 をモ ノとし て使い、土 地 とプラン ターの妻と いうス
テータス を得 よう とし てい る。彼女に名前 は不要で ある。
サデ ィ アス・ デイ ヴィス は、プラン タ ーたちの 女奴隷に対 する性
的行為 を 、子ど もを 作らせ ることで資 産 を増やす という経済 的な目
的だけ で なく、 自分 と似た 子孫を残し た いという 家父長主義 による
ものだと 非難 して いる 。

For enslaved women who, like Tomasina and Eunice, are so
controlled by their masters, to reproduce is not just to duplicate
themselves as property but to reproduce the image of the owner.
“Reproduction,” master-salve intercourse leading to offspring or
issue, is a narcissistic act, in addition to being a declaration of the
legal authority of patriarchy (the law of the father) and of the law of
the land. Sexual assault upon the bodies of enslaved women
becomes a mark of their oppression and domination within the
political, economic, and cultural institution of slavery. (Games
90-91)

「父の法 則 (the law of the father)」が すべてを 決定し、代々長男がそ
の財産 を 引き継 ぐも のと決 められてい る 。逆に、 この制約は 、本作
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品ではア イク に重 荷に なっ たように、
『響 きと怒り 』で はクウェ ンテ
ィンやジ ェイ ソン に、
『アブサロム』ではサト ペン、そ してヘンリー
が苦悩す る原 因と なる 。南 部の本質的体質 である。
4 つ 目 の特徴 とし て、大 家族制とい う 特徴が挙 げられる。 奴隷制
の下で は 、プラ ンタ ーにと って、自ら の 白人の家 族も、黒人 奴隷の
家族(shadow family) 67 も 皆が 自分の 家族であ り、自分は父親のよ うな
存在と し て、権 威と 温情を 皆に示すの で ある。こ のような状 況下で
は、老 キ ャロサ ーズ も自分 がした行為 を 罪だとは 考えておら ず、あ
る意味 プ ランタ ーと しては 普通のこと だ と認識し ていた可能 性が高
い。家 族 の長と して の当然 の行為、言 い 換えると パターナリ ズムだ
と認識していたと思われる。そこではプランターの暴力も搾取も、
「父」 と しての 温情 的行為 とされ、ベ ー ルに覆い 隠されてし まう。
ケヴィ ン ・レイ リー は、プ ランテーシ ョ ンを支え ているイデ オロギ
ーはパ タ ーナリ ズム であり 、それは「 父 権主義の 大家族制」 という
ようなも ので ある と以 下の ように説明して いる。

Paternalism suggests a static, hierarchical and elitist social order:
a paternalist assumes an inherent inequality among humans and
stresses the organic unity of a society in which each individual
accepts his or her place in a stratified social order.

Paternalism

takes as its model the extended, patriarchal household, and places a
code of honor and a sense of responsibility upon the leaders of
family and society; this ideology both supports a plantocracy and
seeks to justify it.

Paternalists tend to believe that some people,

mostly men, are simply better than others by nature; these “better”
men should rule, should make decisions for others. . . .
(“Paternalism” 117-18)

パタ ー ナリズ ムの 下、白 人の家族と 黒 人の家族 は同じプラ ンテー
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ションの 中の「一 つの大き な家族 」とし て生活を している。
「火 と暖
炉」(“The Fire and the Hearth”)では、同じ 1874 年生ま れの白人 ザッ
ク(Zack)と 黒人 ル ー カス 、 さら に 、 その 子ど も た ちに 当 たる 、 同 じ
1898 年 生 ま れ の 白 人 ロ ス と 黒 人 ヘ ン リ ー が 、 幼 い 頃 は 「 乳 兄 弟
(foster-brother)」とし て育て られている様子 が描かれ ている。プ ラン
ターの 白 人の子 ども も、黒 人の子ども も 、少なく とも幼い頃 は一つ
の大家族 の「 兄弟 」として、カラー ラインを超 えて育て られてい る。
例えば 、 ロスの 本当 の母は 出産と同時 に 亡くなっ たので、ヘ ンリー
(Henry) の 母 で あ る 黒 人 モ リ ー か ら お 乳 を も ら っ た の で 、 モ リ ー を
「彼が憶 えて いる ただ 1 人 の母」(99)として認識するほ どであ る。

Still in infancy, he had already accepted the black man as an adjunct
to the woman who was the only mother he would remember, as
simply as he accepted his black foster-brother, as simply as he
accepted his father as an adjunct to his existence. Even before he
was out of infancy, the two houses had become interchangeable:
himself and his foster-brother sleeping on the same pallet in the
white man's house or in the same bed in the negro's and eating of the
same food at the same table in either, actually preferring the negro
house, the hearth on which even in summer a little fire always
burned, centering the life in it, to his own. (110)

ここで は 白人の 子ど もも黒 人の子ども も 、わだか まりなく過 ごして
おり、 こ の作品 のタ イトル にもなって い る「火と 暖炉」は、 2 人の
乳兄弟 に とって は、 まさし く暖かい家 庭 の象徴と なっている 。しか
しながら 、こ のよ うな カラ ーラインを超え た関係も 、ロスが 7 歳に
なり階 級 の違い を感 じ取る ようになる と 、彼の、「おれ は家に帰る 」
(111)とい う言葉 で終わ りを 告げ、その後は「同じテー ブルにも 着か
なくなる 」(112)。南部 の階 級制は 幼い子ども の暖かい 関係にす ら入
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り込ん で 、差別 意識 を植え 付ける。白 人 の子ども も黒人の子 どもも
同じ父の 子ど もと して 育て られるが、少し成 長すると 差別意識が「呪
いのよう に降 りて きて 」(111)、すぐさま蜜月 関係は破 綻する。 牧歌
的神話も ここ まで であ る。
以上 の ように 、パ ターナ リズムとい っ ても、ベ ールの下で は人種
と階級 の 差別は 歴然 で、プ ランターは 父 の権威を 振りかざし 、奴隷
は経済 的 に搾取 され る資産 として、ま た 女性奴隷 の場合は、 権威維
持のた め の生殖 およ び性的 な道具とし て 扱われる 。ウェスリ ー・モ
リスと バ ーバラ ・ア ルヴァ ーソン・モ リ スが端的 に指摘して いるよ
うに 、「 人 種差 別 の 一 つ とし て 、パ タ ー ナリ ズ ムが あ る」 (231)の で
ある 68 。 スー ザ ン・ ト レ イ シー が 『 主 人 の 目で 』 の中 で 説 明 し てい
るよう に 、パタ ーナ リズム は「父の権 威 」を振り かざし、黒 人たち
を良い よ うに支 配す るため の支配者側 に 都合の良 い口実と捉 えるべ
きである 。

Southern paternalism, then, strove to instill a sense of
inferiority in slaves from birth so that blacks would internalize the
racism of the Southern slave regime and the values of the planter
class.

Ideally, then, if slaves were “properly raised,” they would

need little physical coercion, would identify themselves as
members of the mater ’s extended family, and would see in their
prime exploiter, the master, their unequal friend. (58)

このよう に、
『 行け 、モーセ』には、プランテ ーション の実態が 如実
に描かれ てい る。
以上 見 てきた よう に、奴 隷制には、 ル ールの厳 格性、儀式 性、男
性中心主 義、 そし て大 家族 制という 4 つの特 徴がある ことがわ かっ
た。し か も、人 種に 加えて 、ジェンダ ー も階級を 構成する主 要な要
素である こと がわ かっ た。
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(2) プ ラ ン タ ー の 「 大 学 」 と し て の 狩 猟

旧南 部 時代の 狩猟 のやり 方は、多く の 点で奴隷 制と同質の 要素を
持って い る。奴 隷制 は旧南 部社会を作 り 、その価 値観を植え 付けて
きたが 、 その同 じ価 値観が 狩猟にも影 響 している 。厳格なル ールに
従い、 社 会的秩 序や 権威を 維持しよう と する奴隷 制社会が、 そのま
ま狩猟 に も持ち 込ま れ、む しろ奴隷制 社 会の価値 観を補強す る役割
すら演 じ 、互い に支 え合い ながらコミ ュ ニティを 形成してい る。狩
猟を崇 高 な儀式 とし て神話 化すること は 、奴隷制 度自体の神 話化に
も繋が っ ている 。本 作品に おいては、 両 者が相ま って、南部 の神話
作りに貢 献し てい る。 狩猟 に関しても 4 つ の特徴が 挙げられる。
第 1 の 特徴 とし て、狩猟における規 律について見てお きたい。
『行
け、モ ーセ 』では、
「古き良き 南部」の価 値観は、大森 林の守り 神と
もいう べ き熊の オー ルド・ ベンが殺さ れ 、その戦 いに挑んだ 同時に
野 生 の 猟 犬 ラ イ オ ン (Lion) 、 森 の 聖 人 サ ム ・ フ ァ ー ザ ー ズ (Sam
Fathers)が 死亡 する 1879 年 までは 少なくとも 保持され ていると 見て
いる。 それ ま で は、 森 で の 狩 猟は 厳格 な 「 規律 (rule)」 に 則 って 行
われる 儀 式のよ うな ものと して維持さ れ ていて、 全てにおい て秩序
が守られ てい る。
猟師と 獲物 の間 にも「太古か らの掟」(207)が ある。猟師たち も獣
たちも 「 規律」 を守 ってい た。例えば 、 オールド ・ベンは家 畜など
を襲う こ とはし ない し、猟 師たちもメ ス の鹿は殺 さないなど 暗黙の
掟があっ た。1947 年 を舞台にし ている「デルタの秋」でメス鹿 が撃
たれた こ とを嘆 くア イクが 描かれてい る が、この 時期既にか つての
掟など誰 も気 にし なく なっ ていることを示 している 。
第 2 の 特徴は 狩猟の 儀式 性であ る。狩猟と いうプロ セスがか なり
儀式的 で ある。 とく にオー ルド・ベン を 対象とし た狩猟は「 殺す気
さえない 、毎 年の 密会(yearly rendezvous)」(194)に等しく、極めて神
聖化され た「 儀式 (pageant-rite)」(194)と して行われている 。そ こで
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は以下 の 描写が 示す ように 、オールド ・ ベンは獲 物というよ りも一
個の神格 化さ れた 存在 に祭 り上げられてい る。

[A] phantom, epitome and apotheosis of the old wild life which the
little puny humans swarmed and hacked at in a fury of abhorrence
and fear like pygmies about the ankles of a drowsing elephant;―the
old bear. . . . (193)

したが っ て、神 格化 された オールド・ ベ ンに出会 うには、そ れにふ
さわし い 準備が 必要 である 。アイクは 、 鉄砲、時 計、磁石の 文明の
「汚れ 」 をすべ て捨 て去る という儀式 に 従い、1 個の無垢な 存在と
なること でオ ール ド・ ベン に会う「資格」 を得るの である。
このように、狩猟は単なる獲物を狩る手段ではなく、アイクが、
「荒野は 大学(college)で 、オールド・ベン は母校(alma mater)であ る」
(210)と 例え るように 、人の道 を知るため の「修 行の場」になっ てい
る。こ れ ら狩猟 に関 する全 ての掟をサ ム ・ファー ザーズから 教え込
まれる 。 サム ・フ ァーザー ズは、チカソー(Chickasaw)族の酋長 の血
を引き 継 ぎ、黒 人の 血をも つ、野性の 本 能を有し た、荒野そ のもの
といえ る 存在で ある が、ア イクにとっ て は、狩猟 の師である 以上に
「人生の メン ター 」(210)とな る。狩猟を通し て一人前 の男性に なる
のである 。ア イク は 10 歳から狩 猟に加わり 、11 歳で 「汚れ」 を捨
てオール ド・ベン と邂 逅し、13 歳 で射止めた 雄鹿の血 を顔に塗 られ
「元服の 儀式 (accolade)」(210)を済 ませ、16 歳でオールド・ベンの
死を見 届 けると いい うよう に、狩猟は 彼 にとって 「一人前の 男にな
るための 修行 (apprenticeship to manhood)」(195)であ り、その物 語は
儀式に従 った 彼の イニ シエ ーション・スト リーとな っている。
第 3 点 目は、 男性中 心主 義であ る。狩猟は 階級制を 精神的に 支え
る役割を 演じ てい て、しか もそこ は完全な 男性社会 である。
「熊 」の
冒頭部 で は以下 のよ うに、 狩猟の物語 と いえば、 それは「悔 恨も無
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効にし 、 慈悲も 受け つけな い、太古か ら の緩和で きない規律 にした
がった戦 い」 であ り、「 男性 の物語」と説明されている。

It was of the men, not white nor black nor red but men, hunters, with
the will and hardihood to endure and the humility and skill to
survive, and the dogs and the bear and deer juxtaposed and reliefed
against it, ordered and compelled by and within the wilderness in the
ancient and unremitting contest according to the ancient and
immitigable rules which voided all regrets and brooked no
quarter. . . . (191-92)

ここに は 男だけ が神 聖な世 界に入り、 神 話的時間 を過ごすと いうフ
ォー ク ナ ー 好 み の 世 界が ある 69 。 旧 南 部 社 会の 理 想と し た 世 界 の縮
図と言 え る。そ こで は以下 の狩猟の描 写 から見て も、階級に よる役
割分担が はっ きり と存 在し ている。

Boon and the negroes (and the boy too now) fished and shot
squirrels and ran the coons and cats, because the proven hunters, not
only Major de Spain and old General Compson (who spent those two
weeks sitting in a rocking chair before a tremendous iron pot of
Brunswick stew, stirring and tasting, with Uncle Ash to quarrel with
about how he was making it and Tennie's Jim to pour whisky into
the tin dipper from which he drank it) but even McCaslin and Walter
Ewell who were still young enough, scorned such other than
shooting the wild gobblers with pistols for wagers or to test their
marksmanship. (204-05)

混血の ブー ン(Boon)や黒人 と い った階 層 の者 た ちは、 簡単 な 狩り を
してい る が、支 配階 級のプ ランターで あ るド・ス ペイン少佐 やコン
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プソン将 軍(General Compson)は狩 猟自体より も料理や 飲み物に 関心
があり 、 むしろ 狩猟 という 過程を楽し ん でいる。 このように 、狩猟
は規律 あ る社会 での 精神修 行をする場 と なってい る。しかも そこは
男性限定 であ る。
この よ うに、 狩猟 は白人 男性にとっ て は、社会 の支配層と しての
自覚と誇 りを 育て る場 とな っている。スチュ アート・マークス(Stuart
Marks)は、 多 くの プラ ンター たち に とっ て、狩 猟 は階級社 会 での自
らのス テ ータス を確 認する 場であり、 規 律や自制 心などを学 ぶ場で
あったと 次の よう に説 明し ている。

Many planters believed that hunting enabled them to understand
nature and man’s place in the world. Southern hunters loved nature
for its supposed order and stability, which their own organized
social life based on a hierarchical arrangement of people and
contingent upon the judicial application of force could only
approximate. For these planters, hunting was a socially sanctioned
expression of force and its violence was necessary to participate in
the natural world and to appreciate its indestructible order. . . .
Although other classes pursued wild animals for meat and for
tangible trophies, planters saw the process itself as the most
important part of the chase. For them, the end was unimportant
and inconsequential. Hunting conventions (sportsmanship) became
prerequisites for membership in polite society and provided its
participants the opportunity to learn the important lessons of
self-discipline and control. (1228-29)

プラン タ ーたち 以外 の階層 の者にとっ て は、獲物 を取ること が目的
である が 、支配 層の プラン ターたちに と っては、 狩猟におい て「過
程こそが 最も 重要 な部 分」 なのである。
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4 つ 目の 特徴 は大 家族制であ る。スーザ ン・ウィリス(Susan Willis)
は、こ の 狩猟集 団を 父 権社会 の「 大家族 (extended family)」に 等し
いと指摘 し、 次の よう に説 明している。

In the wilderness world of “The Bear,” the extended family has
been altered to produce the community of the hunt. This is
possible because the importance of wealth and power in
determining social relations partially yields to the criterion of the
experience and ability required for the hunt. To be sure, Major de
Spain and General Compson are still the most powerful members
of the group. However, as their relationship to Ike demonstrates,
they, along with McCaslin Edmonds, function like uncles or
fathers of the material order. Ike’s wilderness extended family also
includes a spiritual father in Sam Fathers and something of a
brother in Boon, who, like a child, needs to be chaperoned on a
trip to town. (87)

この集 団 ではア イク にとっ て、ド・ス ペ イン少佐 とコンプソ ン将軍
が社会 の 規範を 教え る「物 理的父親」 の ように支 配的な権力 を持っ
ており 、 サム・ ファ ーザー ズが「精神 的 父親」で 、ブーンは 「兄」
である 。 狩猟は 大家 族制の 持つ親密感 と 階級差が そこにはあ り、こ
の点でも 奴隷 制社 会と 同質 である。
以上の よう に、 狩猟 にお いても、奴隷制 に見られ た 4 つの特 徴が
同様に 指 摘でき た。 旧南部 社会におい て は、この 両者が密接 に支え
合って そ の精神 的風 土維持 する役割を も ち、古き 良き南部の 神話作
りに貢献 して いる 。物 語では 、オールド・ベン は両者の 象徴であ り、
彼の死は 旧南 部神 話の 崩壊 を意味するので ある。
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Ⅱ. 主流派たちの責任

南部 の 強固に 作り 上げら れた階級制 も 、時代と ともに揺ら いでく
る。本 節 では、 本来 その維 持・強化に 努 めるべき 主流派であ る白人
男性が 、 その制 度や 結果と して現れる 悲 劇的状況 に対して、 責任を
感じた り 、共感 した りして いる。本節 で は、3 代 目となるプ ランタ
ーとな る 運命と 決別 をする アイクと、 黒 人の死に 対して責任 と共感
を示す 白 人たち を取 り上げ 、彼らの心 情 を分析す ることで、 彼らの
行為が階 級に 大き な揺 れを もたらすことを 論証する 。

(1) ア イ ク の 決 断

アイク は 21 歳 になり プラ ンテーションを相続する時に 、その 相続
権を放 棄 する決 断を する。 祖父キャロ サ ーズから 続く忌まわ しいマ
ッキャ ス リン家 の過 去の歴 史と決別し 、 その悪の 連鎖を自分 の代で
終わら せ ようと した のであ る。彼は父 権 制に基づ く世襲制に は従わ
ず、土 地 や奴隷 など 一切の 所有を放棄 し 、荒野へ 入る。妻を めとる
が、自 ら の血を 引き 継ぐ子 孫も作らな い 。このよ うな彼の行 為に対
しては 、 当初か ら賛 否両論 がある。肯 定 派はライ オネル・ト リリン
グ(Lionel Trilling)、R・W・B・ルイス(R. W. B. Louis)に代表さ れる
ように 、 彼の行 為は 「高潔 、英雄的、 キ リスト的 」であると 賞賛す
る 70 。西山 も、
「 南部 の良心と して評価 すべき」(231)と述 べ、田中も、
「精神の 輝き 」(281)と称し、近年で はケアリー・ウォー ル(Carey Wall)
が 、「彼 の 行為 は 決 し て 無益 で はな い 」(151)と 強 く主 張 し てい る 。
一方、 否 定派と して は、ミ ルゲイト、 オ ルガ・ヴ ィカッリー の意見
に代表 さ れるよ うに 、他の 人間との関 係 も断ち単 独の無責任 な行為
であると 非難 する 71 。ファウラーは、
「自分自 身を否定 する行為」72 、
最近でも ジェ ニフ ァー ・ス ミス(Jennifer Smith)が 、「ア イデンテ ィテ
ィへ の 抵 抗 」 73 と述 べ 、 さ らに デ ィ ミ ト リ は、 以 下の よ う に 、 彼の
行 為 は 束 縛 や 苦 悩 か ら の 自 己 満 足 の 逃 避 と 見 な し 、「 消 極 的 自 由
(negative liberty)」と言 う。
175

The ultimate end of Ike’s protest is to secure his own negative
liberty. His repudiation itself is enacted in the hope that it will
confer upon him a certain amount of freedom from the corruption
haunting his family and community. . . . Ike ultimately retreats into
the wilderness, where he becomes a childless and wifeless stoic who
has ceased to recognize and empathize with human experience and
emotion. (16)

さらに、新 納も、
「祖 父に対して 直接的な 告発の言 葉」もなく「 その
行為 は 不 徹 底 」 (80)と 手 厳し い 。こ れ ら 否定 派 の意 見 は 、 フ ォー ク
ナー自 身 のアイ クに 対する コメント「 私 は、人は 財産を放棄 する以
上のこ と をすべ きだ と思い ます。人々 を 驚かすの ではなく、 もっと
積極的に なる べき でし た」(Lion in the Garden 225) に 沿ったも のと
言える 。 相 談に 乗 った キ ャスが 、 アイ ク の行為 を 「逃避 (escape)」
(283)だ と非 難したの と同じであ る。その考え は、立派で理 想的だが 、
現実には 何の 解決 にも なっ ていないとの見 解である 。
アイ ク の行為 をど のよう に判断する か は、まず 彼が相続権 を放棄
するに 至 った原 因を 確認し ておく必要 が ある。一 般にはキャ ロサー
ズの白 黒 雑婚と 近親 相姦へ の奴隷に対 す る非道徳 的行為が、 原因と
理解され てい るが 、こ の点に 関しては 、前 述したよ うにリチ ャード・
ゴドゥン とノ エル・ポークが、
「台帳を読む」(“Reading the Ledgers,”
2002)とい う論 文の 中で 疑義 を唱えている。そもそもユ ーニス の「溺
死」を キ ャロサ ーズ の非道 徳な行為を 苦 にした「 自殺」だと 解釈し
たのは 、 最初に この 「台帳 」を読んだ 叔 父のバデ ィーであり 、その
解釈を ア イクも 受け 入れた という経緯 が ある。ア イクの解釈 はバデ
ィーの 解 釈に従 って いるの である。ゴ ド ゥンとポ ークは、ア イクの
相続放 棄 の主な 原因 は父バ ックと叔父 の バディー とのホモセ クシュ
アル な 関 係 に あ る と 見て いる 74 。 確 か に 「 台帳 」 に関 し て ア イ クも
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それは 元 々感じ てお り、キ ャスと話を し ている最 中にもバッ クとバ
ディー の ホモセ クシ ュアル な関係を暗 示 している 。バックと バディ
ーが、 仕 事が終 わっ た後、 奴隷たちの 住 む屋敷の 表のドアに 釘を打
ち込 ん で 、 互 い に 干 渉し な い と い う 「暗 黙の 紳 士協 定 」(262)は 、 2
人の秘 密 の関係 を暗 示し、 さらに、バ デ ィーに関 して「コッ クでも
あり主婦 でも あっ た」(267)とか、
「女に生 まれつくべきだっ た」(272)
とあり 、2 人が ホモ セクシ ュアルな関 係 であった ことの可能 性を示
唆して い る。ア イク にとっ て遠い祖父 の 罪以上に 、父と叔父 の近親
相姦と ホ モセク シュ アルと の事実の方 が 受け入れ 難い事実で あり、
相続権 放 棄の直 接原 因とな っていると い うのは納 得のいくこ とであ
る。ユ ー ニスの 「溺 死」に 関しても、 彼 女は娘が キャロサー ズと関
係を持つ こと に関 して は、暗黙 の了解をしていたと理解さ れており 、
そもそも 奴隷 と主 人の 関係 は珍しいことで はないの で、彼女が 2 人
の関係 を 知って 「自 殺」を するという 点 も、再検 討が必要な 解釈で
ある。 何 れにし ても 、実際 はキャロサ ー ズの行為 もユーニス の死の
原因も 、真 実はわ からずじ まいで ある。過去の真 実については、
『ア
ブサロ ム 』など フォ ークナ ーの小説で し ばしば見 られるよう に、こ
こでも推 測が 事実 とし て認 識されていて誰 も分から ない。
「台帳 」には 、マッキ ャス リン家 が過去に行 った「不 当な扱い や、
いつま で も終わ らな い年賦 償却ばかり で なく、決 して償却さ れるこ
との で き な い 悲 劇 が すっ か り 記 録 さ れ」(266)て いる 。 この 「 台 帳 」
を読ん だ アイク は、 奴隷制 を背景にし た 不道徳な 性的関係か らなる
マッキャ スリ ン家 のお ぞま しい血が自分に も流れて いると知り、
「そ
の宿命的 な血 を拒 否し 、少なく とも逃げよ うと願い 」(293)、一切の
相続権を 放棄 しよ うと した のである。
「こ の土地す べてが、南部 全体
が呪わ れ ている んだ 。しか もその土地 か ら生まれ 、その土地 に育て
られたお れた ち皆 が、白人も黒 人もその 呪いの下 にいるん だ」(278)
と言う ア イクの 叫び には、 自分の代で 何 とかこの おぞましい 連鎖を
断ち切 ろ うとす る必 死の決 意が見られ る 。そもそ もアイクは 南部の
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土地自体 を人 間が 所有 する こと自体に疑問 を持って いる。

It was never mine to repudiate. It was never Father's and Uncle
Buddy's to bequeath me to repudiate because it was never
Grandfather's to bequeath them to bequeath me to repudiate because
it was never old Ikkemotubbe’s to sell to Grandfather for
bequeathment and repudiation. (256)

アイク は、土地 は個人の 所有物 ではなく て、
「皆のもの」とい う考
えを持っ てい る。
「 それ は、誰 の所有物でもなか ったから だ。それ は、
すべて の 人間の 所有 物なの だ。人間は た だそれを 謙虚な気持 ちで、
しかも誇 りを 持っ て正 しく 使えばよい」(354)と 考えている。こ の考
えは本 来 インデ ィア ンが持 っていた考 え である。 これは、お そらく
サム・フ ァー ザー ズを 通し て得られた認識 である。
イン デ ィアン には 土地を 自分たちの も のとして 所有すると いう考
えがなか った 。彼 らの 生活は 土地とは 切り離せないもの で、ジーン・
オブライ エン(Jean O’Brien)が言う ように、土 地は彼ら のアイデ ンテ
ィティそ のも のだ った ので ある。

For the English, land was central to identity and place in society. . . .
For Indians, land was something much more essential. Land also
signified identity for Indians, but in a fundamentally different way
than it did for the English. For Indians, land meant homeland, which
conferred identity in a corporate and religious sense, and it
contained

the crucial

kinship

networks

that

inscribed

their

relationships on the land. As English colonization proceeded, land
also became a commodity for Indians. Eventually, it became a
source of

social

welfare,

which

dispossession. . . . (211)
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completed

the

process of

土地を 奪 われた イン ディア ンは、アイ デ ンティテ ィを奪われ たこと
で、彼 ら のエス ニシ ティは 消滅の運命 を 迎えるこ とになる。 フォー
クナー も 以下の よう に、イ ンディアン の アイデン ティティを 奪った
白人の罪 は大 きい と見 てい る。

I think the ghost of that ravishment lingers in the land, that the land
is inimical to the white man because of the unjust way in which it
was taken from Ikkemotubbe and his people. . . . There are a few of
them still in Mississippi, but they are a good deal like animals in a
zoo: they have no place in the culture, in the economy, unless they
become white men, and they have in some cases mixed with white
people and their own conditions have vanished, or they have mixed
with Negroes and they have descended into the Negroes’ condition
of semi-peonage. (Faulkner in the University 43)

土地を奪 われ たイ ンデ ィア ンは、
「 文化的にも 経済的に も居場所 がな
い」過 酷な 状態 であり、南部には、
「強奪の 亡霊」が今 だに漂っ てい
るので あ る。イ ンデ ィアン が白人と接 触 するよう になって、 土地を
売買の 対 象とし て白 人たち が奪ってい っ たという 歴史がある 。イン
ディアン を扱 った 短編 の一 つ「求愛」(“A Courtship,” 1948)の冒 頭部
で、イ ン ディア ンの 土地と 白人の土地 を 区別する ために、白 人が土
地に線引 きを する こと 自体 を皮肉っている 場面があ る。

Issetibbeha and General Jackson met and burned sticks and signed a
paper, and now a line ran through the woods, although you could not
see it. . . . But merely by occurring on the other side of that line
which you couldn’t even see, it became what the white men called a
crime punishable by death if they could just have found who did it.
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Which seemed foolish to us. . . ;―this land for which, as Issetibbeha
used to say after he had become so old that nothing more was
required of him except to sit in the sun and criticise the degeneration
of the People and the folly and rapacity of politicians, the Great
Spirit has done more and man less than for any land he ever heard of.
But it was a free country, and if the white man wished to make a rule
even that foolish in their half of it, it was all right with us.
(Collected Stories 361-62)

インデ ィ アンに は生 活の場 であった土 地 を白人が 奪い、所有 化し、
投機の 対 象とし た。 結果、 インディア ン は、土地 に根ざした 狩猟生
活から 、 土地所 有を 基盤と した貨幣経 済 へと移行 を余儀なく され、
没落の 一 途を辿 った のであ る。これが ア イクの言 う「南部の 呪い」
の根底に ある 。
アイ ク の相続 権放 棄とい う行為は、 周 りの人々 に衝撃を与 えてお
り、世 襲 制度を 大き く揺が す決断とな っ ている。 主流派とし て頂点
に位置 し 、その 制度 自体を 維持すべき 白 人プラン ター自身が 、階級
制その も のを全 面的 に否定 することの 意 味は大き い。これは 南部の
社会的 秩 序を根 本的 に乱す 行為である こ とは間違 いない。こ れは、
ジューデ ィス・ロッ カー(Judith Lockyer)が言うように、
「世襲制 につ
いて、深 刻な問題 提起 」(114)をして いると評価できる。これは 大森
林で狩猟 を通 して 身に つけ た人間としての 高潔さ、
「利 己心のな い無
垢な心」(106)をもつア イクが 、奴 隷制に対し て下した 崇高な結 論で
ある。しか しなが ら、
「デル タの秋」で見られ るように 2 世代以 上た
っても 何 も変わ らな い。長 い歴史をも つ 社会制度 を変えるの は簡単
でない し 勇気も いる 。また 、個人の力 だ けで変え られるもの でもな
い。そ れ でもア イク のよう に問題意識 を 持ち、勇 気を持って 声を揚
げること の意 義は 大き い。この ような行為の繰り返しが必 要である 。
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(2) 死 者 へ の 祈 り

『行 け 、モー セ』 におい て、黒人へ の 差別や暴 力に対して 白人が
理解や 同 情、さ らに は責任 を感じる場 面 が示され ていること は、階
級制の揺 らぎ とい う点 から は重要である。本 項では「黒 衣の道化 師」
(“Pantaloon in Black”)と「行け、モーセ」 (“Go Down, Moses”)を 取り
上げ、 犯 罪者と して 殺害さ れた黒人の 死 に対する 白人たちの 反応を
通して、 白人 の心 情を 分析 する。
「黒衣 の道 化師 」は 2 部構成 で、前半 部は、黒人ライダ ー(Rider)
が白人 を 刺殺す る話 で、後 半部が、リ ン チあった ライダーの 死体検
分に立 ち 会った 保安 官補が 、自宅の台 所 で妻に事 件のことを 長々と
話して い る物語 であ る。前 半部の、ラ イ ダーが刺 殺に到るま での経
緯は、最 愛の妻マ ニ(Mannie)を 亡くしたという深い悲しみ と同時に 、
社会の 底 辺で白 人に 搾取さ れながら生 き ている黒 人の悲惨な 状況が
淡々と 描 かれ、 南部 で苦悩 する普通の 黒 人の実態 にフォーク ナーが
目を向 け て、彼 らの 実像に 迫ったとい う 点で重要 である。黒 人が犯
罪へ向 か うこと が、 個人の 問題という よ りも、彼 らの置かれ ている
環境が問 題で ある と分 かる ような自然主義 的作品に なっていて、
『行
け、モーセ』とい う作品の重要な主張とな っている 。し かしなが ら、
本項で は 、黒人 問題 に対す る白人の責 任 という観 点で議論を 進めて
いるの で 、むし ろ後 半部の 保安官補の 方 へ目を向 け、ライダ ーに対
する彼の 心情 を分 析す る。
本作品 の時 代設 定は 1940 年頃である 。ライ ダーは警 察に逮捕 され
るが、留置所 を襲 撃した「集団 (mob)」に「 強制連行 (jail delivery)」
(154)さ れ、リ ンチ に遭 い殺さ れる。保安官補は「真夜 中直前か らず
っと不眠 不休 で活 動し てい る」(154)。この頃も南部では、リン チ事
件が発 生 してい て、 ここで は集団が留 置 場を襲い 、黒人を連 れ出し
リンチに かけ たの であ る。同様の 事件が、
『墓 場への侵 入者』で も今
にも起 こ ろうと して いるこ とで作品の 緊 張感を高 めている。 実際ウ
ィリアム・ヘア ー(William Hair)は、アメリカ国 内でのリ ンチ事件 は、
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1930 年 代には 114 件、40 年代 になって年平均 3 件と報告して いる 75 。
フォーク ナー の作 品に は、
『墓場への 侵入者』、
『八月の 光』、
「乾 燥の
9 月 」(“Dry September”)など でリン チをテーマ として取 り上げて いる
が、南 部の 狂気 と言 われ るよう に不法で非道極まりない慣 習であり 、
前述した よう に南 部の 近代 化の大きな妨げ となって いる。
保安 官 補は一 般の 白人男 性として黒 人 に対して 明確な差別 意識を
抱いてい る。

“Them damn niggers,” he said. “I swear to godfrey, it’s a wonder we
have as little trouble with them as we do. Because why? Because
they aint human. They look like a man and they walk on their hind
legs like a man, and they can talk and you can understand them and
you think they are understanding you, at least now and then. But
when it comes to the normal human feelings and sentiments of
human beings, they might just as well be a damn herd of wild
buffaloes. Now you take this one today―” (154)

このよ う に、黒 人に 対して 全般的に強 い 偏見を持 ち、嫌悪し ている
が、ラ イ ダーに 対し ては次 第に個人と し て見るよ うになって いく。
彼の置 か れてい る実 情もよ くわかって お り、彼が 殺害に至っ た経緯
にも仕 方 がない とい った気 持ちもあり 、 さらに、 彼の家にも 行き、
生活の 様 子やお ばさ んのラ イダーへの 愛 情に触れ ることで、 ライダ
ー個人へ の理 解を 示し てい る。例えば、
「やつ は女房の ことで思 いつ
めてい た んだろう な」(155)とか、「バー ドソング(Birdsong)のや つの
が、15 年 間もイ カサマ サイ コロを 使ってあの 製材所の 黒ん坊ど もか
ら金をま きあ げて いる 」(156)とい う彼の台詞 はそれを よく表し てい
る。そ の ために 彼は 家に帰 ってまで、 ラ イダーの 話を無関心 な妻に
夕飯前 に 長々と 話し ている 、いやむし ろ 話さざる を得ない心 情にあ
る。彼 は ライダ ーの 死に対 しては哀れ み の言葉な ど表してい ないも

182

のの、 同 情の念 を抱 いてい ることは確 か である。 またリンチ にあわ
せてし ま ったこ とに 、法の 番人として の 保安官補 としての責 任も感
じている 。彼の耳 には、
「ち くしょう 、どうし ても考え ることを やめ
ることが でき ねえ 」(159)と最 後に叫ぶ ライダーの声が、いつま でも
消えず 残 ってい るよ うであ るが、この セ リフ自体 がライダー のリン
チ事件 に 関わっ た保 安官補 自身の心情 そ のもので ある。彼一 人の責
任は個 人 的であ り、 何かが できるわけ で も、行動 を起こすわ けでも
ない。 し かし、 彼の ように 少しでも黒 人 を一人の 人間として 見るこ
とがで き 、彼ら の苦 悩や悲 しみを理解 し 、黒人問 題に対して 当事者
意識を も ち、社 会の 一員と しての責任 を 感じるこ とは重要で あり、
このよ う な彼の 心の 動きが 、社会制度 を 少しずつ 揺らすこと に繋が
ることは 確か であ る。
ただ 一 方で、 保安 官補の 妻は、この よ うに重い 話を聞かさ れてい
ても、 彼 の話な ど全 く聞か ず、部屋を 行 ったり来 たりし全く 無関心
である。この 物語 が「食べるんだったら、あと 5 分で食 べ終わっ て。
テーブル を片 付け て、私映画を 見に行く つもりだ から」(159)と 言う
妻のセリ フで 終わ るの は、白人 は黒人の苦悩や悲しみには 無関心で 、
結局、 無 力であ るこ とを如 実に表して い て、問題 の深刻さを 訴える
終わり方 とな って いる 。
「行 け、モ ーセ」も 死んだ黒人に対し て白人が奔走する が、
「 黒衣
の道化 師 」で見 られ るほど の深刻な責 任 感は感じ ていない。 町の弁
護士 で あ る ギ ャ ヴ ィ ンは 、「 公 衆の 代 表 」(373)とし て の 自 覚 から 、
友人の 新 聞社の 編集 長と一 緒になって 、 死刑にな った黒人青 年サミ
ュエル ・ビ ー チャ ム (Samuel Beauchamp)の埋 葬 の準備 と、 そ の ため
の寄付 集 めに走 り回 る。サ ミュエルは 、 ルーカス の孫にあた り、母
とは生ま れた 時に 死別 し、父 は殺人罪 で刑務所暮らしが長 く、19 歳
になる と 田舎を 飛び 出し、 博打、喧嘩 、 窃盗、そ して最後は 警官殺
しで逮捕 され 死刑 にな る。ギャヴィン は、
「悪い父親か ら生まれ た悪
い子 」 (375)と 決め つ ける が 、サ ミ ュエ ル も ラ イ ダー の 場合 と 同 様 、
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自己責 任 という より も、黒 人として置 か れた環境 が彼を犯罪 者に仕
立て上げ たと 見て よい 。
この サ ミュエ ルの 遺体を ジェファソ ン に 戻してあ げたいと願 う祖
母のモ リ ーの願 いに 、ギャ ヴィンと新 聞 社の編集 長、そして ベル・
ワーシャ ム(Belle Worsham)の 3 名 の白人が手 助けをす る。中で もギ
ャヴィ ン は、孫 を思 うモリ ーの気持ち に 動かされ 、埋葬料に 必要な
200 ド ル の寄付 を求 めてジ ェファソン 中 の「商人 や店員、経 営者や
従業員、医 者、歯科医、弁護士、床屋など」(378)を 駆け回 る 。ベ ル ・
ワー シ ャ ム(『墓 場 へ の 侵入 者 』の ユー ニ ス・ ハバ シ ャ ム)はモ リ ー
との「 乳 姉妹」 とい う関係 から、モリ ー に同情し たからであ る。一
方、サ ミ ュエル の本 来の「 所有者」で あ るロスは 、自分には 無関係
として全 く関 わろ うと しな い。ロスの 無慈悲ぶりが、旧約聖書の「創
世記」第 37 章以 降の 物語に例えられ 、ロスが サミュエ ルを「エジプ
トでパラ(王様)に売っ てしま った」(371)とモリーから非難 されるが 、
これが普 通の 白人 の反 応で あろう。
モリ ー にも、 そし てサミ ュエルにも 、 自 由の国へ 導く救世主 モー
セはど こ にも現 れな い。彼 らはむしろ 救 世主のい ない状況こ そが現
実である と訴 えて いる 。こ れは、
「黒 衣の道化 師」のラ イダーにとっ
ても同 様 の認識 であ る。モ ーセの出現 は 黒人だけ でなく白人 にとっ
ての祈 り でもあ る。「 行け、モーセ 」で、 ギャ ヴィンた ちの働きで 、
町の人々 から 200 ドル の寄 付が集まり、
「暇な 白人の男 や青年や 少年
たち、そ して 黒人 男女 50 名 ほど」(381)がサ ミュエル の葬儀に 集ま
ってくれ たの が、唯一の 救い であり 、白人たち の責任の 現れであ る。
ここ で 取り上 げた 白人の 心情の影響 は 少ないが 、アイクの 場合と
同様、 こ のよう な動 きが少 しずつ芽生 え 膨らんで いくことが 、階級
を揺る が す力と なっ ていく ことは間違 い ない。こ のように、『行け 、
モーセ 』 にはそ のよ うな兆 しが感じら れ る出来事 が組み込ま れてい
るの で あ る。 そ の 意 味 で 以下 の リ ン ダ ・ ワゴ ナ ＝ マー テ ィ ン(Linda
Wagner-Martin)の 指摘は 的を射ている。
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Go Down, Moses is, then, the beginning of Faulkner’s mature
statement about responsibility. . . . I would propose that this 1942
novel is, in some ways, a new start.

In it, Faulkner begins to

attempt expressing what it feels like to be the heir of white
patriarchal power in a slave state, what it feels like to be the
wellborn son, the wellborn white son, of a family hardly
memorable for its stability or sanity. (7)

フォーク ナー の意 識の 変化 が作品に反映し ていると 見てよい。

Ⅲ. マイノリティの反乱

アメ リ カ建国 以来 、長い 間奴隷制を 基 盤として 作り上げら れた固
定化さ れ た南部 の階 級制も 、南北戦争 後 は急速に 揺らぎ始め る。そ
のよう な 揺らぎ をも たらす のは、社会 の システム を作り出し 、その
中にどっ ぷり と浸 かっ てい る人々だけでは ない。そのよう な行動は、
『行け 、 モーセ 』と 『墓場 への侵入者 』 で示され るように、 黒人、
それも 混 血の人 々や 、女性 や子どもか ら も見られ る。ウェス リー・
モリスと バー バラ・アルヴ ァーソ ン・モ リスが、
「フォークナー は黒
人や女 性 、そし て子 どもか らなる新た な 別の組織 に焦点を当 ててい
る。そ れ はマイ ノリ ティの 人々から構 成 され、大 人の白人男 性から
なる支配 組織 の周 縁に 追い やられている人 々である 」(224)と指 摘し
ている よ うに、 いわ ば社会 のマイノリ テ ィといわ れる人々が 社会シ
ステムに 挑戦 し、 揺ら ぎを もたらす役割を 演じてい る。
具体的 には、両作 品を通じ て登場す る黒人ルーカス・ビ ーチャム、
『墓場 へ の侵入 者』 でルー カスの無実 を 晴らす白 人少年チッ ク・マ
リソン と 白人の 老婦 人ユー ニス・ハバ シ ャムであ る。彼らは 社会を
支える バ ックボ ーン からは 離れた距離 に 位置して いる「マー ジナル
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な人々 」 なので 、社 会が構 成員に強い る 規律に対 する意識や 倫理観
がそれ ほ ど強く なく 、自ら の意思や感 情 に従って 行動が可能 な人々
である 。 本節で はな ぜマイ ノリティの 彼 らがその ような社会 的な行
動がで き たのか 、ま たその 原動力は何 か を解明し 、社会にど のよう
な影響を 与え るの かを 考察 する。

(1) 主 張 す る 黒 人 ル ー カ ス

ルー カ スはキ ャロ サーズ ・マッキャ ス リンを祖 父とする黒 人側の
家系に属 する 。厳 密には黒 人と白 人の混血 であるが 、
「ワン・ド ロッ
プ・ルール (One-Drop Rule)」によって黒人 として見 なされる。しか
し、彼 は 自分が 黒人 である ことを受け 入 れず、よ って奴隷と いう身
分も拒否 して いる。これまでの黒人と 違って、
「ものと して扱われる
ことを 拒 否す る 」(Sowder, 116)態度 であ る。服装 も南 部の貴 族 らし
く「着 古 されて いる が、ブ ラシのよく き いたかつ ては高価で あった
黑ラシ ャ の背広 に、 祖父の 時代の立派 な 帽子と礼 装用のシャ ツにネ
クタイは つけ ず、 重い 金鎖 」(Intruder in the Dust 24)と いう出で 立ち
である 。 自分は 、白 人プラ ンターの血 を 引くマッ キャスリン 家の子
孫である とい う誇 りを もち 、町でも毅 然とした態度を崩 さず、
「自分
はエド マ ンズの もの ではな い。わしは あ んな新し い連中のと ころの
ものでは ない 。もっと古 い家 のもの だ。マッキ ャスリン 家のもの だ」
(19)と言 う 。 デ ィ ミ ト リ が言 う よう に 、 フォ ー クナ ー の 描 く 白人 の
登場人物 と比 べて も、 ルー カスほど自己主 張の強い 人物はいない。

Faulkner made an attempt to endow a black character with a
muscular drive for autonomy and a substantial amount of
self-respect. . . . More than most of Faulkner’s white characters,
Lucas has the capacity for self-government and, perhaps more
importantly, self-creation. He creates his own distinct identity,
serves his own personal authority. (18)
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「白人は 白人 らし く、黒 人は黒 人らしく 」(48)と、黒人も白人も「暗
黙の う ち に 規 則 を 守 って い る 」 (48)社 会 にお い て、 ル ー カ ス はま さ
しく秩序を乱す者となる。彼と関わり合うことになったチックも、
「一 瞬 で い い の で 黒 ん坊 で あ っ て く れさ えし た ら」 (22)と 、最 初 は
大いに戸 惑っ てい る。彼は 、
「黒人で も白人で もどちら でもない 」と
主張する 。

[The] face pigmented like a Negro’s but with a nose high in the
bridge and even hooked a little and what looked out through it or
from behind it not black nor white either, not arrogant at all and
not even scornful: just intolerant inflexible and composed.
(12-13)

「 黒で もな けれ ば白 でもない」 のであって、ルー カスはど っちつか
ずと いうの ではな い。むし ろその ような人種 の二分法 など彼は 全く
気に 留めて おらず、それこ そ、自 分のアイデ ンティテ ィだと胸 を張
って いるの である 。この点で ルーカ スは、『八月の 光』で、 どちら
の種 族にも 属せず 苦悩の人生 を送る ジョー・クリスマ スとは対 照を
なす 。彼は 、もち ろん 白人社 会から見ると「黒人」であ るが、彼自
身は、「 自分の種 族の 間にさえ友 達もなく 、むしろ それを誇 りにし
てい る」(23)。しか し、ファウ ラーが、
「白人 と黒人と 二分法の 崩壊
の脅 威が、ルー カス・ビー チャム という個人 の中で具 現化され てい
る」(“Beyond” 790)と指 摘する ように、 ルーカスは二分法で 規律を
保っ ている 社会の 脅威となる 。
ル ーカス には 黒人と いう 身分を 超えた行動 も見られ る。ザッ クに
赤ん 坊が生 まれ、ルー カス の妻モ リーがその 子の世話 をするた めに、
ザッ クの家 に長い 間泊まり込 みにな った時、ルーカス は、カミ ソリ
を持 って 、 ザッ ク の家 に モ リーを 取り 戻 しに行く 。「 わし は 黒ん坊
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だ。だ けど 、一 人前 の男で もある。ただ の男というのでは なく、お
まえ さんの ばあさ まを作った のと同 じもんが、わしの 親父を作 った
んだ 。わし は妻を 連れ戻すぞ」(Go Down, Moses 47)と言 う。ど んな
理由 があれ 、黒 人が白 人宅 にカミ ソリを持っ て侵入す るという だけ
でも あり得 ない社 会で、ル ーカス は死を覚悟 して自分 の要望と 正当
性を 主張す る。彼の プライ ドは高く 、主人で あるザッ クの屋敷 に入
る時 は「 裏の 台所 の戸 口では なく玄関か ら」(45)堂々 と入り、さら
にザ ック の こと を 他の 黒人 が呼ぶよ う に “Mister Zack”とは 言わず
に、 同等で あると いう意識か ら “Mr. Edmonds”と呼 ぶ (104)。
ル ーカス は経 済的に も独 立して いる。奴隷 の状態か ら解放さ れた
時に もらっ た保釈金 3,000 ドルも銀行 に預けており、お金に困 って
はい ない。し かしな がら、時代 設定は、ちょ うどニュ ーディー ルが
導入 されて いる 1940 年代 で、資 本主義的な 経済感覚 が求めら れる
時代 である 。
「 火と 暖炉 」で 目にする ルーカス は、
「時 代の変化 につ
いて いこ うと 努力 」(116)し、「 資本家的 な強迫観念 に取り憑か れた
コミ カルな 戯画像 」(Wittenberg, “Environmentalism” 62)と言え る。
その 結果 、彼の周 りは お金が つきまとう 。密造酒 作り 76 で稼い でい
るが 、この 日は 22,000 ド ルの金 貨を探すた めに機械 を北部の セー
ルス マン ―これ も時代 を象 徴 する職 業で ある―から 300 ド ルで買
おう とし、 そのセ ールスマン を騙す ために 50 ドルの 小切手を 切っ
て 1 ドル 銀貨 に替えた り、ラバをかり るのに 25 ドル かかったりと
お金 に振り 回され る。それ でも誰に も頼らず、綿花を 作り続け てい
る。新しい 動き につ いてい けない人 が多い中 で、彼は ランプか ら電
灯に 替え、トラ クタ ーや自 動車も使 いこなし ている。労働への 誇り
は持 ちつつ も、ロスに 対し ても労 働をしない 代わりに お金を払 って
対応 してい る。労働 に対す る観念も 時代に即 応してい る。農本 主義
から 資本 主 義に 変 わっ て も 、ルー カス は うまく対 応 ができ てい る。
まさしくフォークナー文学ではこれまでに描かれなかったタイプ
の黒 人の 登場と言 える 77 。ルーカ スのよう に主体性を もった黒 人の
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登 場 を 作 家 の 「 進 歩 」 であ る と 評 価 す る 批 評 家が 多 い 78 。 例 え ば 、
『フ ォーク ナーと 黒人と白人 の関係 』(Faulkner and the Black-White
Relations, 1981) の 中で リー・ ジェンキン ス(Lee Jenkins)は、『 墓場
への 侵入者 』で のル ーカス の描写は 、これま での戯画 的な黒人 像か
らの 決別で あると 賞賛してい る。

The emphasis now, as revealed in Lucas, is upon the autonomy of
the blacks and the integrity of their personhood, and upon the
recognition and rejection by the blacks of the demeaning aspects
of their status in society. . . . Faulkner’s general depiction of the
blacks in this novel, his attempt to confer upon them a humanity
shared in common with the whites, and his depiction of the
shocked attitude on the part of the whites, is laudable and is a
significant departure from the caricatured and denigrated images
of the blacks in his earlier work. (261)

以上の よう にルーカ スは 自分の 血に誇り を持ち、不 屈の信念 と自
己を しっ かり と持 った人物 である 。ウィ リア ム・ソウダ ー(William
Sowder)が、彼 を「実存 主義 的ヒーロ」(116)と 呼ぶのも 納得がいく。
黒人 と分類 されな がらも、その枠に はまらず、社会の 秩序や階 級差
など 完全に 無視し て自分の信 念を貫 く人物で、このよ うなマイ ノリ
ティ の出現 は階級 社会を揺る がす要 因となる。

(2) チ ッ ク の 勇 気

『行 け 、モー セ』 と『墓 場への侵入 者 』でのル ーカスの登 場は、
当時の公 民権 運動 の高 まり を反映している と言える が、
『墓場へ の侵
入者』 で は、さ らに 、フォ ークナーは 一 歩踏み込 んで人種問 題に対
する白 人 の責任 を明 確に問 う形をとっ て いる。白 人を射殺し たとし
て留置 場 に入れ られ 、リン チの可能性 も 高い黒人 がいるとい う状況
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に対し て 、白人 は何 ができ るのかが問 わ れている 。この問い が具体
的には、 弁護 士の ギャ ヴィ ン、16 歳 の少年チック、そして 70 歳の
白人老婦 人ハ バシ ャム の 3 名に突 きつけられ る。しか しながら 、こ
の中で 最 も頼り にな ると思 われるギャ ヴ ィンは、「言葉 と理論の人 」
(Dimitri 21)であ り、埒 が明 かず、 結局ルーカ スを救え ない。そ れに
対して チ ックと ハバ シャム 夫人は、驚 く ほどの行 動力を発揮 しルー
カスの 濡 れ衣を 晴ら し、し かも真犯人 ま で見つけ 出し事件を 解決に
導く。 白 人女性 のハ バシャ ム夫人がル ー カスの救 済に積極的 に関わ
るとい う のは異 例で あり、 しかも彼女 が 救済に加 担している ことが
一連の 救 済劇に 信用 をもた らしていて 、 彼女も内 的揺さぶり をかけ
る重要 な 人物で はあ ること は確かであ る 。ただ彼 女の場合は 、ルー
カスの妻 モリ ーが 夫人 の乳 姉妹であったい う精神的 繋がりが第 1 の
動機と 考 えられ る。 よって 本節では少 年 チックを 取り上げ、 彼がな
ぜルー カ スを救 おう と思っ たのか、ま た 、なぜそ のための行 動が取
れたのか につ いて 考察 する ことにする。
1940 年代 は、公民 権運動が高 まりを見 せた時代であった が、社会
を変えよ うと する のは 決し て簡単ではない が、
『墓場への侵入 者』の
中でのハ バシ ャム 夫人 は、 次のように言う 。

‘Lucas knew it would take a child―or an old woman like me:
someone not concerned with probability, with evidence. Men like
your uncle and Mr Hampton have had to be men too long, busy too
long. (89-90)

こ れ と 似 た 発 言 を 黒 人 イ ー フ レ イ ム (Ephraim) が 言 っ て い た こ と を
チックも 思い 出す 。

If you got something outside the common run that’s got to be done
and cant wait, dont waste your time on the menfolks; they works on
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what your uncle calls the rules and the cases. Get the womens and
the children at it; they works on the circumstances. (112)

「普通 (common run)」ではない ことは、大人 の男性で は無理だ と言
うこと で ある。 ギャ ヴィン は知的な弁 護 士である が、南部白 人とし
て育った 穏健 派リ ベラ リス トである。ま さしく普通の人(common run
of the men)の代 表であ る。 社会の 中心で、そ の社会の 価値観を 作り
上げ、 守 り、そ の恩 恵を受 けているの は 大人の男 性である。 よって
彼らにそ れを 変え るこ とは 難しい。それを変えることがで きるのは 、
社会の 周 縁にい る女 性や子 どもである と いう指摘 である。南 部の人
種問題 に 関して は、 この意 見は的を射 て いる。こ の台詞通り 、白人
少年チ ッ クと白 人の 老婦人 ハバシャム は 、社会の 中では力も ない存
在として 見ら れる が、
『墓場への侵入 者』では 、この 2 人が協力して
ルーカス の殺 人容 疑を 晴ら すために奔走す る。なぜ この 2 人は ルー
カスを 助 けよう とし たのだ ろうか。い か に女性や 子どもが社 会改革
の可能 性 がある とは いえ、 黒人ルーカ ス を助ける ために、な ぜ白人
である チ ックと ハバ シャム 夫人が奔走 し たのだろ うか。何が 彼らに
カラーラ イン を超 えさ せた のだろうか。
まずチ ック の場 合を 考え てみたい。それ は 4 年前に 彼がルー カス
から与 え られた 衝撃 に原因 がある。チ ッ クは川に 落ちたとこ ろをル
ーカス に 助けら れた が、ル ーカスはチ ッ クがそれ まで抱いて いた黒
人像と は 全く違 って いたの で、衝撃と 戸 惑いを覚 え、それは 強迫観
念といえ るほ ど彼 を悩 ます 。チックが 出会ったルーカス は、常に「毅
然として いて 、落ち 着き払って いる」(7)。ルーカスは チックが 抱い
ていた黒 人(Negro)の ステレオタ イプに当 てはめる ことができず、う
まく対 応 できず に戸 惑う。 チックがル ー カスにお 礼に硬貨を 渡そう
とする場 面に 全て が集 約さ れている。
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‘What’s that for?’ the man said, not even moving, not even
tilting his face downward to look at what was on his palm: for
another eternity and only the hot dead moveless blood until at last it
ran to rage so that at least he could bear the shame: and watched his
palm turn over not flinging the coins but spurning them downward
ringing onto the bare floor, bouncing and one of the nickels even
rolling away in a long swooping curve with a dry minute sound like
the scurry of a small mouse: and then his voice:
‘Pick it up!’
And still nothing, the man didn’t move, hands clasped behind
him, looking at nothing; only the rush of the hot dead heavy blood
out of which the voice spoke, addressing nobody: ‘Pick up his
money:’ . . . (15-16)

チッ ク は黒人 に助 けても らい、しか も 食 事までさ せてもらっ たの
で、白 人 として 負い 目を感 じたくなく て 、それを 持っていた 小銭で
処理を し ようと 思っ たので ある。しか し 、ルーカ スは普通の 黒人の
対応を し てくれ ず、 お金を 喜んでもら う どころか 、落ちたお 金を拾
うよう に チック に命 じる。 黒人らしく や 白人らし くが全く通 用しな
い状況 に 直面し 、チ ックは 戸惑い、う ま く対応で きず、むし ろ屈辱
を感じ る 。この 場面 がチッ クのトラウ マ となって 、寝ても醒 めても
心に浮か んで くる 。
チッ ク は様々 なも のに対 してステレ オ タ イプ的な 考えを持っ てい
る。例 え ば、自 分の 名字の 「マリソン と いう名前 の人は皆メ ソディ
ストだ と いう思 い込 みと同 じ感覚で、 黒 人の血の 混じった人 が住ん
でいる場 所で は臭 うも のと 決め込んで」(9)いた 。したが って、この
ような状 況で のチ ック の行 為は当然だった かもしれ ないが、やはり、
この行 為 もステ レオ タイプ な対応であ り 、白人が 黒人に対し て行う
パター ナ リズム の表 れと見 ることがで き る。チッ クはルーカ スを一
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人の大 人 ではな く、 黒人と いうカテゴ リ ーでしか 見ることし かでき
ないで い る。そ れに 対して 、ルーカス は 自分を黒 人だとも、 さらに
はチッ ク を白人 だと も見て いない。ル ー カスにと って、チッ クは川
で溺れ か けた子 ども に過ぎ ないのであ る 。このよ うな条件下 である
ために 、 ルーカ スに 助けて もらったこ と に、そし て白人の少 年とし
て黒人 ル ーカス に適 切に対 応できなか っ たことに 恥辱を覚え 、戸惑
い、悩 む のであ る。 このチ ックの苦悩 は 彼の文化 的固定観念 を揺る
がすも の で、あ る意 味カル チャーショ ッ クのよう なもので、 文化的
社会的な もの であ る。その 後も、
「一 瞬でもい いから、ルーカスが黒
人で い て く れ た ら 」(22)と願 う 。だ が 、 ルー カ スの 態 度 は 変 わる こ
とがな く 、常に 威厳 を保っ ていてチッ ク を戸惑わ せる。この ショッ
クや苦悩 が彼 の成 長に 、繋 がることになる 。
この よ うに固 定観 念を打 ち砕かれた チ ッ クは、ル ーカスに関 して
は、他 の 誰より も黒 人とい うカテゴリ ー ではなく 、人間個人 として
見るこ と ができ る状 態にな っている。 し たがって 、チックは 救世主
として ル ーカス に選 ばれる ことになる 。 チックの 場合、黒人 とは平
気で人 殺 しでも する ものだ とか、すで に 逮捕され て留置場に いるの
だから 犯 人に決 まっ ている とかという 固 定観念が かなり弱く なって
いるの で 、より 純粋 でフェ アーな感覚 で ルーカス を見ること ができ
る。こ の 点がル ーカ スを犯 人と決めつ け 、弁護士 としてビジ ネスラ
イクに 処 理しよ うと するギ ャヴィンと 根 本的に異 なっている 。さら
に、墓 を 掘って 死体 を確認 するという 法 的にも人 道的にも許 されな
い「普 通 でない 行為 」を頼 むには、社 会 の周縁に いる人物が 最適だ
と考え、 ルー カス はチ ック を選んだのであ る。この ような 2 人 の関
係がある ため に、 留置 所で 2 人が 出会った場 面では、 言葉も交 わさ
なくても 、視 線だ けで 両者 の思いが通じる ことにな る。

[Because] he alone of all the white people Lucas would have a
chance to speak to between now and the moment when he might be
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dragged out of the cell and down the steps at the end of a rope,
would hear the mute unhoping urgency of the eyes. He said:
‘Come here.’ Lucas did so, approaching, taking hold of two of
the bars as a child stands inside a fence. … the two pairs of hands,
the black ones and the white ones, grasping the bars while they faced
one another above them. ‘All right,’ he said. ‘Why?’ (68-69)

救世主 と して選 ばれ たチッ クは、ルー カ スの期待 通りに活躍 し、彼
を留置 所 から救 い出 す。こ の「普通で な いこと」 をやり遂げ たチッ
クは、 自 らの責 任を 果たし 、ここで大 き く成長す ることにな る。白
人少年 が 、良心 と自 らの感 情の間で葛 藤 に苦しみ 考え抜いた 末、感
情が勝 利 し、窮 地に いる黒 人を助ける と いう構図 は、マーク ・トウ
ェイン の 『ハッ クル ベリ・ フィンの冒 険 』でのハ ックとジム の関係
と類似 す る。ハ ック もチッ クと同じよ う に、社会 的通念が弱 く、自
らの判断 で行 動を 起こ すこ とができる「マー ジナルな 人物」であ る。
さらに 、 この点 で、 チック は前述のア イ クとは異 なることに なる。
アイク も 自らの 純粋 な心で 相続権を放 棄 すること を決意する が、彼
はすでに 21 歳に なって 社会 の中心に位置し、しかも放棄するも のが
呪われ た 過去の 遺産 である という点な ど 、多くの 点で異なる 。これ
はディミ トリ の指 摘通 りで ある。

Thus the crucial difference between Isaac and Chick now becomes
clear: Isaac struggles for a freedom from the world, while Chick
seeks the freedom to act within it. Ike seeks freedom from the sin
and shame of the past, while Chick chooses to act against the
injustice and racism of the present. (19)

以上の よ うに、 ルー カスに 選ばれたチ ッ クは、自 らに課せら れた責
任を果 た すこと にな るが、 これは社会 へ の挑戦で あり、階級 制を内
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部から揺 らす こと にな る。

Ⅳ. フォークナーの意識の変化

「旧 南 部」と いう 言葉は 、南北戦争 前 の南部社 会を指すの は歴史
的に当 然 である が、 その信 条や価値観 は 、ある時 点からすぐ に切り
変える こ とがで きる という ものではな く 、南部再 建後もしば らくは
維持され 続け た。
『 行け、モーセ 』は、この激 動の中で 苦悩する 人々
の様子 を 描いて いる 。南部 再建時代は 、 南部人に とっては「 順応し
よう と 試 み た 、 暗 く 腐敗 し た 忌 ま わ しい 時代 」(289)で あり 、「 一 夜
にして 何 の警告 も前 触れも なく、その 扱 い方やそ れに耐えて ゆく方
法さえも 訓練 され ずに 自由 と平等を頭から ぶちまけ られた」(289)ほ
どに、価 値観 が突然 180 度 変えられた時代 である。
南 部 にと っ て は 精神 的 に 苦 し い 時 代で あ っ た。 し か し 、一 方 で
は 、 南 部の 風 景 も大 き く変 えら れ て いく 。「 熊」 や「 昔 の 人た ち」
な ど の背 景と なってい る大森林 が、南 部再建時代が終わる 1877 年
頃 に は、ド・スペ イン 少佐が森林 伐採権をメ ンフィス の業者に 売り
渡 す(316)よう にな り、「デ ルタの秋」 で は、ジェ ファソンか ら 200
マ イ ルも 遠の いてしま い、かつて のような神 聖な狩猟 も存在し なく
な っ てい る。伐採 された後に は「気違い 染みた玩具のよう な機関車 」
(320)が 猛ス ピードで 駆け抜 け、さらには ハイウェ イが整備され、メ
ン フ ィス やシ カゴ(Chicago)へと繋 がってい る。
さら に 、ニュ ーデ ィール 政策によっ て 、本格的 に資本主義 の波が
押し寄せ る。

Half the people without jobs and half the factories closed by strikes.
Half the people on public dole that wont work and half that couldn’t
work even if they would. Too much cotton and corn and hogs, and
not enough for people to eat and wear. The country full of people to
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tell a man how he cant raise his own cotton whether he will or
wont. . . . (Go Down, Moses 339)

これはニ ュー ディ ール 政策 の中でも農業調 整法(通称 AAA)と公 共事
業促進局(WPA)が 行な った雇用対 策を直接 的に批判 している。
「 現実
的に見 れ ば、や はり それほ ど簡単に価 値 観の切り 替えはでき るもの
ではなく 、新 しい 波が 押し 寄せても維持さ れ、くす ぶり続けた。
フォ ー クナー は、 このよ うな激変の 時 期に古い 価値観を捨 てきれ
ずうま く 順応で きな い人々 に共感を抱 い ているよ うで、クウ ェンテ
ィン・ コ ンプソ ン、 トーマ ス・サトペ ン 、エミリ ー・グリア ソンな
どの旧 南 部人を 数多 く描い ている。こ の ような精 神的背景が あるた
め、様 々 なフォ ーク ナーの 発言に見ら れ るように 、彼は南部 の改革
に対し て 穏健的 な立 場を取 ってきた。 南 部の問題 は南部で解 決をす
べきで、しか も「ゆっ くり と (“Go Slow”)」 79 という言 葉に象徴 され
るよう に 、時間 がか かるも のだという 立 場を取っ ている。そ の点で
は『墓 場 への侵 入者 』での ギャヴィン は 、フォー クナーの代 弁者で
ある。ギ ャヴ ィン は、「黒人(Sambo)が 自由であるのは大前 提」(154)
であり 、守る べきで あるが、それは「我々 南部人が しなければ 」(154)
ならない と考 え、し かもそれが、
「 この次の火 曜日とい うわけに は行
かない」(155)と言う 。
ただ し 、注意 点は 、作家 の個人的な 心 情はギャ ヴィンに代 弁させ
ている と いって も、 作家と しての視点 は ギャヴィ ンを支持し ている
のでも な いとい うこ とであ る。それは 例 えば、ル ーカスのよ うな主
張する 黒 人を、 威厳 を持っ て登場させ た り、また ルーカスを 救うの
はギャ ビ ヴィン では なくて 少年チック で あり、ギ ャヴィンは ハバシ
ャム 夫 人 から 「［ギ ャ ヴ ィン は ］ 男だ か らね 」 (112)と 切 り 捨て ら れ
ることか らも 歴然 であ る。ま た、
『行け、モーセ』では、南部の 土地
は呪われていると過去と決別するプランターが登場する。むしろ、
『行け 、 モーセ 』と 『墓場 への侵入者 』 では、こ れまで見て きたよ
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うに批判 的な 視点 もは っき りと見られる。
フォーク ナー のこのよう な意識の 変化の原 因として 、彼を取 り巻
く社 会の変 化が ある。1946 年に出 版された『 ポータブ ル・フォ ーク
ナー 』を き っ かけ に 次 第 に 「 アメ リカ の 主 要 作家 」と し て 社会 的 に
認知 され る よ うに な っ て い た 。政 府が 当 時 フ ォー クナ ー を アメ リ カ
の国 民的 作 家 とし て 売 り 出 し 、ノ ーベ ル 賞 を 取ら せよ う と した 経 緯
を調 査した ロー レンス・シュ ワルツ(Lawrence Schwartz)によれば、す
でに フォー クナ ーにター ゲット を絞って 、1947 年 から 50 年にか けて
『ケ ニヨン・レヴ ュー 』(Kenyon Review)、
『パルティザン・レヴュ ー』
(Partisan Review)、『 スワニー ・レヴ ュー』(Sewanee Review)などの高
級文 学雑 誌 に フォ ー ク ナ ー に 関す る論 文 を 集 中的 に投 稿 さ せて い た
よう である (199)。しかも、タ イミングよく『墓場 への侵入 者』の出
版が 映画版(1949)と一緒になって、商業ベース でも好調 だったこ とも
その 計画を 後押 ししてい る (149)。フォークナ ーもロー カルな立 場に
固執 してい るわ けにはい かない 状況に置 かれてい たのである。
な か でも 、前 述し たように 1930 年代から南 部へのバ ッシングも次
第に 厳し く な り、 南 部 の 最 大 の課 題で あ る 黒 人問 題を 含 め 社会 的 な
出来 事に 対 し ても 、 明 快 な 態 度を 取ら ざ る を 得な くな っ て いる 。 特
に 1940 年代に は、黒人 の権利に関する社 会の意識も高まり、公 民権
運動 が広 が り を見 せ た こ と が 大き く影 響 し て いる 。例 え ば 、ヴ ァ ー
ジー ニ ア州(Virginia Sate)で 、長距離バ ス で席を譲 らなかった として
逮捕 された 黒人 女性アー リン・モー ガン(Irene Morgan)に対 して、1946
年に 最高裁 は憲 法に反す るとい う判決を 出した。また 1948 年に はト
ルー マン大 統領(Harry Truman)がジム・クロー 法の撤廃 を国会で 強く
主張 し、 南 部 諸州 の 反 対 で 撤 廃ま では で き な かっ たが 、 軍 隊に お け
る人 種差 別 は 大統 領 令 に よ っ て撤 廃さ せ た 。 また 、同 年 に はミ ズ リ
ー 州 (Missouri State)で 黒 人 女 性 が あ る 特 定 地 域 で の 家 を 購 入 す る こ
とを 禁じた 州最 高裁の決 定を、連邦の最 高裁が憲 法修正第 14 条 に反
する とい う 画 期的 な 判 決 を 出 して いる 。 ま た 、文 学の 分 野 にお い て
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も、黒人のアイデンティティを問う記念碑的作品であるリチャー
ド・ ライト(Richard Wright)の『 アメリカ の息子』(Native Son)が出版
され ベスト セラ ーになっ たのも 1940 年である 。フォ ークナーはイン
タヴ ュー の 際 、黒 人 作 家 に 対 して の意 見 を 求 めら れる と 、 リチ ャ ー
ド・ ライ ト の 名前 を 挙 げ 、 そ の才 能を 高 く 評 価し てい る と 発言 し て
いる 80 。さ らに 、1945 年 出版の『ブラック ボーイ』(Black Boy)に 対し
て は 、 彼 に わ ざ わ ざ 手 紙 を 出 す ほ ど 関 心 を 示 し て い る (Selected
Letters 201)。
ディミ トリ は、こ のようなフォーク ナーの変化を捉え、
「モダニズ
ト的 美 学 から 関 与 (engagement)の 美 学へ の転 換 」(12)と 述 べ てい る 。
『行け 、 モーセ 』と 『墓場 への侵入者 』 は、この ようなフォ ークナ
ーに対す る時 代の 要請 と意 識の変化を反映 した作品 と言える。

結び

『行け、モ ーセ 』と『墓場への侵入者』の 2 作を「一 続きの物 語」
と見な し て、奴 隷制 を基盤 にした旧南 部 体制の実 態と、時代 の進行
とともに、それが徐々に揺らぎ、崩壊の道をたどる様子を論じた。
『行け 、 モーセ 』に おいて は、長い間 奴 隷制度を 基盤とした 旧南部
体制の 実 態につ いて 奴隷制 と狩猟の両 面 から分析 を行い、両 者が互
いに相 ま って南 部の 階級制 支えてきた こ とがわか った。そし て、そ
の強固 な 階級社 会も 南北戦 争前から 1940 年代頃 までの南部 最大の
激変期 を 通して 、ど のよう に揺れが生 じ てきたか を、主流派 の動き
とマイ ノ リティ の側 の動き という両面 か ら分析を してきた。 プラン
ター自 身 の過去 への 決別と いう対応は 、 大きな体 制の揺れを 生じさ
せ、同 時 に白人 自身 の責任 の自覚も芽 生 えてきて 、それが少 しずつ
ではある が、体 制のほこ ろび となっ ているこ とが解明 できた。ま た、
フォー ク ナーは 同時 にマイ ノリティの 力 にも期待 している。 長い間
固定観 念 に囚わ れて きた主 流派よりも 、 黒人や少 年、さらに は、女
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性とい っ た人々 にフ ォーク ナーは期待 を している 。彼らは固 定観念
や過去 の 因習に それ ほど囚 われず、む し ろ自らの 感情で行動 できる
自由さを 持っ てい るか らで ある。
この ように 2 作を通 して 階級の揺れを描く ことで、 滅びゆく南部
と正面 か ら対峙 し、 問題点 とその原因 を 明確に浮 き彫りにし 、さら
に、新し い南部 への期待 を込 めよう としてい る。このよ うな視点 は、
これま で の作品 群に は見ら れなかった 点 であり、 これは明ら かにフ
ォーク ナ ーの意 識の 変化を 表すと見て よ い。それ によって、 時代の
変化を 敏 感に捉 え、 以前よ りさらに広 い 視野から 南部と南部 の抱え
る問題を 捉え るこ とが でき るようになって いる。
『行 け 、モー セ』 という タイトルが 示 す ように、 この作品に 登場
するル ー カス、 ライ ダー、 サミュエル を はじめと して、多く の黒人
たちが 救 世主モ ーセ の出現 を求めてい る 。さらに は、新しい 時代の
アイク も 実質的 行動 は起こ せず、救世 主 になり得 ず、また、 時代に
ついて い けない 多く の白人 たちも、同 様 に苦悩し 救世主を求 めてい
る。しかし 、本 作品 のどこを探 してもモ ーセは見 当たらない 。一方 、
『墓場 へ の侵入 者』 では、 救世主の出 現 を求める ルーカスに 、チッ
クは応え 、そ の役を 見事に果たしてい る。
「チックは祖 先の生み 出し
た結果の 総体 」(111)と 書か れているように、チックは 時代を隔 てて
アイク と 繋がっ てい る。こ のような視 点 で見ると 、『行 け、モーセ 』
でアイ ク が果た せな かった 思いを、時 代 を超えて チックが成 し遂げ
ていると 言え る。チックは 、
「小さな モーセ」と見るこ とが可能では
ないだろ うか 。こ のように考える と、
「 サイクル小説」で ある『行け、
モーセ 』 にもう 一作 『墓場 への侵入者 』 が加われ ば、モーセ の出現
が期待さ れる 、より 完成 した「小説」とな る。
『 行け、モーセ 』も『墓
場への 侵 入者』 も同 時期に 構想されて い て、当初 は『墓場へ の侵入
者』 も 短編 とし て考 えられてい た。ここから は筆者の 勝手な憶 測で
あるが、 フォ ーク ナー の頭 の中には、もし かしたら 7 つの短編 を合
わせた 『 行け、 モー セ』に 、もう一作 『 墓場への 侵入者』を 最後に
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加えて、「 ひとつ づきの 小説 」とする構想があったかもし れない。
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第五章

『エルサレムよ、我もし汝を忘れなば』
における反資本主義的構図

序

テッド・アトキ ンソ ンは、『 フォークナーと大恐慌』(Faulkner and
the Great Depression, 2006)にお いて、「フォー クナーと 大恐慌」 とい
うテー マ でアプ ロー チすべ きだったの に 手付かず だった作品 の一つ
として『エル サレ ムよ、我もし汝 を忘れな ば』(以下、
『 エルサレ ム』
と省略)を 挙げ てい る 81 。

As with any study, but especially one uniting two such vast topics
as Faulkner and the Great Depression, defining a manageable
approach is necessary. Admittedly, noticeable absences occur in this
study—novels such as If I Forget Thee, Jerusalem, Pylon, and Go
Down, Moses, as well as several short stories—that could have
figured prominently but, in the final analysis, do not. (9-10)

アトキ ン ソンは 、歴 史的・ 文化的コン テ クストと の関連や、 美的意
識とイ デ オロギ ーの 融合で のアプロー チ はフォー クナーの作 品にお
ける「 恐 慌期の 社会 と文化 における急 速 な展開」 に対する継 続的な
反応を 見 いだす こと ができ ると主張し て いる。フ ォークナー 作品に
おいて、このよう な視 点での アプロー チは、1930 年代 に関する 批評
の傾向 、 ニュー クリ ティシ ズムの席巻 な どの影響 で、ほとん ど軽視
されてき たと 述べ てい る。

By emphasizing relevance to historical and cultural context and
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integrating aesthetic and ideological analysis, this study traces in
Faulkner’s literary production a consistent, though often inchoate,
responsiveness to immediate developments in Depression society
and culture. This aspect of Faulkner has been all too often ignored,
resisted, or unsatisfactorily defined in a line of critical inquiry
traversing the thirties, the reign of the New Criticism, the
burgeoning of critical theory, and now postmodernism. (10)

ダブル 小 説であ る『 エルサ レム』の中 の 一方の作 品「野性の 棕櫚」
(“The Wild Palms”)にお ける 時代設定 は、作品中 に「この 紀元 1938
年は、愛を入 れる 場所がない 」(If I Forget Thee, Jerusalem 118)と いう
台詞があ るよ うに、大恐慌まっ只中の 1938 年前後である。河内 信幸
によれば 、前年 の 1937 年は 一旦回 復しかけた 景気が再 度落ち込 んで、
「恐慌 の なかの 恐慌 」と呼 ぶべき深刻 な 事態にな った年で、 その影
響は翌年 の 1938 年にも 及ん だ。

1937 年春に は 1929 年 の生産 水準を超え る産業部 門も若干 見ら
れ 始めたた め、未 曾有 の恐慌 に見舞われ たアメリ カ経済に 楽観
的 な見通し も表れ た。ところが 、1937 年 8 月に突如株価が 暴落
し 、9 月の「 レイ バー ・ディ ー」以後は 景気後退 ・リセシ ョン
の 状 況 が 顕 著 と な り 、「 恐 慌 の なか の 恐 慌 」と も 言 う べき 深 刻
な 事態とな った。・・・その 結果、一時 600 万人 台に減少した
失 業者が再 び 1,000 万 人台へ と増加し、 賃金率の 停滞と雇 用指
数 の急落が 顕著に なり 、1935 年からたど り着いた 景気回復 の成
果 を一挙に 崩壊さ せて 、1938 年 の国民総 生産(GNP)は前年に比
べ てかなり 縮小し た。(45)

失業率も 急降 下し 、ルー ズベ ルト大統領(Franklin Roosevelt)はニ ュー
ディー ル 政策の テコ 入れを 迫られた。 こ の状況を 受けて、ル ーズベ
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ル ト は 、 1938 年 に 「 南 部 の 経 済 状 況 に 関 す る 報 告 書 」 (“Report on
Economic Conditions of the South”)を発表し、 その中で 当時最も 深刻
な被害 を 受けて いた 南部の 経済状況を 「 アメリカ でナンバー ワンの
経済問題 」と 呼ん で国 民に 再建を呼びかけ た。

It is my conviction that the South presents right now the Nation’s
No.1 economic problem—the Nation’s problem, not merely the
South’s. For we have an economic unbalance in the Nation as a
whole, due to this very condition of the South.
It is an unbalance that can and must be righted, for the sake of the
South and of the Nation. (Roosevelt)

南部の 「 経済状 況の アンバ ランス」の 改 善が、ア メリカ全体 の経済
回復に繋 がる とい う主 張で ある。フォーク ナーが、
『エルサレム 』の
執筆を開 始し たの が、 ハリ ウッド(Hollywood)滞在 中の 1937 年 4 月
頃で、本 格的には オッ クスフォー ド(Oxford)に帰った 9 月頃から 書き
始め、1938 年 を通し て書き続けられ、1939 年 1 月に出版さ れている 。
『エル サ レム』 はま さにア メリカが景 気 のどん底 で悲痛な声 を挙げ
ている 時 に書か れた 作品で ある。この 時 期がフォ ークナーに 大恐慌
を舞台と した 作品 を書 かせ たと言えるので はないだ ろうか。1930 年
代の作品 に注 目し、作 品と時 代との関 係を論じた山下昇も、1930 年
代という 時代 が「フ ォー クナー の創作力の充実に拍車をか けていた 」
(20)と、 経 済 状 況 の 作 品 への 強 い影 響 を 指摘 し てい る 。 実 際 『エ ル
サレム 』 では、 フォ ークナ ーは階級を 意 識し、不 況下で苦悩 する人
物たちを 通し て、 資本 主義 体制のひずみを 鋭く描き 出している。
一方で 、
『 エル サレ ム』の 執筆時期 に、フォ ークナー がハリウ ッド
で一目惚 れし たミ ータ ・カ ーペンター(Meta Carpenter)との恋愛が破
綻して い ること から 、その 心の痛手か ら 抜け出す ために本小 説を執
筆したという見方がある。その理由として、フォークナー自身が、

203

「失恋の 悲し みと 思う もの を食い止めるた めに、
『野性の棕 櫚』(THE
WILD PALMS)を書 きました 」(Selected Letters 338)と述 べている こと
が大きく影響している。本作品が、ヨクナパトーファ・サーガ
(Yoknapatawpha Saga)から離れ、フ ォークナー の作品と しては珍 しい
恋愛も の が題材 であ るのに は、そのよ う な作家の 個人的な心 情があ
ったのか もし れな い。
そこで本章では、失恋の痛手という作家の心情を考慮しつつも、
『エル サ レム』 に描 かれて いる不況の 状 況を重視 し経済的視 点に立
って、不況の 不況や それに対する登場 人物の対応を考察 し、さらに、
「野性の 棕櫚 」と 「オ ールド・マ ン」(“Old Man”)という 2 つの 作品
を対峙 さ せるこ とか ら生ま れるテーマ を 分析する ことで、作 品中に
見られ る 反資本 主義 的構図 を明らかに し たい。そ れによって 、本作
品が、1930 年 代の不 況が生み出 した作品 であり、作家の鋭い社 会意
識から生 まれ た作 品で ある ことを論証する 。

Ⅰ. 「順応か、さもなければ死」

『エ ル サレム 』に は、資 本主義経済 の 特徴であ る、商業主 義、ブ
ルジョア 的思 想、物 質主義が社会の根 底を流れていて、
「すべてが金
で動く」社会 が見事に 描き出されている。 カール・ゼンダ ーは、
『標
識塔』(Pylon, 1935)とともに、本作品で「フォ ークナー が中心的 なテ
ーマとし て熟 考し た点 は、 金である」(Crossing 43)と言明 している。
田中 久 男 も 、「 経 済 的 存 在と し ての 人 間 」(402)をフ ォ ー ク ナ ーが 認
識し、 そ れを鮮 明に 反映し た作品とし て 、本作品 と『標識塔 』を挙
げている 。さ らに 、ト ーマ ス・マクヘイニ ー(Thomas McHaney) は、
ハリー・ウ ィル ボーンの 金の 流れを詳細に記し た一覧表(204-06)を作
成し、い かに 彼の 人生 が金 まみれであるか を示して いる 82 。
確かに 、ウィ ルボーン の人 生は、常に金によ って動か されてい る。
元々貧乏 医学 生の ウィ ルボ ーンであるが、 父の遺産 の 2,000 ド ルも
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不況によ り 200 ドルに 下落 してし まっている 。金がな いため禁 欲的
な大学 生 活を送 り、 卒業後 はインター ン をするた めにニュー ・オー
リンズへ 行く が、その時の彼のかば んの中 の所持品 は、
「 2,000 ド ル、
ニュー・オ ーリン ズ行き の汽 車の切符、そして 1 ドル 36 セントだ け」
(29)だ っ た 。 シ ャ ー ロ ッ ト ・ リ ト ン メ イ ヤ ー(Charlotte Rittenmeyer)
と恋仲 に なり、 医師 として の将来を棄 て て、2 人 でシカゴに 行こう
とす る が 、そ の 旅 費 に は 、 た また ま拾 っ た財 布の 中に あっ た 1,278
ドルを当 てた 。

小説 の半分 に当 たる「野性 の棕櫚」の舞 台は大恐 慌に苦しむ 1930
年代で あ り、ウ ィル ボーン たちの経済 的 苦悩は、 個人的な状 況とい
うより も 、まさ に経 済危機 の被害を受 け たもので ある。大恐 慌の被
害を最 も 受けた のも 南部で あることと 、 不況のあ おりを受け てフォ
ークナ ー 自身も 、本 も売れ ないため、 お 金に困っ ていた。経 済動向
は、フォ ーク ナー にと って 非常に身近な関 心事でも あった。
事実 、「 野性の 棕櫚 」には、1930 年代 の不況や その後のニ ューデ
ィール 政 策に関 して 、至る 所に言及が あ る。例え ば、苦学生 として
お金に 苦 悩し、 女性 と遊ぶ 時間もない ウ ィルボー ンを、フォ ークナ
ーは次 の ように 、ウ ォール 街の証券マ ン のように 過酷である とたと
えている 。

There was nothing left over for squiring girls . . . but then he had
no time for that; beneath the apparent serenity of his monastic life
he waged a constant battle as ruthless as any in a Wall Street
skyscraper as he balanced his dwindling bank account against the
turned pages of his text books. (28-29)

さらに、 ニュ ーデ ィー ル政 策の 1 つとして労 働促進の ために設 置さ
れた WPA(労働 促進局) 83 とい う語も 3 回言及(72, 100, 185)され 、ウィ
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ル ボ ー ン は 、 1938 年 、 テ キ サ ス 州 サ ン ・ ア ン ト ニ オ (San Antonio,
Texas)滞在 中に 、WPA の仕 事とし て、通学す る児童の ために横 断歩
道の整理 補佐 員を して 、週 10 ドルを得ている (185)。
1938 年 は、 大恐 慌の 中でも最 も 苦しかっ た 時期の一 つであるが 、
ウィル ボ ーンは 、そ の年を 愛のない年 で あり、世 間はお金で 自分を
やっつけ よう とし てい ると 認識する。

“Because this Anno Domini 1938 had no place in it for love. They
used money against me while I was asleep because I was vulnerable
in money. Then I waked up and rectified the money and I thought I
had beat Them until that night when I found out They had used
respectability on me and that it was harder to beat than money. So I
am vulnerable in neither money nor respectability now and so They
will have to find something else to force us to conform to the
pattern of human life which has not evolved to do without love—to
conform, or die.” (118)

この引 用 でウィ ルボ ーンは 目に見えな い が自分を 苦しめてい る敵を
「彼ら (Them)」と呼 んでいる。これは『館』にお いてミンク・スノ
ープス が 「人間 行為 として 、基本的な 正 義と平等 を代表する もの」
(The Mansion 6)として 説明 し、絶 えずミンク に試練を 与える存 在で
ある「 彼ら (them)」と 類似のもの である。どちらも逃げられ ない「自
らの運 命 」のよ うな 存在を 示している 。 ただ、ミ ンクの場合 は正義
を強い る 「神」 のよ うな存 在であるが 、 ウィルボ ーンの場合 は、彼
の抗う こ とので きな い「宿 命」のよう な ものであ る。本作品 は、ア
ーネスト・ヘミン グウ ェイ(Ernest Hemingway)の『武器 よさらば』(A
Farewell to Arms, 1929) との類 似点が 議論になることがあ るが、フレ
デリック・ヘ ンリ ー(Frederic Henry)も 、人間に 死をもた らす「宿 命」
を「彼ら (them) 」と して敵対視 していて、こ の点は重 要な類似点で
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ある 84 。 本作 品 では 、 資 本 主義 社 会 に お い ては 、 目に 見 え な い 「資
本家階 級 」とい う巨 大な敵 であり、彼 ら が世界を 動かしてい て、労
働者階 級 はただ 搾取 される だけで、た だ どうしよ うもなくも がいて
いるとい う社 会認 識で ある 。
ウィ ル ボーン は、 資本主 義経済を基 盤 と した商業 主義が、神 や愛
をだめ に したと 主張 してい る。このよ う な考えは 、本論文第 一章で
指摘して いる よう に、
『響きと怒 り』の中で、
「 小銭を見 ている方 が、
キ リ ス ト よ り も 傷 を 治 し て く れ て い る 」 (221) と い う ク ウ ェ ン テ ィ
ン・コン プソ ンの 台詞 を思 い起こさせる。
ウィ ル ボーン は、 シャー ロットとう ま くやれな いのは、お 金中心
の経済 社 会のせ いで あると 思い込み、 お 金が、神 や愛という 人間感
情の崇高 な産 物を 抹消 した と考える。

“Love, if you will. Because it cant last. There is no place for it in the
world today, not even in Utah. We have eliminated it. . . . we have
got rid of love at last just as we have got rid of Christ. We have radio
in the place of God’s voice and instead of having to save emotional
currency for months and years to deserve one chance to spend it all
for love we can now spread it thin into coppers and titillate
ourselves at any newsstand, two to the block like sticks of chewing
gum or chocolate from the automatic machines. (115)

この よう な愛 なき 時代だか らこそ、シャーロ ットは真 実の愛を求め
よ うと す る 。 彼女 は 「 愛 には 犠 牲 が 必 要 」(101)と い う 独 特 の 「 愛
の哲 学」を持 って いて 、ウ ィルボーンの過酷 な経済状 態にこそ、真
実の 愛が 生ま れう ると 考え ていた。ブルジョ ア階級の シャーロ ット
がウ ィル ボー ンに 興味 を抱 いたのも、彼が貧 乏だった からに他 なら
ない。こ のよ うなシャ ーロット の考え に従い、ほとん ど働こう とせ
ず、定職 のな い 2 人は 、シ カゴでもすぐに金 がなくな り、貧困 に苦
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しむ 。
フォ ー クナー は、 世の中 は資本主義 経 済に入り 、神に代わ ってお
金が世 の 中を支 配し ている と認識して い たと言っ てよいだろ う。登
場人物 の 一人、 マッ コード (McCord)は、 クリスマ スをこのよ うな資
本主義 経 済の象 徴的 な行事 として取り 上 げ、資本 主義体制を 助長し
ていると 非難 して いる 。

Christmas, McCord had said, the apotheosis of the bourgeoisie, the
season when with shining fable Heaven and Nature, in accord for
once, edict and postulate us all husbands and fathers under our skins,
when before an altar in the shape of a gold-plated cattle-trough man
may with impunity prostrate himself in an orgy of unbridled
sentimental obeisance to the fairy tale which conquered the Western
world, when for seven days the rich and get richer and the poor get
poorer in amnesty. . . . (110)

アメリ カ におけ るキ リスト 教は資本主 義 と手を取 り、アメリ カナイ
ズされ て いるが 、中 でもク リスマスは 、 宗教色は 薄れ、アメ リカ資
本主義を 代表 する 最も 華や かな商業的イベ ントにな っていて、
「 神に
代わっ て お金が 支配 してい る」好例と 言 えるだろ う。資本主 義は利
用でき る ものは 何で も利用 して、大衆 の 購買意欲 や消費意欲 を刺激
し、最 終 的には 「金 持ちは ますます金 持 ちに、貧 乏人はます ます貧
乏人に な る」と いう 資本主 義経済のか ら くりをマ ッコードは 暴露し
ている 。 しかし 、本 作品の 登場人物た ち はこのこ とは誰でも 気が付
いてい る のだが 、す でにど うしようも で きない状 態に陥れら れてい
るのであ る。 やり 場の ない 怒りと幻滅が作 品全体に 溢れている。
さら に 、資本 主義 体制の 典型的な構 図 として、2 人が経験 する例
として、 ユタ 州(Utah State)の鉱山 が挙げられ る。ここ では言葉 もわ
からな い 外国人 労働 者を給 料も支払わ ず に仕事を させている 。しか
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も、オ ー ナーは 株取 引を持 続させるた め に、きち んと経営を してい
るよう に 見せか けて いる。 そこでは、 従 来の「労 働」という 概念は
なくな っ ている し、 その成 果も見えな い 。それで も、数字は 動き、
儲かる も のも損 をす るもの も出る。実 体 のない労 働の成果と しての
「株」が 売り 買い され 、数 字が操られてい るのであ る。

Besides, he’s got to keep his mine looking like it’s running and that’s
what I am supposed to do. So he can keep on selling the stock. (159)

ユタの 鉱 山は資 本主 義経済 の縮図と見 な すことが できる。鉱 山は不
況のた め 、労働 者は 何ヶ月 も給与を支 払 われてい ない。外国 人で言
葉がで き ないこ とを いいこ とに、労働 者 はわけも わからず搾 取され
ている。労働者 は、経営 者の いいよ うに利用さ れている だけであ る。
このよう に神 も愛 もな くし 、全てがお 金で換算される世 の中では 、1
杯のスー プも「 これ が表 示して いる 4 ドル 50 セントと いうこと にな
る」(88)と ウ ィ ル ボ ー ン が言 う よう に 、 お金 の 味し か し な い ので あ
る。
ウィ ルボー ンは 、お金 が支 配する社会にお いて何も できず、
「 毎日、
毎日、 自 分が蜘 蛛の 巣に掛 かったゴキ ブ リのよう に、それに だんだ
ん絡 ま っ てい く の を 見 守 る 」(114)こ とし か で き な い。 た だ 、「 金 な
んてくそ くら え、 もう たく さんだ」(113)と叫ぶだけであ る。
以上 の ように 本作 品には 、不況の実 態 と 商業主義 がはびこり 、お
金で動 く 社会が 描か れてい る。資本主 義 経済の中 で、人々は 、お金
に翻 弄 さ れ疲 弊 し 、「 順 応か 、 さ もな け れば 死 だ 」 (118)と いう 閉 塞
感と虚無 感を 感じ てい る。

Ⅱ. 反資本主義的構図

お金 が 最大の 価値 を信じ 、神も愛も な くした世 の中で、シ ャーロ
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ットは 本 当の愛 を成 就させ たいと願う 。 シャーロ ットは、独 自の愛
の哲学 を 説き、 ウィ ルボー ンとの間で そ れを実践 しようとす る。さ
らに彼 女 の芸術 観も 、同様 に反商業的 な 考えに基 づいている 。本節
ではシ ャ ーロッ トの 愛の哲 学と芸術観 を 分析する ことで、そ れが資
本主義 に 対する アン チテー ゼの役割を 果 たしてい ることを立 証する。

シャ ー ロット は元 々ブル ジョア階級 の 女性であ るが、裕福 なブル
ジョア 階 級にい ては 愛が形 成されない と 考え、貧 乏医学生の ウィル
ボーン と 駆け落 ちを 考える 。彼女は本 当 の愛には 、それに見 合う犠
牲が必要 とい う愛 の哲 学を 持っている。

“[The] second time I ever saw you I learned what I had read in books
but I never had actually believed: that love and suffering are the
same thing and that the value of love is the sum of what you have to
pay for it and anytime you get it cheap you have cheated
yourself. . . .” (41)

今の裕 福 な生活 では なく、 ウィルボー ン とのお金 のない過酷 な生活
の中に こ そ愛が 成立 すると 考え、シャ ー ロットは 、ブルジョ ア階級
を捨て 夫 と別れ 、ウ ィルボ ーンとシカ ゴ へ旅立つ 。このシャ ーロッ
トの行為 は、ジョ ン・T・マ シューズ が見てい るように 、ブルジ ョア
階級の「 贅沢 」と 言わ れて も仕方がない面 がある。

Indeed,

Faulkner

suggests

that

the

lark

of

middle-class

bohemianism is itself a kind of luxury made possible by affluence.
When Charlotte cheerfully declares on the way to the woods that
“We’ve lost our jobs!,” she doesn’t show much awareness of what
unemployment meant to real working folks. In this novel, a private
sexual utopia for two seems more a lucky indulgence than a blow
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struck against oppression. The selfishness of bourgeois habits of
mind clouds even imagined alternatives. That Charlotte ends up
having

been

infected

by

contaminated

surgical

instruments

symbolizes the difficulty of getting cured with dirty tools. (Seeing
72-73)

失業の 不 安や経 験の ないブ ルジョア階 級 にとって は、仕事が ないと
いう状 況 は切実 さよ り、こ れまで味わ え なかった 新たな楽し みのよ
うなも の で、気 まぐ れな「 贅沢」と言 え る。しか もこのおと ぎ話に
憧れて 、 愛のた めに ブルジ ョア階級か ら 貧困者に なるシャー ロット
の考え は 、お金 が第 一と考 える世間の 価 値観を否 定し、真実 の愛に
生きる 崇 高な存 在と して自 ら優越感に 浸 っている ように思え る。そ
れでも 一 方で、 ブル ジョア 階級にいて お 金があっ ても真実の 愛を手
に入れ ら れてい ない 点では 、お金第一 で 機能して いる社会で は、愛
や宗教 と いった 精神 面での 満足は得ら れ ず、虚無 と退廃が心 を覆っ
ている 。 したが って 、彼女 が考える「 愛 の哲学」 は、あまり に理想
主義的で 現実 離れ して いる 。
シャ ーロッ トは、
「 いつも一緒 にいて、毎晩 一緒に寝 られるように
するため じゃ ない の」(101)と 主張する ように、恋愛の 肉体面で はな
く精神 面 を重視 する 。「愛は死には しない わ。 死ぬのは 人間の方よ 」
(71)と言 う よ う に 、 肉 体 は滅 ん でも 愛 は 永続 す るも の だ と 考 える 。
したが っ て、シ ャー ロット にとって、 愛 が時間に よって色あ せるこ
とは許さ れず、「い つだって新婚旅行 でなきゃ いけない の」(71)と主
張する。
この よ うなシ ャー ロット の愛に対す る 考 え方は、 あまりに厳 格す
ぎ、理想主 義的す ぎる 。ブルッ クスは、
「単な る肉体的 なものと は全
くかけ離 れて いて 、激しい ほど理念的で精神 的である 」(“Traditional
of Romantic Love” 269)と述べ、ヴ ィンセン ト・キン グ(Vincent King)
も、彼女の 考えは 、非現実的で、
「 恋愛小説か らえられ た考え方 のよ
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うで、か えっ て彼 女の 重荷 」(517)になっ ていると 言う。2 人の関係
は「中 世の 抒情 詩で 謳わ れるの と同様のロマッチックな理 想を 20 世
紀で保存 しよ うと して 失敗 している」(144)とリ ン・レ ヴィンズ は見
ている が 、的確 な指 摘であ る。中世の 宮 廷愛では 、愛の度合 いを試
練の度 合 いと考 え、 試練が 過酷であれ ば あるほど 、騎士の貴 婦人へ
の愛も高 くな る。 しか し、 どんなに試練が 過酷でも 2 人の愛が 成就
される こ とはな く、 永遠に 精神的な関 係 である。 シャーロッ トとウ
ィルボ ー ンの関 係と よく似 ている。彼 ら の生活は あまりに苦 しく、
彼女の 望 むよう な「 新婚生 活」をいつ ま でも維持 できない状 況にあ
る。一 方 で、ダ イア ン・ロ バーツは、 こ れはあく までシャー ロット
の理想 に 過ぎな くて 、愛の 精神面を重 視 しようと しても、生 身のシ
ャーロ ッ トは彼 女の 考えと は裏腹に情 熱 的で性的 な願望も強 く、結
果、妊 娠 に苦悩 する ように 肉体に支配 さ れている 女性である と指摘
して い る (299)。 ロ バ ー ツは 、 むし ろ 父 権社 会 にあ っ て 、 彼 女は 自
らの肉体 を使 って 自己 を主 張していると見 ている。

In a sense, Charlotte is killed by her own body. In a pitiless
patriarchy, it is a fitting death for a woman who put her body’s
pleasure before anything else, who insisted on control of her body
herself, not channeled through a man. (211-12)

つまり 、 シャー ロッ トの主 張する堕胎 も 女性の独 立心の現わ れとし
て見る方 が適 切か もし れな い。自らが肉体に支配されてい ることが 、
しかも 男 性によ って そのよ うに見られ る ことが、 シャーロッ トとし
ては許 し 難いこ とで 、自ら の肉体を自 分 でコント ロールする ために
「愛の 哲 学」を 作り 出した との解釈も 成 り立つ。 それでも、 肉体を
否定し て 精神面 のみ 求める シャーロッ ト の行為は 、反自然的 と言わ
ざるを 得 ない。 これ に対し て「オール ド ・マン」 の身重の女 性は、
完全に 自 然に身 を任 せ、無 事出産を終 え 、母も子 も未来へ向 かって
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進む。 両 者は鋭 い対 比とし て提示され て いる。シ ャーロット は、マ
クヘイニ ーが 結論 付け てい るように、
「自然が 彼女に求 めている 代償
からは逃 げる こと がで きな い」(160)ので あり、彼女の死は、反 自然
的な行為 に対 する 自然 によ るしっぺ返しで ある。
しかし なが ら、シ ャーロットの主張 する愛の哲学は、
「愛もキリス
トもない 」物 質主義 の 1930 年代 には、大きな 意味を持 つのでは ない
だろう か 。確か にシ ャーロ ットの主張 は 、非現実 的で反自然 的であ
るが、 す べてを お金 で測ろ うとする風 潮 や精神的 に荒廃した 社会へ
のアン チ テーゼ とし ては価 値がある。 フ ォークナ ーがシャー ロット
を通し て 主張し たか った点 も、この点 に あるだろ う。個人的 にはミ
ータ・ カ ーペン ター との失 恋から脱す る ための、 彼なりの思 いが根
底には あ るだろ うが 、以上 のような社 会 的要因の 方が大きい と思わ
れる。
愛に 関 する主 張だ けでな く、シャー ロ ットは、 芸術に関し ても、
同様に 時 代風潮 に対 して反 抗姿勢を取 っ ている。 彼女は粘土 細工が
趣味で あ るが、 彼女 が作り たい人形は 、 商業ベー スに乗り大 量生産
されて う すっぺ らで 個性も 存在感もな い ような「 なくてもよ かった
もの (the Might-just-as-well-not-have-been)」で はなく、一個一個 が実
質感のあ るも ので ある 。

“That’s what I make: something you can touch, pick up, something
with weight in your hand that you can look at the behind side of,
that displaces air and displaces water and when you drop it, it’s
your foot that breaks and not the shape.” . . . “Not just something to
tickle your taste buds for a second and then swallowed and maybe
not even sticking to your entrails but just evacuated whole and
flushed

away

into

the

damned

Might-just-as-well-not-have- been.” (35-36)
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old

sewer,

the

シカゴ 滞 在中に 、生 活のた めに操り人 形 を作り、 デパートに 売って
生計 を 支 え た こ と が あっ た が 、 そ の 人形 を「 悪 臭」 (81、89、 91)だ
と称し 、 すぐに やめ てしま った。デパ ー トという アメリカ商 業主義
の拠点 で 、人形 を商 品とし て売ること に 対する拒 否反応の現 われで
ある。 う すっぺ らな 商品を 作ることを 嫌 い、生活 のために芸 術を売
ること を 拒否す るシ ャーロ ットの芸術 観 は、商業 主義に対峙 するも
のと見な すこ とが でき る。
シャ ー ロット に対 しては 、概して否 定 的な見解 を述べる批 評家が
多い。特に 、男性的 とか、
「両 性具有的 だ」とか言 われ、性的に も攻
撃的で 、 彼女の 女性 性に関 して否定的 な 意見が多 い。愛や芸 術に関
して も 、 抽 象 的 で 理 想主 義的 だ と非 難 さ れて い る 85 。し か し 、 これ
まで見 て きたよ うに 、確か に理想主義 的 ではある が、商業主 義に汚
染され、お金中 心の世の 中を 考える と、彼女の 愛の哲学 や芸術観 は、
大いに 価 値があ り、 資本主 義経済体制 に 対するア ンチテーゼ として
配置さ れ ている と見 なすこ とができる 。 さらに、 男性をコン トロー
ルする力 もあ り、アン・ジョー ンズ(Anne Jones)が 、フ ェミニス ト的
視点か ら 評価し てい るよう に、「シ ャーロ ット は性的で 知性があり 、
想像力も 独立 心も ある 大人 の女性」(145)と見なすことが でき、さら
にもう一 歩進 んで 、ダ ニエル・シ ンガル(Daniel Singal)が指摘す るよ
うに 、 彼 女 の 行 為 や 発言 は 、「 英雄 的 な 努力 」 (231)と 見 な す こと が
できる。
ウィ ル ボーン もこ のよう なシャーロ ッ ト に影響さ れ生活のた めに
働くこ と に対し 、否 定的な 見解を持つ よ うになり 、労働に対 しても
否定的 で 、生き るた めや食 べるために 働 くことを 拒絶する。 最終的
に 2 人は 商業都 市シカ ゴを 離れ、 ユタ州の鉱 山で細々 と生活す るこ
とを選 択 するよ うに なるが 、その理由 は 商業的な 環境を離れ るとい
うこと と 、生活 にお ぼれ、 2 人が普通の 「亭主と 奥さん」と いった
関係に成 り下 がっ てし まう ことを嫌った結 果での選 択である。
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“You’re not going to work any more just for money.” . . . “I know
we have come to live like we had been married five years, but I am
not coming the heavy husband on you. . . . It’s what we have come
to work for, got into the habit of working for before we knew it,
almost waited too late before we found it out.” (107)

ウィル ボ ーンも 、実 話雑誌 に三文小説 を 書いてい ることに、 シャー
ロットと 同様 、芸術 家と しての 良心をすり減らしているよ うに覚え 、
シカゴ で の生活 を捨 て、ボ ヘミアン的 な 生活を求 める。この ように
2 人は 、 愛の哲 学を 実践す るために、 ブ ルジョア 的生活と仕 事を捨
て、芸 術 家とし ての 良心に 従おうと、 お 金と仕事 も拒否し、 あえて
ボヘミ ア ン的な 生活 を選択 する。この よ うな生き 方は、ゴド ゥンも
指摘し て いるよ うに 、明ら かに商業主 義 へのアン チテーゼと 見なす
ことがで きる 。

In effect, they object to the commercial imperative of the bourgeois
marketplace. . . . [It] is clear that their love, as her art, is to function
as the antithesis of commodity.
The social worlds they seek to leave are pervaded by what
Wolfgang Haug calls “the viewpoint of exchange,” in which persons
and things are considered mainly as means to money. (Fictions of
Labor 204-05)

さらに、2 人の 生活 は、パトリ ック・マ クヒュー(Patrick McHugh)が
結論付 け ている よう に、大 恐慌によっ て 示された 資本主義体 制の危
うさと 、 資本主 義が もたら す芸術の商 品 化と低俗 化への批判 と解釈
できる。

In particular, Harry and Charlotte’s troubles making money in
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Chicago and Utah, especially Harry’s writing sordid romances
for cash and the corruption of Charlotte’s art into marketable
trinkets, indicate some support for Depression-era intellectuals’
critique

of

capitalism,

its

alienation

of

labor,

and

its

commodification of culture. (69)

シャー ロ ットと ウィ ルボー ンの愛と芸 術 に対する 考え方自体 は、確
かに理 想 主義的 で非 現実的 であり、そ れ 自体は、 ブルジョア 階級の
理想主義 の領 域を 抜け 出せ ず、結果 、現実に押 しつぶさ れてしま う。
しかし 、 彼らの 目指 したも のは、愛も 神 もなくし た世界での 精一杯
の抵抗と 見な すこ とが でき る。

Ⅲ. 「理念」対「自然」

「野 性 の棕櫚 」の テーマ は、次のフ ォ ー クナーの 解説に示さ れる
ように 、 対位法 的に 「オー ルド・マン 」 において 「強調され る」構
図になっ てい る。

The story I was trying to tell was the story of Charlotte and Harry
Wilbourne [The Wild Palms]. I decided that it needed a contrapuntal
quality like music. And so I wrote the other story simply to
underline the story of Charlotte and Harry. I wrote the two stories by
alternate chapters. I’d write the chapter of one and then I would
write the chapter of the other just as the musician puts in—puts
counterpoint behind the theme that he is working with. (Faulkner in
the University 171)

「野性の 棕櫚 」と 「オ ール ド・マン」は、 どちらも 5 つの断片 に解
体され 、 それが 交互 になら べられてい る 。すでに 多くの批評 家が指
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摘して い るよう に、 両者は そのテーマ が 極めて対 照的で、前 者のテ
ーマが、現 実、不 毛、死 であ るのに 対し、後者は、非現実 、生産 的、
生と言 え る。2 つの物 語は、 単独でも十 分読める が、両者を 解体し
並置さ せ 、緊張 を作 り上げ ることで、 よ り両者の テーマを浮 き出さ
せる効果 があ る。本節では、
「オ ールド・マ ン」を資本 主義的観 点か
ら分析す るこ とで 、上記の テーマ に加え、
「野 性の棕櫚 」で示さ れた
反資本 主 義とい うモ チーフ も、同様に 強 調される 構造になっ ている
ことを論 証す る。
「オ ー ルド・ マン 」に登 場する無名 の 囚 人も恋人 のために列 車強
盗を企 て 、禁固 刑に なって いる。この 点 では、ウ ィルボーン やシャ
ーロッ ト と同じ よう に、彼 もお金のた め に人生を 狂わされて いて、
お金が支 配す る商 業主 義社 会にいると言え る。しかし、彼 の場合は、
「彼が 欲 しかっ たの はお金 ではなかっ た 。財産で もなければ 、つま
らぬ 略 奪 品 で も な か った 」(23)ので あ り 、自 分 のた め に 強 盗 をは た
らいたのではなく、極めてロマンティックな動機であり、むしろ、
「お金 ＝ 愛」と 考え る恋人 の考えに従 っ ただけで ある。事実 、彼は
全く欲が ない 人物 とし て描 かれている。

He wanted so little. He wanted nothing for himself. He just wanted
to get rid of the woman, the belly, and he was trying to do that in the
right way, not for himself, but for her. . . . He wanted to do it the
right way, find somebody, anybody he could surrender her to,
something solid he could set her down on and then jump back into
the river, if that would please anyone. That was all he wanted—just
to come to something, anything. That didn’t seem like a great deal to
ask. (136)

彼は逃 亡 中にも 関わ らず、 無欲で全く 見 ず知らず の身重の女 性を助
けよう と する。 追っ 手が来 ることもわ か っていな がら、足で まとい
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になる 女 性に献 身的 に尽く すのである 。 ウィルボ ーンとシャ ーロッ
トが反 資 本主義 的な 姿勢を とろうとし な がらも、 結局はブル ジョア
的な考 え 方から 抜け 出せず 、自己中心 的 で不毛の 人生を送ら なけれ
ばならな いの と比 べる と、 非常に対照的で ある。
さら に 、労働 につ いての 概念も対照 的 である。 彼は、激し い大洪
水の中 で 櫂をこ ぎ、 体を使 って女性を 安 全な場所 へと導いて いく。
手と体を 使う 行為 によ って 難局を乗り切っ ていく。

[He] who had never ceased to flail at the bland treacherous water
with what he had believed to be the limit of his strength now from
somewhere, some ultimate absolute reserve, produced a final
measure of endurance, will to endure which adumbrated mere
muscle and nerves, continuing to flail the paddle right up to the
instant of striking, completing one last reach thrust and recover out
of pure desperate reflex. . . . (124)

彼の場 合 、生き 抜く ために 、手や体を 使 い、その 成果も現実 的であ
る。言 い 換える と、 彼の労 働は、資本 主 義体制以 前のもので あり非
常にシ ン プルで 、手 と体を 使い、その 成 果も生き るためであ り、目
に見え る 。一方 、シ ャーロ ットとウィ ル ボーンは 、愛の証の ために
労働を 拒 否して いる 。資本 主義社会で は 、労働が 必ずしも体 を使っ
たり、 手 を使っ たり するも のとは限ら な いし、成 果も見えに くい場
合が多 い 。その 典型 が株式 取引である 。 株という 目に見えな い不可
解な も の を 、 数 字 と いう 概念 的 なも の が 動か し てい く 86 。 そ こ には
従来の 労 働とい う概 念はな く、ただお 金 だけが動 かされてい く。こ
の囚人 の 肉体的 な行 為は、 まさしく資 本 主義経済 へのアンチ テーゼ
となって いる 。
彼の 示 す労働 概念 は、人 間が本来持 っ ていた労 働概念に等 しい。
自然の 中 で、人 間は 、手と 足と、そし て 忍耐力で 生き抜いて きた。
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そのよ う な姿が この 囚人が 体現してい る ものであ り、それは 「オー
ルド・ マ ン」の いた るとこ ろに創世記 を 思わせる ような原初 的な世
界が提 示 されて いる ことか らも、フォ ー クナーに は、対比の 意図が
あった と 思われ る。 例えば 、囚人が立 ち 向かう大 洪水は、「創世記 」
(“Genesis”)に 描かれ ている大洪水の ようであ り、2 人がたどり着 くイ
ンディア ン塚 は、「ノア の箱 舟 (ark)」にた とえられ ている。

[Evening] had definitely come, as though darkness too had taken
refuge upon that quarter-acre mound, that earthen ark out of Genesis,
that dim wet cypress-choaked life-teeming constricted desolation in
what direction and how far from what and where he had no more
idea than of the day of the month, and had now with the setting of
the sun crept forth again to spread upon the waters. (194-95)

ここで 描 かれる 大洪 水は創 世記の大洪 水 と同様、 まさしく神 を失く
し、お 金 が取っ て代 わった 世の中を一 掃 するよう な役割を持 ってい
る。ま た赤ん 坊を抱 えた女性は無欲で 献身的な態度から、
「アブラハ
ムの 子 孫 」(213)に 例 えら れ てい る 。さ ら に 、「今 度 は、 ま たも う 1
匹現れ た だけだ と思 ったが 、むしろ彼 は 他にも何 万と蛇がい ると考
えるべき だっ た」(193)とある ように、河のい たるとこ ろに蛇が 登場
して い る の も 創 世 記 との 関連 を 強く し て いる 87 。 蛇は 創 世 記 で は悪
の象徴 と なって いる が、こ こでも世俗 的 な悪と見 てよく、洪 水の中
にいて 2 人を 悪の 世界 へ引 っ張りこもうと 狙ってい る。元 々囚人は、
「南部 の 山 間部 (ヒ ルビ リー)」(205)出身とされ 、彼 には原 初 的な設
定が な さ れ て い る 。 彼は 、「 自 然の 法 則 」(215)に従 っ て 行 動 する 。
それは 、 運命に 逆ら わない 彼の生き方 に も反映さ れている。「結局 、
人間に で きるこ とは 、定め られたこと を やれるだ けの力で、 学んだ
限りの 知 恵を絞 って 、これ が最高だと 考 える判断 に従って、 やるだ
けなんだ 。見かけが どうであれ 、所詮ブ タはブタ なんだ」(216)と彼
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は考え る 。囚人 の生 き方は 、シャーロ ッ トやウィ ルボーンの 生き方
のように 、決 して 概念 的で も抽象的でない 。
その よ うな自 然の 法則に 従った生き 方 は 、愛の形 にも違いが 生じ
る 88 。 ウ ィル ボ ーン と シ ャ ーロ ッ ト が 、 厳 格な 愛 の哲 学 が あ り なが
らも、 自 然に反 した 関係を 持とうとし た ためにギ クシャクし 、無残
な結果 に なるの に対 して、 囚人と妊婦 の 関係は実 質的とも言 える愛
の形を 形 成する 。そ の結果 、彼らは、「普 通の 結婚生活 では、50 年
続けても 必ず しも 起こ ると は限らないよう な夫婦の 信頼関係」(213)
を形成す るの であ る。
以上 の ように 、「オ ールド・マン 」は、「野性の 棕櫚」で提 示され
た反資 本 主義的 なモ チーフ が、寓話的 な 調子の物 語によって 、強調
される 構 図とな って いるこ とがわかる 。 ウィルボ ーンとシャ ーロッ
トは、 結 局ブル ジョ ア階級 の意識領域 か ら抜け出 せず、結果 は無残
なもの に なった が、 彼らが 求めたもの も 、精神的 な愛であっ たこと
を考えれ ば、
「オ ール ド・マ ン」で の囚人が体 現した反 資本主義 的な
姿勢と 同 質であ り、 そのモ チーフが対 位 法の手法 によって、 より鮮
明になっ てい るの であ る。

Ⅳ. 「悲しみ」の選択

本作 品は、 長い 間『野性 の棕櫚』(The Wild Palms)と して知ら れて
きた。 元 々フォ ーク ナーは 、『エル サレム よ、 我もし汝 を忘れなば 』
(If I Forget Thee, Jerusalem)という タイトルが つけられ ていたが 、出
版の際に 、ラ ンダ ムハ ウス社 の編集者 ロバート・ハ ースとサックス・
コミン ズ (Saxe Commins)が 、オリジナ ル タイトル は「反ユダ ヤ主義
的な感 じ 」(Biography 399)があり、 売り 上げに 響く ので変 え た方が
良いと 指 摘され 、変 更した 経緯がある 。 その際も ハースに宛 てた手
紙(1938 年 7 月 8 日)で 、フォークナーは、オリジナルのタ イトルは 、
「作 品 か ら お の ず と 生ま れた タ イト ル 」 89 で、 作 品の テ ー マ に あっ
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ている の でこの まま で行き たいと固持 し ている。 では、オリ ジナル
タイト ル には、 どの ような 意図が込め ら れていて 、作品のテ ーマと
どのよう に関 連し てい るの だろうか。
「 エ ル サ レ ム よ 、 我 も し 汝 を 忘 れ な ば 」 と い う 言 葉 は 、「 詩 篇 」
(“Psalm”)から 取ら れて いる。こ れはバビ ロンに囚わ れているユ ダヤ
人たちが 、祖 国へ の忠 誠を 表わした台詞で ある。

If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If
I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my
mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy. (Psalm 137)

フォー ク ナー自 身が 前述の 手紙の中で 説 明してい るように、 この引
用は「 野 性の棕 櫚」 の最後 で、シャー ロ ットの死 後、ウィル ボーン
が語る次 の台 詞に 呼応 して いる。

Because if memory exists outside of the flesh it wont be memory
because it wont know what it remembers so when she became not
then half of memory became not and if I become not then all of
remembering will cease to be.―Yes he thought Between grief and
nothing I will take grief. (273)

ウィルボ ーン は、
「悲 しみ」を選ぶこ とで、シ ャーロッ トとの思い出
を抱え て 生きる こと を選択 する。彼は 、 ユダヤ人 が、捕らえ られて
いても 祖 国エル サレ ムへの 忠誠を誓っ た ように、 シャーロッ トへの
愛に 忠 誠 を 尽 く そ う とす る 90 。こ の 点 は 、 シャ ー ロッ ト が 愛 の 哲学
で求め た 「死ん でも 愛は残 る」ことに な り、彼女 の思いが実 現した
と見て よ いので ない だろう か。不毛の 時 代に、苦 悩の結果、 一つの
愛の形が 実現 した と言 って よいだろう 91 。
フォ ー クナー がこ のよう な愛の物語 を 書こうと したきっか けとし

221

て、ミ ー タ・カ ーペ ンター との破局が あ ると言わ れる。さら に、フ
レデッ リク ・ カー ル (Frederick Karl)は ミ ータ だ けでは なく 、 以前 の
恋人で関 係が 不規 則に 続い ているヘレン・ベアード(Helen Baird)との
失恋も影 響し てい ると 見て いる。

An incurable romantic about young women, Faulkner went after
them only to see them, in time, marry young men, and then he could
indulge his sense of loss, accompanied by feelings of uselessness
and aging.

The affair with Meta, followed by her defection, sent

him back to Helen Baird, whom he had also lost; and then drove the
engine which made The Wild Palms an intense adventure of gain
and loss. (599).

2 人の 若 い女性 との 恋の破 綻でフォー ク ナーが味 わった喪失 感が本
作品執 筆 の「エ ンジ ン」と なったと見 て いる。シ ャーロット に関し
ては、レ ランド・コ ックス(Leland Cox)は、ミータ が「 作品のイ ンス
ピレエー ショ ンの 源」(Wasson 51)と述べてい るが、カ ーヴェル ・コ
リンズ(Carvel Collins)は 、ヘ レンの 性格の「最も魅力的な特 徴を借用 」
(“Ben Wasson” 14)して いる と言い 、ジューデ ィス・ウ ィッテン バー
グ(Judith Wittenberg)も 、ヘ レンに 類似してい ると述べ 、彼女は 「シ
ャーロ ッ トの方 が強 さと欠 陥が同じく ら いあるが 、より現実 的な人
物」(Transfiguration 174)と見 ている 92 。このよ うに見て くると、ウィ
ルボーン の最 後の 言葉「 悲し みと無 の間で、私 は悲しみ を選択す る」
は、ヘ レ ンやミ ータ との失 恋の痛手を 辛 くもロマ ンティック に受け
止めてよ うと して いる フォ ークナーの思い と読める かもしれない。
同様に 、
「オー ルド・マン」の囚人も 、身重の 女性に献 身的であ り、
最後まで 守り 通す 。ここ でも宮 廷物語で貴婦人を守る騎士 のごとく 、
囚人は彼 女へ の忠 誠心 を示 すが、彼に は全く私欲がなく、
「精神的な
愛」が見 事に成 立してい る。ウィル ボーンやシ ャーロッ トのよう に、
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イデオ ロ ギーに よっ て左右 されない、 原 初的な生 き方を体現 してお
り、与 え られた 使命 ―宿命 と言ったほ う が適切― を果たすた めに、
限界まで 懸命 に立 ち向 かっ ている。

[With] the indubitable last of his strength he half pushed and half
flung the woman up the bank as he shot feet first and face down
back into that medium upon which he had lived for more days and
nights than he could remember and from which he himself had
never completely emerged, as if his own failed and spent flesh were
attempting to carry out his furious unflagging will for severance at
any price, even that of drowning, from the burden with which,
unwitting and without choice, he had been doomed. . . . (149)

ウィ ル ボーン と違 って、 囚人は何も 考 えず肉体 を限界まで 使って
意思を遂 行す る。
「野性 の棕櫚 」は 「頭が作 った物語 (story of mind)」
で、「 オー ルド・ マン」 は「 体が作った物語 (story of body)」と も言
えるだ ろ う。さ らに 、ここ で注目すべ き は、この 囚人もウィ ルボー
ンも、最 終的に は監獄に 入る 。ちょ うどバビロ ンに囚わ れている 人々
と同 様 の 囚 わ れ の 身 であ る 93 。し か し な が ら、 囚 人も ウ ィ ル ボ ーン
もバビ ロ ンの人 々の ように 、忠誠心は 持 ち続けて いる。この 点でも
「詩篇 」 の中で 謳わ れてい るユダヤ人 の 囚人の状 況と全く同 じなの
である。
以上 、 作品と オリ ジナル タイトルを 検 討した結 果、フォー クナー
が最後 ま でこだ わっ たよう に、オリジ ナ ルのタイ トルが、ま さしく
この小説 のテ ーマ にふ さわ しい。

結び

『エ ルサレ ム』は、
「恐慌の なかの恐 慌」とい われた時 期を舞台 に、
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経済的 困 窮を描 いた 社会的 作品である 。 大恐慌は 、資本主義 経済の
危うさ 、 弱点が 露呈 させた と言えるが 、 本作品を 通してフォ ークナ
ーは資 本 主義の 本質 、階級 問題、労働 概 念の変化 などの問題 を取り
上げ、 そ の結果 、精 神的な ものを失い 、 物質主義 へ移行した 社会の
中で苦悩 する 人々 を描 いて いる。
「野性の 棕櫚」の多く の場面で 資本
主義へ の 非難が 見ら れ、さ らに、その テ ーマが、「オー ルド・マン 」
との比 較 により 、資 本主義 へのアンチ テ ーゼとし て強調され 、作品
全体と し て反資 本主 義構図 となってい る 。作品中 での資本主 義経済
の搾取の 構造 や、
「金 持ちはます ます金持 ちに、貧乏人 はますま す貧
乏人に」 とい う構 造に 対す る問題点の指摘 や提示は 重要である。
しか し ながら 、こ の反資 本主義がフ ォ ークナー の意見であ るとと
るのは早 計で ある 。ましてや、資 本主義を 捨てて、
「オールド・マ ン」
の示す 原 初的世 界が 象徴す る体制への 回 帰を訴え ていると取 るべき
でもない 。フォー クナーの 立場は、こ こでも中立で、ジョン・T・マ
シュー ズ も述べ てい るよう に、彼はた だ 現代の資 本主義下で の苦悩
の実態 と 、そこ でも がき少 しでも先へ 進 もうとす る人々を描 いてい
るのであ る。

By no means was Faulkner writing from the standpoint of a
committed proletarian novelist, but he does take up both principal
strands of the sub-genre—working-class exploitation and bourgeois
decadence—to describe what was happening in the 1930s. (Seeing
72)

シャーロ ット の愛 の哲 学は 、ブ ルジョア階級の虚無感から 生まれた 、
あまり に 理念的 で非 現実的 であるが、 神 も愛もな くしたこの 世の中
で何とか 本当 の愛 を成 就さ せようと苦悩し ている姿 である。
「オ ール
ド・マ ン 」での 洪水 は大恐 慌のメタフ ァ ーと読め るので、恐 慌も資
本主義 の 危うさ とし っぺ返 しとして、 洪 水と同じ く神が資本 主義体
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制で生き る現 代人 に与 えた 試練である。この試練に対し て、
「オール
ド・マ ン 」の囚 人の ごとく 人間の持て る 力を振り 絞って耐え たくま
しく生 き 残り、 次の ステッ プへ進まな け ればなら ない。ウィ ルボー
ンの最 後 の台詞 は、 我々は このような 過 酷な現実 の中でも、 やり場
のない怒 りが ある 状況 があ っても、
「悲し みと無の 間でも、悲し みを
選択」 し て決し て虚 無的に ならず、苦 悩 しながら でも生きて 行かざ
るを得 な いし、 その 努力を すべきであ る という作 家の強いメ ッセー
ジなので ある 。
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第六章

フォークナーとニューディール政策

序

歴史 的 に見て 、南 部の生 活に最も影 響 を与えた 出来事は、 南北戦
争と大 恐 慌だと 言わ れてい る。南部を 代 表する作 家であるフ ォーク
ナーの 作 品に目 を向 けた場 合、南北戦 争 は『アブ サロム、ア ブサロ
ム！』や『 征服さ れざる人々』など 多くの作品 の重要な 背景とな り、
しかも 、 南部そ のも のの歴 史や価値観 に 多大な影 響を与え、 多くの
登場人 物 の人生 にも 深く関 わっている こ とから、 彼の主要テ ーマの
一つと し て位置 付け られて いる。一方 、 大恐慌に 関しては、 その後
のニュー ディ ール 政策 を含 めても、関係する作品が圧倒的 に少なく 、
その上 、 言及さ れて も単発 で、扱いも 小 さいため に、その関 係性は
あまり重 視さ れて こな かっ た。確かに他の 1930 年代の 作家と異 なり、
元々フ ォ ークナ ーは 同時代 の政治や経 済 の動向を 直接的に作 品に取
り上げることはなく、彼自身も「作家の使命は人を描くこと」
(Faulkner in the University 177)と のスタンス を取って いたこと も影
響して 、 大恐慌 やニ ューデ ィール政策 が 彼の主要 テーマとし て論じ
られるこ とは あま りな かっ た。
しか し ながら 、大 恐慌の 被害の影響 を 最も受け たのは、元 々経済
基盤の 脆 弱な南 部で あった 。しかも重 要 なことは 、大恐慌は 確かに
南部に 大 きな影 響を もたら したが、実 は その後の ニューディ ール政
策のほ う が政府 によ る農作 物の作付け 管 理や資本 主義的経済 への移
行が大 規 模に進 めら れたた め、南部の 農 業構造に 大変革をも たらし
たという 事実 があ る。 ロー ジャー・バイル ズ(Roger Biles)が、『 南部
とニュー ディ ール 政策 』(The South and the New Deal, 1994)の中で、
「ニュー ディ ール は堅 牢な 南部の死に貢献 した」(152)と断言し てい
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るように 、
「 第二 の南 北戦争」と言っ てもよい ほど、南 部の価値観を
根こそぎ 変え る政 策で あっ た。
中で も 、ニュ ーデ ィール 政策が南部 に 与えた具 体的影響は 、シェ
アクロ ッ パー制 の廃 止と、 労働観念の 変 化である 。南北戦争 後に大
量に生 ま れたシ ェア クロッ パーと呼ば れ る貧困の 農民層は、 このニ
ューデ ィ ール政 策で 壊滅状 態に追い込 ま れた。シ ェアクロッ パーの
悲惨な 状 況は当 時の 多くの 作家を刺激 し た。アー スキン・コ ールド
ウェル(Erskine Caldwell) の 『タバコ ロード』(Tobacco Road, 1932)
や『神の 小さ な土 地』(God’s Little Acre, 1933)、ジョン ・スタイ ンベ
ック(John Steinbeck) の『怒 りの葡 萄』(The Grapes of Wrath, 1939)、 チ
ャーリー・メイ・シ モン(Charlie May Simon) の『シェア クロッパ ー』
(The Sharecropper, 1937)、ハ リー・クロ ール(Harry Kroll) の『綿 花畑
の小屋』(The Cabin in the Cotton, 1931) や『おれはシェ アクロッ パー
だった』(I Was a Share-Cropper, 1937)、ジェイムズ・エイジー(James
Agee) の『 有名な 男たちを 、さあ褒めよう―3 つの 小作農家族 』(Let
Us Now Praise Famous Men: Three Tenant Families, 1941)など数多く挙
げられる 。
一方、フォー クナー作 品に 目を向 けた場合 、確かにス ノープス 家、
マッカ ラ ム家 (the McCallums)、初 期のサト ペン、ウォッシュな どを
通して 、 シェア クロ ッパー の置かれて い る厳しい 状況を描い てはい
るが、 そ のテー マを 中心と した長編小 説 はなく、 しかも部分 的で扱
いは小 さ く、ほ とん どニュ ーディール 政 策とは関 係していな い。ニ
ューデ ィ ール政 策と の関係 でシェアク ロ ッパーの 状況を正面 から扱
った作 品 は、短 編「 誇り高 き男たち」 だ けである 。労働観念 の変化
に関し て も状況 は同 じで、 部分的には 言 及されて いるが、大 きなテ
ーマと は なりえ てお らず、 それを中心 テ ーマとし ているのは 、短編
「主の た めの屋 根板 」だけ ある。この よ うにフォ ークナー作 品にお
けるニ ュ ーディ ール 政策に 関する扱い は 極めて少 ないが、量 的に少
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ないか ら という 理由 だけで 、テーマと し ても小さ いとはなら ないの
ではない だろ うか 。
そこ で 、本章 の目 的は、 フォークナ ー の作品に おいてニュ ーディ
ール政 策 がどの よう に取り 扱われてい る のかを考 察し、そこ から見
えるニ ュ ーディ ール 政策に 対する作家 フ ォークナ ーの姿勢を 明らか
にし、 ニ ューデ ィー ル政策 が彼の作品 の 重要なテ ーマの一つ である
ことを論 証す るこ とで ある 。その目的のた めに、第 1 節で、南 部に
影 響 を 与 え た ニ ュ ー デ ィ ー ル 政 策 で あ る 農 業 調 整 法 ( 通 称 AAA=
Agricultural Administration Act) と 公 共 事 業 促 局 ( 通 称 WPA=Works
Progress Administration)が南部に 与えた影 響を扱う 。第 2 節では、ま
ず、ニ ュ ーディ ール 政策に 対する作家 の 公的な場 所での発言 や記事
が比較 的 多く残 され ている ことから、 フ ォークナ ーのニュー ディー
ル政策 に 対する 考え を考察 する。次に 、 ニューデ ィール政策 が扱わ
れてい る 作品を 詳細 に分析 することで 、 作家フォ ークナーの 作品に
おける ニ ューデ ィー ル政策 に対する姿 勢 を明らか にする。2 つ の短
編を中 心 に論じ るが 、中で も「誇り高 き 男たちに 」に関して は、こ
のタイ ト ルの日 本語 訳が象 徴している よ うに、こ れまで本短 編はニ
ューデ ィ ール政 策に 反対す るマッカラ ム 家の人々 の反対する 態度が
「誇り が ある」 とか 「独立 心がある」 と 称賛され 、フォーク ナーの
ニュー デ ィール 政策 に対す る非難や攻 撃 を表して いると解釈 されて
きた。 こ こでは 、こ の定説 となってい る 解釈に再 考を試みる 。確か
に、一 般 的には フォ ークナ ーは感情的 に は旧南部 の牧歌性に 対する
ノスタ ル ジック な思 いを持 っていて、 資 本主義体 制の急激で 破壊的
な導入 に は批判 の態 度をと ってはいる が 、本作品 もニューデ ィール
政策に 対 する批 判的 作品と 解釈してよ い のだろう か。元々政 治的な
事柄に 対 してそ れほ ど明確 な態度を示 し ていない フォークナ ーが、
ニュー デ ィール 政策 に対し ては非難や 攻 撃の態度 をとってい ると言
えるの だ ろうか 。本 章では これらの点 に ついて作 品を詳細に 分析す
ることで 再考 を試 みた い。
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Ⅰ. 南部とニューディール政策
(1) 農 業 調 整 法 (AAA) ― ア グ リ ビ ジ ネ ス へ

1929 年 11 月 にウォ ール 街の株 の大暴落に 端を発す る大恐慌 は、
アメリ カ 経済全 体に 大打撃 を与えるが 、 元々経済 基盤の弱か った南
部への影 響が より 大き く深 刻だった。ル ーズベルト大統領が 1938 年
に出し た 「南部 の経 済状況 に関する報 告 書」の中 で、「 南部が目下 、
アメリ カ でナン バー ワンの 経済問題抱 え ていると いうのが私 の確信
である」 94 と 書か れるほど南部の 被害は大 きかった 。『 アメリカ 合衆
国の歴史 的統 計、植民地 時代から 1970 年まで』(Historical Statistics of
the United States, Colonial Times to 1970)によれ ば、景気 の動向を 示す
基本指標 であ る「 卸売 物価 指数」(1967 年 を 100 とす る)は、全 体で
1926 年には 51.6、1931 年には 37.6、1932 年には 33.6 に 落ち込ん だ。
工業製品 に関 して は、 1926 年の 53.2 から 1932 年には 37.3 となり、
農産物に 関し ては、1926 年の 61.3、1931 年の 39.7 から 1932 年の 29.5
へと急 落 してい る。 商品の 急激な価格 低 落は、品 物を作って も安い
ので全 く 利益が 上が らない 状態が続き 、 特に農産 物は保存が きかな
いため、 農家 への 打撃 は大 きい(“Whole Sale Price Indexes,” Series E
23-39, 199)。ジョン・ロ ビン ソン(John Robinson)は、「1933 年に はア
メリカの 経済 活動は 29 年時 点の半分に落ち込んだが、南部はさ らに
被害が大 きく、一 人当 たりの 年収は、29 年は 372 ドル と元々低 いの
だが、32 年 には 203 ド ルに 急落した」(622-23)と報告 している 。こ
の被害の 犠牲 にな った のが 南部の農民であ る。南 部では 1930 年 には
土 地 を 所 有 し て い な い 小 作 農 (tenant) が 1,790,783 人 ( 南 部 全 体 の
55.5％)い て、その うち シェ アクロ ッパーと呼 ばれる土 地も耕作 道具
など何も 所有 して いな い底 辺に位置する貧 困農民が 776,278 人(小作
農の 43％ 、 南 部 全 体 の 42%)い て 壊 滅 的 な 状 態 で あ っ た (Historical
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Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, “Farms,” Series K
109-153, 465 ) 95 。
シェ ア クロッ パー 制度と は、奴隷解 放 後に財産 も何もない 黒人や
貧乏な白 人の 家族 に対 して 、プランター(大農園主)が、土地や農 具、
肥料な ど 耕作に 必要 な全て を貸し与え 、 その貸借 分を収穫物 で受け
取るシ ス テムで ある 。これ は南北戦争 後 の農業経 済の復興策 として
導入さ れ たもの であ るが、 現実にはシ ェ アクロッ パーたちは 、プラ
ンター た ちの高 利息 に苦し められ、南 部 農民層の 底辺で厳し い生活
を強い ら れた。 プラ ンター への不満に 関 しては、 フォークナ ーの場
合、短 編 「納屋 は燃 える」 で取り上げ ら れ、シェ アクロッパ ーのア
ブ・ス ノ ープス が、 憎悪か らプランタ ー の納屋に 放火を繰り 返す物
語とし て 表され てい る。こ こでアブは プ ランター のことを「 体も魂
も所有す るや つ」(Collected Stories 9)と述べ ている。ドナルド・グラ
ブズ(Donald Grubbs)は、『綿 花畑か らの叫び 』(Cry from the Cotton)の
冒頭部 で 、歴史 的に シェア クロッパー が いかに南 部の農業政 策の犠
牲になっ てき たか とい う点 を次のように訴 えている 。

The agrarian myth that celebrated a rural America of sturdy and
independent yeoman reached the limits of credibility when it came
to the southern sharecropper. Victimized by chronic poverty, cultural
backwardness, and the semifeudal structure of the southern
plantation system, hundreds of thousands of “croppers” in the 1930’s
found

themselves

further

imperiled

by

the

depression,

the

mechanization of agriculture, and the New Deal’s crop-reduction
program. (vii)

大恐慌 以 前から 財産 も経済 基盤をなく 、 実質「プ ランターの 雇われ
農民」と して貧困 に喘 いでい たシェア クロッパーは、1930 年代 の大
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恐慌に よ る価格 下落 、さら にはニュー デ ィール政 策による減 反でい
よいよ困 窮を 極め た。
綿花 、 タバコ だけ でなく 、小麦やト ウ モロコシ などの基本 的商品
作物の 下 落した 価格 を引き 上げ、農業 の 所得を安 定化させる ために
ルー ズ ベ ルト 政 権 が 1933 年に 打ち 出し た政 策が 農業 調 整 法(AAA)
である。
「生 産調 整政 策では、これら 商品作物 の、農民 たちによる自
発的 な 生 産 削減 、 した がっ て 、 作 付 け地 の縮 小 (減 反 )が 推 奨さ れ 、
連邦政 府 は、こ の政 策に協 力した農家 に 対して、 それに見合 った助
成金 の 給 付 を 行 っ た 」(楠 井 106)の で あ る。 こ の政 策 は 効 力 を発 揮
し、価 格 は上昇 し農 家所得 の増加をも た らした。 その点では 目的を
達成し、 全体 とし ては 成功 したと言える。
しか し ながら 、こ の政策 は農民たち に は、当初 、到底受け 入れが
たいも の であっ た。 これま で一生懸命 畑 を耕し、 労働した分 だけ収
入も増 え るとい う、 とても 単純で分か り やすい労 働原理で働 いてき
た農民た ちに、
「 働か ないで、しかも 減反する 」という のは理解しが
たく、 ま してや その 方が、 お金がもら え 、働きす ぎると罰金 が取ら
れ る と い う の は 道 理 に 適 わ な い こ と で あ る 。「 火 と 暖 炉 」 の 中 で ロ
ス・エ ド モンズ が「 棉の栽 培や売買に 対 する政府 の干渉を呪 う声の
仲間入り をし た」(Go Down, Moses 123)とあ るように 、自分たち の個
人的な 行 為に連 邦政 府が口 を出すこと 自 体に農民 としてのプ ライド
を傷つけ られ たと 思っ た人 も多かったよう である。
政策 自 体は順 調に 進み、 物価の値段 も 落ち着き 農業全体の 収入も
回復し て いった が、 その恩 恵を受けた の は大地主 のプランタ ーたち
だけで あ った。 高い 高利で 搾取された シ ェアクロ ッパーたち は全て
を奪わ れ 、行き 場を 失うこ とになった 。 しかし、 それが本来 の目的
のよう で 、農業 調整 法は短 期的な救済 措 置でなく 、南部農業 の根本
的な経 済 改革で あっ た。結 果として南 部 農業の資 本主義化は 一気に
進んだ。 この 状況 を楠 井は 以下のように見 ている。
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この政 策を 通じて、南 北戦争期 に設定さ れた 2 つの改革、すな
わ ち、
「自営農 地法」の制定(1862 年)によ る独立自 営農民層 育成
政 策 と 、 奴 隷 制 解 体 後 に 再編 成 さ れ 、 成 立 した 、「 南 部 」 の シ
ェ アクロッ ピング 制(Sharecropping System)の両者が、いず れも
19 世 紀 70 年代 から 20 世紀初 めに至る合 衆国の歴 史的状況 の中
で 大きな変 化を遂 げて 、その歴 史的役割 を終え、完全に否 定さ
れ たことを 意味す る。1890 年 代以降巨大 法人企業 の体制的 成立
を 容認した 合衆国 で、農業構 造もそのま まの形で は存立し 得ず、
巨大農場の成立を促す方向に大きく再編されてゆくことにな
っ たといえ る。(104)

ロージャ ー・バ イルズも 指摘 してい るように 、農業調整 法によっ て、
南部の 農 業は古 いシ ェアク ロッパー制 か ら近代的 なアグリビ ジネス
(agribusiness)に完全 に移行した 。

The New Deal reduced the number of farmers on southern land,
resulting in an enclosure movement. . . . New Deal programs pushed
southern farmers along the road to agribusiness and, overall, made
the region’s agriculture more efficient. In doing so, the New Deal
contributed to the destruction of sharecropping, an exploitative
system that had plagued the South since Reconstruction. (57)

農業調整 法は 、大 恐慌 に対 する一時的な対 応策では なく、南部の農
業構造を 根本 的に 改革 する 政策として機能 し、結果、農 業の機械 化、
巨大農場 の成 立な ど、 資本 主義に基づいた 近代的な 農業への転換を
もたらす こと にな った ので ある。本章で取 り扱う短 編「誇り高き男
たち」で は、 まさ にこ の農 業調整法導入に 対するシ ェアクロッパー
のマッカ ラン 家の 対応 ぶり が描かれている 。
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(2) 公 共 事 業 促 進 局 (WPA) ― ― 救 済 か 、 施 し か ？

南部 の 農業経 済に 影響を 与えたニュ ー ディール 政策は農業 調整法
である が 、ニュ ーデ ィール 政策におけ る 最大かつ 最重要な機 関が公
共事業促 進局(WPA)が 行った失業 者対策で ある 96 。
『ア メリカ 合衆 国の歴史 的統計』によれ ば、失業 者数(16 歳以上)
は 1929 年 に 155,0 万 人(失業率 3.2%)だったの が、1930 年には 434,0
万人(失業 率 8.7％)な り、1931 年には 1,206,0 万人(失業 率 24.9％)と
跳ね上が り、1932 年には 1,283,0 万人(失業率 32.6%)にまでな り、街
に 失 業 者 が 溢 れ る 状 態 に な っ た (Historical Statistics of the United
States, Colonial Times to 1970, “Labor Force,” Series D 85-86, 135)。当
然これは 収入 にも 影響 する 。国 民総生産(GNP)は 、1929 年 10,310 億
ドルだっ たが、1933 年には 556 億ドルと 約半数に落ち込ん だ。農業
所得でみ ると 、1929 年 には 62 億ド ルだった のが、1932 年 には 21 億
ドルと 3 分の 1 に 激減 する 。
ニュ ー ディー ル政 策の失 業対策計画 の 中心とな る機関が公 共事業
促進局で ある 。公共 事業 促進局 はルーズベルト政権下で 1935 年 に設
立され 、 公共事 業を 進めた 。その際、 こ れまでの 「現金給付 方式」
に代え て 「労働 給付 方式」 を広く採用 す ることに した。理由 として
は、
「プ ロテ スタ ンテ ィズムの影 響力が失 われたと はいえ、まだ 残っ
ていた 合 衆国で は現 金給付 は貧しい人 に 無差別に 施しがなさ れるこ
とと受 け 取られ 、受 け取る 人にとって は 、屈辱的 で心苦しい 事柄で
あった 。 そこで 失業 者に対 して現金で は なく仕事 を与えるこ とで、
働く喜び と誇 りを もた せる ことが必要だと 考えられ た」(楠井 39-40)
からであ る。
「 デル タの秋」の中 で、ロス・エドモンズ は前述の 農業
調整法に よる 減反 に加 えて、
「現 金給付方 式」の失業対 策を以下 のよ
うに皮肉 って いる 。

“Half the people without jobs and half the factories closed by
strikes. Half the people on public dole that wont work and half that
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couldn’t work even if they would.

Too much cotton and corn and

hogs, and not enough for people to eat and water. The country full of
people to tell a man how he cant raise his own cotton whether he
will or wont. . . . (Go Down, Moses 339)

「国 民の 半分は 救済 手当(public dole)を もらって 働こうとし な い」
し、後 の 半分は 働き たくて も仕事がな い 最悪の状 態である。 おまけ
に農業 調 整法の ため に、棉 やとうもろ こ しや豚は 有り余って いるの
に、価 格 安定の ため に市場 に出ないの で 、全体と して不足し ている
という 状 況が続 いて いる。 不満も当然 か もしれな い。フォー クナー
の 4 人兄 弟の 2 番 目の 弟で あるジョン・フォークナー(John Faulkner)
は、公 共 事業促 進局 でプロ ジェクト技 師 として働 いていたの だが、
彼も自ら の著 書『 働く男たち』(Men Working, 1964)で数多く WPA に
言及し、 以下 のよ うに 公共 事業促進局を名 指しで非 難している。

“This God damned WPA is ruining the whole country. You can’t get
a man to stay with you long enough to make a crop and when you do
get one he’s been leaning on one of those WPA shovels so long about
all he’s good for is to stand in a watermelon patch for a scarecrow.”
(29)

公共事業 促進 局は 給付 金を 払い農民から労 働を奪っ たために、結果、
彼らが で きるこ とは 「メロ ン畑のカカ シ 」の役割 しかなくな り、こ
れでは 労 働者の プラ イドも 技術もダメ に して、最 後は国を滅 ぼしか
ねないと 嘆い てい る。
この 事 業も非 難さ れるこ とも多いが 、 十分な成 果をもたら してい
る 97 。マ ーガレッ ト・ビング(Margaret Bing)は、
「公共事 業促進局 は、
1 億 人いた失 業者 のおよそ 3 分の 1 に 仕事を与え、1 ヶ月 50 ド ルの
給与を払 える よう にし た」(1)とその成 果を高く認めてい るし、楠井
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も、
「 存続し た 8 年 間におよそ 110 億 ドルの公 的資金 を、道路 、空港
等建設の 公共 事業 計画 に支 出した。1938 年に活動は頂点に 達し、同
年約 300 万人 を雇 用し た」(74)と評価している。

この よ うにニ ュー ディー ル政策の要 と も言うべ き農業調整 法と公
共事業 促 進局の 行っ た事業 は、ルーズ ベ ルト大統 領のリーダ ーシッ
プのもと 成果 を挙 げ、ア メリカ 経済は 1940 年 代には当 初の目標 に近
づいた よ うであ る。 しかし ながら、ニ ュ ーディー ル政策はア メリカ
経済全 体 を資本 主義 構造へ 転換させ、 そ の点で南 部が最も影 響を受
けた。 結 果、シ ェア クロッ パー制は壊 滅 し、機械 化による大 規模ア
グリビ ジ ネスと なっ た。労 働体系だけ で なく、人 々の労働意 識まで
変える よ うな改 革と なった 。ニューデ ィ ールは、 徐々に資本 主義に
移行し つ つあっ た中 で、何 とか残され て いた南部 人の独立心 、誇り
といっ た 価値を 一気 に奪い 去ったと言 え るだろう 。本節で挙 げた例
のよう に 、フォ ーク ナーの 作品中でも こ の事業に 対する異論 が散見
される 。 だから と言 って、 作家フォー ク ナーも、 同様の立場 であっ
たかと い う点は 慎重 を要す る。この点 は 以下で詳 細に論じる ことと
する。

Ⅱ. フォークナーのジレンマ
(1) 南 部 人 フ ォ ー ク ナ ー

本節 で は、フ ォー クナー の作品にお け るニュー ディール政 策の扱
いを分 析 する前 に、 彼の個 人的な見解 は どうであ ったのかを 確認し
ておき た い。フ ォー クナー もキャリア の 前半はか なりプライ バシー
を守り、公的発言 は極 力控え ていたが、1940 年代後半 から自ら の見
解を発 表 するよ うに なって いる。ニュ ー ディール 政策に関し ては比
較的多 く の発言 や記 事など が残されて い て、しか もその主張 は一貫
していて 明快 であ る。
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1956 年 6 月に『ハー パー ズ』誌(Harper’s)に掲載された「恐れにつ
いて―苦 悩す る南 部」(“On Fear: Deep South in Labor: Mississippi”)と
題する記 事で は、20 年 前に ニュー ディール政 策を受け 入れてこ とで
「ミシシ ッピ 州の 経済 はも はや農業ではな くなった 」と断 じている。

We—Mississippi—sold our states’ rights back to the Federal
Government when we accepted the first cotton price-support subsidy
twenty years ago. Our economy is not agriculture any longer.

Our

economy is the Federal Government. We no longer farm in
Mississippi cotton-fields. We farm now in Washington corridors and
Congressional committee-rooms. (Essays 98)

ミシシッ ピ州 がニ ュー ディ ール政策を受け 入れたこ とを「連邦政府
に州の権 利を 売っ た」 と表 現し、そのため にミシシ ッピ州では綿花
畑で農業 をし なく」なり、
「 ワシン トンの会議 室で農業 をしてい るよ
うなもの だ」 とか なり 皮肉 たっぷりに、ニ ューディ ール政策がミシ
シッピか ら農 業を 奪っ たと 非難している。同様の意 見はすでに 1952
年にデル タ地 区会 議(Delta Council)で のスピー チでも皮 肉たっぷ り
に述べら れて いる 。

I prefer to believe rather that it is because the enemy of our freedom
now has changed his shirt, his coat, his face. He no longer threatens
us from across an international boundary, let alone across an ocean.
He faces us now from beneath the eagle-perched domes of our
capitols and from behind the alphabetical splatters on the doors of
welfare and other bureaus of economic or industrial regimentation,
dressed not in martial brass but in the habiliments of what the enemy
himself has taught us to call peace and progress, a civilization and
plenty where we never before had it as good, let alone better; his
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artillery

is

a

debased

and

respectless

currency

which

has

emasculated the initiative for independence by robbing initiative of
the only mutual scale it knew to measure independence by. (Essays
132)

ニュー デ ィール 政策 を「自 由の敵」だ と 呼び、そ の敵は「ア ルファ
ベットの 羅列 (alphabetical splatters)」として変装してやっ てくると 、
ニューデ ィー ル政 策が AAA や WPA のように 全てアル ファベッ トの
アク ロ ニ ム(acronym)に な っ てい る こ とを 揶 揄 し て いる 。「 平 和 や 進
歩、文 明化 」といっ た言葉でたくみに 誘い、
「卑しい 、敬うこともで
きないお 金」を「実 弾 (artillery)」とし て使い、農 民の「独立のため
の先駆的 能力(initiative for independence)を去 勢する」 と、かな り辛
辣な言 い 回しで 、ニ ューデ ィールを酷 評 している 。ニューデ ィール
政策は、 農民 の自 由や 独立 心を奪ったとい う見方で ある。
同様 の 意見は 1952 年に 故郷オック ス フォード の高等学校 の卒業
式での式辞でも聞くことができる。ニューディール政策は個性
(individuality)を奪 う圧力(forces)で あると述 べている 。

Our danger is the forces in the world today which are trying to use
man’s fear to rob him of his individuality, his soul, trying to reduce
him to an unthinking mass by fear and bribery―giving him free
food which he has not earned, easy and valueless money which he
has not worked for; ― the economies or ideologies or political
systems, communist or socialist or democratic, whatever they wish
to call themselves, the tyrants and the politicians, American or
European or Asiatic, whatever they call themselves, who would
reduce man to one obedient mass for their own aggrandisement and
power, or because they themselves are baffled and afraid, afraid of,
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or incapable of, believing in man’s capacity for courage and
endurance and sacrifice. (Essays 123)

ニューデ ィー ル政 策は 、
「無料の食事 (free food)」や「 簡単に手 に入
る、価値 のな いお 金 (easy and valueless)」を使って、人々 を「考え
ない大衆 (unthinking mass)」にしよう としていると言う。政府は 人々
の「勇気 、忍 耐、 犠牲 」を 信じていないと 、ここで も個人の尊厳や
自由意志 が犯 され てい ると ニューディール 政策への 反対を表明して
いる 98 。
フォー クナ ーの 見解 と立 場は、旧南部を 理想郷と するヴァージニ
ア出身の 保守 派の 政治 家で あるトーマス・ネ ルソン・ペイジ(Thomas
Nelson Page)と一致 する 。彼はその著『古い王 国』(Old Dominion, 1908)
の中で、 旧南 部の 農民 たち が「個人的な独 立心」を 維持していたこ
とをノス タル ジッ クに 称賛 している。

[However] poor they were they retained personal independence.
They despised all menial employment and lived much as their
ancestors had lived. Poor but independent, they exhibited the traits
of frontiersmen, lovers of the woods, fond of fishing and hunting
and often skilled woodsmen; hospitable and kindly, pleasant in
manner, firm in friendship and fierce in enmity; ready to follow the
lead of the upper class; but stout in their opinions when formed, and
tenacious of their rights. (148)

彼らはど んな に貧 乏で あろ うが、フロンテ ィア精神 を有し物腰は優
しく友情 に厚 く、 そし て上 流階級に対して は従順で あるが、自分の
意見はし っか りと 持っ てい たと言う。白人 に都合の よい理想的な農
民像であ るが 、フ ォー クナ ーの思いと通底 するとこ ろがある。旧南
部の奴隷 制や 階級 社会 など の南部の抱える 問題は明 確に認識しなが
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らも、牧 歌的 で秩 序だ った 世界への憧れが 強いのか もしれない。こ
れは実際 に旧 南部 社会 で生 活したからでは なく、逆 にしたことがな
いために 強く 憧れ 、現 在の ニューディール 政策は旧 価値観の排除と
北部資本 主義 によ る侵 略に 思えたのであろ う。
これら の資 料か ら、 多く の批評家がフォ ークナー 個人はニューデ
ィール政 策に 反対 の立 場で あると結論付け ているの は妥当である。
例えば 、ジ ョエル・ウィリアム ソンは、
「自宅 ではフォ ークナー はニ
ューディ ール を嫌 悪し てい た。ただ、それ ほど深い 理念によって反
対してい るの では ない 。
・・・様 々な事業は 、貧困に喘 ぐ農民や 労働
者に施し を与 える ので はな く、独立心を削 り、怠惰 を助長している
と単に考 えて いた 」(265)と述べ ている。 フレデリ ック・カールも、
「民主党 に投 票し てい たが 、強い個性の持 ち主とし て、国を再び進
展させよ うと する ルー ズベ ルトの行った努 力のほと んどではないに
しても、 多く の点 に反 対し ていた」(596)と見てい る。
フォー クナ ーが 個人 とし てニューディー ルを嫌悪 していることわ
かったが 、そ れが 作家 とし てその意見を作 品に投影 させているとは
必ずしも 言え ない 。と りわ けフォークナー のように 作品をイデオロ
ギーの道 具や 自ら の個 人的 見解のはけ口と したくな い作家に関して
は、慎重 に取 り扱 うべ きで ある。上記で言 及した登 場人物のニュー
ディール への 不満 も、 その 登場人物の意見 であり、 作家の意見と早
計に結論 付け るべ きで ない 。次節では、実 際にニュ ーディール政策
を正面か ら扱 った 作品 を詳 細に分析するこ とで、こ の問題の結論を
導きたい 。

(2)「 誇 り 高 き 男 た ち 」 に お け る 農 業 調 整法

「 誇り 高き 男た ち」 は、 これまで多 くの批評 家から、フ ォーク
ナーの ニ ューデ ィー ル政策 への反対や 怒 りを表明 していると 解釈さ
れてきた 。例 えば 、エル モ・ハウェ ル(Elmo Howell)は、
「ニュー ディ
ール政権の社会政策に対するフォークナーの最初の意図的な攻撃
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(first deliberate attack)」(324)と述べ、ジェ イムズ・ファーガソン(James
Ferguson)も 、「フ ォー クナーの ニューディ ール政策へ の怒り(anger)」
(55)と 明言 して いる。テッド・アトキン ソンも、
『私の立 場』(I’ll Take
My Stand)と 同様 の路線とし て農本主 義的な作品と見てい る(216)。さ
らに、シル ヴィア・ク ック(Sylvia Cook)は 、『 タバコロ ードから ルー
ト 66 へ― 小説に おける 南部 のプアホワイト』(From Tobacco Road to
Route 66: The Southern Poor White in Fiction)の中で、フ ォークナ ー作
品にお け るプア ホワ イトの 描き方から 、 フォーク ナーは、実 際は経
済的な 動 向にか なり 関心が あり、それ は マルキシ ストと言え るほど
だ と 見 な し て 、「 誇 り 高 き 男 た ち 」 は ニ ュ ー デ ィ ー ル 政 策 へ の 拒 絶
(rejection)だと主張 して いる。

Yet in his treatment of poor whites and of southern society generally,
Faulkner is as acutely class-conscious as any Marxist and as prone
to patterns of economic sympathy and class allegiance. Such
tendencies may be seen in their most extreme form in the story “Tall
Men,” which is a direct and highly polemical rejection of the New
Deal. . . . (39-40)

さらに 、ブルッ クス やメル ヴィン・バック マン(Melvin Backman)も、
ニュー デ ィール 政策 に従わ ないマッカ ラ ム家の人 々の対応を 、主に
『サート リス 』(Sartoris, 1929)で個 別により詳 細に描か れている 描写
を頼り に 、かな り好 意的に 捉えている 。 ブルック スは、マッ カラム
家の人 々 を「正 気で 、やる 気もあり、 し かもとて も生き生き してい
る(sane, vigorous, and very much alive)」(Yoknapatawpha Country 107)
と形容し 、バック マン も、この一 家を「暖かさと光の避難 所(a refuge
of warmth and light)」(8)と称 し、サ ートリス家 に対する カウンタ ポイ
ントとし て「牧 歌性 (idyll)」と評価し「理想 の家族像 (familial ideal)」
であると 述べ てい る。 M・E・ブラッドフォ ード(M. E. Bradford)も、
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本作 品 を 「道 徳 性 の象 徴 」 (39)と称 し、 ロバ ー ト ・ハ ムリ ン(Robert
Hamblin)も 、彼 らを 「独立 心があ り、自己信 頼の市民 の集団」(5)と
述べ、ト ーマス・ペイ サー(Thomas Peyser)は、
「男ら しさと名誉」(13)
を表していると賞賛している。このような作品解釈の状況を受け、
『フォ ー クナー 事典』 でも、「McCallum (マッ カラム家)」の 項目で
は、
「第 １次 世界 大戦 後の文化的 混乱期に あっても 、道 徳的な潔 癖を
保持し な がら 誇 りを持 っ て生き る 一家は 、作 者に『誇 り 高き(“tall”)
男たち 』と讃え られて いる」(363)と解 説されている。し かしなが ら、
果たし て これら の意 見のよ うに本短編 は フォーク ナーのニュ ーディ
ール政 策 への「 反対 」を表 していると 明 確に言い 切ってよい のだろ
うか。本節 では、
「誇 り高き 男たち」に描かれ ているマ ッカラム 家の
人々の 様 子を詳 細に 分析す ることで、 農 業調整法 に対するフ ォーク
ナーの姿 勢を 再考 する 。

本短 編 では、 農業 調整法 導入による 綿 花の減反 時の様子や 、減反
に対する 彼ら の反 応が 克明 に描かれている 。

It was when the Government first begun to interfere with how a man
farmed his own land, raised his cotton. Stabilizing the price, using up
the surplus, they called it, giving a man advice and help, whether he
wanted it or not. . . . That first year, when county agents was trying to
explain the new system to farmers. . . . (Collected Stories 55)

政府が 価 格安定 のた めに減 反を迫り、 好 むと好ま ざるとにか かわら
ず、農 民 の農業 活動 に初め て合衆国政 府 が介入し 管理すると いうも
のであ る 。この よう な政府 の一方的な や り方に対 して、マッ カラム
家の人々 は、
「助 けな ど必要では ありませ ん。これまで やってき たよ
うに綿 花 を作り 続け るだけ です。それ で 、もしで きなかった 時は、
それは 私 たちの 責任 であり 、損失なの で 、もう一 度やってみ るだけ
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です」(55-56) と政 府の 助け などい らず、これ まで通り 自分たち の責
任でやっ てい くと 言い 張る 。
上述し たよ うに 、多 くの 批評家が本短編 をフォー クナーのニュー
ディール 政策 への 反対 の表 明だと解釈して いる主な 理由として、本
短編 の 主 要な 語 り 手 で あ る 署長 代 理 の ガ ンボ ー(Gombault)の 意 見 が、
大きく影 響し てい ると 思わ れる。彼は政府 側の人間 として、マッカ
ラム家の 人々 に綿 花の 減反 を強制しなけれ ばならな い立場でありな
がら、マ ッカ ラム 家の 人々 の対応に、次第 に賛同の 立場をとるよう
になる。彼は 、自 分も含めニューディール 政策を考 え出した 人を「骨
や内臓を 取ら れて もま だ生 きている怪物」 で「背骨 も捨ててしまっ
ている」 と見 なし 、ニ ュー ディール政策を 単なるア ルファベットの
組み合わ せ(so many alphabets)に過ぎない と揶揄するように なる。

We done invented ourselves so many alphabets and rules and recipes
that we can’t see anything else; if what we see can’t be fitted to an
alphabet or a rule, we are lost. We have come to be like critters
doctor folks might have created in laboratories, that have learned
how to slip off their bones and guts and still live, still be kept alive
indefinite and forever maybe even without even knowing the bones
and the guts are gone. We have slipped our backbone; we have about
decided a man don’t need a backbone any more; to have one is
old-fashioned. (Collected Stories 59)

最終的に は、 信念 を貫 き伝 統的な生き方を 守るマッ カラム家の人々
の生き方 から 、人 生に は、 名誉や誇りこそ が価値の あるものだとい
う結論に 至る 。

We done forgot about folks. Life has done got cheap, and life ain’t
cheap. Life’s a pretty durn valuable thing. I don’t mean just getting
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along from one WPA relief check to the next one, but honor and
pride and discipline that make a man worth preserving, make him of
any value. That’s what we got to learn again. (Collected Stories 60)

このよう に、 語り 手は ニュ ーディール政策 を人間と しての名誉や誇
りを踏み にじ るも のと 見な し、明らかに非 難の立場 を取っている。
この語り 手の 立場 を多 くの 批評家がフォー クナーの 立場と同等と見
なしてい る。 果た して フォ ークナーも、ニ ューディ ール政策は南部
の伝統的 な農 業体 系を 根本 的に破壊し南部 のアイデ ンティティを消
滅させる もの とし て、 反対 の立場を取って いると考 えてよいのだろ
うか。確 かに フォ ーク ナー は他の作品や発 言から、 人間の名誉や誇
りに価値 を置 き、 南部 の伝 統を破壊するよ うな資本 主義的な事項に
対して反 対の 立場 を取 って いると見なされ ているが 、本短編もその
事例なの だろ うか 。そ の点 を再考するため に、マッ カラム家に関す
る描写を 詳細 に分 析し 、彼 らの置かれてい る状況と ニューディール
政策に対 する 対応 を明 らか にする。
マッカ ラム 家は 、男 ばか りの 7 人家族で ある。5 人兄弟で 、最年
少のバデ ィー(Buddy)だ けが 結婚をし、双子の 息子がい る。バデ ィー
の妻はす でに 死ん でい る。以下は家の外観 の描写で あるが、“paintless”
“shabby” “rambling”と いう単語か ら、殺風景で 手入れが 行き届い てお
らず荒れ た感 じで ある 。

The investigator followed, through a stout paintless gate in a picket
fence, up a broad brick walk between two rows of old shabby cedars,
toward the rambling and likewise paintless sprawl of the two-story
house in the open hall of which the soft lamplight glowed and the
lower story of which, as the investigator now perceived, was of logs.
(Collected Stories 46)
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7 人 の 男が いる 部屋 の中も、“bare” “unpainted” “old-fashioned”などの
単語で形 容さ れて いる よう に、外観同様、 殺風景で 古めかしい。結
果、外から 来た 者は 、その異 様さに驚き(amazement)、恐怖(terror)す
ら感じる 。

[The investigator] looked about him [the deputy marshal] not only
with amazement but with something very like terror. The room was a
big room, with a bare unpainted floor, and besides the bed, it
contained only a chair or two and one other piece of old-fashioned
furniture. (Collected Stories 49)

したがっ て、 所長 代理 は部 屋に入っただけ で、「昔 ながらもちあわ
せている あの 覇気 のな い怠 惰と信用ならな い雰囲気 」(49)を感じて
いる。
さらに 異様 なの が、7 名の 男たち である。彼 らは、“same” “identical”
という語 が、 何度 も使 われ ているように、 異様に顔 が似ていて、し
かも、彼 らか らは 活気(vitality)も正気(exuberance)も感じ られず、 悲
劇的で暗 い(tragic and dark)雰 囲気を醸 し出している。

Yet to the investigator it seemed so filled with tremendous men cast
in the same mold as the man who had met them that the very walls
themselves must bulge. Yet they were not big, not tall, and it was not
vitality, exuberance, because they made no sound, merely looking
quietly at him where he stood in the door, with faces bearing an
almost identical stamp of kinship. . . ; a second one, white-haired, too,
but otherwise identical with the man who had met them at the door; a
third one about the same age as the man who had met them, but with
something delicate in his face and something tragic and dark and wild
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in the same dark eyes; the two absolutely identical blue-eyed
youths. . . . (Collected Stories 49)

また、 彼 らの眼 差し も「陰 鬱で瞑想的 な 」顔をし た人々から 発せら
れる「非 人間 的で 耐え 難い 視線」(Collected Stories 54)と描写さ れて
いるよ う に、陰 鬱で 人間味 が感じられ な い。彼ら に接した署 長代理
は、暑 い夜 にも かかわらず、「寒 い季節と死 の到来 を感じる (aware
of the imminent season of cold weather and of death)」(Collected Stories
54) の で あ る 。 マ ッ カ ラ ム 家 の 人 々 に 対 す る 形 容 と し て 、 “oldfashioned”が何度も 使わ れてい るように、彼ら は、ニュ ーディー ル政
策や徴 兵 制など の世 の中の 動きを全く 知 らないで 、完全に時 が止ま
った中 で 、世間 から 孤立し た状態であ る とわかる 。このよう な彼ら
の 孤 立 し た 状 態 を 、 署 長 代 理 は 、 以 下 の よ う に 繰 り 返 し “curious”
と形容し てい る。

[These] here curious folks living off here to themselves, with the rest
of the world all full of pretty neon lights burning night and day
both. . . . Then this here draft comes along, and these curious folks
ain’t got around to signing that neither. . . . (Collected Stories 57-58;
下線 は筆 者に よる)

ニュー ディ ール 政策 や徴 兵制が始まって も、近代 的な価値観に時
代が変わ ろう とし てい ても 、自分たちの価 値観や生 き方は変えず、
「自分た ちだ けで 孤立 して 生きていく (living off here to themselves)」
のである 。そ のよ うな 点から、ここ での “curious” は 、「奇妙な、(世
間とは)違 って いて いる 、普通 とは異質 な、変わっ た」という意 味で
使用され てい ると 言え る 99 。
アルバ ート・デヴ リン(Albert Devlin)は 、兄弟 5 人が一人ひと りよ
り詳細に 描写 され てい る『 サートリス』を 分析し、 彼ら一家が町か

245

ら離れた とこ ろで 、誰 一人 結婚をせずに長 い間家族 だけで依存し合
い生活し てい る点 から 、彼 らの生活に異様 さと社会 的不適合を指摘
している 100 。

The point to be made is this: the womanless atmosphere of “The Tall
Men” intensifies the equally

womanless

atmosphere of

the

MacCallum section in Sartoris. Again, I think there is a suggestive
relationship between the MacCallums’ emotional immaturity and
this rigorous exclusion of the female. . . .
Heaviest

emphasis

has

been

placed

upon

debilitating

psychological effects—frustration, arrested development, dubious
masculinity, neurotic symptoms—which strongly imply that the
MacCallums are less than well-adjusted. (85)

このよ うな 異様 な生 活ス タイルに加えて 、「誇り 高き男たち」で
は、不幸 なこ とに バデ ィー が飼料粉砕機に 足を挟ま れ、切断を余儀
なくされ てい る。 しか も彼 がアルコールを 飲みすぎ ているために麻
酔薬も効 果が ない 状態 での 切断手術とかな り異様な 状況である。フ
ァーガソ ンが 足の 切断 は「 去勢 (castration)」(203)に等しいと見 てい
るように 101 、極 めて否定的 なイメージだと解釈 できる。 珍しく結 婚
したはず の 5 男の バデ ィー は、妻とは死別 し、2 人の息子は 今回徴
兵制で入 隊す るこ とに なる 。彼らの家系の 将来は暗 く否定的である
102

。
以上 、 見てき たよ うに、 マッカラム 家 の人々は 、自分たち の伝統

的生き 方 や価値 観を 信念や 誇りを持っ て 堅持する というより も、時
代の流 れ につい てい けず、 何もせずじ っ としてい るだけで全 く正気
も気力 も 感じら れな い。彼 らの周りだ け 時が止ま っている状 態であ
る。政 府 に対し 信念 を持っ て反対して い るのでは なく、これ まで何
とかやれたのだから、これからも自分たちだけで「何とかできる
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(We can make out)」(Collected Stories 57)とい う姿勢で ある。忍 耐と
いうよ り も、こ れま で通り やるしかな い という消 極的なムー ドで閉
塞的であ る。
この よ うな解 釈に 基づく と、「誇り 高 き男たち 」というタ イトル
に使われ てい る“tall”の 意味 に関しても再考の 必要が出 てくる。これ
までマッカラム家の人々の旧態然とした生き方を肯定的に見て、
“excellent” “brave”と 解釈されてきた 103 。また、アトキン ソンは、「誇
り高き男 たち 」とい う同名の詩が 1927 年 に出版さ れていて、そ の詩
が近代 化 に対し て過 去の英 雄の素晴ら し さを讃え ていると、 本短編
との関 連 性を指 摘し ている 104 。 しかしな がら、本節 で再検討を 行っ
た結果 、 マッカ ラム 家の人 々は決して 「 誇り高い 」とも「す ばらし
い」と も 言えな い。 むしろ 、時代の流 れ になすす べもなく流 され、
孤立し 取 り残さ れた という イメージが 適 切で、こ のタイトル は皮肉
めいて聞 こえ る。
それで も、 この よう なマ ッカラム家の人 々をフォ ークナーは非難
をしてい るわ けで はな いと 言う点が重要で ある。そ うであれば、署
長代理の 肯定 的で 賞賛 にも 近い解釈など不 要だった はずだ。大きな
時代の流 れに 抗う こと など できないという 点は、彼の他の 作品同様、
フォーク ナー は同 情的 に見 ている。だから と言って 、本短編でフォ
ークナー がニ ュー ディ ール 政策へ攻撃や非 難をして いるとは言えな
い。フォ ーク ナー は立 場を 明確にしてはな いのであ る。おそらく大
恐慌によ り多 くの 困窮 した 農民たちの救済 法として 、ニューディー
ル政策は 受け 入れ ざる を得 ないと考えてい たと思わ れる。フォーク
ナーは明 確な 態度 を取 らず 、マッカラム家 の人々の ニューディール
政策に対 する 反応 には 否定 的な視点を配し ながらも 、迫り来る近代
化の抗え ない 波に 飲み 込ま れていく人々の 過酷な状 況に対して、語
り手の農 本主 義的 な同 情的 視点を配するこ とで、作 品としてのバラ
ンスを取 って いる ので ある 。
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(3) 労 働 観 念 の 変 化

ニュー ディ ール 政策 は、 南部の労働に対 する考え 方や、その対価
で得られ るお 金に 対す る考 え方にも大きく 影響を与 えた。基本的に、
マッカラ ム家 の人 々は 、労 働とは自分の土 地で額に 汗して働く個人
的な行為 であ り、 政府 が介 入することでは ないと考 えている。

[It] was like they just couldn’t believe that the Government aimed to
help a man whether he wanted help or not, aimed to interfere with
how much of anything he could make by hard work on his own land,
making the crop and ginning it right here in their own gin, like they
had always done, and hauling it to town to sell. . . . (Collected
Stories 56)

彼らには 、農 業調整 法 が実施さ れること になって 、綿 花の作付 け面
積など 、 すべて 政府 が決め ることなど 信 じられな い。労働は 政府が
決める も のでな く、 「まる でまだ信じ ら れないと いうふうだ った。
やはり 、 作るな りや めるな りは、個人 の 適正と労 働意欲によ って決
める気 ま まな自 由が まだあ ることを信 じ ていると いうふうだ った」
(Collected Stories 56)と 述べ ている ように、個 人の適性 と労働意 欲に
よって 決 める自 由が あると 信じている 。 一方、ニ ューディー ル政策
は労働 を 個人の 手か ら奪い 、政府によ る 管理下に 置こうとす るもの
である 。 労働の 主体 が「個 人単位」か ら 「集団単 位」へ移行 を促す
のである が、彼 らは この 資本主 義的な労働体系を受け入れ られない 。
彼 ら は、 こ の よ う な 農 業 の 集 産 主 義(collectivism)に 対 し て 違和 感 を
表明して いる と見 るこ とが できる。ファーガ ソンは、こ の点を捉 え、
マッカラ ム家 の人 々の 固持 は「克 己な個人 主義 (stoic individualism)」
(55)と 賞賛 して いるが 、時代 の流れには逆行することに なる。
さらに 、お 金に 関し ても 、マッカラム家 の人々は 、お金は「自分
の土地で 自ら 働い た」 対価 として得られる ものだと いう古い考えを
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持ってい る。 それ 以外 の方 法で、ましてや 何もしな いでお金だけも
らうとい うの は、 彼ら の労 働観念では理解 できない ことである。よ
って、作 物を 削減 した ら、 働いてもいない のにその 分を政府が現金
で払う農 業調 整法 とい う「 新しい制度」は 、たとえ その方が、生活
が楽にな ると 言わ れて も、 受け入れられな いのであ る。

That first year, when county agents was trying to explain the new
system to farmers, the agent come out here and tried to explain it to
Buddy and Lee and Stuart, explaining how they would cut down the
crop, but that the Government would pay farmers the difference, and
so they would actually be better off than trying to farm by themselves.
(Collected Stories 55)

したが っ て、「 おれ たちは これでお金 儲 けをしよ うと思って いるん
です。 で きなか った ら、何 か別ことを や ってみま すよ。でも 政府か
らはもら わな い。それ は欲し いと思う人にやってくださ い」 (57)と 、
働かな い 人にお 金を あげる のであれば 自 分たちで はなく、欲 しいと
思って い る人に あげ た方が いいと述べ 、 農業調整 法などのお 世話に
ならないという独立心の態度である。署長代理もマッカラム家の
人々の 考 えに感 化さ れ、公 共事業促進 局 の救済金 に関して救 済金よ
りも名 誉 や誇り の方 が人生 にとって価 値 があると 主張するよ うにな
る。こ れ は、お 金は 何もし ないで得る べ きもので なく、労働 の対価
として 正 当に支 払わ れるべ きものとい う 古い考え に基づいて いる。
したが っ て、農 業調 整法や 公共事業促 進 局による お金は「楽 にすぐ
にもらえ るお 金 (easy, quick money)」とし て揶揄さ れる。

[The] rest of the world all full of pretty neon lights burning night and
day both, and easy, quick money scattering itself around everywhere
for any man to grab a little, and every man with a shiny new
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automobile already wore out and throwed away and the new one
delivered before the first one was even paid for, and everywhere a
fine loud grabble and snatch of AAA and WPA and a dozen other
three-letter reasons for a man not to work. (Collected Stories 58)

古い経 済 観念で は、 お金は 品物の対価 と してか、 労働の対価 として
得られ た もので ある 。その 時の「労働 」 とは、手 を使い、額 に汗し
て行う 肉 体的行 為で ある。 しかし、資 本 主義体制 になってく ると、
お金は様 々な もの の対 価に よって交換され る。そ の典型は 株取引で、
実体のない数字だけのやり取りである。本短編でマッカラム家の
人々は 、 実体の ない お金は 認められな い という古 い体質の考 えを固
持して い る。労 働を 「交換 という観点 」 で見る資 本主義的労 働観念
を受け 入 れられ ない のであ る。労働に 関 する同様 の対比は『 エルサ
レムよ 、 我もし 汝を 忘れな ば』でも見 る ことがで きた。ウィ ルボー
ンとシ ャ ーロッ トが 資本主 義体制下で 単 純労働を 軽蔑するの に対し
て、「 オ ールド ・マ ン」の 囚人は、全 て において 根源的で、 生き抜
くため に 手や足 を使 い、見 知らぬ女性 の ために必 死で「働く 」が、
見返りも 考え てい ない 。
ニュー ディ ール 政策 の影 響による、労 働の数値化という テーマは 、
短編「 主 のため の屋 根板」 で端的に表 さ れている 。ソロン・ クイッ
ク(Solon Quick)は 、公共事 業促進 局が 導 入される と、それに よって
仕事に 就 くこと がで きたの だが、その 結 果、労働 を数値化し て考え
るように なっ てい る。彼 の考 えでは、1 時 間の労働 を 3 労働 単位(work
unit)と見 なす ので 、語 り手の父 が朝 2 時間作業に遅れたこ とを、「 6
作業単位 不足 (six units short)」と指摘す る(Collected Stories 29)。一
方、父 は そのよ うに 労働を 数値的に考 え ることが できない。 父とソ
ロンの 労 働に対 する 考えの 違いは以下 の 会話では っきりと表 されて
いる。
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“We promised Whitfield two units of twelve three-unit hours toward
getting some new shingles on the church roof. We been here ever
since sunup, waiting for the third unit to show up, so we could start.
You don’t seem to kept up with these modern ideas about work
that’s been flooding and uplifting the country in the last few years.”
“What modren ideas?” pap said. “I didn’t know there was but
one idea about work―until it is done, it ain’t done, and when it is
done, it is.” (Collected Stories 30)

ソロンの 説明 では 、人間もこの単位(unit)として数 値化され、朝 遅刻
した父を 「3 番 目の 単位 (the third unit)」と呼ぶ。そして 、1 日の労
働を自分 とホ ーマ ー(Homer)と父の 3 人(three-unit)で 4 時間働く ので
「12 単位時 間 (twelve three-unit hours)」と考える。ソロ ンはこの よ
うに労働 を数 値化 する こと が、この数年流 行ってい て、「労働に関
しての現 代的 な考 え (modern ideas about work)」と言 う。そ れに対し 、
古い労働 観念 しか 持て ない 父は、ソロンの 考えを理 解できず、「労
働とは、やり 終えてい るか、いない か、ただそ れだけ 」だと主張 し、
“modren”とわ ざと 発音 し、「 何がモダ ンだ」と皮肉る。
ソロン の考 えは さら に複 雑化し、半日分 の仕事量 を犬の所有権 2
ドル分と 同等 と見 なし 、父 に取引を持ちか ける。こ のようなかなり
滑稽な労 働観 念ま で至 るこ とから、本短編 をニュー ディール政策に
対する皮 肉や 批判 とも 見る ことができるか もしれな い。しかしなが
ら、父は 、こ のソ ロン の労 働観念に嫌悪感 を持ち、 「ソロンを出し
抜いてや ろう 」と して 、労 働時間をソロン から奪う ために夜中に教
会に仕事 に出 かけ 、結 果、 作業中にカンテ ラを落と し、教会を消失
させてし まう こと にな る。 古い考えをもつ 父は、自 らの誇りを守ろ
うとして 、や や意 地に なり 感情に任せソロ ンを出し 抜こうとし、結
果は教会 を消 失さ せて しま うことになる。父の古い考えへ の固執も 、
ここでは 問題 であ るこ とを 、古い教会が赤 く燃え上 がることで暗示
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している 。こ のよ うに 考え ると、本短編に おいても 「誇り高き男た
ち」と同 様に 、フ ォー クナ ーは、ニューデ ィール政 策に関して揶揄
や批判の 立場 を取 るの では なく、むしろ中 間的な視 点から古い体質
の終わり を告 げる 作品 とし て描いているの である。

結び

南部の 経済 構造 に大 きな 変革をもたらし たニュー ディール政策に
対するフ ォー クナ ーの 考え 方を探るのが本 章の目的 であった。その
ために、 作家 の個 人的 な意 見を検討し、そ の上で、 作品での扱いを
解明する ため に、 短編 「誇 り高き男たち」 を中心に 論じた。一個人
としてフ ォー クナ ーは 、ニ ューディール政 策は旧南 部が大切にして
きた、個 人の 独立 心、 尊厳 、忍耐などを踏 みにじる 恐れがあるとい
う理由で 、明 確に 反対 の立 場を表明してい る。一方 、「誇り高き男
たち」に おい ては 、作 家は アンビバレント な立場で あることがわか
った。本 作品 に関 して は、 これまで多くの 批評家が 旧南部体制の価
値観を固 持し 続け るマ ッカ ラム家の人々の 態度に「誇り 」や「尊 厳」
があると 称賛 し、 結果 、フ ォークナーも彼 らの対応 に価値を置き、
ニューデ ィー ル政 策へ の批 判と解釈されて きた。そ れに対して本章
ではマッ カラ ム家 の人 々の 描写を詳細に分 析するこ とで、実は彼ら
が時代の 変化 に不 適応 状態 であることを論 証した。 さらに、労働観
念に関し ても 、ニ ュー ディ ール政策は、交 換の観点 や数値化を促し
たが、古 い観 念に 固執 する だけでは発展も なく、近 代的な考え方も
南部の経 済発 展に は必 要で あるという方向 も提示さ れている。
フォー クナ ーは 元来 、旧 南部が持ってい た親密な 人間関係と牧歌
的な雰囲 気を 好み 、彼 らの 置かれている状 況には心 情的には理解し
同情して いる 。し かし 、同 時に、古い経済 観念にし がみつくことに
も価値を 置い ては いな い。 旧南部が守って きた古い 体質を固持する
だけは、 脆弱 な経 済基 盤の 南部の将来はな いことも 認識していたは
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ずである 。何 もし ない でい ては、困窮を極 める南部 は衰退の一途で
あること も理 解し てお り、 ニューディール 政策の必 要性も理解して
いたと思 われ る。 つま り旧 南部の価値観と 新南部の 価値観の間で、
フォーク ナー は作 家と して は明確な態度を 取ってい ない。アトキン
ソンも同 様の 見解 であ り、 むしろ、それに よって、 作家フォークナ
ーは「優 位な 視点 (vantage point)」を得ること ができた と見てい る。

Unlike the Southern Agrarians to his right and Steinbeck, Caldwell
and Wright to his left, Faulkner charted a moderate approach to the
plight of rural America in the thirties—a move seemingly out of
touch with the times. In retrospect, though, we can understand how
this vantage point gave Faulkner a more comprehensive view of the
Depression. . . . (220)

フォーク ナー は、作 品を描く際に、他の 1930 年代の作 家とは異 なり
周りの政 治的 な事 柄に 対し て明確な立場を 取るので はなく、「節度
あるアプ ロー チ (moderate approach)」に より「 広範 (comprehensive)」
な視点を 持つ こと がで きた のである。
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結

論

本論 文 では、 フォ ークナ ーの階級意 識 の 解明を目 的として、 彼の
主要な 長 編小説 や短 編小説 に描かれる 登 場人物た ちの階級意 識や階
級制度 へ の対応 につ いて、 旧南部から 新 南部へと 移行する社 会背景
を考慮 し 、詳細 な分 析を行 った。各章 の 要旨およ び、そこか ら導き
出される 結論 は以 下の 通り である。
第一 章 で扱っ た『 響きと 怒り』は、 旧 南部から 新南部へと 移行す
る時期 に 時代を 設定 し、旧 南部の白人 名 家の末裔 たちの生き 方を通
して、 彼 らの選 択の 苦悩を 示している 。 階級制の 頂点にいた 旧南部
名家は 、 旧南部 時代 の価値 観を築き、 維 持し、そ の体制から 恩恵を
被って い た人々 なの で、過 去の価値観 に しがみつ き、新しい 価値を
嫌い、受 け入 れら れな いで いる。その際の 選択肢は 3 つである 。価
値観を 切 り替え 、時 代の流 れに乗る方 法 か、古い 価値観にし がみつ
き、今を呪っ て朽 ち果 てるか 、あるいは厭 世家とな り、何もしな い。
コンプソ ン氏 は、
「 キリ ストで はなく、お金が苦悩を和らげ てくれる 」
とクウ ェ ンティ ンに アドバ イスをする 。 本章では 、このアド バイス
を基準 に 、クウ ェン ティン 、ジェイソ ン 、ベンジ ー、キャデ ィの選
択肢を 考 察した 。そ の結果 、クウェン テ ィンは、 古い階級制 の世界
に憧れ 、 キリス トに もお金 にも頼らず 、 古い価値 観に固執し 、自殺
する。 ジ ェイソ ンは 、今の 階級を維持 す るという 責任から、 時代の
流れに 乗 り、お 金儲 けに虚 しく奔走す る 。ベンジ ーは、古い 価値観
を維持 し ようと 思う が、知 的障害者で あ るために 、階級を重 んじる
家族か ら は疎ん じら れるが 、自分では 何 もできず 、自らがキ リスト
のよう に 苦悩し 、た だ呻き 続ける。キ ャ ディは古 い階級制を 飛び出
し、時 代 の流れ を掴 み、自 らを「商品 」 として売 り、たくま しく生
きる。 彼 らと対 照的 な黒人 召使いのデ ィ ルシーの 生き方は、 新たな
選択肢 を 提示し てい る。時 代の価値観 に 翻弄され ず、時代が どんな
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に変わ ろ うとも 、不 変の人 間的美徳で あ る、愛、 忍耐、思い やりを
維持し 、 それを 失わ ず、む しろそのた め に生きる 道を選ぶ。 黒人説
教師シー ゴッ グの 説教 は、
「救済 の響き」とし てディル シーの美 徳を
後押し 、 コンプ ソン 家の末 裔の人々の 生 き方に対 するアンチ テーゼ
となって いる 点も 論証 した。
『響きと 怒り』で は、旧南 部体制を 支え
てきた 白 人一家 の末 裔とな った人々を 描 くことで 、彼らの生 きる基
盤が崩 壊 してい く中 での苦 悩だけでな く 、なぜ衰 退をしなけ ればな
らなか っ たのか の理 由も探 ろうとして い る。人間 的美徳を無 視した
奴隷制 を 基盤と した 階級制 そのものの 問 題と、時 代が変わっ たにも
関わら ず 、何も せず ただや り過ごして き た結果の 衰退である 。フォ
ークナ ー は、同 じ白 人旧家 の末裔の一 人 として、 本小説を通 して、
過去の 体 制が作 り上 げてい た牧歌的で 秩 序だった 世界に対す る憧憬
と、近 代 化への 期待 も持ち つつも、資 本 主義がも たらすお金 中心の
世の中 へ の嫌悪 感な ど、ア ンビバレン ト な立場で 描いている と言え
る。
第二章 にお いて は、
『 アブ サロム』で詳細に描 かれるサ トペンの「計
画」の 実 行過程 を詳 細に分 析すること で 、南部の 階級制の本 質を明
らかに し ようと した 。サト ペンは階級 社 会の底辺 にいるプア ホワイ
トの出 自 である が、 その頂 点に立とう と 「計画」 を立てて懸 命に努
力し、 物 質的に 必要 な条件 は整え、成 功 直前まで たどり着く 。しか
し、成り 上がり 者のサト ペン は階級 社会を根 底で支え ているのが「パ
ターナ リ ズム」 であ ること を知り得ず 、 本当の意 味でのプラ ンター
になれな かっ たの であ る。
「パ タ ーナリ ズム 」は階 級社会の搾 取 や非道さ の実態を覆 い隠す
ための ベ ールの 役割 を持っ ているが、 支 配層と被 支配層の間 には不
可欠な も のであ る。 プアホ ワイトのウ ォ ッシュが 孫娘を侮辱 された
ことで サ トペン を殺 害する が、それは ウ ォッシュ がサトペン にパタ
ーリズム を期 待し てい たが 、彼が応えなか ったため の断罪である。
この 小 説では 、プ アホワ イトのサト ペ ンが、や る気さえあ れば、
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階級の頂 点に 立つ こと がで き、同じくプアホワイトのウォ ッシュが 、
階級の頂 点に いる プラ ンタ ーを殺害すると いう点な どは「 階級闘争」
が起こ っ ている と見 ること もできる。 こ れは伝統 的で盤石で あった
南部階 級 社会も 揺ら ぎ始め 、時代が資 本 主義へ徐 々に移行し ている
ことの 証 である 。さ らに、 この小説で 登 場するハ イチは、奴 隷制度
の解体 の 予兆と して 南部に は脅威であ り 、さらに 、本小説の 出版当
時のアメリカの帝国主義政策の遂行が影響している。このように、
『アブ サ ロム』 はフ ォーク ナーが南部 の 根幹であ る階級制の 本質に
迫り、彼 の鋭 い時 代感 覚か ら生まれた作品 であるこ とを論証した。
第三 章 につい て述 べると 、まず、プ ア ホワイト に属してい たスノ
ープス 一 族を描 いた スノー プス三部作 は 、彼らが 南部の新興 勢力と
して台 頭 してい く様 子を描 いている。 本 章では、 スノープス 一族を
代表す る 、アブ 、フ レム、 ミンクを中 心 に取り上 げ、彼らが 南部の
階級制 に 対して どの ような 行動を示す か を詳細に 分析し、彼 らが南
部資本主 義の 推進 役を 果た していることを 論証した 。
アブ は 、スノ ープ スの原 型的な人物 で 、地主へ の不満を「 納屋を
焼く」と いう過 激な行動 で抗 議する 。これは完 全な階級 闘争であ る。
フレム は 、多く の批 評家が 彼を悪魔的 で あると非 難している が、本
章では そ の形容 は当 たらな いことを証 明 した。ミ ンクに関し ては、
彼の行 う 殺人は 個人 的なレ ベルでの復 讐 劇に過ぎ ず、彼を英 雄視し
たり、 行 動を評 価し たりす るのは難し い が、支配 層に正義や 秩序、
そして パ ターナ リズ ムを求 めて、階級 を 正すこと が彼の役割 である
ことを 明 らかに した 。現在 の資本主義 下 の階級制 への警告と もとれ
る、意 味 ある行 為で ある。 また、リン ダ の加担が この個人的 復讐劇
を人道 的 にも社 会的 にもそ の意味合い 高 めること から、ジェ ンダー
の視点 か らリン ダの 重要性 を明らかに し ている。 非情な資本 家フレ
ム、旧南 部秩 序を 願う ミン ク、そして戦う 女性リン ダの 3 人の 登場
人物を 通 して、 近代 化が進 みつつある 南 部に存在 するイデオ ロギー
を、フ ォ ークナ ーは ここで もバランス よ く描いて いる点を明 らかに
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した。
第四章 では、『 行け、モーセ』と『 墓場への 侵入者』の 2 作を「一
続きの物 語」と 見なして 、奴 隷制を 基盤にした 旧南部体 制の実態 と、
時代の 進 行とと もに 、それ が徐々に揺 ら ぎ、崩壊 の道をたど る様子
を論じた 。
『行 け、モ ーセ』においては、旧南 部体制を 支えてい たの
は奴隷 制 である が、 その搾 取の実態と 同 時に、そ れを保持し たい白
人支配 者 層の思 いが 狩猟に 現れている こ とを論証 した。奴隷 制は狩
猟と相 ま って、 南部 の古い 制度を維持 し てきたの である。よ って大
森林を 象 徴する 大熊 オール ド・ベンは 古 い南部の 象徴でもあ るが、
彼の死 は 、古い 南部 の価値 の消滅を意 味 している 。この旧南 部体制
の揺ら ぎ は、主 流派 の白人 アイクと、 さ らには社 会的マイノ リティ
である 黒 人ルー カス や少年 チック、そ し て女性ハ バシャムが もたら
してい る ことの 重要 性に着 目した。マ イ ノリティ の人々に、 階級制
を揺る が す役割 を与 えてい る点は、こ れ までに見 られない視 点で、
作家フ ォ ークナ ーの 意識の 変化であり 、 彼らへの 期待と見る ことが
できる点 も明 らか にし た。
第五章 につ いて 言え ば、まず、
『エルサ レム』は、大 恐慌を舞 台に
して、 経 済的困 窮の 中で苦 悩する人々 を 描いてい る作品であ り、フ
ォーク ナ ーが、 同時 代のし かも経済的 テ ーマを中 心に扱った という
点で重要 であ る。本章 では、ウィルボーン の、
「こ の紀元 1938 年 は、
愛を入 れ る場所 がな い。彼 らは僕が眠 っ ている間 にお金を使 って僕
をやっ つ けよう とし たんだ 」という台 詞 に注目し 、愛か、お 金かと
いう観 点 から、 ウィ ルボー ンとシャー ロ ットの生 き方を考察 した。
彼女が 唱 える「 愛の 哲学」 は、神も愛 も 消滅させ た資本主義 社会へ
の彼女な りの 反抗 と解 釈で きる。
「野 性の棕櫚」は、こ のように 反資
本主義 的 な要素 が溢 れてい るが、その テ ーマが、 対位法的に 配置さ
れた「オ ール ド・マン」によって強調され ている。
「 オールド・マ ン」
で描か れ ている のは 、「創世記」を 彷彿さ せる 大洪水の 世界であり 、
「野性 の 棕櫚」 で見 られた 観念論も文 明 もない。 在るのは肉 体をも
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って大 自 然の猛 威と 戦い、 私利私欲を 捨 て見知ら ぬ身重の女 性を助
ける囚人 の姿 であ る。
「 オー ルド・マ ン」の物語 が並置さ れること で、
資本主 義 社会の 中で 愛を成 就させよう と するウィ ルボーンと シャー
ロット の 生き方 の不 自然さ が強調され る 構図とな っている点 も論証
した。
ただ こ こでも 、作 家の立 場は中立で あ る。ウィ ルボーンの 最後の
台詞「 悲 しみと 無の 間で、 私は悲しみ を 選択する 」は、やり 場のな
い怒りや 苦悩 があ って も、決して虚無 的にならず、悲しみ の中でも、
「オー ル ド・マ ン」 の囚人 が見せたよ う に、何と か耐え生き 抜く手
段を見つ ける べき だと いう 作家のメッセー ジである 。
第六章 では 、ニュ ーデ ィール 政策とフォークナーの関係 を探った 。
南部を 最 終的に 資本 主義経 済に移行さ せ たのは、 ニューディ ール政
策で、 中 でも農 業調 整法と 公共事業促 進 局は最も 影響を与え たもの
である 。 本章で は、 個人と 、作家とし て の、それ ぞれの立場 でのフ
ォーク ナ ーのニ ュー ディー ルへの態度 を 検証した 。その結果 、個人
的な発 言 では、 ニュ ーディ ールが、南 部 人の独立 心、尊厳、 忍耐な
どこれ ま で大切 にし てきた 美徳が踏み に じられる という理由 で、明
確に反 対 の立場 であ る。一 方、ニュー デ ィールを 正面から扱 った短
編「誇 り 高き男 たち 」と「 主のための 屋 根板」の 詳細な分析 を試み
た結果、これま で定説と され てきた「マッカラ ムたちの 誇りや尊 厳」
への称賛 や、
「フ ォーク ナー は作品 でニューデ ィール政 策に反対 を表
明して い る」と いっ た見解 は間違って お り、マッ カラムたち は時代
の変化 に 適応で きず 不適応 状態である こ とを論証 した。作品 中にお
ける、 作 家フォ ーク ナーの スタンスは 、 自らの個 人的な意見 は封印
し中立 的 な立場 で実 態を描 いている。 そ れが作家 として「優 位な視
点」とな って いる 点を 明ら かにした。

以上 の ように 、フ ォーク ナーの主要 作 品を「階 級」という 視点で
読み直 す ことで 、フ ォーク ナー作品の 新 たなる面 や、これま の通説
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とは異 な る見解 など も得る ことができ た 。各章の 結論を元に 、以下
で全体を まと めて みた い。
フォ ー クナー の作 品での 階級制は、 旧 南部の奴 隷制を基盤 にした
ものと 、 その後 の近 代化に よって構築 さ れる、お 金を基盤と した資
本主義 体 制での 階級 社会で ある。旧南 部 体制での 階級社会は 、サト
ペンの 「 計画」 が示 すよう に、土地と 屋 敷と白人 の良家の血 筋であ
る。た だ 、それ だけ では不 十分で、階 級 の頂点に 立つプラン ターに
は父親 的 温情主 義、 すなわ ちパターナ リ ズムが求 められるが 、この
言葉を 都 合のよ い「 名目」 に使い、奴 隷 の心も体 も支配して いる。
とりわ け 女性の 奴隷 の場合 は、『行 け、モ ーセ 』で暴か れるように 、
プラン タ ーの欲 望と 自らの イメージを 残 したいと いう権力者 の身勝
手な考 え の犠牲 者と なって いる。彼ら は 人種とジ ェンダーに よって
完全に 差 別され てい る。奴 隷制社会は 完 全な父権 社会である ため、
白人女 性 でも決 定権 も発言 権もない、 さ らには存 在すらない という
実態が 描 かれて いる 。人種 に加えて、 ジ ェンダー も階級を構 成する
主要な要 素で ある こと がわ かる。

この古 い階 級制 に対 して、
『響 きと怒り 』のクウェン ティンの よう
にユー ト ピア的 郷愁 を抱く 登場人物も フ ォークナ ー作品には 多く登
場する 。 そこに 、エ デンの 園のような 秩 序や牧歌 性、汚れの なさ、
安定を 見 出して いる 。特に 彼の場合は 、 実際の奴 隷制を知ら ない世
代なの で 、現在 没落 の一途 にある旧南 部 白人男性 であれば、 それだ
け一層強 い郷 愁を 感じ るに 違いない。
『行け、モー セ』で、大森 林で
オール ド ・ベン を求 めて定 例のランデ ブ ーのよう に狩猟を楽 しむ白
人男性 た ちは、 その 守護神 でもある。 こ の旧南部 への憧憬が フォー
クナー の 階級意 識の 根底に もあり、近 代 化の現実 との葛藤が 作品へ
と繋がっ てい るこ とは 確か である。
一方 で 、フォ ーク ナーは 、その階級 制 に揺さぶ りをかける 動きも
描き、 時 代の変 化を 示して いる。支配 層 のアイク が自ら財産 を放棄
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したこと に加 えて、
「 新しい黒人」といえる自 己主張す るルーカ スが
登場し、
『墓 場へ の侵 入者』で見せる 少年チッ ク、老婦 人ハバシャム
たちの ル ーカス を助 ける行 動は、社会 の マイノリ ティが階級 制を大
きく揺る がす 行為 とし て注 目すべきもので ある。
資本 主 義が導 入さ れて奴 隷制に基づ く 階級制は 消滅するが 、今度
はお金 に よって 差別 される 、新たな階 級 制が形成 されていく 。財産
だけで な く、血 筋や 伝統や 権威といっ た 目に見え ない価値に よって
決定さ れ た旧南 部の 階級制 と違って、 完 全にお金 だけで決定 される
資本主 義 下での 階級 制は、 全ての人に と って平等 であり、人 種やジ
ェンダ ー の入る 余地 のない のは良い点 で あるが、 全てがお金 だけで
決定さ れ る厳し い競 争社会 であり、そ こ に道徳性 や人間性な どは一
切不要 な 殺伐と した 世界で ある。スノ ー プス一族 は古い階級 制を壊
し、あ ら たな階 級制 を作ろ うとする新 興 勢力であ り、フレム はまさ
しく資 本 主義を 体現 する人 物として、 南 部の資本 主義の推進 役を担
ってい る 。しか し、 階級の 頂点に立っ た フレムも 、強い疎外 感だけ
が残る 孤 独な最 期で ある。 ミンクは、 古 臭くパタ ーナリズム を求め
て階級制 を正 す役 割を 演じ る。また 、
『エ ルサレム 』では、資本 主義
が破綻し た恐 慌期 に、
「愛も金も ない」ないと 嘆くウィ ルボーン やシ
ャーロ ッ トのよ うに 、資本 主義が作り 出 した階級 制も、また 人々を
苦しめて いる 実態 が浮 き彫 りにされている 。
いつ の 時代で あっ ても、 どのような 社 会制度で あっても、 人々に
苦悩や 試 練は常 に訪 れる。 それでも、 ど のような 状況にあっ ても、
人間はそ れに 耐え て生 きて いかなければな らない。
『エルサレ ム』の
ウィル ボ ーンの 最後 の台詞 「悲しみと 無 の間で、 私は悲しみ を選択
する」という決意は、作家の送る強いメッセージである。さらに、
『響きと 怒り 』で忍耐と 愛を 体現し ているデ ィルシー 、
『 エ ルサレム』
の「オ ー ルド・ マン 」で大 洪水の中か ら 女性を救 い出す囚人 、『館 』
で「共 産 党」や 「ユ ダヤ人 」と侮蔑の 言 葉を浴び せられても 自分の
決めた道 を歩 む戦 う女 性リ ンダ、
『行 け、モー セ』で自 己の権威を主
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張する 新 しい黒 人ル ーカス 、また彼を 助 ける少年 チックや老 婦人ハ
バシャム たち は、 フォ ーク ナーが描く希望 である。

フォ ー クナー の階 級意識 を明らかに す るために 、彼の主要 作品を
階級とい う視 点で 分析 を行 った。フォーク ナーは 1970 年 代までは、
技巧の 作 家とし て見 られ、 経済や政治 な どの社会 的な事柄に は無関
心で、 世 間の出 来事 とも一 線を画して い たと考え られてきた 。しか
しなが ら 、本論 文が 試みた ように、階 級 という視 点で彼の主 要作品
を見直 し てみる と、 どの作 品において も 、登場人 物の性格や 苦悩の
真相、時代背 景の 意味 、作品の意図など、新た な読みの 発見があ り、
階級と い う視点 での アプロ ーチの有効 性 を証明で きた。しか も彼の
階級意 識 は常に 鋭く 、深く 、社会の抱 え る問題の 真相を鮮明 に浮き
彫りに し てくれ た。 階級問 題は、とり わ けアメリ カでは、人 種やジ
ェンダ ー の要素 も加 わり複 雑ではある が 、より包 含的な視点 として
重要で あ る。本 論文 でも、 その点を重 視 して議論 を進め、新 しい解
釈が提 示 できた 。ジ ェーレ ンが鋭く指 摘 したよう に、旧南部 の「最
も重要 な 問題は 階級 であり 、それは人 種 問題より も重要」と いう事
実の一部 は証 明で きた と思 われる。
フォー クナ ーは 、絶 えず「作家は人を描 くこと」と主 張してき た。
特に「悩 める 心 (the problems of the heart in conflict)」 105 を描く こと
を主眼 と してき た作 家であ る。したが っ て、彼は 、作家とし ては、
たとえ 様 々な思 いや 主張が あったとし て も、それ を小説に表 すこと
はして い ない。 小説 を作家 個人の意見 の 主張の道 具にするつ もりは
ないとい うの が彼 の強 いポ リシーである。作家の絶対的視 点を封じ 、
多角的 視 点で多 くの 作品を 書いたフォ ー クナーで あればこそ 、その
ことを 一 番恐れ てい たに違 いない。常 に フォーク ナーは、作 品中で
は中立 の 立場や 、情 報提供 者の役割、 あ るいはア ンビバレン トな立
ち位置 を 保って いて いる。 したがって 、 本論文で も、一見、 保守派
寄りの 作 品に見 えて も、詳 細に分析を す ると、必 ずカウンタ ーポン
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ントが 描 かれて いる 。その 点での新た な 解釈の提 示も試みた 。そし
て、こ の ような 作家 の立ち 位置によっ て 、フォー クナーが作 家とし
て広範 な 視野を 得る ことと なり、作品 の 深みも増 すことにな ってい
る。
もち ろ んフォ ーク ナーも 時代を生き て いる作家 なので、取 り上げ
るテー マ や、登 場人 物の描 き方、考え 方 には変化 が見られる ことは
事実であ る。本論 文で 取り上 げた作品 でも、1940 年代 以降の作 品で
ある『 行け 、モーセ 』、
『墓場への 侵入者』、スノー プス三部作は、他
の作品 と 比べる と、 作家の 視野に広が り が見られ る。この頃 は南部
の近代 化 もかな り進 んでき ており、し か もアメリ カは第二次 世界大
戦に参 戦 するな ど国 際情勢 も激しく動 き 出してい る時期であ る。こ
れらが 作 家の歴 史的 感性に 影響を与え な いはずは ない。そし てその
衰えぬ感 性は、
『 館』を完 成させた後 、
『 自動車泥 棒』(The Reivers, 1962)
を生み出 すが 、フォ ークナーは、その約 1 ヶ月後に 64 歳の生涯 を閉
じる。 フ ォーク ナー は最後 までぶれる こ となく、 その視線は 南部を
見続け、 南部 に注 がれ 、南 部と対峙し続け たのであ る。
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註

1

例え ば、1930 年代に マルクス主義的 批評を行った Hicks は、フォ
ークナー は社 会の 動向 に関 心がないと明言 した。“He is not primarily
interested in representative men and women; certainly he is not interested
in the forces that have shaped them. . . . The ordinary affairs of this life
are not enough for Faulkner; even the misery and disease born of
generations of poverty and ignorance are not adequate themes for the
expression of his horror and disgust. Nothing but crime and insanity will
satisfy him” (266). この発言の影 響は少な くない。
2
ミ ス・ ク ウェ ン ティ ン の父は 、 ドル ト ン・エ イ ムズと は考 え に く
い。Collins は ドルトン によって処女喪 失後、複数の男 性と関係を持
ったと 考 えた方 がよ く、ミ ス・クウェ ン ティンの 父は、キャ ディ自
身 も わ か ら な い の で は な い か と い う 見 解 を 述 べ て い る (“Miss
Quentin’s Paternity” 253)。
3
この セリ フは、
『エル サレ ム』に おいて不況 下でお金 に苦悩す るウ
ィルボー ンの 言葉「お 金なんてク ソ喰らえ 、もううんざり だ」(113)
を想起さ せる 。
4
Hanson は、車を 「工 業の大 量生産と いう風潮(ethos)の最も強力な
具現化」であり、
「 ミ シシ ッピ州 には大きなインパクトを与 えている 」
(10)と 述べ てい る。フ ォード社の モデル T が 発売され たのが 1908 年。
キャデ ィ の結婚 は 1910 年な ので自動車 は南部で は特に珍し かった
はずだ。
5
『 ア メリ カ地 方英 語辞 典』(Dictionary of American Regional English)
によれ ば 、“Christmas Gift!”とは 、「主 に南部でク リスマス の 日の挨
拶とし て 使われ る。 元はこ の言葉を最 初 に行った 人が言われ た人か
らプレゼ ント をも らっ たこ とから始まる」 と説明さ れている。
6
さら に Baum は、
「キ ャデ ィの最 も重要で特 徴的な特 質は無私 の愛
である 。 彼女は 自分 のこと は考えず、 他 人―特に 、ベンジー とクウ
ェンティ ンと いう 2 人 の無 垢な兄 弟―の幸福 を純粋に 願望し愛 を注
いだ唯一 のコ ンプ ソン であ る」(41)と説明している。
7
フ ォー ク ナー と キュ ー ビスム の 関係 に 関して は 、拙論 「キ ュ ー ビ
ストとし ての フォ ーク ナー 」を参照。
8
ジ ェイ ソ ンが い つも ポ ケット に 手を 入 れてい る ので転 ぶ場 面 が あ
るが、それ を見て ヴァーシ ュが、
「手 をポケッ トから出 しときゃ 、転
ばずにす んだ だに 」(The Sound and the Fury 23)と皮 肉る。
9
Fowler は、
「お 金はジ ェイ ソンの 男性として の能力の 代替物で ある」
(Return 38)、Volpe は、「ジ ェイソ ンにとって 社会的体 裁以外で ただ
一 つ 重 要 な 価 値 の あ る も の は お 金 で あ る 」 (Reader’s Guide 119) 、
Matthews は 、ジ ェイ ソ ンは お金 に対 す る 「強 迫観 念」 (Seeing 100)
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があり 、 お金 を 欲しが るのは「 喪 失感を 癒す ため」(Lost Cause 67)
と指摘し てい る。Vickery は、「ク ローゼット に隠され た頑丈な 箱に
入ったお 金は ジェ イソ ンの 世界を象徴して いる」(45)と 言う。
10
Vickery の、「 キャデ ィは ベンジーにとって は木の匂 いであり、ク
ウェン テ ィンに とっ ては名 誉であり、 ジ ェイソン にとっては お金、
ある い は そ れ を 得 る ため の 手 段 で あ る」(30)と い うコ メ ン トは 的 確
である。
11
「 付 録」によれ ば、実際は 7,000 ドル近かっ た。4,000 ドルが キャ
ディから 仕送 りを 不正 に貯 めた額で、3,000 ド ルはコツ コツ自分 で貯
めたもの(719-20)なの でこちらを警察には 告げた。
12
田中 は、「『 母親の名 誉のために』という卑 小なレヴ ェルではある
が」と い う限定 付き で、ジ ェイソンは 「 家名に全 く無関心で はいら
れない」と述 べ、
「少女 クウ ェンテ ィンの不品 行に目を 光らせよ うと
するの も 、学校 帰り の少女 を犯そうと し た弟のベ ンジーに去 勢手術
を施し 、 彼をジ ャク ソンの 病院に送り 込 むことを 考えるのも 、ジェ
イソンが家名とか体面を密かに気にしていることの証拠である」
(132)と 説明 している 。
13
フ ォ ー ク ナ ー 自身 、「 彼 女 は 私に と っ て は美 しい 人 で あ り 、私 の
心の親 愛 なる人 物で ある。 この本は彼 女 について 書いたもの です」
(Faulkner in the University 6)と 述べている 。Baum は、
「 この小説 の主
要な目 的 は、読 者に 情報を 寄せ集めて 、 読者自身 でキャディ の実像
を引き出 すこ と」(39)と述べ てい る。Bleikasten は 、キャ ディは「小
説のま さ に魂」 (Ink 49)と述べ、「キャデ ィにフォ ーカスして いる」
と述べて いる。ま た、Linda Wagner は、
「キャ ディが小 説全体を 支配
している こと はほ ぼ疑 いよ うがない」(50)が、「批評家 は彼女よ りも
クウェ ン ティン 、ジ ェイソ ン、ベンジ ー に対する 関心が高い 」と指
摘する。この 小説は、フ ォー クナー が言うよ うに、キ ャディとミス ・
クウェ ン ティン の悲 劇の物 語だが、彼 女 はいわば 、物語のき っかけ
であっ て 、作家 の主 眼は彼 女によって 苦 しめられ た兄弟の苦 悩であ
ると見る こと がで きる 。
14
Roberts は Faulkner and Southern Women において 、南部の女性 を次
の 6 つ に ス テ レ オ タ イ プ 化 し て い る 。 南 部 淑 女 (the Confederate
Woman)、乳母(Mammy)、悲劇の 混血女性(the Tragic Mulatta)、新 南部
の白 人 娘 (The New Belle)、 独身 の 白人 女 性 (the Night Sister)、母 親
(Mother)。Roberts は、そ れぞ れがス テレオタイ プ化され てはいる が、
フォー ク ナ ーの 作品 で は、上 層/下層階級 、 白人/黒 人、男 性的 /女性
的、淑女/娼婦と いった 二項 対立を 破壊させる 要素を含 んだ個性 的人
物が創造 され てい ると 指摘 している。
15
Cowley は、「キ ャロ ライ ン・コ ンプソンは 壊し難い 南部の淑女の
幻想の中 に引 きこ もっ てし まっている」(147)と言 う。
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16

Basset は、
「 キャ ディは魅力的な反 抗する個 人であ り、苦悩の 青年
期 か ら 自 ら 独 立 を 主 張 す る た だ 一 人 の コ ン プ ソ ン で あ る 」 (411) 、
Wadlington は、「 キャ ディ は 家族 への 反 抗である」 (420)と述 べてい
る。
17
コ ン プ ソ ン 家 を「 エ デ ン の 園 」 と見 る こと は 十 分 説得 力 があ る 。
コンプ ソ ン 家の 庭 には 、「蛇 」(37)と「梨 の木 」(38)―フォ ー クナー
は後のイ ンタ ヴュ ーで は「 林檎の木」(Faulkner in the University 31)
と言っ て いる― があ り、キ ャディはそ れ に登り、 客間の中の 様子を
見ると い う「禁 じら れた行 為」をする 。 さらに、 牛や豚が草 を食む
「 牧 場」 (pasture)、 小 川と 花 畑 な ど の 背 景 は その 証 拠 で あ り 、 罪を
犯すイヴ もキ ャデ ィの イメ ージとかなり近 い。
『響きと怒り』を「エ
デンの園 」との 関係で論 じた 主な意 見は以下 の通り。Boyd Davis は、
“Caddy Compson’s Eden”という論文 で、
「『響き と怒り 』において コン
プソン 家 の庭は 聖書 のエデ ンのイメー ジ を想起す る。木に登 った小
さな 少 女(汚 れた ズ ロ ー スを は いた )の イ メー ジが 神 話的 な 中心 を な
している 」(383)、Fletcher は、「エデン の園のイメージが 、堕落 の結
果を暗示 しな がら『 響きと怒り 』を特徴 付けてい る」(142)と指 摘す
る。さ らに Boyd Davis は、フ ォークナ ーの初期の詩や作 品には「エ
デンの園 」のイ メージがあると 主張して いる(383)。そ のように 考え
ると、『ア ブサロ ム』 の「サトペン ・ハン ドレ ッド」や 、『行け 、モ
ーセ』のオ ールド・ベン が住む大森林、
『八月の光』のリーナ・グロ
ーヴ(Lena Grove)のいる 世界なども「 エデンの園」のイメー ジがある。
Adams は 、もっ と広く 捉え て、南 北戦争前の 南部は単 純さと無 垢か
らなる 「 エデン 」だ ったが 、戦後とそ の 後の南部 再建によっ て「荒
地 」 に な っ た と 見 て い る 。 “Faulkner ’s handling of history generally
bears on the agrarian myth of the South, according to which that region
before the Civil War was an Eden of simplicity and innocence, ruined by
the war and Reconstruction, now a waste land where the aristocratic
virtues of the old order have been abandoned and largely forgotten,
creative fertility lost, and the meaning and value of human life corrupted
by money, mechanization, and moral relativity” (135).
18
Putzel は、「キ ャデ ィは 20 年代 が生んだ人 物。様々 な芸術が混ざ
り合った ほと んど 未曾 有の 折衷主義の時代 」(131)と言う。
19
Ross の 定義では 、
「 現象的 な声 (phenomenal voices)」とは、
「言葉
の意味 と は無関 係に 、音、 行動、ジェ ス チャーや 言葉の力だ けで表
される時 のみ 存在 する 声の こと」(19)である。
20
Jenkins は、 ディ ルシーは「 フォーク ナーが大切に思う 美徳―愛 、
辛抱強さ 、忍 耐、 そし て自 己犠牲を可能と する」(14)、 Nion は 、彼
女は 「 忠 誠 心 、 辛 抱 強さ 、 忍 耐 、 そ して 愛を 所 有し て いる 」(10)、
Sandquist は、彼女は「慎ま しい忍耐 であり」(10)、Turner は、「 ディ
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ルシー は フォー クナ ーが黒 人の強さと し て認識し ている美徳 ―哀れ
み、忍 耐 、辛抱 強さ 、忠誠 心、そして 自 分の子と か、また黒 人とか
白人 と か 関 係 な く 子 ども た ち へ の 愛 ―を 体現 し てい る 」(90)と 述 べ
ている。
21
ディルシーは黒人召使のステレオタイプであるという否定的意
見として 、Alexander は、「 人物像 としてのデ ィルシー は平板で 、心
を持た な いステ レオ タイプ である」(113)、Howe は 、同時代の 読者
には「 デ ィルシ ーは 歴史的 に見つけに く く、道徳 的な原型か モデル
にしか見 えな い」(123)、Hardwick も、「今日 、南部に も北部に も、
黒人でも 白人 でも ディ ルシ ーのような人物 は存在し ない」(1134)と、
やはり作 れら れた 人物 像と いう意見である 。
22
「 エヴ ァン ジェリン 」の 出版自体 は 1979 年『アトラ ン テ ィ ッ ク ・
マンスリ ー』 とな る。
23
Railey は、具体 的に 次の ように フォークナ ーのパタ ーナリズムへ
の 傾 倒 を 説 明 し て い る 。 “These decisions and behaviors all reflect
Faulkner’s desire to model his personal life after his grandfather—to care
for an extended household, to be responsible in the eyes of the community.
They reveal a close affiliation with paternalism as well as his desire to be
a patriarch. Despite the depictions of paternalism in his novels, Faulkner
was not at all free from its influence, and his vision of himself remained
very much related to it” (Natural Aristocracy 110).
24
Don Doyle は、 当時 のミ シシッ ピ州の様子 を以下の ように説明し
ている 。“Early Mississippi had a strong attraction to men on the make. . . .
A Sutpen might have been regarded as extraordinary in the intensity of his
obsession and the social distance he sought to traverse, from poor white
to planter. But many were the men who sought to rise a rung or two on the
social ladder, typically from a landowning yeoman farmer to a small
planter with enough slaves and an overseer so he would not have to work
in the fields. Whatever their ambition, for men on the make, Mississippi
was the place to be” (55-56).
25
サト ペン の「計 画」実行が「アメ リカンドリ ーム」と言えるかに
ついては 慎重 を要 する 。例 えば、 Brooks は、 サトペンを「アメ リカ
ンイノ セ ンス」 を体 現する 人物で、自 ら の夢をス トイックに 追求し
「アメ リ カン ド リーム 」の体現 者 として 捉え 、Henry James の The
American の ニュ ーマン(Christopher Newman)や、The Great Gatsby の
ギ ャ ッ ツ ビ ー (Jay Gatsby) と 同 じ 系 譜 に 並 べ て い る (Toward
Yoknapatawpha 299-30)。サト ペンは 確かに“innocent”で“self-made man”
ではあ る が、成 功も 失敗も 社会的要因 が 強く、ア メリカ的価 値観を
根底とし たロ マン ティ ック な要因が乏しい 。
26
厳 密 に は こ の 2 人 の 葛 藤 の 質 は 異 な る 。 ハ ッ ク の 場 合 は 、「 心
(heart)」と 「良 心 (Conscience) 」 のように 道徳的葛藤 に対して 、サ
トペンの場合は「階級の破壊」と「階級の利用」との論争であり、
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「イデオ ロギ ー的 葛藤 」と 言える。
27
Don Doyle によれ ば、当時の 南部でプ ランターになる条 件は、
「黒
人奴隷が 少な くとも 20 人以 上」(80)で あった。サトペ ンが所有 した
黒人奴隷 も 20 人 であっ た(Absalom, Absalom! 28)。
28
Marx は以 下のよう に述べている。 “Money, since it has the property
of purchasing everything, of appropriating objects to itself, is therefore
the object par excellence” (189).
29
Faulkner in the University 35.
30
作品 巻末 の“Genealogy”によれば、1807 年 サトペン 誕生。彼は 14
歳頃(1821 年 頃)ハ イチ へ行き 、ユーリナ・ボンと 1831 年に離婚 して
ハイチを 去っ てい る。
31
1831 年 8 月 21 日、 ヴァ ージニ ア州サザン プトン郡 で起こり、南
北戦争前 では 最も 注目 され た奴隷反乱であ る。黒人 50 名以上が 参加
し、白人男 女 57 名以 上を殺害した。ターナー は絞首刑 、他の黒人関
係者 55 人 も処刑 された。この反 乱の後、南部 諸州は奴 隷に対す る取
り締まり を厳 しく し、 奴隷 たちはより辛い 状況に追 い込まれた。
32
フォ ーク ナーは 1930 年 頃から 『アブサロ ム』の構 想を持ってい
たと推 測 できる 。サ トペン に似たプア ホ ワイトの ダル・マー ティン
が出る「親 分」は 1930 年 1 月頃 の執筆、ボ ン殺害の 物語がある「エ
ヴァンジ ェリ ン」は 1931 年 6、7 月 頃の執筆、
「ウォッシ ュ」は 1934
年初出 。 これ ら の短編 を土台に し て、“Dark House”という題 で書き
始められ るの が 1934 年 初め である。
33
Ladd は 1820 年代 から 30 年代 にかけて、 ハイチは カリブ海の中
で、
「ア メリ カに とっ て経済的に 最も重要 であり」、
「金 儲けの野 心に
取り憑 か れた若 きサ トペン がハイチに 行 き着くこ とは十分あ りうる」
(142)と 指摘 している 。
34
例え ば、Vickery は、 “Sutpen becomes the staunchest defender of the
idols of the South when they most need defending.” (93)と述べている。
35
Brooks は 、 当 初 “[Innocence] comes down finally to a trust in
rationality—an overweening confidence that plans work out—that life is
simpler than it is.” (“Absalom” 556)と述べてい たが、本 文中で言 及し
ているよ うに Yoknapatawpha Country (1963)ではもっと 広く解釈 した。
他に Kartiganer はサ トペ ンの innocence を物事 の表面的 な意味し か理
解 で き な い こ と と 述 べ 、 以 下 の よ う に 説 明 し て い る 。 “Sutpen’s
problem is that he is a literalist of the imagination, blind to the arbitrary
nature of the symbols of society…. He can see no woman, only a ‘wife’;
no young man, only a ‘son.’ He moves these people about like counters on
a game board. But in his innocence he simply does not know how things
mean in a postprimitive world” (90-91). Sewall は 、 “It was innocence
which overlooked the moral relationship of means and ends and with
which he could view the collapse of his design, not as retribution, not as
‘fated,’ not even as bad luck, but simply the result of a ‘mistake.’” (141)
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と解釈し てい る。
36
Rodden は 以下 のよ うに解釈している。 “Wash lives in a dream and
an illusion divorced from reality. Sutpen and Jones share the same
morality, not in the sense of religious beliefs or even ethical outlook but
in their tendency to idealize human beings, embodying abstractions in
human crucibles” (26).
37
“Then I’ll tell you. I think that in time the Jim Bonds are going to
conquer the western hemisphere. . . . [As] they spread toward the poles
they will bleach out again like the rabbits and the birds do. . . . But it will
still be Jim Bond; so in a few thousand years, I who regard you will also
have sprung from the loins of African kings” (Absalom, Absalom! 302).
38
Brooks は 、 “a kind of gangrene or some sort loathsome mold”
(Yoknapatawpha Country 222) と 述 べ 、 Weisgerber も 、 “robust and
cynical tribe”(148)と述 べ、French は、“monstrous”(13)と言う。こ れら
を受け Volpe は、 “Snopesism is usually described as a symbol of evil,
sometimes just social evil, sometimes cosmic.” (Reader’s Guide 411)とま
とめてい る。 しか しな がら 、Gold は “To see Snopesism as an alien and
disastrous force of change in the otherwise sanguine world is to
undermine the power of Faulkner’s social criticism and the humanistic
burden which I believe motivates the novel.” (25)と慎重である 。
39
Reed は以 下の ように「二 重の視 点」を 高く評価 している。“‘Barn
Burning’ is Faulkner’s triumph of internal development in the child, and
he could not have brought it off in the first person. Again the problem is
where to stand. A first-person solution would have severely limited
‘Barn Burning’; instead the third-person with a strong point of view is
combined with rhythmic interruptions of objective narration and dramatic
dialogue, and all of this is set within an elaborate series of time devices”
(43).
40
Mitchell は、“In the Satanic mind moral values are transposed: justice
becomes injustice, and injustice justice. Evil becomes Abner’s good. The
myth of Satanic rebellion helps to explain why Abner chooses barns to
burn. The barn, which contains the goodness of a plantation owner’s
garden . . . , is equivalent to the Garden which God created in Paradise.
The trees and honeysuckle and whippoorwills help to make the de Spain
plantation like an Eden for young Sarty. . . . Abner chooses to burn his
landlord’s barn for the same reason Satan chose to destroy the Lord’s
Garden. Because he looks on justice not as justice but as injustice and
hence an insult to his pride, Abner, believing that his vengeance is justice,
repays insult with insult.” (186-87)と説明し ている。Volpe も、ア ブは
“satanic imagery” (“Barn” 79)があると言い、ル シファー に似てい ると
言う (79)。
41
平 石 は 、 フ ォ ーク ナ ー の 作 品 に 、「 一 面 的で 把握 し や す い 特徴 」
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をもち、
「平 板な 語り によって鮮 やかに描 き出され る」人物が多 きこ
とを指 摘 し、そ れら を「フ ラット・キ ャ ラクター 」といい、 以下の
ように説 明し てい る。
「ある人物 が強烈な 個性をも ち、それがそ の人
物の環 境 にふか く根 ざして おり、しか も それが十 分に、おそ らくは
リアリ ズ ムの水 準と 寓話的 な誇張の水 準 の境界近 くまで拡大 され、
強調されてえがかれる時、その人物はステレオタイプ的なフラッ
ト・キ ャ ラクタ ーに ならざ るを得ない 。 フォーク ナーは環境 に根ざ
した個 性 をゆた かに 見いだ した作家で あ るし、南 部という階 級社会
は、そ の 実例を 、多 様なス テレオタイ プ をふくめ て、ゆたか にかれ
に提供し た」(264)と述 べてい る。階級社会の 人物がス テレオタ イプ
であり 、 しかも 個性 豊かと いう指摘は 興 味深い。 本章で取り 上げた
アブ、 フ レム、 ミン クは典 型的な「フ ラ ット・キ ャラクター 」と呼
べる。
42
“Third and fourth”と は正式 には “Third and fourth renter”のことで 、
“the landlord receives as rent one-fourth of the cotton and one-third of the
corn.” (Bruton 283)であ る。
43
Woodward は 次 の よ う に 説 明 し て い る 。 “The ‘interest rate’ was
greatly augmented by the price charged on the goods, and the universal
practice was a two-price system, the cash price and the credit price. The
latter price was always higher, ‘never less than thirty per cent, and
frequently runs up to seventy per cent’”(180).; “The prices and interest
rates were exorbitant, but so were the risks the merchant took” (184).
44
通常 、1 年で 移動するケ ースが多 い。1920 年にはシ ェアクロ ッパ
ーの 3 分 の 2 が 1 年で 移動 している (Conrad).
45
Don Doyle によれ ば、プアホ ワイトの 反乱は確かにあっ たようで 、
その際の 方法 とし ては 、
「放火、殺人 などが実 際にあっ たようで 、フ
レンチ マ ンズ・ ベン ドのよ うな貧困農 民 が住む場 所は、危険 地域と
して人々 は近 づか なか った と述べている。“Arson, murder, and other
forms of personal revenge were only a small part of a broader pattern of
violence that marked class and racial strife in the South following
Reconstruction. The pattern of feuding and violence was by no means
related to class hostility. The area south of the Yoknapatawpha,
particularly around Dallas, was a mostly poor white and yeoman domain
of small farms. Corresponding roughly to Faulkner’s Frenchman’s Bend,
the neighborhood developed a sinister reputation for ‘bitter feuds,
violence and bloodshed’ that ‘caused it to the shunned by law-abiding
citizens” (313-24).
46
Mitchell も、ア ブの痛めた 足をア ブの「提喩 」(185)だと見な して
いる。
47
Palmer は、“Flem Snopes is more subdued and in the background in the
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novel.” (193)と述 べて いる。
48
Nichol は 、フォ ーク ナー が、フレム が“petty demon” （Faulkner in
the University 120）に取 り憑か れて、自分が欲しいものを得 るために 、
社会の い かなる 状況 とも対 応してきた と 説明した ことを受け て、フ
レ ム を 次 の よ う に 説 明 し て い る 。 “Flem Snopes is a New South
businessman who is driven, not by a legitimate demon but by a ‘petty
demon to acquire wealth’” (494).
49
本 文 中 以 外 に も Vickery は 、 “Flem recedes not only from the
foreground of action but even of attention. The primary reason is that
unqualified success has eliminated conflict, passion, drive and left only a
reflective habit.” (202)と 述べ、Palmer は、“the role of Flem Snopes is
more subdued and in the background in the novel.” (193)と 説明して いる。
50
Marx は、「労働 が生 産す る対象 、労働の生 産物は、 疎遠な存在と
して、生産 者から独 立をした 力とし て労働に対立する」(『初期 マル
クス研 究 』 22)と述 べ ている 。「 労働 の疎 外」 とは 「労 働の 外 化に よ
る疎外 」 であり 、労 働者や 資本家が、 労 働の対価 そのものが 自立的
な力を持 つ状 態」で 、
「 富は 資本家 にとって具 体的に存 在するの では
なくて 、 その抽 象的 な形式 において貨 幣 ＝資本と して存在す るので
あり、こ れを彼 はたえ ず拡大 生産する ように強 いられる」(クレラ 25)
ことにな る。 フレ ムの 状態 はまさにこの状 態と言え る。
51
Millgate 248; MacComb 351; Kang, “New Configuration” 24.
52
MacComb も 、「 ミン クは アブ・ スノープス の系列に 沿っているよ
うに見え る」(355)と述 べている。だだ し、彼女は、む しろ本質 はア
イク・ス ノープ スに近い と言 ってい て興味深 い。
「 子どもじ みた本質」
「欲望を お金 で解 決し ない 」などが理由で ある (355)。
53
ミン クは 家族への 愛情もない という意見もある。
54
「 一羽の雀 さえ 、あなた がたの父 のお許しが なければ 、地に 落ち
ることは ない 」とい う「マタイによる福 音書」(10 章 29-30)に基づく
発言。
55
A Glossary of Faulkner’s South には 、 “lief extends from meaning
‘leave, permission’ to mean ‘chance, turn.’”(92)と説明されて いる。
56
フレ ムの 自殺とも 言えるよう な死の受動的な受け入れは 、こ の小
説の「 謎 (enigma)」(Volpe, “Barn” 208)の 一つとなっている。例え ば、
James Watson は“Their revenges, motivated by deep personal injury and
justified by transcendent moral injunctions, clearly project the
self-destructive element inherent in the Snopesian principle of
unremitting inhumanity.” (216)と述べ、Beck も “The impasse at which
Flem has arrived illustrates him as a flat character but also contributes to
his representativeness of all those whose aggressions can brave it out
only as long as their victims shrink from retaliating with equal force.”
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(91)と 説明 して いる。
57
MacComb も “Mink Snopes …expresses the author’s residual sympathy
for democratic agrarian tenets undermined, on the one hand, by
semi-feudal structure of the Southern plantation system and, on the other,
by the influx of extra-regional capital that marked the beginning shift to
corporate ownership of land, both of which threatened the existence of the
small farmer, the little man.” (353-54) と言う。
58
例え ば、 Millgate は 、以下のよ うにリン ダを堕落 の人と見なし、
耳の聞 こ えない リン ダがジ ャガーを運 転 するのは 自分にとっ ても他
人 に と っ て も 危 険 な 行 為 だ と か な り 否 定 的 に 捉 え て い る 。 “The
deterioration of Linda as a human being is further indicated by her
purchase of the white Jaguar. The foreignness of the car, its speed, colour
and sheer ostentation, the mere fact that it is a vehicle in which, given her
deafness, she can only be a danger to herself and to others—all this makes
it clear that the car and the manner of its purchase in advance of Flem’s
death are intended by Linda as a flagrant symbol of her determination to
cast off not only Flem but Jefferson and Gavin Stevens as well” (248). さ
らに Palmer も 、リンダ の人 間性が 完全に破壊 されたこ とを象徴 して
いると述 べて いる 。“The car is a symbol of how Linda’s humanity and
femininity, which she had inherited from her mother, have been
completely destroyed. It is a symbol of her guilt, the proof that she has
consciously manipulated the murder of her own father. It is fitting that
another inanimate machine should replace the machine which destroyed
her humanity and which has been in turn destroyed” (193).
59
Shapiro は、“The most prominent characteristic of Southern intellectual
history during the 1920’s and 1930’s was the emphasis on regionalism by
writers, economists, sociologists, historians and political scientists busy
exploring and defining Southern identity.” (75)と述べてい る。“benighted
South”とい う言 葉は George Tindall の用語であるが、Mencken が その
内容と し て挙げ てい るもの は、ファン ダ メンタリ ストのバプ ティス
トやメソ ジス トた ち、KKK、禁酒 法、不寛容 、反知性 主義など であ
る (Shapiro 76)。
60
1940 年 6 月 1 日付 の手紙でも 、“I have signed with you a contract for
a novel, new, original material, not a collection of short stories.”
(Selected Letters 126)と 、す でにこ の段階で『 行け、モ ーセ』を 単な
る“a collection of short stories”ではなく“novel”にすると いう計画であ
ったこと がわ かる 。さ らに 、1940 年 6 月 7 日付の手 紙では、“5 short
stories already written, two others planned, both of which might sell, one
of which is a mystery story, original in that the solver is a negro, himself
in jail for the murder and is about to be lynched, solves murder in self
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defense.” (Selected Letters 128)と述 べられて いる。5 つの「 短編」の 1
つが mystery で 黒人が 殺人 事件に 関わりリン チにさせ られると いう
話なので 、こ れが 中編 の『 墓場への侵入者 』となる 。
61
出版 当初 は、 “a collection of short stories”と意 見も多くあったが、
Millgate の 、“one of the most dynamic of Faulkner’s novels” (213)、
Vickery の、 “certain unifying features which give the book the character
of a loosely constructed novel” (124)、Tick の、“a unified narrative” (328)
と言っ た 意見に 代表 される ように「小 説 」と見る 方が近年は 主流で
ある。そ れに 対し て、 Klotz の、“the revisions, with only occasional
exceptions, damaged the art” (4)と いう見解の ように手 厳しいも のも
ある。
62
Sassoubre は、“Changing economic and social conditions accelerated
by the New Deal and a subsequent trend toward federally imposed
desegregation struck Faulkner as not merely a threat to the South as he
knew it—indeed, historians have described the effect of New Deal
legislation on the South as a second civil war—but also a transformation
of law itself.” (185)と述 べて いる。
63
古く は Vickery が、“Initiation and Identity” (124-44)と いうタイ トル
で両作品 を論 じ、 さら に Millgate も、 “[There] is a strong sense of
continuity between the two books: both are largely concerned with the
problem of white-Negro relationships.” (215)とそのテー マ上の連 続性
を述べて いる。大 地も、『行け、モーセ』と『墓場 への侵入 者』を一
緒に論じ てい るが、
「 両作品は、フ ォークナー の長編小 説の中で も黒
人を前面 に押 し出 した 作品 である。にもか かわらず 、
『 行 け、モーセ』
は『墓 場 への侵 入者 』と決 定的に異な る 作品だと いうことを 、技法
とテーマ の関 係に つい て」(86)指摘したいと述べている 。
64
Kinney によれ ば、1860 年頃 はミシシ ッピ州には 10,000 人の 大小
のプラン ター がい て、 約 50,000 人の黒 人奴隷がいたよう だ (8)。
65
ジェ ファ ソンと奴 隷制の関係 については、拙 論「ジェファソ ンは
偽善者か ?」を参 照。
66
Matthews は次 のよう に説明して いる。“economic exploitation and
racial oppression composed a double coil around the modern South”
(“Touching” 25).
67
Williamson は 、次の ように “shadow family”を 説明して いる。“The
third model involved a man who reared a mulatto family in the servant’s
quarters at the very same time that he maintained a white family in the
main house, in effect, having two wives simultaneously. Ironically, the
mulatto family sometimes mirrored the white family not only woman for
woman, but child for child, and, because it lived in the very shadow of the
white family, might well be called the ‘shadow family’” (25).
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68

Wagner-Martin も同 様に、“[Racism] is inherent in patriarchy.” (11)
と指摘す る。
69
この 点に 関して Willis は 、さら に次のよ うに指摘 している。“As
often occurs in Faulkner, the notion of social perfection epitomized by the
community of the hunt, is an all male society. The portrayal is obviously
steeped in a sexism which implies that the only way to eliminate conflict
is to eliminate women. While it is impossible to overlook what is
objectionable in Faulkner’s bias for the masculine community, we should
not dismiss it by simply condemning it as chauvinist. In a larger sense the
valorization of the male group can be understood as the obverse of what
Leslie Fiedler sees as a generalized history of ‘revenge on women’ and
the consequent impossibility in American literature to create viably whole
female characters” (87). 興味深い 指摘で、フォ ークナー のみなら ずア
メリカ文 学全 体の 問題 と言 えるのかもしれ ない。
70
例え ば、“He is somewhat Christ-like existence” (Lewis 646) ; “clearly
saint-like” (Tick 333) な ど肯定的で ある。
71
Millgate、Vickery、Rubin は 、具体 的には以下 のように 述べている。
“Ike’s life is a failure, primarily because he allows himself to rest in
negation, in repudiation, and rejects all opportunities for affirmation.”
(Millgate 208-9); “Thus, while his daily life is a humble imitation of
Christ’s, it also denies the spirit of Christ who did not hesitate to share in
the life of men, to accept guilt, and to suffer immolation. In rejecting sin,
Isaac also rejects humanity.” (Vickery 133); “Ike McCaslin’s decision
may be seen as personally admirable, and in motivation even heroic in its
way, but it is also a retreat from involvement in the world, an abnegation
of responsibility, and a refusal to take such part as he might in any
continuing effort for human betterment in a flawed time and place”
(Rubin 88).
72
Fowler は、 “Ike’s renunciation of his patrimony is another form of
denial of self.” (Return 138) と手 厳しい。
73
Smith は、 “Resisting Identity”と 題する論文 で、アイ クを取り上げ
て、“Ike’s interpretive practices are faulty and he knows it, causing a very
grave crisis for his identity.” (133)と説明し ている。
74
Godden と Polk は、
「 台帳 」を詳 細に読み 解くこと で、キャロ サー
ズ・マ ッ キャス リン の父が フィービー と 関係を持 ったことが ことの
始まりと して 、次の ように結論付けている。“We are, to be sure, aware
that the ledgers do not ‘prove’ that Buck and Buddy are homosexual
lovers any more than they ‘prove’ that L.Q.C. fathered Tomey on his own
daughter, though we are convinced that they provide much stronger
evidence for our reading than for Isaac’s” (358). 彼らは、 奴隷のブラウ
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ンリー も ホモセ クシ ュアル で、バック と バディー との三角関 係があ
ると指 摘 してい るが 、この 点は疑問が 残 る。しか しながら、「台帳 」
は様々 な 人の思 惑が 書き込 まれ、しか も 空白があ ったり、句 読点も
はっき り してい ない 部分が 多いので、 ア イクが相 続権を放棄 した直
接の原 因 をキャ ロサ ーズの 蛮行に決め つ けるのは 問題であろ う。よ
り詳細な 分析 が必 要で ある 。
75
さら に Hair に よれ ば、リ ンチは 南部再建期 から広が りをみせたよ
うで、 そ れは解 放さ れた黒 人への白人 の 恐怖感が 根底にある と見て
いる。 筆 者は、 長い 間奴隷 であった黒 人 に対して 、南北戦争 後は突
然「平 等 である 」と 言われ ても受け入 れ 難い白人 の生理的な 心情も
大きいと 見て いる 。リン チが強 行されたピークは 1892 年で 230 件で
ある。ただし ミシシ ッピ州は 1882 年から の統計で は、リンチが 行わ
れた数と して は第 1 位 で 581 件(内 539 件が黒 人)である (175)。また
Kinney は、 Go Down, Moses: The Miscegenation of Time の巻末の 付録
(136-48)に、ミシ シッピ 州で 起こっ た主なリン チの実態 を当事者 の発
言なども 載せ てお り、 リン チの実態を伝え ている。
76
禁酒 法は 、1933 年に 修正憲法第 21 条によ って連邦 レベルでは廃
止にな っ たが、 修正 法は州 ごとの廃止 を 認めたの で州によっ て廃止
年が異な る。ミシ シッピ州は、1907 年 に禁酒法を施行し、一番 最後
まで禁酒 法を 維持 し、 1966 年に廃止 とした。
77
Matthews は 、 ラ イ ダ ー や マ ニ ー を “New Negroes”と 呼 ん で い る :
“The pride in order, cleanliness, thrift, and consumption mark Rider and
Mannie as New Negroes in the making. Predictably, such pride also marks
them as doomed” (Seeing 208).
78
他に も、Fowler は、“improvement over Faulkner’s previous portrait of
black men” (“Beyond” 67); Peavy は、“Intruder in the Dust represents
Faulkner’s strongest statement in his fiction regarding the racial crisis in
the South.” (50)と 述べて いる。
79
フ ォ ー ク ナ ー は 1956 年 出 版 の Life の 記 事 で 、 “I was against
compulsory segregation. I am just as strongly against compulsory
integration. . . . So I would say to the NAACP and all the organizations
who would compel immediate and unconditional integration: ‘Go slow
now. Stop for a time, a moment.” (Essays 86-87)と述べて いる。フ ォー
クナーの “Go slow”の発 言に関 して、James Baldwin が 、Nobody Knows
My Name に収 めら れて いる“Faulkner and Desegregation”の中で 、黒人
指導者 Thurgood Marshall がか つて「そ れは進むな(don’t go)とい う意
味なの だ 」と発 言し たと紹 介し、次の よ うに手厳 しい意見を 述べて
いる。 “He concedes the madness and moral wrongness of the South but
at the same time he raises it to the level of a mystique which makes it
somehow unjust to discuss Southern society in the same terms in which
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one could discuss any other society” (209-10).
80
フォ ーク ナーは、 来日中の 1955 年のイン タヴュー で以下のよう
に Wright に 言及 して いる。“There was one that had a great deal of talent,
named Richard Wright. He wrote one good book and then he went astray,
he got too concerned in the difference between the Negro man and the
white man and he stopped being a writer and became a Negro” (Lion in
the Garden 185). も う一人 Ralph Ellison を挙げて、“Another one named
Ellison has talent and so far he has managed to stay away from being first
a Negro, he is still first a writer.” (185)と述べて いる。Ellison の Invisible
Man は 1953 年出 版。
81
本章 第 4 節で議論 するように 、本作品 は The Wild Palms というタ
イトル で 1939 年に 出版さ れているが 、 フォーク ナーとして は If I
Forget Thee, Jerusalem と い う タ イ ト ル に し た か っ た よ う で あ る 。
1990 年にな って原題 に戻さ れ出版さ れた。本 論文では フォークナー
の本来の 意図 を尊 重し 、な おかつ内容的な 視点から 原題を用いる。
82
え は “No matter how deeply Harry is enmeshed in a tragic and
ephemeral love affair, his careful accounting of money against time will
not cease. . . . He who can either get the money they need nor stop
worrying about it is hardly the romantic who stakes all for love. The
accounting also is one more circle motif: financially, Harry comes back to
where he began.” (47)と 、ウ ィルボ ーンの人生 にいかに お金がつ きま
とってい たか を指 摘し てい る。
83
WPA(1935-1943)とは、ニュー ディール 政策として 1935 年に 組織
された最 大規 模の 組織 。最初は Works Progress Administration と して
結成され たが 、1939 年に再 編され、 Works Projects Administration と
なった。フォ ーク ナー の作品 では、『館』、『 尼僧の鎮 魂歌』(Requiem
for a Nun, 1951)や、短 編「 主のた めの柿板」、「誇り高 き男たち 」で
言及があ る。
84
本作品にも、当時人気があったヘミングウェイをもじった語句
「ヘミン グウ ェイ の波 (hemingwaves)」(82)が 見られる。シャー ロッ
トがす べ てを代 価で 考える という点に 関 しても、 ヘミングウ ェイの
『日は ま た 昇る 』 のテ ー マとの 類 似性 を 指摘で き る。McHaney は、
本作品 と ヘミン グウ ェイの 作品と関連 に ついて次 のように論 じてい
る。“Parallels between the two novels unquestionably exist, though many
important links have been overlooked. The context is larger than hitherto
realized, for A Farewell to Arms, like Mosquitoes and The Wild Palms,
seems also to owe a debt to Anderson and to Dark Laughter; all the
novels have in common runaway lovers, the theme of a world antagonistic
to love, similar use of escapes by water, and, Mosquitoes excluded,
apparent allusions to Twain and Huckleberry Finn. A minor connection is
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the similar use of recurring symbolic devices for atmosphere: Anderson’s
dark laughter, the mosquitoes which harry the lovers in the earlier
Faulkner novel, the rain of A Farewell to Arms, and the rustling wild palm
leaves” (12-13). Frederick Karl は “What is also compelling is how
Faulkner with this novel has moved into Hemingway territory, despite his
desire to distance himself from his chief competitor. The Wild Palms
segment often recalls A Farewell to Arms; but beyond that, there are
Hemingway patterns and even characters.” (605)と類似性 を強調し てい
る。Volpe も“With this evocation of World War I and of a disillusioned
generation—a generation which fought desperately for certain romantic
ultimates—one is almost tempted to rename ‘Wild Palms’ and call it ‘A
Farewell to Love.’ Faulkner ’s story carries Hemingway’s A Farewell to
Arms one step further and sets the love of Catherine Barkley and
Frederick Henry into the same category as those other ideals that
Frederick Henry emerged from the Po River cleansed of forever.”
(Reader’s Guide 230)と述 べてい る。
85
Douglas は、シ ャーロット を「両 性具有な存 在」(159)だと述 べ、
Mortimer は、性 的に 攻撃的で、
「修 道層のよう なハリー をリード して
いく」(124)と否定的 な見解が多 いが、最 近は、Bernhardt のように、
「彼女 の 理想主 義に は、深 刻な欠陥が あ る。彼女 にとって、 愛は抽
象的で 、 理想主 義と 情熱的 な信念が彼 女 を現実以 上に高貴な 人物に
している 」(351)と、 同情的にな っている 。
86
株 の 投 機 性 と 危う さ に 関 し て は 、『 響 き と怒 り』 の 中 の ジ ェイ ソ
ン・コンプ ソンの 台詞の中 に見る ことがで きる。彼は、
「綿は投 機屋
の作物だ 」(237)と形容 し、株 取引を「だま しあい」(238)と称し てい
る。
87
本 作 品 で は 、 蛇 へ の 言 及 は他 に も 多 数 あ る (193, 195, 197, 198,
199)。
88
フ ォ ー ク ナ ー は、 対 照 的 な 愛 の 形を 描 こう と し て いた 。 一つ は 、
「愛のた めに すべ てを 犠牲 にし、そして失 う」場合と、も う一方は 、
「愛を 得 るのだ が、 その愛 から逃走し よ うとする ためにすべ てを費
やす物語 」(Lion in the Garden 247-48)と説 明してい る。
89
Selected Letters 106. Alderman Library に保 存されて いるタイプ原
稿 は 、 オ リ ジ ナ ル タ イ ト ル が 消 さ れ て い る 。 1990 年 発 刊 さ れ た
Library of America で は、オリジ ナルタイ トルに変 えられている。
90
McHaney は 、この台 詞は ドスト エフスキー の『カラ マーゾフ の兄
弟』の 中 にもあ り、 フォー クナーはこ こ からヒン トを得たの だとい
う見 解 を 支 持 し て い る (77)。『 カ ラ マ ー ゾフ の 兄弟 』 で は 、 死の 床
にある息 子イ リュ ーシ ャが 、父である スネギリョフ二等 大尉に、
「私
が死んだ ら、別 の息子を手 に入れて 」というのに対して 、父は、
「代
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わりなど 欲し くな い」といい 、この「詩篇」の 一節を語 る。
「自分の
一番大 切 なもの を忘 れたり 、他のもの に 見変えた りしたら、 私を罰
してくだ さい 」という 意味 だと解 説されてい る(『カラ マーゾフ の兄
弟』第 4 部第 10 編 7 章 「イ リューシャ」から)。
91
McHaney も 、同 様に 肯定 的に見 ているが、Bernhardt は、「ウィル
ボーン の 最後の 認識 は、シ ャーロット の 根深い理 想主義とは 全く相
対すると ころ にあ る」(351)と否 定的に見 ている。
92
中島・ 江田著の『ウ ィリアム・フ ォークナー と三人の 女』の中で
は、
「ミ ィー タァ と交 際している時、フォーク ナーが書 きあげた「野
性の棕櫚 」の 最後 の『悲しみと無の間では 、お れは悲し みを選ぼ う』
という 言 葉をミ ィー タァに 本が出版さ れ る前に語 ったと彼女 は言っ
ている 。 ハリー とシ ャーロ ットとの関 係 がフォー クナーとミ ィータ
ァとの 関 係とも とる ことが できるだろ う 。フォー クナーは「 野性の
棕櫚」 の 中で、 シャ ーロッ トに『男と 女 との中に あるものこ そ、滅
びるも の だとし 、2 度 と愛し 合う機会を 与えられ るだけの価 値のな
いもの よ 』と言 わせ ている 。この言葉 の 中にフォ ークナーが 、エス
テル、ヘ レン 、ミ ィー タァ これら 3 人の女性 から得た ものがす べて
集約され てい るよ うな 気が する」(202)と 説明され ている。
93
McHaney は 、この 2 人だ けでな く、この小 説のすべ ての登場人物
は囚われ の身 であ ると 見て いる (41)。
94
この ルー ズベルト 大統領の記 事に関しては、第五章で詳細に 論じ
た。Steve Davis によれ ば、 南部は 経済的にひ どい状態 であった が、
この発 言 は科学 的な 検証に よるものと い うよりも 、大統領に よる政
治的な 思 惑があ った ようだ 。この発言 は 、広くマ スコミによ って流
され、 南 部への 支援 を北部 も含めて国 家 レベルで 支援する体 制を国
民に理解 して もら うの に役 立った。
95
Mertz に よ れ ば 、 小 作 農 の 内 訳 は 、 現 金 を 持 っ て い る 農 民 (cash
tenant)は 228,598 人、ラバや農機具を持っ ている農 民(share tenant)は
759, 527 人、労働 力しかない底辺 の農民(sharecropper)は 772,573 人で
あった。1937 年 時点 では、小 作農の 3 分の 1 が黒人で、シェア クロ
ッパー の 場合は 、黒 人と白 人はほぼ同 数 だったよ うだ。綿花 に関わ
っている 小作 農は 65%、タバ コでは 48% (Mertz 30)。
96
先 述 し た よ う に 、 1938 年 の 発 足 時 に は Works Progress
Administration だっ たが、後 に Works Projects Administration に変 更さ
れた。
97
しかもこのプログラムの中には、芸術活動への支援もあった。
Federal Art Project(FAP); Federal Music Project(FMP); Federal Theatre
Project(FTP); Federal Writers’ Project(FWP); Historical Records
Survey(HRS)が あ る 。 FWP に は Ralph Ellison, Zora Neale Hurston,
Richard Wright, Saul Bellow なども参 加した。
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98

フォ ーク ナーが、書 簡の中で、税金を払わ なければ ならないので
大変と 言 いなが ら、WPA を 揶揄した こともある。「 私がすべき こと
は、収 入 や財産 をす べて嫌 な政府(bloody govt.)に明 け渡して、 その
後は WPA の世話に なる ことしかな い」(Selected Letters 121)。
99
Anshen も “curious”とい う語に 着目してい る。しか し、彼は、本
作が「資 本主 義へ の批 判 (critique of capitalism)」であ ると肯定 的な
意味で解 釈し てい る。
100
『 サート リス』 の舞台と「誇り高 き男たち 」との間 には、20 年
ほどの開 きが ある。『サート リス』では、5 人 の兄弟は 誰も結婚 をし
ていない 。
101
“Faulkner was fascinated throughout his career by lost, maimed, and
injured limbs, which he refers to in such novels as AILD and FAB and in
many stories: ‘The Tall Men,’ ‘Barn Burning,’ ‘Mountain Victory,’ and
‘Death Drag,’ among others. In Freudian terms, this preoccupation
suggests the fear of castration” (Ferguson 203).
102
Atkinson は、以 下の よう にバデ ィーの犠牲 的精神を 肯定的に見な
している 。“Buddy McCallum’s amputated leg is a visceral symbol of the
considerable sacrifices he has made as a toiling small farmer trying to
provide for his family and as a veteran of World War I now faced with the
prospect of losing his sons in the next major conflict taking shape” (218).
103
結果 、日本語訳 でも このような考えに 準じて、
「 誇り 高き男たち」
(『 フ ォーク ナー 事典 』)とか、 「すばら しい男たち 」(『フォー クナ
ー全集』24、冨 山房)と訳さ れている。『エルサレムよ、我もし 汝を
忘れなば 』に登 場す る “tall convict”の “tall”と同じと解釈さ れ、「素
晴らしく 、勇 敢で ある 」と いうことでほぼ 定着して いる。
104
Peyser も 、“The story seems to take its name from Donald Davidson’s
1927 poem ‘The Tall Men’, a poem that glorifies what it depicts as the
heroic era of David Crockett, Andrew Jackson, and others, ‘whose words
were bullets’ and who cleared the Tennessee Valley of its native
inhabitants. (Faulkner emphasizes the merely metaphorical ‘tallness’ of
these men, and thus underlines the allusion to Davidson, by having the
narrator describe them as ‘tremendous’, but ‘not big, not tall.’)” (12)と詳
細に説明 して いる 。実際 の詩 は以下の通りである。 “Seven o-clock in
the twentieth century is / The hour of supper, not the hour of prayer, /
And something (call it civilization) turns / A switch; a fan hums
pianissimo, / Blowing old ghosts to outer darkness where / The bones of
tall men lie in Tennessee earth” (12).
105
1950 年の ノー ベル 賞授賞式 でフォー クナーは次 のように述 べて
い る 。 “[The] young man or woman writing today has forgotten the
problems of the human heart in conflict with itself which alone can make
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good writing because only that is worth writing about, worth the agony
and the sweat” (Essays 119). 1957 年 にも同様の 発言をし ている。“I’m
interested primarily in people, in man in conflict with himself, with his
fellow man, or with his time and place, his environment” (Faulkner in the
University 19).

279

引用文献

Adams, Richard P.

Faulkner: Myth and Motion.

Princeton: Princeton

UP, 1968. Print.
Alexander, Margaret. “Faulkner and Race.” The Maker and the Myth:
Faulkner and Yoknapatawpha, 1977. Ed. Evans Harrington and
Ann J. Abadie. Jackson: UP of Mississippi, 1978. 105-21. Print.
Anshen, David. “Faulkner’s ‘Curious Folk’: Estrangement as Critique of
Capitalism.” The Mississippi Quarterly 61 (2008): 477-95. Print.
Atkinson, Ted. Faulkner and the Great Depression: Aesthetics, Ideology,
and Cultural Politics. Athens: U of Georgia P, 2006. Print.
Backman, Melvin. Faulkner: The Major Years. Bloomington, Indiana UP,
1966. Print.
Baldwin, James. “Nobody Knows My Name.” James Baldwin: Collected
Essays. Ed. Toni Morrison. New York: Library of America, 1998.
137-290. Print.
Basset, John. “Family Conflict in The Sound and the Fury.” Critical
Essays on William Faulkner: The Compson Family. Ed. Arthur
Kinney. Boston: G. K. Hall, 1982. 408-24. Print.
Baum, Catherine B. “‘The Beautiful One.’” Bloom 39-49. Print.
Beck, Warren. Man in Motion:Faulkner’s Trilogy. Madison: U of
Wisconsin P, 1963. Print.
Bernhardt, Laurie. “‘Being Worthy Enough’: The Tragedy of Charlotte
Rittenmeyer.” The Mississippi Quarterly 39 (1986): 351-64. Print.
Biles, Roger. The South and the New Deal. Lexington: UP of
Kentucky, 1994. Print.

280

Bing, Margaret. “A Brief Overview of the WPA.” 25 Oct. 2018,
the-wanderling.com/wpa.html. Web.
Bleikasten, André. The Ink of Melancholy. Indianapolis: Indiana UP,
1990. Print.
Bloom, Harold, ed. Caddy Compson. New York: Chelsea House, 1990.
Print.
Blotner, Joseph. Faulkner: A Biography. New York: Random, 1974. Print.
Bradford, M. E. “Faulkner’s ‘Tall Men.’” South Atlantic Quarterly 16
(1962): 29-39. Print.
Brodsky, Louis Daniel, and Rober W. Hamblin, eds. Faulkner: A
Comprehensive Guide to the Brodsky Collection. Vol. II: The Letters.
Jackson: UP of Mississippi, 1984. Print.
Brooks, Cleanth. “Absalom, Absalom!: The Definition of Innocence.”
Sewanee Review 59 (1951): 543-58. Print.
---. “The Tradition of Romantic Love and The Wild Palms.” The
Mississippi Quarterly 26 (1972): 265-87. Print.
---. William Faulkner: Toward Yoknapatawpha and Beyond. New Haven:
Yale UP, 1978. Print.
---. William Faulkner: The Yoknapatawpha Country. New Haven: Yale
UP, 1963. Print.
Bruton, Paul. “Cotton Acreage Reduction and the Tenant Farmer.” Law
and Contemporary Problems 1 (1934): 275-91. Print.
Burke, Jordan. “‘Moving Sitting Still’: The Economics of Time in
Faulkner’s Absalom, Absalom!.” Faulkner and History: Faulkner

281

and Yoknapatawpha, 2014. Ed. Jay Watson and James G. Thomas.
35-50. Print.
Casero, Eric. “Designing Sutpen: Narrative and Its Relationship to
Historical Consciousness in Faulkner’s Absalom, Absalom!.”
Southern Literary Journal 44 (2011): 86-102. Print.
Collins, Carvel. “Ben Wasson: A Persona Reminiscence.” Count
No ’Count: Flashbacks to Faulkner. Ed. Ben Wasson. Jackson: UP
of Mississippi, 1983. 1-22. Print.
---. “Miss Quentin’s Paternity Again.” Texas Studies in Literature and
Language 2(1960): 253-60. Print.
Conrad, David. “Tenant Farming and Sharecropping.” https://www.
okhistory.org/ publications/enc/entry.php?entry=TE009. Web.
Cook, Sylvia Jenkins. From Tobacco Road to Route 66: The Southern
Poor White Fiction. Chapel Hill: U of North Carolina P, 1976.
Print.
Costello, Brannon. Plantation Airs: Racial Paternalism and the
Transformation of Class in Southern Fiction, 1945-1971. Baton
Rouge: Louisiana State UP, 2007. Print.
Cowley, Malcolm. A Second Flowering: Words and Days of the Lost
Generation. New York: Viking, 1973. Print.
Cox, Leland. William Faulkner: Biographical and References Guide.
Detroit: Gale Research, 1982. Print.
Cunningham, J. Christopher. “Sutpen’s Designs: Masculine
Reproduction and the Unmaking of the Self-Made Man in Absalom,
Absalom!.” The Mississippi Quarterly 49 (1996): 563-89. Print.
Dale, Corinne. “Absalom, Absalom! and the Snopes Trilogy: Southern

282

Patriarchy in Revision.” The Mississippi Quarterly 45 (1992):
323-37. Print.
Davis, Boyd. “Caddy Compson’s Eden.” The Mississippi Quarterly 30
(1977): 381-94. Print.
Davis, Steve. “The South as ‘the Nation’s No.1 Economic Problem’: The
NEC Report of 1938.” Georgia Historical Quarterly 62 (1978):
119-32. Print.
Davis, Thadious M. Faulkner’s “Negro”: Art and the Southern Context.
Baton Rouge: Louisiana State UP, 1983. Print.
---. Games of Property: Law, Race, Gender, and Faulkner’s Go Down,
Moses. Durham: Duke UP, 2003. Print.
Devlin, Albert J. “Sartoris: Rereading the MacCallum Episode.”
Twentieth Century Literature 17 (1971): 83-90. Print.
Dimitri, Carl J. “Go Down, Moses and Intruder in the Dust: From
Negative to Positive Liberty.” Faulkner Journal 19 (2003):
11-26. Print.
Douglas, Ellen. “Faulkner ’s Women.” “A Cosmos of My Own”: Faulkner
and Yoknapatawpha, 1980. Ed. Doreen Fowler and Ann J. Abadie.
Jackson: UP of Mississippi, 1981. 149-67. Print.
Doyle, Don. Faulkner’s County: The Historical Roots of Yoknapatawpha.
Chapel Hill: U of North California P, 2001. Print.
Faulkner, John. Men Working. New York: Harcourt, 1941. Print.
Faulkner, William. Absalom, Absalom!.

Corrected Text.

New York:

Random, 1986. Print.
---. “Appendix: The Compsons.” The Portable Faulkner. Ed. Malcolm
Cowley. New York: Viking, 1946. 704-21. Print.

283

---. As I Lay Dying. New York: Random, 1964. Print.
---. Collected Stories of William Faulkner. New York: Random, 1977.
Print.
---. Essays, Speeches, and Public Letters. Ed. James B. Meriwether.
New York: Random, 1965. Print.
---. Father Abraham. Ed. James B. Meriwether. New York, Random,
1983. Print.
---. Faulkner in the University: Class Conferences at the University of
Virginia, 1957-1958. Ed. Frederick L. Gwynn and Joseph Blotner.
Charlottesville: UP of Virginia, 1959. Print.
---. Go Down, Moses. New York: Random, 1942. Print.
---. The Hamlet. New York, Random, 1964. Print.
---. If I Forget Thee, Jerusalem. New York: Vintage, 1995. Print.
---. Intruder in the Dust. New York: Random, 1948. Print.
---. Light in August. New York: Random, 1959. Print.
---. Lion in the Garden. Ed. James B. Meriwether and Michael Millgate.
Lincoln: U of Nebraska P, 1968. Print.
---. The Mansion. New York: Random, 1965. Print.
---. Requiem for a Nun. New York: Random, 1965. Print.
---. Sartoris. New York: Random, 1956. Print.
---. Selected Letters of William Faulkner. Ed. Joseph Blotner. London:
Scholar, 1977. Print.
---. The Sound and the Fury. New, Corrected Edition. New York: Random,
1984. Print.
---. The Town. New York: Random, 1957. Print.

284

Ferguson, James. Faulkner’s Short Fiction. Knoxville: U of Tennessee P,
1991. Print.
Fletcher, Mary Dell. “Edenic Images in The Sound and the Fury.” South
Central Bulletin 40 (1980): 142-44. Print.
Fowler, Doreen. “Beyond Oedipus: Lucas Beauchamp, Ned Barnett, and
Faulkner’s Intruder in the Dust.” Modern Fiction Studies 53
(2007): 788-820. Print.
---. Faulkner: The Return of the Repressed. Charlottesville: UP of
Virginia, 1997. Print.
Fox, Ralph. The Novel and the People. London: Lawrence and Wishart,
1937. Print.
Franklin, Phyllis. “Sarty Snopes and ‘Barn Burning.’” The Mississippi
Quarterly 21 (1968): 189-93. Print.
French, Warren. “The Background of Snopesism in Mississippi Politics.”
Midcontinent American Studies 5 (1964): 3-17. Print.
Fulton, Keith. “Linda Snopes Kohl: Faulkner ’s Radical Woman.” Modern
Fiction Studies 34 (1988): 425-36. Print.
Garrett, Martin, and Zhenhui Xu. “The Efficiency of Sharecropping:
Evidence from the Postbellum South.” Southern Economic Journal
69 (2003): 578-95. Print.
Gilmore, Michael T. “Hawthorne and the Making of the Middle Class.”
Rethinking Class: Literary Studies and Social Formations. Ed. Wai
Chee Dimock and Michael T. Gilmore. New York: Columbia UP,
1994. 215-38. Print.
Godden, Richard. Fictions of Labor: William Faulkner and the South’s
Long Revolution. Cambridge: Cambridge UP, 1997. Print.

285

---. “William Faulkner, ‘Barn Burning’ and the Second Reconstruction.”
Irish Journal of American Studies 4 (1995): 23-48. Print.
---, and Noel Polk. “Reading the Ledgers.” The Mississippi Quarterly
55 (2002): 301-59. Print.
Gold, Joseph. “The Normality of Snopesism: Universal Themes in
Faulkner’s The Hamlet.” Wisconsin Studies in Contemporary
Literature 3 (1962): 25-34. Print.
Grubbs, Donald. Cry from the Cotton: The Southern Tenant Farmers’
Union and the New Deal. Fayetteville: U of Arkansas P, 2000. Print.
Hair, William. “Lynching.” Reagan 174-76. Print.
Hamblin, Robert W. “A Fine Loud Grabble and Snatch of AAA and WPA:
Faulkner, Government, and the Individual.” Arkansas Review: A
Journal of Delta Studies 31 (2000): 1-8. Print.
Hanson, Philip J. “The Logic of Anti-Capitalism in The Sound and the
Fury.” Faulkner Journal 10 (1994): 3-27. Print.
Hardwick, Elizabeth. “Faulkner and the South Today.” Partisan Review
15 (1948): 1130-34. Print.
Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter: An Authoritative Text, Essays
in Criticism, and Scholarship. Ed. Seymour Gross, et al.
New York: Norton, 1988. Print.
Hayase, Hironori. “The Great Depression in Faulkner’s Fiction.”
Chu-Shikoku American Studies Memorial Essays (1999): 193-202.
---. “Shegog’s Easter Sermon in The Sound and the Fury.” Journal of the
Faculty of Culture and Education, Saga University 6 (2001): 289-95.
Print.
Hicks, Granville. The Great Tradition: An Interpretation of American

286

Literature since the Civil War. New York: Macmillan, 1935.
Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970,
Washington,

D.C.,

1975.

https://www.census.gov/library/

publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970.html. Web.
Howe, Irving. William Faulkner: A Critical Study. Chicago: U of Chicago
P, 1975. Print.
Howell, Elmo. “William Faulkner and the New Deal.” Midwest Quarterly,
5 (1964): 323-32. Print.
Irwin,

John T. Doubling and Incest/Repetition and Revenge: A

Speculative Reading of Faulkner. Baltimore: Johns Hopkins UP,
1975. Print.
Jehlen, Myra. Class and Character in Faulkner’s South. New York:
Columbia UP, 1976. Print.
Jenkins, Lee. Faulkner and Black-White Relations. New York: Columbia
UP, 1981. Print.
Jones, Anne Goodwyn. “‘The Kotex Age’: Women, Popular Culture, and
The Wild Palms.” Faulkner and Popular Culture: Faulkner and
Yoknapatawpha, 1988. Ed. Doreen Fowler and Ann J. Abadie.
Jackson: UP of Mississippi, 1990. 142-62. Print.
Kang, Hee. “Eula Varner Snopes: Men’s Monument, or More Than That?”
The Mississippi Quarterly 58 (2005): 495-521. Print.
---. “A New Configuration of Faulkner’s Feminine: Linda Snopes Kohl in
The Mansion.” Faulkner Journal 8 (1992): 21-41. Print.

287

Karl, Frederick. William Faulkner: American Writer, A Biography. New
York, Weidenfeld, 1989. Print.
Kartiganer, Donald. The Fragile Thread: The Meaning of Form in
Faulkner’s Novels. Amherst: U of Massachusetts P, 1979. Print.
King, Vincent Allan. “The Wages of Pulp: The Use of Abuse of Fiction in
William Faulkner’s The Wild Palms.” The Mississippi Quarterly 51
(1998): 503-25. Print.
Kinney, Arthur. Go Down, Moses: The Miscegenation of Time. New
York: Twayne, 1996. Print.
Klotz, Marvin. “Procrustean Revision in Faulkner’s Go Down, Moses.”
American Literature 37 (1965): 1-16. Print.
Ladd, Barbara. Nationalism and the Color Line in George W. Cable, Mark
Twain, and William Faulkner. Baton Rouge: Louisiana State UP,
1996. Print.
Lawson, Lenis. “The Grotesque-Comic in the Snopes Trilogy.” Literature
and Psychology 15 (1965): 107-19. Print.
Lee, A. Robert. William Faulkner: The Yoknapatawpha Fiction. New
York: St. Martin’s, 1990. Print.
Levins, Lynn Gartrell. Faulkner’s Heroic Design: The Yoknapatawpha
Novels. Athens: U of Georgia P, 1976. Print.
Lewis, R. W. B. “The Hero in the New World: William Faulkner’s ‘The
Bear.’” Kenyon Review 13 (1951): 641-60. Print.
Lockyer, Judith. Ordered by Words. Carbondale: Southern Illinois UP,
1991. Print.

288

MacComb, Debra. “Mink Snopes Deals in Post Holes: Countering the
Violence of Capital in Faulkner’s Snopes Trilogy.” The Mississippi
Mississippi Quarterly 61 (2008): 343-57. Print.
Mainar, Luis M. Garcia. “William Faulkner’s The Sound and the Fury:
The Status of the Popular in Modernism.” Revista Alicantina de
Estudios Ingleses 12 (1999): 61-73. Print.
Marks, Stuart. “Hunting.” Reagan 1228-30. Print.
Marx, Karl. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Trans.
Martin Milligan. New York: International Publishers, 1964. Print.
---, and Frederick Engels. “Manifesto of the Communist Party.” 1848.
Marx Engels, 1845-48: Karl Marx, Frederick Engels Collected
Works. Vol. 6. Moscow: Progress Publishers, 1976. 477-519. Print.
Matthews, John T. “Faulkner and Proletarian Literature.” Faulkner in
Cultural Context: Faulkner and Yoknapatawpha, 1995. Ed. Donald
Kartiganer and Ann J. Abadie. Jackson: UP of Mississippi, 1997.
166-90. Print.
---. “The Rhetoric of Containment in Faulkner.” Faulkner’s Discourse: An
International Symposium. Ed. Lothar Hönninghausen. Tübingen:
Max Niemeyer Verlag, 1989. 55-67. Print.
---. The Sound and the Fury: Faulkner and the Lost Cause. Boston:
Twayne, 1991. Print.
---. “Touching Race in Go Down, Moses.” Wagner-Martin 21-47. Print.
---. William Faulkner: Seeing through the South. Oxford: Blackwell, 2012.
Print.
McHaney, Thomas L. William Faulkner’s The Wild Palms: A Study.

289

Jackson: UP of Mississippi, 1975. Print.
McHugh, Patrick. “The Birth of Tragedy from the Spirit of the Blues:
Philosophy and History in If I Forget Thee, Jerusalem.” Faulkner
Journal 14 (1999): 57-74. Print.
Mertz, Paul. “Sharecropping and Tenancy.” Reagan 29-31. Print.
Miles, Caroline. “William Faulkner’s Critique of Capitalism: Reading
‘Wash’ and ‘Centaur in Brass’ as Stories about Class Struggle.” The
Mississippi Quarterly 61 (2008): 325-41. Print.
Millgate, Michael. The Achievement of William Faulkner. Lincoln: U of
Nebraska P, 1978. Print.
Milliner, Gladys. “The Third Eve.” Bloom 68-72. Print.
Mitchell, Charles. “The Wounded Will of Faulkner’s Barn Burner.”
Modern Fiction Studies 11 (1965): 185-89. Print.
Moreland, Richard C. Faulkner and Modernism. Madison: U of
Wisconsin P, 1990. Print.
Morris, Wesley, and Barbara Alverson Morris. Reading Faulkner.
Madison: U of Wisconsin P, 1989. Print.
Mortimer, Gail. Faulkner’s Rhetoric of Loss: A Study of Perception and
Meaning. Austin: U of Texas P, 1983. Print.
Nichol, Frances. “Flem Snopes’s Knack for Verisimilitude in Faulkner’s
Snopes Trilogy.” The Mississippi Quarterly 50(1997): 493-505.
Nion, Charles H. Faulkner and the Negro. Boulder: U of Colorado P, 1962.
Print.

290

O’Brien, Jean. Dispossession by Degrees: Indian Land and Identity in
Natick, Massachusetts, 1650-1790. Cambridge: Cambridge UP,
1997. Print.
Owada, Eiko. Faulkner, Haiti, and Questions of Imperialism. Tokyo:
Sairyusha, 2002. Print.
Page, Thomas Nelson. Old Dominion: Her Making and Her Manners.
New York: Charles Scribner’s, 1908. Print.
Palmer, William. “The Mechanical World of Snopes.” The Mississippi
Quarterly 20 (1967): 185-94. Print.
Peavy, Charles. Go Slow Now: Faulkner and the Race Question. Eugen: U
of Oregon Books, 1971. Print.
Peyser, Thomas. “Faulkner, Jews, and the New Deal: The Regional
Commitments of ‘Barn Burning.’” Cambridge Quarterly 42 (2013):
1-19. 25 Oct. 2018. https://academic.oup.com/camqtly/article/42/1/
1/343010. Web.
Polk, Noel. “Idealism in The Mansion.” Faulkner and Idealism:
Perspectives from Paris. Ed. Michel Gresset, and Patrick H.
Samway. Jackson: UP of Mississippi, 1983. 112-26. Print.
Putzel, Max. “Coming to the Sacrifice.” Bloom 130-38. Print.
Radloff, Bernhard. “Absalom, Absalom!: An Ontological Approach to
Sutpen’s ‘Design.’” Mosaic: An Interdisciplinary Critical
Journal 19 (1986): 45-56. Print.
Railey, Kevin. Natural Aristocracy: History, Ideology, and the Production
of William Faulkner. Tuscaloosa: U of Alabama P, 2012. Print.
---. “Paternalism and Liberalism: Contending Ideologies in Absalom,
Absalom!.” Faulkner Journal 7 (1992): 115-32. Print.

291

Reagan, Charles, et al., eds. Encyclopedia of Southern Culture. Chapel
Hill: U of North Caroline P, 1989. Print.
Reed, Joseph. Faulkner’s Narrative. New Haven: Yale UP, 1973. Print.
Renda, Mary. Taking Haiti: Military Occupation & the Culture of U.S.
Imperialism 1915-1940. Chapel Hill: U of North Carolina P, 1989.
Print.
Roberts, Diane. Faulkner and Southern Womanhood. Athens: U of
Georgia P, 1994. Print.
Robinson, John. “Great Depression.” Reagan 622-24. Print.
Robinson, Owen. “Monuments and Footprints: The Mythology of Flem
Snopes.” Faulkner Journal 17 (2001): 69-86. Print.
Rodden, John. “The Faithful Gravedigger: The Role of ‘Innocent’ Wash
Jones and the Invisible ‘White Trash’ in Faulkner’s Absalom,
Absalom!.” Southern Literary Journal 43 (2010): 23-38. Print.
Roosevelt, Franklin. “Report on Economic Conditions of the South.”
Prepared by the National Emergency Council in 1938. 28 April, 2019.
https://archive.org/stream/reportoneconomic00nati/reportoneconomi
c00nati_djvu.txt. Web.
Ross, Stephen M. Fiction’s Inexhaustible Voice: Speech & Writing in
Faulkner. Athens: U of Georgia P, 1989. Print.
---. “Rev. Shegog’s Powerful Voice.” Faulkner Journal (1985): 8-6.
Print.
Rubin, Louis D. “The Dixie Special: William Faulkner and the Southern
Literary Renascence.” Faulkner and the Southern Renaissance:

292

Faulkner and Yoknapatawpha, 1981. Ed. Doreen Fowler and Ann J.
Abadie. Jackson: UP of Mississippi, 1982. Print.
Sanderson, James. “‘Spotted Horses’ and the Theme of Social Evil.”
English Journal 57 (1968): 700-04. Print.
Sandquist, Eric J. Faulkner: The House Divided. Baltimore: Johns
Hopkins UP, 1983. Print.
Sassoubre, Ticien. “Adjudication in William Faulkner’s Go Down, Moses
and Intruder in the Dust.” Criticism 49 (2007): 183-214. Print.
Schwartz, Lawrence H. Creating Faulkner’s Reputation. Knoxville: U of
Tennessee P, 1988. Print.
Sewall, Richard. The Vision of Tragedy. New Haven: Yale UP, 1959. Print.
Shakespeare, William. Macbeth. Ed. Sandra Clark and Pamela Mason. 3rd
ed. London: Bloomsbury Arden Shakespeare, 2015. Print.
Shapiro, Edward. “The Southern Agrarians, H. L. Mencken, and the Quest
of Southern Identity.” American Studies 13 (1972): 75-92. Print.
Singal, Daniel. William Faulkner: The Making of a Modernist. Chapel
Hill: U of North Carolina P, 1997. Print.
Skinfill, Mauri. “Reconstructing Class in Faulkner’s Late Novels: The
Hamlet and the Discovery of Capital.” Studies in American Fiction
24 (1996): 151-69. Print.
Small, Michael. “Hawthorne’s The Scarlet Letter: Arthur Dimmesdale’s
Manipulation of Language.” American Imago 37 (1980): 113-23.
Print.
Smith, Jennifer. “Resisting Identity.” The American Short Story Cycle.
Ed. Jennifer J. Smith. Edinburg: Edinburg UP, 2018. 113-40. Print.
Sowder, William. “Lucas Beauchamp as Existential Hero.” College
English 25 (1963): 115-18+27. Print.

293

Tick, Stanley. “The Unity of Go Down, Moses.” Four Decades of
Criticism. Ed. Linda Welshimer Wagner. East Lansing: Michigan
State UP, 1973. 327-34. Print.
Tracy, Susan J. In the Master’s Eye: Representations of Women, Blacks,
and Poor Whites in Antebellum Southern Literature. Amherst: U of
Massachusetts P, 1995. Print.
Turner, Darwin, et al. “Faulkner and Race.” The Sound and Faulkner’s
Yoknapatawpha. Ed. Evans Harrington and Ann Abadie. Jackson:
UP of Mississippi, 1977. 86-103. Print.
Unrue, Darlene Harbour. “Saint Augustine and the Easter Sunday Sermon
in William Faulkner’s The Sound and the Fury.” Wascana Review
19 (1984): 3-16. Print.
Urgo, Joseph R. Faulkner’s Apocrypha. Jackson: UP of Mississippi, 1989.
Print.
Vickery, Olga W. The Novels of William Faulkner: A Critical
Interpretation. Baton Rouge: Louisiana State UP, 1959. Print.
Volpe, Edmond. “‘Barn Burning’: A Definition of Evil.” The Unappeased
Imagination: A Collection of Critical Essays. Ed. Glenn O. Carey.
New York: Whiston, 1980. 75-82. Print.
---. A Reader’s Guide to William Faulkner. New York: Octagon Books,
1983. Print.
Wadlington, Warwick. “The Sound and the Fury: A Logic of Tragedy.”
American Literature 53 (1981): 409-23. Print.

294

Wagner, Linda W. “Language and Act: Caddy Compson.” Southern
Literary Journal 14 (1982): 46-61. Print.
Wagner-Martin, Linda, ed. New Essays on Go Down, Moses. Cambridge:
Cambridge UP, 1996.
Wall,

Carey.

“Go

Down,

Moses:

The

Collective

Action

of

Redress.” Faulkner Journal (1992):151-74. Print.
Watson, James Gray. The Snopes Dilemma: Faulkner’s Trilogy. Coral
Gables: U of Miami P, 1968. Print.
Watson, Jay, and James G. Thomas, Jr., eds. Faulkner and History:
Faulkner and Yoknapatawpha, 2014. Jackson: UP of Mississippi,
2017. Print.
Weisgerber, Jean. Faulkner and Dostoevsky: Influence and Confluence.
Trans. Dean McWilliams. Athens: Ohio UP, 1974. Print.
Williamson, Joel. William Faulkner and Southern History. New York:
Oxford UP, 1993. Print.
Willis, Susan. “Aesthetics of the Rural Slum: Contradictions and
Dependency in ‘The Bear.’” Social Text 2 (1979): 82-103. Print.
Wilson, Charles Reagan. “Faulkner and the Southern Religious Culture.”
Faulkner and Religion: Faulkner and Yoknapatawpha, 1989. Ed.
Doreen Fowler and Ann J. Abadie. Jackson: UP of Mississippi, 1991.
21-43. Print.

295

Wilson, Raymond. “Imitative Flem Snopes and Faulkner ’s Causal
Sequence in The Town.” Twentieth Century Literature 26 (1980):
432-44. Print.
Wittenberg, Judith. Faulkner: The Transfiguration of Biography.
Lincoln: U of Nebraska P, 1979. Print.
---. “Go Down, Moses and the Discourse of Environmentalism.”
Wagner-Martin 49-71. Print.
Woodward, C. Vann. Origins of the New South 1877-1913. Baton
Rouge: Louisiana State UP, 1971. Print.
Yunis, Susan. “The Narrator of Faulkner’s ‘Barn Burning.’” Faulkner
Journal 2 (1991): 23-31. Print.
Zender, Karl. “Character and Symbol in ‘Barn Burning.’” College
Literature 1 (1989): 48-59. Print.
---. The Crossing of the Ways: William Faulkner, the South, and the
Modern World. New Brunswick: Rutgers UP, 1989. Print.
大地真 介 『フォ ーク ナーの ヨクナパト ー ファ小説 ―人種・階 級・ジ
ェ ン ダー の境 界のゆら ぎ』彩流 社

2017.

河内信幸 「ニ ュー ディ ール の転換と 1937 年恐慌」『 アメリカ 経済史
研究 』第 1 号 (2002): 45-62.
楠井敏朗 『ア メリ カ資 本主 義とニューディ ール』日 本経済評論社
2005.
クレラ、 A. 『マ ルクスの 人間疎外論』藤野渉訳

岩波書店

1972.

田中久 男 『自己 増殖 のタペ ストリー― ウ ィリアム ・フォーク ナーの
世 界 』南 雲堂

1997.

---監 修、 早瀬 博範 編『 アメリカ 文学にお ける階級― 格差社会の 本質

296

を 問 う』 英宝 社

2009.

中島時 哉 ・江田 治郎 『ウィ リアム・フ ォ ークナー と三人の女 』旺史
社

1981.

新納卓也 「家 系と いう 『呪 い』―フォーク ナーの家 系小説」
『フ ォー クナ ー』 第 18 号 (2016): 78-94.
西山保『ヨ クナ パト ーフ ァ物 語―私のフォークナー』古 川書房 1986.
日本ウィ リア ム・ フォ ーク ナー協会編『フ ォークナ ー事典』松柏社
2008.
早瀬博範 「『アブ サロム 、ア ブサロム！』における階級闘 争」
『九 州ア メリ カ文 学』 第 59 号 (2019): 1-15.
---.「 キュ ー ビス ト と しての フォ ーク ナー 」、 早瀬 博範 編『 ア メリ カ
文 学 と 絵 画 ― 文 学 に お け る ピ ク ト リ ア リ ズ ム 』 渓 水 社 2000.
185-214.
---.「ジ ェフ ァソ ンは 偽善者か？

アメリ カ民主主 義と奴隷制」

『佐 賀大 学教 育学 部研 究論文集』第 1 号 (2017): 21-32.
---.「フ ォー クナ ーと ニューディ ール政策 ―“The Tall Men”にお ける
農 業 調 整 法 (AAA) 」『 中 四 国 ア メ リ カ 研 究 』 第 9 号 (2019):
107-123.
平石貴樹 『メ ラン コリ ック デザイン―フォークナー初期 作品の
構想 』南 雲堂

1993.

メサーロ シュ 、I. 『初 期マルクス 研究』三階 徹、湯川 新訳、啓 隆閣
1975.
山下昇『 1930 年代の フォー クナー― 時代の認 識と小説 の構造』
大阪 教育 図書

1997.

297

