
イギリス小説とアメリカ小説の相違点
平 出 昌 嗣
千葉大学・教育学部

The Differences between British and American Novels

HIRAIDE Shoji
Faculty of Education, Chiba University, Japan

イギリスは旧世界として階級意識が根強くあり，下層から上層階級へ出世する物語，あるいは階級の束縛から脱出
する物語など，小説も階級意識を多少なりとも反映する。一方，新世界アメリカは自由の国であり，旧世界のような
階級意識はないが，代わりに，南部では黒人差別，北部では貧富の差が社会問題としてよく描かれる。また人間の成
長を描く際に，イギリスは経験に価値を置き，アメリカは無垢に価値を見る傾向がある。前者では，主人公はつらい
経験を通して真の自己に目覚め，人間的に成長するが，後者では，どんな経験によっても失われることのない生まれ
つきの心が重視される。また各文学を特徴づけるイメージを一つ挙げれば，アメリカ小説は道，イギリス小説は家に
なる。道は自由，あるいは未来志向の，家は安定，あるいは伝統志向の象徴になる。

キーワード：階級と自由（class and freedom） 経験と無垢（experience and innocence） 道と家（road and house）

文学はその国の地理や歴史や文化を映すものである。
イギリスとアメリカはアングロサクソン文化を基盤とし，
同じ英語という言語を使っているが，その社会環境は対
照的に異なる。アメリカは広大な大陸であり，新大陸と
して，歴史は１６２０年のピルグリム・ファーザーズの移住
から始まる浅いものであるのに対し，イギリスは小さな
島国であり，ヨーロッパの一部として古代から続く長い
歴史を持っている。それが，それぞれの国民が置かれた
空間的時間的な枠であり，その中でその国固有の文学も
作られることになる。以下，イギリス小説とアメリカ小
説のいくつかの相違点を見ていく。

１ 階級社会と自由社会

イギリスは君主制の歴史を持つ旧世界として，階級意
識が根強くあり，それはイギリス小説を理解する上で無
視できない重要な要素になっている。そもそも小説は，
社会の主役が貴族から市民へと移っていく１８世紀に，封
建制に代わり，資本主義経済の担い手となる中産階級の
中から生まれてきた新しい文学ジャンルであり，増大す
る中産階級の読者に向け，身分や結婚や財産といった世
俗的な話題と係わって，市民社会の風俗やモラルが好ん
で描かれた。「イギリス小説の父」と言われるデフォー
（Daniel Defoe）が『ロビンソン・クルーソー』（Robin-
son Crusoe ）（１７１９）で描いたものも中産階級の精神，
中産階級の価値観であり，主人公は，孤島に漂着しても，
まるで社会にあるごとく，神を信じ，自分を信じて，土
地を耕し，人食い人種の一人を召し使いにして，秩序あ
る豊かな世界を築き上げ，最後には祖国に帰還して大金
持ちになる。
物質的経済的に豊かな生活を築いていこうとする堅実

な人生観，あるいは階級社会を背景に，出世や結婚を人
生の目標とする市民生活の描写は，貴族を対象にしたそ
れ以前の空想的，理想主義的なロマンスとは区別されて，
イギリス小説の伝統として引き継がれていく。１８世紀で
は，デフォーの『モル・フランダース』（Moll Flanders ）
（１７２２）の主人公は孤児として牢獄で生まれるが，最後
は成功して裕福になり，リチャードソン（Samuel Rich-
ardson）の『パメラ』（Pamela ）（１７４０―４１）はその貞
節ゆえに女中から大地主の妻へと出世し，フィールディ
ング（Henry Fielding）の『トム・ジョーンズ』（Tom
Jones ）（１７４９）は捨て子から始まって，最後はその正
義感のために大地主の跡取りになる。１９世紀では，オー
スティン（Jane Austen）の『高慢と偏見』（Pride and
Prejudice ）（１８１３）のエリザベスは紳士階級の娘であ
るが，その賢さを見染められて貴族階級の男性と結婚す
るに至り，ディケンズ（Charles Dickens）の『オリ
ヴァー・トゥイスト』（Oliver Twist ）（１８３７―３９）は救
貧院で孤児として生まれ，虐待されたり盗賊団に巻き込
まれたりしながら，最後には紳士の養子となる。
もちろん，ハッピーエンドで終わる単純な出世話だけ

ではない。サッカレー（William Makepeace Thackeray）
の『虚栄の市』（Vanity Fair ）（１８４７―４８）では，貧しい
生まれのベッキーは，結婚のみならず，愛人関係や詐欺
行為などを手段に，ひたすら高い身分と富を得ようとす
る強欲な姿が風刺的に描かれ，メレディス（George
Meredith）の『エゴイスト』（The Egoist ）（１８７９）で
は，貴族階級の利己的でうぬぼれの強い男が，裕福な女
性と結婚しようとして，その時代遅れの専制君主ぶりの
ために逃げられる姿が喜劇的に描かれる。ジョージ・エ
リオット（George Eliot）の『ミドルマーチ』（Middle-
march ）では町をよくしようとする中流・上流階級の
人たちの夢と結婚と挫折をパノラマ的に描き，またハー
ディ（Thomas Hardy）の『ダーバーヴィル家のテス』連絡先著者：平出昌嗣
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（Tess of the d’Urbervilles ）（１８９１）では，貴族の血を
引く農家の娘テスが中産階級の男性に見染められて結婚
するものの，男の身勝手さに翻弄されて死に至る。時代
が進むにつれ，結婚による出世にも倫理的な問題意識が
強くなるが，身分意識が常に背後にあることに変わりは
ない。
２０紀文学においても階級意識は作品を色濃く染めてお
り，その出身に応じて，ロレンス（D. H. Lawrence）は
労働者階級の官能的な世界を，E・M・フォースター（E.
M. Forster）は中産階級の倫理的世界を，ヴァージニ
ア・ウルフ（Virginia Woolf）は上流階級の観念的な世
界をそれぞれ独自の手法で描いた。オーウェル（George
Orwell）の『一九八四年』（Nineteen Eighty-Four ）（１９４９）
という未来小説では，階級制度が厳然としてあり，自我
に目覚めた中産階級の主人公が，権力を維持しようとす
る支配階級の者に標的として狙われる。またエイミス
（Kingsley Amis）の『ラッキー・ジム』（Lucky Jim）
（１９５４）では，地方大学の講師となった下層階級出身の
主人公が，職と恋人をめぐり，傲慢で偽善的な上流階級
の教授らに振り回されながら，最後は勝利を収める姿を
コミカルに描いている。
一方，アメリカは，その出発が旧世界からの脱出と新

世界での理想社会の建設という形を取っているので，古
代も中世もなく，王も貴族も，封建制度も階級制度も，
何もなかった。だから小説はホーソン（Nathaniel Haw-
thorne）の言うロマンスから始まる。つまり小説が，歴
史的な深みや陰影を持った現実の社会生活を写実的に描
くなら，ロマンスは想像力で，何もない平板な生活の背
後に幻想的で超自然な世界を描き取る。追い詰められた
人間の心の恐怖を描いたポー（Edgar Allan Poe）の「黒
猫」や「告げ口心臓」や「アッシャー家の崩壊」，姦淫
の罪を犯した牧師と人妻の苦悩を幻想的，象徴的表現の
中で描いたホーソン（Nathaniel Hawthorne）の『緋文
字』（The Scarlet Letter ）（１８５０），鯨の中に意志を持っ
た超自然の存在を見，それに戦いを挑むメルヴィル
（Herman Melville）の『白鯨』（Moby-Dick ）（１８５１）
がその代表である。そこでは社会の中での主人公の人間
関係が写実的に描かれるというよりも，主人公の内面の
世界が象徴的に描かれる。しかし歴史が深まるにつれ，
旧世界とは違うアメリカ独自の社会問題が生じ，リアリ
ズムに基づく小説へと移行していく。
アメリカの社会問題とは，まず人種問題である。特に

アメリカ南部は黒人奴隷制度によって栄えた農業地帯で
あり，その非人間的な制度は南北戦争で廃止されるが，
しかし白人との差別は，どんなに時代が進み，民主主義
が浸透しても，終わることがない。１９世紀では，逃亡奴
隷と共に旅を続け，地獄へ落ちても彼を救いたいと決心
するマーク・トウェイン（Mark Twain）の『ハックル
ベリー・フィンの冒険』（Adventures of Huckleberry
Finn ）（１８８４），２０世紀では，自分の体に黒人の血が混
じっているのではないかという疑惑から自己疎外の悲劇
をたどるフォークナー（William Faulkner）の『八月の
光』（Light in August ）（１９３２），さまざまな幻滅の果て
に，自分は黒い皮膚のために白人の目には見えない存在
なのだという認識に至り，下水道の穴蔵にこもるエリソ

ン（Ralph Ellison）の『見えない人間』（Invisible Man）
（１９５２），黒人というだけでレイプ犯に仕立てられた罪
なき男の理不尽な裁判を，六歳の無垢な少女の目から捕
えたリー（Harper Lee）の『アラバマ物語』（To Kill a
Mockingbird ）（１９６０）など，黒人への差別や憎悪は，
南部の白人に掛かった解けない呪いのように続いている。
一方，産業が栄えた北部では貧富の差が問題となり，

金持ちは上流階級を構成し，貧しい者は下層階級を構成
することになる。階級を決めるのは財産であり，旧世界
のように生まれではない。だから固定的ではなく，事業
に成功すればすぐに上流社会の人間になり，失敗すれば
たちどころに没落する。人間が制度によって固定されな
いため，個人の努力によって成功するというアメリカ
ン・ドリームが実現する風土ではあるが，金が人の価値
を決める尺度になるため，金持ちになることには精神的
堕落が伴う。ウォートン（Edith Wharton）の『歓楽の
家』（The House of Mirth ）（１９０５）では，ニューヨー
クの上流社会を舞台に，その社会の常識のまま，ひたす
ら金持ちの夫を見つけようとする美貌のヒロインは，真
に愛する人をその貧しさ故に拒み，その野心の果てに没
落し，最後は労働者となって自殺同然に命を終える。ま
たフィッツジェラルド（F. Scott Fitzgerald）の『グレ
イト・ギャツビー』（The Great Gatzby）（１９２５）は出
世を夢見て田舎の貧乏人からニューヨークの大金持ちに
成り上がるが，愛を求めて身勝手な金持ち連中の犠牲と
なり，またドライサー（Theodore Dreiser）の『アメリ
カの悲劇』（An American Tragedy）（１９２５）では，や
はり出世を夢見た貧しい若者は，上流階級の娘との結婚
のために，同じ工場で働く妊娠した恋人を殺害してしま
う。このように，金持ちになりたいというアメリカ的な
野心に取りつかれて，彼らはありのままの人生を素直に
生きられず，破滅してしまう。

２ 経験と無垢

人の成長を描く時，人は無垢な子供から経験を通して
大人になる。それは誰もが多かれ少なかれたどる過程で
あるが，文化的に見れば，あたかも国の歴史の長さを反
映するかのように，イギリス文学は経験に価値を置き，

イノセンス

アメリカ文学は無垢に価値を見る傾向がある。ただし，
経験とは人生についての発見をもたらす出来事，あるい
はその出来事を通して得られた心の成長のことであり，
無垢とは，どんな出来事によっても失われることのない
生まれつきの心のことである。
イギリスの場合，階級意識が強いから，下層階級に生

まれた者が上層の地位に憧れ，紳士淑女になりたいとい
う願望を抱くのは当然なことであるが，そのことで素朴
な心を忘れ，俗物化する危険を伴う。ディケンズの『大
いなる遺産』（Great Expectations ）（１８６０―６１）で，主
人公ピップは，彼が恋した裕福な少女から労働者の子供
と侮辱され，紳士になりたいという夢を抱く。その彼に，
運よく紳士になれるチャンスが訪れ，田舎の家を捨て，
ロンドンに出て紳士にふさわしい生活をするようになる
が，そのために俗物化し，彼を温かく見守って育ててく
れた鍛冶屋のジョーを忘れ，彼がロンドンに出てきた時
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も，友人の手前，彼の田舎臭さを恥ずかしく思う。後に
紳士になる夢を打ち砕かれた時，彼は自分のその忘恩と
堕落を後悔するが，その時はもう手遅れで，元に戻りた
く思っても，もう戻る場所はなくなっている。このよう
に物語は必ずしもハッピーエンドではないが，主人公が
失敗を通して深い自己認識を得たことに，しっかりした
心の成長がある。一方，『高慢と偏見』や『エマ』
（Emma）（１８１６）など，オースティンの描く淑女たち
は，生まれも頭もいいためについ自信過剰になるが，そ
のためにひどい思い違いをしたり，自分より境遇の劣る
人を悲しませたりすることで自分の愚かさに気づき，自
己認識と思いやりを持つ人に成長する。どちらの場合も，
人は，生まれつきは無自覚で本能のままに行動し，その
ために愚かなことをしたり，人を傷つけたりすることも
あるが，そのつらい経験を通して本当の自分を知り，あ
たかも脱皮するように，成熟した人間に生まれ変わるこ
とができる。
２０世紀になると，それまでのような上の階級への出世
ではなく，自分の属する階級からの脱出のパターンが現
れる。それは社会的身分に束縛されず，真の自己として
生きるための脱出である。フォースターの『眺めのいい
部屋』（A Room with a View）（１９０８）では，ルーシー
はずっと上位中産階級の固く偏狭な枠の中で暮らしてき
たが，イタリアで会った下層階級の男性との愛に生きる
ため，その身分の枠から抜け出ることを選ぶ。ロレンス
の『チャタレー夫人の恋人』（Lady Chatterley’s Lover ）
（１９２８）では，貴族の家に嫁いだ上位中産階級出のヒロ
インは，戦争で不能となった知的な夫ではなく，猟場番
人との官能的な恋に真の生の充実感を見出し，華やかな
生活を捨てて彼と生きていこうとする。ジョイス
（James Joyce）の『若き芸術家の肖像』（A Portrait of
the Artist as a Young Man）（１９１６）では，中産階級に
属する主人公は，家族，カトリック教会，アイルランド
国家という環境の中で，それらに従順に，聖職者への道
を歩もうとするが，さまざまな幻滅の末，自分を縛って
いたすべての絆を断ち切り，芸術家になるべく，独りパ
リに向けて旅立つ。
一方，広大な国土を持ち，自由の精神に満ちたアメリ

カにおいては，旧世界のように社会に縛られず，自然な
ままの自分であることが，価値あることになる。このア
メリカ文学の主人公の代表は『ハックルベリー・フィン
の冒険』の自然児ハックである。彼は育ちのいいトム・
ソーヤーと違い，形式や道徳に縛られた大人の世界を嫌
い，社会を離れ，いつまでも子供のまま，自由で気楽に
暮らしたいと思う。彼は，社会の中の人間というより，
自然の中の人間であり，社会人として拘束されることを
何よりも嫌う。彼はそのことで，野性的，非文明的な半
面，大人の価値観に染まらず，逃亡奴隷を自分と同じひ
とりの人間として見ることができるし，社会に住む人た
ちの陥っている愚かさを，外から冷静に見定めることが
できる。
しかしながら，このタイプの主人公には，いつも社会

から離れていようとするために，社会の価値観を受け入
れず，よって一人前の社会人になれないという欠点が付
きまとう。トウェインの晩年の作『不思議な訪問者』

（The Mysterious Stranger ）（１９１６）で，自分はサタ
ンという名の天使だと名乗る若者が，村の少年たちにい
ろいろな幻を見せながら人生や社会や宗教の無意味さを
語るが，ハックという自然児の延長上にあるものは，社
会の価値観を引き継ぐ市民ではなく，社会や人生に絶望
し，厭世的となったこのサタンなのかもしれない。この
深い虚無感には至らなくても，アメリカ文学には，大人
になれない主人公がしばしば登場する。２０世紀文学では，
サリンジャー（J. D. Salinger）の『ライ麦畑でつかまえ
て』（The Catcher in the Rye ）（１９５１）で，繊細な心を
持つ少年ホールデンは，性や暴力にまみれた現実の堕落
した世界を嫌い，何も変わらない子供の純粋な世界に
ずっととどまろうとする。ホールデンの場合は，妹が世
の中の汚れには染まらず，純粋なままでいてくれたこと
が心の救いになったが，フォークナーの『響きと怒り』
（The Sound and the Fury ）（１９２９）のクェンティン
の場合は，愛する妹が性的に汚れ，堕落していくために，

イノセンス

絶望して自殺することになる。純潔の価値を信じる彼
にとって，妹に体現された純潔の喪失がそのまま自分の
心の崩壊を意味し，その人生の苦難を乗り越えて大人に
なることができなかったのである。
そのクェンティンは，『アブサロム アブサロム！』

（Absalom, Absalom！）（１９３６）で，一代で大農園を築
イノセンス

き上げた末に没落したサトペンを，無邪気と形容する。
それは彼が，空想に耽る子供のように，南部の男が抱く
家父長的な夢を力づくで盲目的に実現しようとし，黒人
の血の混じった息子は息子と認めないような偏見の是非
を考えることもしなかったからであろう。この無邪気さ
を，『グレイト・ギャツビー』も受け継ぐ。彼は少年の
心のまま大人になった青年であり，夢を追いかけるばか
りで，現実の変化の世界に対応できない。またナボコフ
（Vladimir Nabokov）の『ロリータ』（Lolita ）（１９５５）
の主人公も，体は中年で，頭は抜群によくても，心は少
年のまま，ロリータという少女に執着することになる。
彼らは本能と欲望のままに行動するばかりで，分別ある
大人として社会に溶け込んでいくことはできない。

３ 求める世界

主人公が求める世界にも違いが現れる。イギリスの場
合，人はその伝統や社会身分に縛られているから，それ
を息苦しく思う時，ちょうど清教徒たちが新世界を求め
たように，あるいはイギリスから多くの移民がアメリカ
に渡ったように，狭く窮屈な世界から逃れて，自分が自
由になれる新しい世界を求めようとする。フォースター
の『眺めのいい部屋』では，ルーシーは陽光あふれるイ
タリアの景色に触れた時，ずっと彼女を閉じ込めていた
イギリスの因襲から解放され，情熱に生きる本当の自分
に目覚める。閉じられた部屋がキリスト教的観念に支え
られたイギリス社会の比喩なら，彼女はイタリアへ行く
ことで，その窓を開き，古代ギリシャ・ローマの神話的
気配の漂う自由で開放的な世界へ入ることができる。一
方，コンラッド（Joseph Conrad）の『闇の奥』（Heart
of Darkness ）（１９０２）のクルツのように，あるいは
フォースターの『インドへの道』（A Passage to India ）
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（１９２４）の官僚のように，未開の地あるいは植民地では，
本国の束縛から解放されて，現地人に対して神のように
振る舞うことができるが，そのことで欲望の虜となり，
節度や愛情を忘れて精神的に堕落してしまう。
しかし，新しい世界を求めて海外へ出る必要はない。

スコット（Walter Scott）は商業や産業が支配的となっ
た新しい時代に対し，スコットランドの過去に題材を求
め，革命や反乱という歴史的動乱の中に，今は失われた
中世の美しい騎士道精神を追い求めた。またエミリー・
ブロンテ（Emily Brontë）やハーディやロレンスの作
品では，人間の社会の外に広がる自然の中に，生命と情
熱に満ちた異教的な世界を見る。『嵐が丘』（Wuthering
Heights ）（１８４７）では，ヒースの野に，文明人が忘れ
た荒々しい情熱が炎のように燃え盛り，ハーディの小説
では，『帰郷』（The Return of the Native ）（１８７８）の
ように，太古の大地が息づいて，大地の表面をさまよう
人間の運命を支配し，ロレンスでは，『虹』（The Rain-
bow）（１９１５）のように，人間は自然に帰り，男女の交
わりを通して永遠の世界に入ることができる。あるいは
ジョイスは，日常生活の背後に古代の神話的世界を見る。
『ユリシーズ』（Ulysses ）（１９２２）でダブリンの日常的
世界は背後の神話と焼き重ねられ，そのことで流動する
平凡な世界は秩序づけられ，意味を与えられて，新しい
世界に生まれ変わる。
アメリカ文学の場合，ある作家たちは，歴史的に自分

たちがそれを捨ててきたにもかかわらず，自分たちの
ルーツとして，イギリスやヨーロッパといった旧世界に
憧れ，そこに帰ろうとする。特に初期の作家たちは，小
説の素材を，歴史も遺跡もないアメリカではなく，長い
伝統と文化を持つ旧世界に求めた。「アッシャー家の崩
壊」のように，ゴシック小説で恐怖を描くポーがヨー
ロッパの中世風の舞台を求めるのも，アメリカにない文
化的深みに魅せられたのであろう。２０世紀に入っても，
アメリカは物質的経済的に繁栄はするものの，そこにあ
るのは産業ばかり，金儲けばかりで，芸術文化は乏し
かった。だからヘンリー・ジェイムズ（Henry James）
やヘミングウェイ（Earnest Hemingway）といった作
家たちはヨーロッパに渡ってその香り高い文化の空気に
浸ろうとした。ジェイムズの『使者たち』（The Ambas-
sadors ）（１９０３）でストレザーはすべてを絵に変えるパ
リの空気に心地よく浸り，自分が絵の中にいると思う。
そしてパリのアメリカ人に目を向けるが，彼らは，チャ
ドのように，本質的に根なし草であり，どれだけヨー
ロッパ風の紳士になろうとも，それは外観だけで，根は
俗物的なアメリカ人のままなのである。あるいは混沌と
した現代に対し，ヘンリー・アダムズ（Henry Adams）
はカトリック教の聖母信仰によって統一され，秩序づけ
られた１３世紀のヨーロッパに憧れる。２０世紀のアメリカ
には，自由と平等という民主主義の名の下に多種多様の
人間がひしめいているが，彼にとってはその多様性は，
中世の統一された世界の崩壊した姿に他ならない。
またイギリス文学同様，文明の外にある，ありのまま

の自然の世界も求められる。しかしそれは必ずしもハー
ディのように異教的，官能的なものではない。古代ギリ
シャ・ローマの神話を持つ旧世界とは違い，アメリカに

はアメリカ独自の自然観がある。それはアメリカを特徴
づける西部開拓と係わる。そこでは個人が大自然の脅威
と戦いながら荒れた原野を切り開いていった。だから，
個人と自然との戦い，あるいは係わり合いが大きなテー
マとしてある。この個人と大自然との戦いの精神は，大
洋に白い巨鯨を追うメルヴィルの『白鯨』，あるいはカ
ジキとの死闘を描いたヘミングウェイの『老人と海』
（The Old Man and the Sea ）（１９５２）に象徴的な形で
描かれている。自然との係わりにおいては，ソロー
（Henry David Thoreau）の『ウォールデン』（Walden）
（１８５４）のように，文明を離れ，森の中で自立して生き
ることが，人間としての一つの理想になる。文明社会は
虚飾と依存と堕落をもたらすが，大自然は人間を本来の
独立独歩の自分に目覚めさせてくれる。この流れを受け
継ぎ，アメリカ文学の主人公が求めるものは，ただそこ
にあるものとしての自然であり，社会がある幻影に支配
されている故に，人間が帰るべきところとなる。ハック
は文明よりも自然の中でのんびりと自由に生きることを
求めた。『八月の光』では，クリスマスは生まれてから
ずっと南部の根強い偏見の中に生きていたが，最後には，
自然の中を走ることで，そこに自分が見逃してきたあり
のままの世界を見る。ヘミングウェイの『日はまた昇る』
（The Sun Also Rises ）（１９２６）の主人公も，戦争の後
遺症に苦しみながらも，川でのマス釣りに素朴な楽しみ
を見出している。社会に捕われず，自分が本来の自分と
して，自由でのんびりと過ごせる明るく健康的な自然が，
そこにはある。

４ 道 と 家

各文学を特徴づける大きなイメージを一つ挙げるなら，
アメリカ文学は道，イギリス文学は家になろう。道は自
由，あるいは未来志向の，家は安定，あるいは伝統志向
の象徴である。
アメリカは歴史的に，旧世界からの脱出，西部開拓，

産業の推進，国家的躍進など，たえず変化，進歩，拡大
してきた。国土が広大であることが，この開拓と進歩の
精神を培った。この文化精神を反映して，物語において
も，前に進むものとしての道が，文化的に重要なイメー
ジになる。
道は第一に，ここから向こうへ，過去から未来へ，つ

らい生活からよりよい生活へと導くものである。アン
ダーソン（Sherwood Anderson）の『ワインズバーグ・
オハイオ』（Winesburg, Ohio ）（１９１９）で，他人と交流
できない孤独な町の人々を見てきた語り手ウィラードは，
最後に，新しい世界を求めて，列車で閉鎖的な故郷の町
から去っていく。しかし道の向こうに待つものは決して
バラ色の世界ではない。ドス・パソス（John Dos Pas-
sos）の『マンハッタン乗り換え駅』（Manhattan Trans-
fer ）（１９２５）では，ある若者がフェリーでニューヨー
クに着く場面から始まり，さまざまな人間模様の中，彼
の自殺を経て，別の若者が，愛を求め，愛を失って，
フェリーでニューヨークから去る場面で終わる。メトロ
ポリス・ニューヨークは人に満ち，活気に満ちてはいる
が，決して心安らぐ場所ではなく，資本主義が脈打つ巨
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大な社会機構の中で，人は追い詰められ，押し潰され，
新しい生活を求めて，また旅に出る。スタインベック
（John Steinbeck）の『怒 り の 葡 萄』（The Grapes of
Wrath ）（１９３９）では，地主に土地を追い出された農民
たちは，車でハイウェイ６６というアメリカ横断道路を，
幸せを夢見て西に進むが，待つものは幻滅と絶望だけで
ある。ケロウアック（Jack Kerouac）の『路上にて』（On
the Road）（１９５７）では，ビート族の友人二人が，社会
の権威を拒み，物質主義的な既成の価値観から逃れて，
生の充実を求め，酒やドラッグ，セックスやジャズの陶
酔に耽りながら，車で大陸横断の旅を繰り返す。しかし
その自由な放浪生活の果てにあるものは狂気と自滅でし
かない。
道はまた，自由を象徴する。家や社会が固定化であり，

束縛であるならば，道はそこからの脱出を可能にし，誰
の支配も受けずにいられる自由の領域となる。『八月の
光』では，クリスマスは恋人に裏切られてから，どこに
も定着せず，誰にも縛られずに，道から道へ移動してい
く生活をしているが，道はただ移動の手段だけではなく，
本当の自分としていられる自由の空間になっている。彼
は後に真に愛する女性と巡り会っても，束縛を嫌い，家
を出，道に戻ろうとし，それが破滅をもたらすことにな
る。『ロリータ』の主人公も，一年間，ロリータと二人，
ひたすら車でアメリカ中を旅する生活を続けるが，その
路上での一年が，社会に捕われず，自由に，あるいは欲
望のままに振る舞える快楽の時期になる。『ハックルベ
リー・フィンの冒険』では，いかだに乗って下るミシ
シッピー川が道に相当する。陸地に上がればひどい目に
遭うが，川の上ではハックはいつも自由で気楽な気持ち
を楽しむことができる。もっとも道は道であり，いつか
はどこかに辿り着かなければならないが，道にいる限り
は自由がある。アメリカの詩人ホイットマン（Walt
Whitman）は「街道の歌」（“Songs of the Open Road”）
で，道には自由と活力と希望があり，偉大なものに通じ
ていると歌ったが，アメリカ文学では道はアメリカの未
来志向の精神を反映する重要な空間である。
道に対し，家，あるいは社会は，自然から切り離され，

自然に反したゆがみや停滞を宿して，人を時に抑圧し，
窒息させるものになる。ホーソンの描く，罪の意識に色
濃く染められた『緋文字』のピューリタンの町ボストン，
呪いを受け継いだ『七破風の館』（The House of Seven
Gables ）（１８５１），ポーの出口なき恐怖の世界，例えば
アッシャー家や赤死病の襲う城，人種差別の根強い『八
月の光』のジェファーソンの町や，人種的偏見を宿し，
ついには炎上して崩壊する『アブサロム，アブサロム！』
のサトペンの館，『ライ麦畑でつかまえて』の偽善者ば
かりがいる寄宿舎のように，家や町は，自然と対立する
人間の世界であり，人間が作り出した慣習や価値観や固
定観念に縛られ，人間の心を破壊していく。ただし土地，
とりわけ大自然を開拓して作られた西部の農園は，キャ
ザー（Willa Cather）の『マイ・アントーニア』（My
Ántonia ）（１９１８）のように，主人公が都会から「古い
道」をたどって帰っていくべき牧歌的な楽園となってい
る。
イギリス文学では，アメリカ文学とは対照的に，歴史

と伝統を持ち，安定と繁栄を表す家が重要になる。道に
生きるとは，悪漢やジプシーのような放浪者，つまり社
会から弾き出された者であり，身分ある者が道に出ると
は，目的を持った旅でなければ，追放，放浪，喪失など
の意味を帯びてくる。もっとも，階級制度など，社会的
歴史的な制限が厳としてある故に，そこから解放されて
自由に行動するアウトサイダーが主人公になることもあ
る。１８世紀のピカレスク小説がその典型だが，社会批判，
文明批判として，『ガリヴァー旅行記』（Gulliver’s Trav-
els ）（１７２６）や『闇の奥』の航海物を挙げることもでき
よう。ハックと同様，陸地に上がれば，彼らはそこに社
会や文明の本質を浮き彫りにする数々の悪夢的光景を目
にすることになる。
イギリス文学における家は，何よりも社会の中で自分

が確たる地位を占めていることを示すものである。１８世
紀の『パメラ』，『トム・ジョーンズ』，あるいはスター
ン（Laurence Sterne）の『トリストラム・シャンディ』
（Tristram Shandy）（１７６０―６７）では，表面の物語がど
んなに混乱を極めようとも，大地主の邸宅であるカント
リーハウスが，物語の背後にどっかりとあって主人公の
物語を支えている。１９世紀のオースティンの小説でも，
紳士階級の人々が暮らす屋敷は地位と財産の象徴であり，
愛と調和に満ちた安らぎの空間であって，ヒロインはそ
こで何の憂いもなく楽しく暮らすことができる。もっと
も周囲から隔絶したその独立性のために，屋敷には恐ろ
しいものが住み，そこの住人を脅かすこともある。ウォ
ルポール（Horace Walpole）の『オトラント城』（The
Castle of Otranto ）（１７６４）には亡霊や超自然なものが
住みついて城主の野望を阻み，『ジェイン・エア』のロ
チェスター邸には発狂した妻がその奥の部屋に押し込め
られていて夫を焼き殺そうとし，『嵐が丘』はヒースク
リフが入り込んでから愛憎渦まく恐ろしい世界になる。
その閉じられた世界から抜け出す道はなく，脅かされる
住人は最後までそこで苦しまなければならない。
産業革命の進行と共に社会は流動化し，身分も財産も

ない下層階級においては，家は押し流され，家族もばら
ばらになる危険にさらされる。とりわけ農村においては，
大地主による土地の囲い込みによって農民は土地を追わ
れ，工業労働者として大都市に大量に流れ込んでくる。
印象的なのはディケンズの『デイヴィッド・コパフィー
ルド』（David Copperfield ）（１８４９―５０）の船の家で，血
のつながらない者どうしが，愛情あふれるペゴティの下，
本当の家族のように暮らしている。それは，ばらばらに
なった者どうしが，船に身を寄せ合って，新しい家族を
作っているという印象を与える。しかしこの家族は，上
流階級の人間のエゴによってまた解体し，ばらばらに
なってしまう。ハーディの『日蔭者ジュード』（Jude the
Obscure ）（１８９５）は流動的な現代社会の犠牲者であり，
親もなく我が家もなく，霧の中を孤独にさまよい続け，
愛する人を得ても，どこにも落ち着けず，あちこちさま
よい続けて，ついには愛も失い，孤独のまま死ぬ。２０世
紀の『ユリシーズ』では，ブルームは，朝，家を出てか
らダブリンの街中をあちこちさまよい続けるが，ス
ティーヴンの中に亡き息子の面影を見，深夜，彼を家に
連れ帰ることで，長い放浪の一日を終える。放浪と喪失
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という現実に対し，家族の回復，家への帰還が物語の大
きなテーマとしてある。
家はまたイギリス社会の比喩ともなる。『ハワーズ・

エンド』（Howards End）（１９１０）は，家がイギリスの
精神そのものを表しており，誰がその屋敷を受け継ぐか
の問題を巡り，精神文化を重んじるシュレーゲルと物質
文化を重んじるウィルコックスが対立するが，二人が結
婚し，対立するものが結び付くことで，イギリスという
国の未来が暗示される。ウルフの『灯台へ』（To the
Lighthouse ）（１９２７）の夏の別荘は，かつては家族の愛
で温かだったが，一家の中心だった夫人が死に，また第
一次世界大戦を通して長男，長女も死んで，別荘も忘却
の中に沈んで荒れ果てる。しかし失ったものを呼び戻す
ことで，家族の死や大戦の痛手を乗り越えて，家はまた
命を吹き返すことができる。しかしウォー（Evelyn
Waugh）の『ブライズヘッド再訪』（Brideshead Revis-
ited ）（１９４５）では，貴族の館ブライズヘッドは，第二
次世界大戦のさ中，軍部の使用となり，かつての輝きは，
激しい歴史の流れの中で，家族の崩壊と共に消えていく

宿命に置かれる。そして２０世紀後半のイシグロ（Kazuo
Ishiguro）の『残りの日』（The Remains of the Day）
（１９８９）では，執事が誇りを持って仕えたイギリス貴族
の屋敷は，その主人の没落と死の後，金持ちのアメリカ
人に買い取られてしまう。それは歴史の流れの中で解体
していく，あるいは現代の物質文明に浸食されていく，
イギリス貴族の終焉の姿である。
もちろん，過去の優れた文学は，時代を超え，国境を

超えて，未来の文学，他国の文学に影響を与え，さらに
文化のグローバ化によって文化的な相違はだんだん見え
なくなっていくかもしれない。作家の出身にしても，２０
世紀は国際的になり，本論で言及した作家においても，
コンラッドはポーランド人，ジョイスはアイルランド人，
ナボコフはロシア人であるし，ヘンリー・ジェイムズは
アメリカからイギリスに帰化した作家である。しかしそ
の国に作品が受け入れられ，読み継がれる限り，文化の
本質的な特徴は，その国のバックボーンとして残り続け
ると思われる。
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