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ロバート・ペン・ウォレンの語りの技法と歴史意識

『すべて王の臣』について一

小　谷　耕　二

W熱⑭S匙a蹴／卜luey　P．　L◎gmg

　爆㍑加κ魏g奪翌脇（以下『王の臣』と略記）にはウィリー・スタークとJaek　Bvgrδen

という二人の重要な人物が出てきます。そのうちのひとり，ウィリー・スタークはルイジ

アナの実在の政治家ヒューイ・ロングをモデルとしたと言われております。ご承知のよう

に，ヒューイ・ロングは1920年代から30年代にかけて州知事および連邦上院議員としてル

イジアナに「ロング帝国」ともいうべき独裁的な体制を築き上げ，1936年忌大統領選挙で

は現職の駈鍛kli薮D．　Reesevekを脅かす存在になるだろうと目されていた入物です。もっ

ともその前年に暗殺されており，大統領選の出馬は実現しておりません。ロングはその強

引な政治手法のせいでデマゴーグ政治家あるいはアメリカ型ファシストといった評価を受

けておりますが，その一方で，「富の再配分」運動（Share　eur　Wealth）を唱え，義務教

育での教科書の無料配布や，ハイウェイの整備・建設，病院や身体障害者のための施設の

改善，といった弱者救済の施策を実行してもおります。

　『王の臣』は，ウィリー・スタークがアメリカ南部のある州（ルイジアナと特定されて

はおりませんが〉の片田舎から身を興して州知事となり，賄賂や脅追という不正な手段で

権力をふるい，最後には暗殺されるというそのなりゆきを描き出しております。ウィリー・

スタークとヒューイ・ロングの類似点についてはいろいろ指摘があり，とくにウィリーの

旧い立ちと政治的業績はヒューイ・ロングを下敷きにしたものといわれております。

　以下，Ladegi　Paymeの研究に依拠して，主要な類似点をあげておきます僚a翼e　98－

ggs）．

　①ウィリーが明らかにルイジアナと思われるある州の北部の製材業を主要産業とする貧

　　しい地方の出身であり，いわゆるレッドネックであること。

②若い頃のウィリーの刻苦勉励の様子。政治の世界に入る前にウィリーは昼は修理道具

　　類の行商をしながら，夜は深夜まで猛烈に法律の勉強をしている。ロングも若い頃巡

　　回セールスマンの経験があり，また丁磁紐e大学のm一・スクールの3年間のコース

　　を8ヶ月で修了するほどの猛勉強をしたといわれております。

　③ウィリー知事の主要政策，すなわち，ハイウェイ網の建設，税制の改革，医療サー

　　ヴィスの拡充，公立学校への潤沢な予算措置等がロングのそれに対応していること。

　④民衆の心をつかむ扇動的な演説のスタイル。聖書へのアルージョンや罵署雑言にあふ

　　れた熱狂的でリズミカルなウィリーの演説が，実際のロングの演説の言葉をもとにし

　　ている形跡がある。
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2 言語文化論究16

⑤政治マシーンの形成とボディーガードの存在。ウィリーには彼の意のままに手足となつ

　　て働く側近たちや，どこかFauikerxerのSαnctuαryのPopeyeを思わせるSugar　Boy

　　という印象的なボディーガードがおりますが，ヒューイ・ロングもHuey’s　Cossaekと

　　呼ばれる側近やボディーガードを従えていたということです。

このほかにも風貌や体つきから執務のスタイル，暗殺時の様子に至るまで，さまざまの細

かな類似をペインは指摘しています。1）

現実主義／理想主義

　このような類似が数多く見られるわけですが，ウォレン自身はウィリー・スタークの着

想がヒューイ・mングに触発されたことは認めていますが，この二言はまったく別個の入

物だと明言しています（Waryen，“in£roduction”97）。つまり，ウォレンはウィリーに独

自の内面的な肉付けを行っている。その核になるのがく現実主義と理想主義の融合〉とい

えます。ウィリーは目的達成のためには手段を選ばぬ現実的な実行の入です。たとえば，

上院選出馬の準備中に，都市部の裕福な階層の有力者9rwEk判事がウィリーの対立候補の

支持を表明したという知らせがはいると，真夜中にアーウィン判事の自宅に押しかけ，脅

迫まがいの態度で翻意を迫ります。しかし清廉潔白かつ高潔な入物との評がある判事は屈

服しません。そこでウィリーは，彼の私設秘書的な存在であるジャック・バーゲンにアー

ウィン判事の過去を調べるように指示します。人間はだれでも罪のなかではらまれ，堕落

のなかで育つ，きっとなにか汚点がある，というのがウィリーの信念なのです。2＞ちなみ

に，これがあとあとのプロットの展開に大きな意味を持ってきます。

　もうひとつウィリーの現実主義の実例をあげておきますと，彼が任命した州の会計検査

官Byram　Whiteが賄賂を受け取っていたことが発覚し，政敵のMa¢腿urphee陣営から

弾劾されるという出来事が起きます。ウィリーはバイラム・ホワイトを激しく叱責嘲罵し，

いざというときのために日付の欄だけ空白にした辞表を書かせておきますが，解任するこ

とはしません。（ちなみに，ロングも同じような辞表を部下に書かせて保管していたそうで

す［三宅　44－45］）。マクマーフィー陣営の真の狙いが自分の弾劾にあり，バイラム・ホ

ワイトを解任すればみずからに火の粉が飛んでくることに気づいているからです。しかし

政権内部にも亀裂が生じてきます。不正の片棒を担ぎたくないということで，州の司法長

官Hugh　Millerがみずから職を辞し，またウィリー本人に対する弾劾の動きも表面化し，

ウィリーは窮地に立たされてしまいます。そこで，彼は反撃に出て，賄賂やゆすりでマク

マーフィー一陣営の切り崩しをはかり，弾劾の動きを阻止することに成功します。賄賂に対

する弾劾を賄賂で握りつぶしているわけで，ここには先に述べたような，人間はだれでも

堕落のなかで生きているのだという入間観とともに，政権維持のために手段を選ばぬウィ

リーの政治的現実主義が如実に表れております。

　それからウィリー一の法律観一法律などというものは，現実にぴったり合うことはないの

だから，法律の方を現実に合わせていくべきだという考え方も，彼の現実主義の端的な表

明となっていいます。3）

　ただウィリーは現実主義一辺倒ではなくて，その現実主義の裏側には理想主義が貼りつ

いております。そのことは彼の病院建設にかけた意気込みに端的に表れています。ウィリー
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ロバート・ペン・ウォレンの語りの技法と歴史意識 3

の政策目標のひとつはアメリカ最大最高の病院を作ることです。この病院はウィリーの支

持者である貧しい民衆のためのものであり，彼はそうした貧しい入々が安い費用で医療を

受けることができるようにするつもりでいます。そのために国内各地の優れた病院を視察

し，病院の青写真や経営についても自分で勉強を重ねます。病院の運営にはジャック・バー

ゲンの親友で医師のAδa醗翫a謡縫を据えることを望んで，政治的には反ウィリーの立場

に立つアダムの説得をジャックに命じますし，自分でも金は出すが運営に口は出さない旨

確約して説得に当たります。副知事のTiny　｝uffyが知り合いの建設業者と病院建設の契

約をするように進言すると，その二人の癒着関係を知っているウィリーはタイニー・ダ

フィーを激しく叱責します。ウィリーにとってこの病院はいかなる点でも完全無欠のもの

でなければならず，政治の裏取引で汚されたくないというわけです。ここではウィリーは

目的のために慎重に手段を選んでおり，この病院は政治的現実主義者の理想主義のシンボ

ルとなっております。

　こうした現実主義と理想主義の融合がウィリー・スタークという入物の造型をふくらみ

のある陰騎に富んだものにしているといえます。

ジャック・バーゲンの重層的語り

　ところでこうしたウィリー・スタークの姿は，もうひとりの重要入物でウィリーの腹心

ジャック・バーゲンの視点を通して描き出されていきます。この小説は全10章で構成され

ていますが，作品の時問構造の表を見ていただければわかるとおり，かなり複雑な構成に

なっております。4）物語の現在の時点が1936年から37年にかけてで，そのなかに頻繁にフ

ラッシュバックによる回想が入り込んでいます。これらの回想を通してジャックは少年時

代や学生時代のエピソードを語り，またウィリーとの出会いからその側近になるまでの経

緯を絡めながら，ウィリー一の政治的躍進の様相も描き出していきます。したがって，物語

の時間は現在から過去へ，またある過去の時点から別の過去の時点へと，自在に動いてい

ます。そればかりか，第4章にはCass　Mastemaという南北戦争の頃の入物の30頁ほどの

長さの物語が挿入されております。こうした形で，1850年頃から1937年までの時間をカ

ヴァーしております。そしてすべてが終わったあと1939年の時点で語り手のジャック・バー

ゲンがこの作品本体を構成する回想を行っているという構造を取っています。

　これだけでも相当入り組んだ作晶構造になっていますが，事態をいっそう複雑にしてい

るのは，作中で語られる出来事や登場入物の行動についての物語の現在時点でのコメント

や感想や思考に加えて，ジャックが1939年の回想時点での評価や解釈を交えているという

ことです。したがって読者は過去と現在の絡み合いのなかからストーリーを再構成してい

くだけではなく，ジャック自身の評価や解釈を樹酌しながら，ときには語り手ジャックの

言葉と登場人物としてのジャックの行動とのギャップに折り合いをつける読みを求められ

ることになります。こうした語りの重層性がこの作品のひとつの面白味でもあり，また単

純にウィリー・スタークだけの物語とは言えない豊かさと広がりを作品に与えているとい

えます。

　『王の臣』はヒューイ・ロングという強烈な個性を持った政治家をモデルとしていたこ

ともあって，ベストセラーになり，映画化されております。映画の方も好評で1949年度の
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4 書語文化論究16

アカデミー作品賞およびゴールデングローブ賞を受賞，主人公役の俳優は主演男優賞を，

Saδie騰rke役の女優も助演女優賞を獲得したそうです（Weede｝g　12－X3）。小説出版後の

書評でも，ウィリーの背後にヒューイ・Uングの影を読み込んで，ウィリーに対する作者

の態度をどう見るかといった点が主たる問題となったようです。ただ，その後批評の焦点

はウィリーからジャック・バーゲンに移り，ある研究者はウィリーの物語を描き出すのに

ジャックという語り手を用いたことがこの作品の強みであるという趣旨の発言をしており

ます（諏s拠sZ94）。

　たしかに，たとえばFitzgeraldのThe（Great　Gatsbyの場合と同様に，ジャックの一種

斜に構えたようなシニカルな口ぶりやものの考え方，言い換えれば彼の意識のフィルター

を通すことで，ウィリー・スタークという一個のキャラクターとしてきわめて魅力的な入

物のイメージがくっきりと像をむすぶように思われます。『偉大なギャッビー』には，語ら

れる物語が語る側の物語でもあるという構造においても似通っておりますが，この点に関

しては，基本的にNick　Carrawayがギャツビーの物語を語るという役割に徹しているの

に対し，『王の臣』の場合は物語が進むにつれてジャック・バーゲンの自己探求のテーマの

方が強く全面に出てくるようになります。つまり，作品の構造に一種のねじれが生じてお

り，最終的にはジャック・バーゲンの物語が主で，ウィリー・スタークの物語が従となっ

ているという印象すらあります。ちなみにわたしはこの作興は基本的にジャックの物語で

はないかと考えております。そのことの持つ意味についてはあとで触れることにして，ま

ずジャックの自己探求のテーマについて考察したいと思います。

　ジャック・バーゲンの自己探求は三つの過去の探求の形を取っております。その三つと

は，まず第一に，歴史専攻の大学院生時代に博：士論文執筆のために行ったキャス・マスターー

ンについての研究，第二に，ウィリーの命を受けて行ったアーウィン判事の過去の汚点探

し，そして第三に，この回想そのものを通したみずからの過去の探求です。以下，この三

つの探求について簡単に見ておきます。

ジャック・バーゲンの自己探求一キャス・マスターン物語

　キャス・マスターンのエピソードは第4章がほぼすべてあてられており，独立した一編

としても読める物語です。（ちなみに，出版社から依頼されて『王の臣』のゲラ刷りを読ん

だフォークナーは，自分だったらこのキャス・マスターンの話だけを取り出して，あとは

全部没にするといったそうです［職。籏er盟9］。）キャス・マスターンは，ジャックの父

方の親戚筋（Ellis　Burdenの母方の叔父。エリスはジャックの父ということになっている

が，ほんとうは実の父ではないことがあとで判明する〉にあたる入物で，南北戦争で南軍

兵士として戦死した人物です。ひよんなことからキャス・マスターンの手紙とB記と写真，

それに形見の金の指輪を手に入れたジャックは，それを手がかりにキャスの生涯と彼が生

きた時代を再構成することを博士論文のテーマに選び，そして一年半の時下をかけたリサー

チをとおして，次のような事実関係を突きとめていきます。①キャス・マスターンが糊入

の農園主翫揺蹴Triceの妻Aitnabelleと恋に落ち，密会を重ねたこと，②事故死と伝

えられていたダンカンが実は二等の関係に気づき自殺していたこと，③ダンカンの死後，

アナベルは召使いの黒入娘（Pboebe）が自分の犯した罪に気づいているという思いに悩ま
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ロバート・ペン・ウォレンの語りの技法と歴史意識 5

され，半狂乱になって，その黒人娘を川下に売ったこと，④それを知ったキャスは罪滅ぼ

しに自分の農園の奴隷たちを自由にしてやり，南北戦争が始まると，みずから求めるよう

にして銃弾を浴び，その傷がもとで死んだこと，などです。このようにして，日記と手紙

の裏側に隠された事実関係を明らかにしながら，キャスの生涯を再構成していくわけです。

　このプロセスにおいて，ジャックは見事な歴史探求能力を示しております。たとえば，

キャスが日記のなかでダンカンやアナベルのことを名前で言及していないにもかかわらず，

ダンカンが死んだ日付を手がかりに，当時の新聞で不審な事故死についての記事を探し出

し，彼らの名前を割り出していくといった具合です。ところが，結局ジャックは博士論文

を書きあげることはなく，キャスについての資料を段ボールにつめて放置してしまうので

す。それはなぜか。現在の時点から当時を振り返って，ジャックは大学院生のときのジャッ

ク・バーゲンにはキャス・マスターンという入物が結局理解できなかった，あるいは理解

することを恐れたからだと述べております（189）。ジャックが理解できなかった，あるい

は理解したくなかったのは，いわゆる「蜘蛛の巣」の理論です。これは1939年現在の，つ

まりすべてが終わったあと，過去を回想しているジャックがキャス・マスターンの物語か

ら導き出した考えです。

Cass　Maste罫簸薮ve《露語）y　a艶w　ea罫S　a簸（i　i薮　that　ti鵬e盤e　lear簸e《i　that　the　wor1《墨

isa亙10ぞ◎薮e　iece　Helear簸e（至癒a£塩ewor1《量islikea薮e簸瀟瀟0聡ssi（丑鍵weba蹴d曼f

0覗t◎覗C薮it薮◎wever　li飯櫨　a北a簸　　◎紐也the　vibraもio鷺ri　les　t◎the　re鵬otest

eri融eter　a簸（S　the　dr◎ws　s　i《玉er　fee亙Sもheもi豊1e　a蝋丑is〔i罫OWS　鷺◎鵬ore門門もsri簸S

◎翌も亀◎銀戴　t蝕e　◎ssamer　coi蓋s　a蓑）◎盟む　0眠W簸0鼓aveも0聡C薮e《khe　web　a簸（1廿至e鍛i露ec竜

一亙もd◎es簸0もma馳e罫W熟eも弛鍵◎r　n◎もyo鷺
鵬ea鑑も。　brush　the　web　9ぞ　thi簸9S．　Y磁f蓋a卿y飴0もor　yO建τgay　wi強g　may薮ave

hrushed　it　ever　se　｝ightXy，　hxat　what　happeRs　aiways　happeits　and　there　is　the　spi－

der，　bearded　h｝ack　aRd　with　his　great　faeeted　eyes　glittering　Rike　mirrovs　in　the

s撒，odike　G◎δ’s　eye，　aRd　the　fangs　dyippixtg．（AZZ跳εκ論8も二親i88－9；下線は筆

者）

「蜘蛛の巣」の理論とは，世界が巨大な蜘蛛の巣のように物事の因果関係の網の目でひと

つに結びついているという考え方です。すこしでもこの蜘蛛の糸に触れればすぐさま糸に

絡めとられて，黒々とした毒を注ぎ込まれてしまうというイメージです。人間の行為はす

べて入間関係の網の目のなかで行われるものであり，自分がなにかをすれば意識しようと

しまいとそれはまわりの世界に影響を及ぼしていく。その意味で純粋無垢の自己完結した

行為というものはあり得ず，必然的に倫理的な義務や責任といった重荷を背負い込まざる

を得ない。入間が他者や世界から離れて，ひとり独立して存在することはできない。こう

した意味あいが「蜘蛛の巣」のメタファーにはこめられているものと思われます。5）キャス

はアナベルとの不倫の恋が友入の死を招き，さらには因果の連鎖によってある黒人娘の運

命を決定的に変えてしまったことに罪悪感を抱き，ついには自分自身死へと引き寄せられ

ていくわけですが，ジャックはその因果の連鎖とそれに伴う罪や責任の問題を理解しなかっ

た，あるいは理解しようとしなかったのです。
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6 言語文化論究16

　この当時のジャック・バーゲンの人生や世界に対する態度といえば，自己と他者や世界

との問に本質的な結びつきを拒否するという態度だといえます。そのことを端的に示す一

節があります。

亙h．ea，yd　somebe｛蔓　（》en．我鷺｛蓋shaxt亀he　ate亀⑰毅蟹｝疑）arA　lot　董）覗土夏didn．’宅10Gk

ar◎同日｛鑑。夏だ置di《璽が也100盆arogxn｛丑iもwo簸亙｛画一。も豪）ξ｝重；r猛e樋ゑat　so亙擁ebo（豊　山嶽（i　o　e簸e《嚢二目

三三｝wi廿気品k．e¢罫eak　蝕i簸　es　a茎乱曲二目a奮is　a　wO鷺《艶罫負裂亘　灘i盤ci　1¢一覧a憩寂簸《｝o　eもh◎夏（至

延9　had　got　held　gf　the　princip豆e　o編◎ぞaboo髭舳e輔聡s　i獄。。互lege，韻轟熱δ

溢建簸9《搬瘍。誌簸）r　gri鵬《量ea臨。夏owe《量灘y　s腿ccess沁璽i鉛toもh　aS　9）r諭ci茎）夏愈．9t　h＆《豊璽搬乞

鵬ew盤ere夏日as。　W臨a奮　o砥《量。ゴも㎞《）w《璽◎簸，もhilr叱　《》t乳籔：蹴・i也綾i互】．，亀罫ea璽。了｝給　　《協1璽e（薫

that互（薫e農簸s灘l　i盤鵬　　book夏簸a《丑珊・he簸夏was　i簸《｝o亘1e　e　a強《翌＆費ler夏　o乞h鴻1《璽◎f　th　a乞

tpttc　l　i　becam　Zde　l　t　X　was　a　brassbeund　Xdealisg　in　ekese　days．　gf　yeu

are　ait　gd£aiist　it　does　itet　twatter　whae　yexa　dg　or　wkat　gees　eit　arogand　yeu　because

覚isゴもreal　a豊yway．（All　the　Ktng’＄　Men　30；下線は筆者〉

真の実在は精神あるいは意識のなかにのみ存在するという観念論は，ここでは逃避のため

の処世術となっています。眼を閉ざせば他者や世界は消え去ってしまうわけですから，そ

こには世界の網の目のなかで他者と軋みあいながら生きることがもたらす悲しみや喜びも

ありませんし，倫理や責任の生じる余地もありません。ジャックが幼なじみの恋人Anne

StanSOitと結婚することができないのも，妻のLeisと離婚してしまうのも，また結婚と

離婚を繰り返す母との感i青的いざこざを避けようとするのも，すべてその核心にはこのア

イディアリズム／観念論が存在しているといえます。ジャックは博士論文を放棄したあと，

the　Greae　S互eep（大いなる眠り）の中に入っていったと述べております（！89）。他者と世

界のなかで苦しんだキャス・マスターンの姿に対してジャックは眼を閉ざしたわけです。

　ジャックのこうした逃避的態度を端的に示すもうひとつの事例として，the　Great　’Twiteh

（大いなる痙攣）という考え方にも簡単に触れておきます。昔の恋人アン・スタントンが

こともあろうにウィリー・スタークと関係ができてしまったことを知ったジャックは，カ

リフォルニアまで逃げ出し，ホテルの一室に閉じこもってアンと自分との関係を振り返り，

やがてある哲学を抱いて帰ってきます。その哲学は，途中で拾ったヒッチハイカーの老人

の顔がぴくぴく痙攣するイメージに託して表現されております。

The　e蜘伽簸9　remarkabXe　ab磁鋤撫W我S塩e蝕ct癒a意W魏e　y磁璽◎◎ke撮豊t◎the

s懸一br繍ed丑ea癒er　of馳e簸ce，蝋紙seemed　as　ss亘ff　a簸翻evi籔髭eδas£蚤曲量δe

o簸a撫憩輝’sj賊yo鷺w◎贈品霊感e蜘see・a翻也。熟拠癒de銑。壼ee叢，　up　toward　the

轡1e－blue　eye，　Y磁w◎akld嶽櫨最e　w段s　go魂to騨i豊k，　b眼偽e　was簸’寓9磁疹t◎wi櫨．

The毒脚・竸C盤was　si鵬　璽　我簸叢簸《璽e　e鷺《至eむも　ぬe簸O憩e盆（）鷺　覇．簸re璽a奮e《璽to　the簸ミce　or乞0

W盤＆奮was　be灘量目《量鍍給艶ce　O罫も《）a簸　骸i簸　i簸也he　whd¢重iSS眼e　of　蝕e簸0磁e簸農W飯ich　is

乞he　wor1《1　we　a罫e呈Ost　i簸、夏乞was罫e難arkaわ1e　i鷺t蝕at　face　t鼓eも騨i動C蝕which　1重ve《1

宅ha也蓋itもie薮藪｝a｝1　its（）W簸．
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The　f農ce　k鷺ew癒aも癒e　tw蓋紬was出e　1董ve癒量鍛9．　Was　a互1．　B砥having互二三a也

otherwise・unremaykab蔓e鵬蹴，　i宅◎cc囎re概。艶e，　as亙re費ec繍叩。四二e掘ng　which

mad曲抽・re一三ab夏e，乞盤a亀if癒e靹i紬was　a1丑W飯a細as　iも撚a電C。x　gid　kncW　£he

禰幡was　a1璽？D旧記deg　of撚eδea羅鋤g　i簸癒e　labo二面k簸OW癒a毒忌eもW童紬

was認Wぬ繊yo聯回忌e　elec瓠C　eurreant　threrexgh　it？D遍嶽e鵬鍛’s　face　k簸OW

農bo就癒蕊w批盤，餓曲◎w誌was　a蔓1？鉱山e磁e三三滋翌s癒e醗s三山就is癒e

sec欝eもk猟）W璽叙至eT簸鉱is目高滋　◎蔑曼狼ve　to　Oも。　Ca置旧》ynia　to　hav8　a艶SもiC　V翌sio簸

勧藪簸δo砿　丁盤二二eもwiも。盤。農簸鑑kew癒aも癒e乞脚iも。鼓is　a夏夏　丁無en薮a，vi豊　多Ouit通

もh滋0磁i盤癒愈縢lS蓑CV豆si《）簸　◎雛艶e璽C艶a簸a捻《量壼・ee　Yb簸a欝ea乞0簸ew重tk　th奪Grむa毒

Twitch．（爆㍑舵κ読g奪二一3捻4；下線は筆者）

必ずしもわかりやすい比喩ではないですが，これは「蜘蛛の巣」のメタファーと対照的な

イメージであろうと思われます。つまり，人間の生を全体から切り離された断片的な動き

として捉えているのだろうと思います。世界と断絶し物事の因果関係や他者との結びつき

から切り離されていれば，入間の存在や行為は意味を持たない痙攣にすぎなくなる。無意

味な痙攣はどうしてみずからが無意味な痙攣であると知りうるのか。それは世界全体がい

わば大文字の「大いなる痙攣」だからだ。超越的な「大いなる痙攣」のヴィジョンによっ

て，みずからが無意味だという意味付けを与えられるというわけです。そしてそのことが

自由の感覚を生み出してくれるというのです。論理的矛盾は明らかですが，ジャックはこ

の虚無的な哲学によってどんなことにでも相対することができるという気持ちを抱くので

す。それは何物にも関わりをもたない痙攣的な在り方がもたらす偽りの強さの感覚だといっ

てよかろうかと思います。キャスの物語の意味の探求を放棄し，また「大いなる痙攣」と

いうシニカルな世界観を築き上げることで，ジャックは自分自身と他者や世界との関係の

あり方から冒をそらし，みずからの虚ろさを正当化しているといえます。

ジャック・バーゲンの自己探求一アーウィン判事の隠された過去

　次にジャックの二番目の過去の探求の話に移ります。これはジャック自身が“Whe　Case

◎f癒eU麟g批轟δge”高1黎なる判事の事例（191）と名づけているものです。先に述べた

ように，アーウィン判事が連邦上院議員選でウィリー・スタークの対立候補となるマクマー

フィの支持を表明したのに対し，ウィリーはジャックにアーウィン判事の過去を洗うよう

に命じます。アーウィン判事は高潔な人物であり，ジャックの実家の近所で暮らしている

こともあって，ジャックとは親しい間柄です。判事のスキャンダルを捜しても無駄だと思

いながらも，ジャックはウィリーの命令に従い調査を始めます。ここでもジャックの歴史

家としての能力がいかんなく発揮され，役所の文書や裁判所の記録，古い新聞等の徹底的

な調査や関係者のインタヴュー等を通して，判事の唯一の過去の汚点が判明することにな

ります。アーウィン判事は20年以上前に州の司法長官だったときに，借金返済のためにあ

る企業の不正に眼をつぶり，その見返りに賄賂を受け取り，その後関連会社の相談役のポ

ストについていたのです。そればかりか，アーウィン判事にポストをあけるために解雇さ

れた人物が当時の知事（アダムとアンのスタントン兄妹の父親です）に訴えて出たものの，
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8 言語文化論究！6

握りつぶされ，絶望して自殺していたのでした。そしてジャックのこの探求は，この事実

を突きつけられたアーウィン判事がウィリーの陣営に与することを潔しとせず，自殺して

果てるという結果を招いてしまいます。さらに判事の死の知らせを受けたジャックの母の

言葉から，ジャックはアーウィン判事が自分の実の父だったことを知ることになります。

　ジャックの最初の過去の探求，キャス・マスターンの物語の再構築は，ジャック本人に

少なくとも表面的には何の意味も持ちませんでした。あるいは言い方を換えるならば，彼

はキャスの物語に自分なりの意味を与えることをしませんでした。（キャスの物語を再構成

していく大学院時代の自分を，ジャックは三人称で言及しております。これは彼の探求が，

みずからの生き方と関わりのない「客観的な」歴史探求の態度であったことを暗示してお

ります。）それに対し，アーウィン判事の過去の探求は，ジャックに彼自身が逃れようもな

く他者と世界の「蜘蛛の巣」にからめ取られた存在だということを知らしめずにはおかな

いものです。それまでジャックは自分の父エリス・バーゲンは6才のときに自分と母を捨

てて家を出ていったのだと思っていました。たしかに出て行くには行ったわけですが，そ

れは母とアーウィン判事の不義の関係を知ったからだったわけです。ここでキャス・マス

ターンの物語がジャックにとってにわかに意味を帯びてきます。両者ともに不義という要

素が共通しているのです。この点に二二して，中村紘一氏は，＜キャスとアナベルの不倫

→間男されたダンカンの死→キャスの自殺も同然の死〉という図式に，〈アーウィン判事

とジャックの母の不倫→間男されたエリス・バーゲンの家出→アーウィン判事の自殺〉と

いう図式を重ねて，キャスの物語がジャック・バーゲンの物語の「すべてとは言わないま

でも，少なくとも重要な原型ではないか」と指摘しています（中村　93一　4）。しかし，よ

り直接的にジャックの自己探求という点に焦点をあてるならば，ここに至ってはじめて

ジャックはキャス・マスターンに自分の姿を見たのだと考えられます。キャスの不義がダ

ンカンの死や，アナベルが黒人娘を売り飛ばすという予期せぬ事態を招いたように，ジャッ

クのアーウィン判事のスキャンダル捜しは，たとえみずからが直接手を下したわけではな

いにしても，実の父の自殺という思わぬ結果を引き起こしてしまった。そこでは人間の行

為が，「蜘蛛の巣」のような眼に見えぬ因果の連鎖によって予期せぬ惨事を招き寄せている

のです。かてて加えて，アーウィン判事がただ一度の不正で守り通した地所が遺言により

自分の手に渡ることになっているのを知るに及んで，歴史と現実のさなかにあってひとり

自分のみが無傷ではいられぬことをジャックは否応なく認識せざるをえないのです。

ジャックの物語構築と歴史意識

　最後にジャックの回想を歴史意識の問題とからめて少し考察しておきたいと思います。

その前に判事の死後の筋の展開を簡単に追っておきますと，アン・スタントンの兄アダム

は副知事タイニー・ダフィーの策略によって妹とウィリーの関係を知らされます。そして

自分に任された病院経営が妹の肉体と引き替えだったと早合点して，憤激のあまりウィリー

を射殺し，みずからはウィリーのボディガードに射殺されてしまいます。こうしてウィリー

の物語も終わってしまう。一方ジャックは母への信頼を取り戻し，アンと結婚し，そして

彼が世界のなかでのみずからのありようを引き受けることを決意する，というところで作

晶全体が終わることになります。ジャックはすべてが終わった！939年の時点で，過去を振
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り返り自分の生涯の意味付けを行う。これがジャックの三番目の過去の探求であり，それ

がこの回想形式による作品となっているわけです。彼の意味付けの道筋は，これまで見て

きたとおり，逃避的観念論者から「大いなる痙攣」論者へ，そしてさらに「蜘蛛の巣」論

者へということになります。

　ただ注意しておきたいのは，これがジャックの一人称による回想であり，これまでの解

釈も基本的にジャックの自己解説に依存しております。彼は自分の過去に自分が解釈した

形の自己像を読み込んでいるわけです。そして読者はジャックが用意した材料をもとに，

ジャックが敷いた解釈のレールに沿って，彼の一種の自伝を読まされることになります。

わたしはかって「大いなる痙攣」論者でした。でもウィリーの死，アーウィン判事の死を

契機に「蜘蛛の巣」論者に成長しました，というわけです。

　ジャックが構築するこの改心の物語はきわめて強力な物語です。ただその物語が強力で

あればあるほど，その裏でなにかが抑圧されているのではないか。そうした思いを禁じ得

ません。たとえばフォークナーの（海D鰯鵜認osε8の中心入物肱e運cCas璽蜘がキャス・

マスターンの手紙と日記を解読しようとすると仮定してみます。おそらくアイクは，ジャッ

クと同様に倫理や責任の問題を導き出すにしても，それを奴隷制度や人種問題に根ざした

ものとして捉えるのではないかと思います。同じ材料を用いても視点が異なれば違った物

語が現れてくる。そうした意味で，ひとつの視点からだけみると死角が生じてしまう。と

すると，単一の強力な物語は別の物語の可能性を抑圧してしまうことにはならないか。そ

うした疑念がふっと頭をよぎるのです。6）

　たぶんないものねだりをしているのだと思いますが，『王の臣』にはジャックの自己像を

相対化する仕組みがほとんど見あたりません。ほかの登場入物たちの思考や言動から，い

わば外側から直接見えるジャックの姿があまり描き出されていないように思われるのです。

この作品ではすべてがジャックの単一の強力な語りの申に閉じこめられている。そうした

印象が払拭できないのです。いわばジャックはナラトロジーにおける全知の作者のように，

みずからの改心の物語の支配者として物語上に君臨している。もう一度フォークナーの『行

け，モーセ』を引き合いに出せば，マッキャスリン家の土地台帳を解読しながらアイクが

展開する歴史解釈には起源／オリジンへの志向性が顕著で，新たな歴史の創始者，作者た

らんとする彼の秘かな願望をそこに見て取ることができます。その点ではアイクの歴史構

築とジャックの物語構築の間には一定の平行関係が存在しています。しかしフォークナー

はアイクの物語に特権的な場所を与えてはいません。アイクの歴史解釈にはいとこの

瓢cCas1並拠職。翻sの歴史解釈が鋭く対立しており，またLucas　Beavxchagnpというも

うひとつの物語の主権を強力に主張する入物が存在して，それを相対化する契機を提供し

ています。そこでは歴史が相対立する複数のディスコースのせめぎあいの中から立ちあら

われてくる仕組みになっています。その点で『行け，モーセ』と『王の臣』とは際だった

対照をなしております。

　過去をどのように再構成していくか，またどのように歴史を認識し，語っていくかとい

う角度から眺めてみるとき，フォークナーが複数の歴史的ディスコースを対置することに

よって一種演劇的な方法を用いているのに対し，『王の臣』のウォレンは自伝的手法を取っ

ているといえます。言い換えれば，フォークナーが複数の歴史観の対立や対話のなかから

歴史の真実の姿を浮かび上がらせようとしているのに対して，ウォレンは主観的真実の圧
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倒的強度に依存しているわけです。ウォレンが自伝的手法を用いている背景には，歴史を

理解するには単に政治や経済の制度や社会の変化を辿るだけでは不十分で，個人のうちに

内面化された歴史を捉える必要があるという考え方が潜んでおります（Cvgllick　3－4）。そ

れはそれでまっとうな見方ではありますが，歴史を書き，過去の物語を語る際に，開かれ

た歴史が成立するためには，かりに単一の視点からの物語という方法をとるにせよ，その

なかになんらかの形でみずからを相対化する契機を組み込んでおくべきではないのか。歴

史を認識する，あるいは過去を探求する場合，語りそのものも「蜘蛛の巣」の中において

みるべきではなかったか。そういう感想を提出して，この考察を締めくくることにします。

注

　本稿は，九州アメリカ文学会第46回大会（2000年5月ユ3日，福岡大学）において「歴史

を書くこと，語ること一　Robert　Peau　Warrenの窺島舵脇㍑9も翌親について一」と題し

てロ頭発表した原稿を加筆修正したものである。

1）ペインの論考はヒューイ・ロングの伝記や当時の新聞雑誌類の記事，関係者の証言等

　　を論拠にした精緻な考察であるが，日本では最新の伝記やロングの自伝を参照しつつ

　　ペインの所説を補足する形で，村上陽介氏がおなじテーマを扱っている。

2　）　“Mait　is　eeneeived　irck　sigx　aitd　bgerKx　in　corrup±ign　amad　R｝e　passeth　freexa　the　stink　Qf

　　癒（薮e乞。一二e醜e盤e盤◎f　the　s豊roud。7盤ere　is　a互ways　so憩e癒i盤92，（A麗疏ε茄箆9も餓鷺

　　49）

3）‘丁瓢［簸◎talawyer．亙kXi◎w　SOSUke丑aw．夏簸faet，夏kxgw　a豆。もof且awとAn量夏日a《量e　me

　　some・maeney◎ut・6f　law翫も夏’鵬賊農互awye凱That’S　W鼓γ夏⑭a稔see　w張滋癒d＆W直S

　　1愚e。夏も，s　lik¢as無9互e－be《丑b丑a簸鑑eも。簸adg賦bge　be通a登〔璽出饗ee藪）監si鶏癒ebe《ia強《翌a

　　co盈磁i塾t　T盤e野e綾iゴ也ev鍵磁綴鹸b豆a盈e馳。　cov鍵癒e　case，簸。鵬a亀疲蝕◎w・much

　　夢磁i簸g乱曲a藏簸9，and　samebady　is　always　goin9　＊o　g｝igh　catch　pkeumonia。　Hd亘，

　　癒e1歌w　is　li藪e癒鋤a蜘γo曲劔9為Uas奮y旧記）va　growiag　b。y；b就iもis　always掘s

　　脚a欝a撮癒e肥踊s我r鐸。夢欝磁a三七e曲我赦bo強e’s也。癒e　bree聡．　The　9aw　is

　　a豆ways鵬曲磁a簸戯0。竜曼9盤敏》r　gで翻叢簸9薮遡a費最i撮．騒e　best　y◎簸ca賊。　isδ◎

　　s搬e嶽鰭a認塩e盤鵬a簸e簸夢s繊elaw船蹴蹴曲y伽む縫e癒ad農wge乞so簸癒e
　　books　yoece　woyggd　have　deite　somethin9　differ髄e。「’（A99　the　King’＄　ueen　x36）
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Uバート・ペン・ウォレンの語りの技法と歴史意識 li

4＞A〃漉εκ論8も翌脇の時間構造

章 事件／出来事（年代）

1

ウィリー，上院選キャンペーンのため帰省（1936）；ジャックとウィリーの出会い（！922）；

Eィリー一，アーウィン判事邸を深夜に訪闘，政敵支持の翻意を迫る（1936）；ジャック，

Aーウィン判事のスキャンダル探しを始める（！936）；回想時点（現在）の語り（1939）

2

圓想時点（現在）の語り（1939）；ジャック，ウィリーの郡収入役再選キャンペーンを取

ﾞ（1922）；ウィリー，落選後弁護士資格取得のための猛勉強；学校の非常階段崩落事故
i1924）；ウィリーの最初の知事選出馬と敗北（1926）；ウィリー，州知事就任：ジャッ

N，ウィリーの側近となる（1930）

3
ジャックの一時帰郷（1933）；ジャックの少年時代，アン・スタントンの闘想（1915）；
oイラム・ホワイト贈収賄事件，ウィリー弾劾の動き（1933）

4

ジャックの大学院生時代，博：士論文のための勉強と結婚（19202！）；キャス・マスター
唐ﾌ物語：キ・ヤスの学生時代，アナベルとのロマンス，南北戦争による死（1850s～1860s）；

ｨ語の現在時点1「蜘蛛の巣」理論（1936）

5
物語の現在時点（1936）；アーウィン判事の過去：農園の抵当権問題結婚，収賄q914）；
ｨ語の現在時点：タイニー・ダフィーと病院の建設契約（1937）

6
ウィリーの息子トムの自動車事故（！937）；病院建設計画：ウィリー，アダム・スタント
唐ﾉ病院経営を依頼（ユ937）；ジャック，ウィリーとアン・スタントンの情事を知るα937）

7

ジャックの西部逃避行（1937）；ジャック，アダム，アンの少年時代，ジャックとアンの
鴻}ンス（1914，！918）；ジャックの結婚と離婚（1920－21）；ジャック，西部から帰る
i1937）

8 「大いなる痙攣」（1937）；アーウィン判事，自殺（1937）

9 トム，フットボールの試合で負傷；ウィリー暗殺される（1937）

10 ジャック，アンと結婚（1938）；回想時点（現在）の語り（1939）

5）こうした世界観はウォレンの基本的な認識のようで，その変奏というべきイメージー一

　　水面に投げ込んだ小石が引き起こす波紋のイメージが，他の作品にも繰り返し現れる

　　（culaiek　a4－gs）．

6＞ただしどのような物語が可能性としてあり得たかを詳しく論じるのは今後の課題とし

　　ておきたい。直感的には，ジャック自身の内面のエディプス的心性にまつわる物語が

　　抑圧されている可能性を想定できるかもしれない。ジャックと，母の再婚による高射

　　もの義父たちの関係やジャックとアーウィン判事の関係，さらにはウィリーの息子ト

　　ムに対する溺愛ぶりなど，『王の臣』は一面でく父と子〉という普遍的テーマを扱って

　　いるとみることができる。ジャックがウィリーに惹かれていくのも，一因はそのあた

　　りにあるかもしれない。ウィリーの権力奪取の物語や政治的に君臨するその強力な父

　　性は，強力な語り手として物語上に君臨するジャックの「王」のような在り方に呼応

　　していると考えられなくもない。
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Robert Penn Warren's Narrative Method and 
Historical Consciousness 

in ALL the King's Men 

Willie Stark, one of the two protagonists in All the King's Men, is believed with 

justifiable claim to be based on the real fiwre of Huey P Long, a dictatorial governor in 

Louisiana. RoberWenn Warren, however, @ves him a rich and unique portrait, that is, 

a flesh-and-blood characterization in which realism and idealism fuse with each other. 

The Willie Stark story is narrated by the other main figure, Jack Burden. As Willie9s 

trusted aide, he gives an account of the political rise and assassination of his boss, and 

this account eventually constitutes an autobiopaphical story of his own self discovery 

Jack's story consists of the three explorations of the past-the investigations of 

Cass Mastern's life and death, of a hidden bribery scandal in Judge Irwin7s remote 

past, and of the meaning of his own past, which form the whole body of this novel. In 

this parralive taking a form of the first person narration and recollection Jack Burden 

presents a compelling story of his inner development from idealistic escapism through 

nihilistic philosophy of the Great Twitch to painful recognition of what he calls the 

Spider-Web theory 

In Bight of how to tell a historical account, however, Jack's narrative seems to be too 

strong to exclude other possibilities of historical interpretation. I& gives the reader the 

impression that he reigns over his story as omnipotent author. In this respect All the 

King's Men makes a striking contrast to another historica'l novel Go Down, Moses, in 

which William Faulkner tries to grasp historical truth through juxtaposing plural, 

often conflicting, versions of historical discourse. It may not be too inappropriate to say 

that Warren should have included possibilities of different interpretation in Jack's dis- 

course and put the very act of narrating a story / history in the context, as it were, of 

the Spider-Web. 




