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 Flannery O’Connorの The Violent Bear It Away1には、戦後の合衆国の政治力

学が表出している。オコナーの作品の中で余り評価が芳しくないこの小説を概

観する時、様々な瑕疵を感じる読者もいるだろう。オコナー文学の最大の特質

は、簡明なリアリズムの世界に突然暴力的に神の啓示が現れることにあるが、

VB におけるキャラクターの冗長な語りはそれが文学ではなく宗教問答のよう

に思えることから、美学的に大きなマイナス要因となる。また、主人公 Francis 

Marion Tarwater2が Bishop Rayberに洗礼を施す枢要なシーンにおいても、オ

コナー流の秘義が十分描かれているとは言えず、物語中何度も言及される預言

についても、その具体的な意味は曖昧なままである。3 

 しかし、宗教以外の点に注意を向けるなら、このテキスト上には当時のアメ

リカの歴史的・政治的事象が散見されることに気付くだろう。Mason Tarwater

がヤング・ターウォーターを、世間の目に届かない自宅にて預言者に仕立てる

べく独自の教育を施していた 1938年から 1952年の 14年間は、アメリカにとっ

て大きな転換期でもあった。1930年代ニューディール期の福祉政策、40年代の

第二次世界大戦における徴兵、そして戦後 50年代の反共政策と資本主義経済の

繁栄の中で、国家行政の網の目は合衆国国民一人一人へと拡大、浸透していっ

た。オコナーがこの作品に着手した 50年代において、国民はアメリカ的なアイ

デンティティ――自由――を謳歌するようになり、国家の一時代の隆盛を極め

るに至る。それを裏書きするかのように、アメリカ的な価値観
ライフスタイル

の下で生きる学

校教師 George F. Rayber, Jr. が、老ターウォーターの宗教教義に染まったヤン

グ・ターウォーターを再教育するために何度も言及する言葉が自由である。レ

イバーの言う自由はアメリカ的な生
ライフ

の賛美を意味するが、その対極に位置する

のはヤング・ターウォーターの「囚われの中で授かった自由への洗礼」(20) で

あり、この二つの「自由」の差異は政治と宗教の乖離と連動している。 
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このような時代背景の中で書かれた VB において、老ターウォーターの宗教

教義はアメリカの政治への抵抗として機能する。彼自身、神から選ばれた預言

者であることを疑わず、自身の後継者に仕立て上げるために甥であるレイバー

のそのまた甥にあたるヤング・ターウォーターを強引に奪い取る。彼はレイバ

ーの妹と神学を専攻する大学院生の間で生まれた私生児だが、その父親をピス

トル自殺で、母親を祖父母と共に交通事故で亡くした孤児でもあった。彼が大

伯父によって連れてこられた南部テネシー州の Powderhead は、「土の道路か

ら外れているだけでなく荷馬車の道や歩道からも離れた」(12)、行政の目から

完全に遊離した僻地であり、そこでヤング・ターウォーターは公教育を受ける

ことなく、老ターウォーターによる私的な宗教教育――アダムの楽園追放から

最後の審判の日までの歴史 (4)――を施されたのである。 

ここで物語の内容を概観しておこう。自称預言者の老ターウォーターは 84

歳で亡くなったが、生前彼は必ず以下の二つを行うようヤング・ターウォータ

ーに指示 (預言) していた。一つは最後の審判の日における復活に備え火葬で

はなく土に埋葬すること、そしてもう一つはレイバーの息子で白痴のビショッ

プに洗礼を施すことである。大伯父の死後、ヤング・ターウォーターは外にあ

るイチジクの木の下に墓を掘っていたが、その時から自身の内に潜む他者――

オコナーはこれを悪魔と呼んでいる (HB 367)――が話しかけてくるのを感じ

始める。この他者は老ターウォーターの教義を一笑に付し、その預言がいかに

無価値なものであるかをヤング・ターウォーターに諭す。彼は墓を掘る途中で

大伯父――老ターウォーターはアルコールを密造していた――が隠していたア

ルコールを飲んで泥酔し、結局他者の蠱惑に負けて老人の死体を家と一緒に燃

やしてしまう。その後、家から最も近いハイウェイにて通りがかりの車に乗せ

てもらい、伯父レイバーの家まで送ってもらう。彼を訪ねたのは真夜中だった

が、レイバーは甥を家に入れ、彼に叩き込まれた狂信的な教義を公教育により

匡正することを画策する。しかし、彼はレイバーの言うことに耳を貸さず、公

教育を受けようともしない。その一方、ヤング・ターウォーターも、ビショッ

プに洗礼を施すことの無意味さを説く内なる他者の声に抗論しながら、大伯父

の預言を実行すべきか沈思していた。最終的に彼は湖でビショップに洗礼を行

い、そのまま彼を溺死させてしまう。その後パウダーヘッドに足を向けるが、

その途中に車に乗せてもらった若い男にウイスキーを勧められ、酔って寝てい

る間にレイプされる。道路の脇の森で目覚めた彼はその一帯を不浄と考え焼き

払い、そして自らつけた火によって灰と化した家跡を見に行く。森の切れ目か

らかつて老人と暮らした土地を睥睨し、あたかもそこを浄化するかのように彼
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は周囲の森にも火をつける。その後、家があった場所に下りていくと、彼が目

にしたのは近隣に住む黒人 Buford Munson が、密かに老ターウォーターを埋

葬した墓だった。結局、大伯父の指示 (預言) はヤング・ターウォーターの意

に反して成就されたのだが、自身の周りで燃える炎を聖書に書かれた予言者達

を包む炎に見立て、彼は預言を伝えるべくその脚を町の方へと向けるのであっ

た。 

従来のオコナー批評――聖と俗の二項対立的な解釈――に鑑みれば、俗の世

界から隔離されたパウダーヘッドは聖なる土地であり、そこに住む二人のター

ウォーターは選ばれし預言者であると見做される。4 逆に彼らの逸脱ぶりを指

摘し再教育しようとする親類たちは合理主義的な存在であり、彼らが住む町は

俗の象徴という構図が成立する。その一方で、この作品を当時の歴史的、政治

的なコンテクストから読み解く時、前述したように国家的な行政管理とそれへ

の抵抗という異なる二項対立が浮上する。もちろん、これはどちらが善でどち

らが悪という倫理的な構造に還元できるものではないが、老ターウォーターの

宗教的な生活が行政の管轄外で行われているのに対し、彼の親類の暮らしがそ

れと深く関わっていることには注意を払うべきであろう。老ターウォーターの

義理の弟、George F. Rayber, Sr. は保険の外交員 5、甥のレイバーは学校教師、

さらにレイバーの妻 Bernice Bishopは行政の福祉係である事は、老ターウォー

ターの環境に対し国家の網が張り巡らされていたことを示唆する。実際、老タ

ーウォーターの妹は彼を強制的に精神病院に収容させ、「まともな人間」に矯正

しようとする。その結果、彼は四年間そこに閉じ込められたのだが、この出来

事は行政の内部と外部をめぐる攻防が一つの家系の中で行われていたことを明

示するものだ。老ターウォーターは、“Ezekiel was in the pit for forty days, . . . 

but I was in [the asylum] for four years” (62) と言い、この出来事を行政による

精神の規律化とは見做さず、聖書的な予言の物語へとすり替える。彼は自身の

預言者としての歴史に、行政の権力が参入するのを認めない。そして家系の中

での行政を巡る対立構造が最も現前化するのは、学校教師のレイバーと福祉係

のバーニス・ビショップが、老ターウォーターによる私的な宗教教育を止めさ

せるべくパウダーヘッドに乗り込んでくるエピソードである。作品の冒頭部分

で語られるこの事件の中で、自身の地理的、そして精神的な私的領域を守ろう

とする老ターウォーターは、甥の片足と右耳めがけて銃を発射する。結局これ

が原因でレイバーは耳が聴こえなくなり補聴器を付ける仕儀となったが、老タ

ーウォーターがパウダーヘッドへの親類の侵入を拒否したことは、彼が政府に

よる行政介入を拒絶したことと同義である。 
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1950年代はパクス・アメリカーナを確固たるものにした。第二次大戦後に世

界の覇権を取ったアメリカは、ソ連との冷戦構造の中でその政治体制を海外へ

と波及していった。占領政策を通して大きな影響力を受けた日本もその例外で

はなく、VB においてもバーニス・ビショップが夫レイバーと白痴の息子ビシ

ョップからできるだけ距離を置くため、「日本で福祉の仕事をしている」(180) 

ことが書かれている。その一方で、海外だけではなく国内においてもアメリカ

政府は行政管理を拡大しようとしていた――その矛先は、南北戦争以降統治す

るのが困難であった南部である。冷戦構造の枠組みでオコナー文学を捉える

Jon Lance Baconが VBに焦点を当てる時、連邦政府と南部を「公教育」と「私

教育」の対立軸で捉えているのは興味深い。その解釈の基盤となるのが、1957

年に起こったアーカンソー州でのリトルロック高校事件である。その前年にア

メリカ最高裁が人種分離政策に違憲判決を下したことを踏まえ、リトルロッ

ク・セントラル高校に 9名の黒人生徒が入学した。教育における人種統合政策

を阻止しようとする地域住民、さらには州知事に対し、当時の大統領 Dwight 

Eisenhowerはその 9名を保護すべく連邦政府軍を発動したため、連邦と南部の

対立を深める事件へと発展した。Bacon は、当時の南部が連邦政府を共産主義

に譬えながら、アメリカ的民主主義は南部にあり、そして地域で培われた伝統、

文化を守るため、連邦政府の「公教育」に対抗すべく南部独自の「私教育」を

興していたことを指摘する。「私教育」は連邦政府の画一性に対抗すべく南部の

個人主義を守ろうとするものであり、社会から分離した老ターウォーターの家

は“a stronghold of individuality”となる訳だ (Bacon 98)。 

物語のプロットの一つであるレイバーと老ターウォーターの対立、それは公

と私の対立であり連邦政府と南部の対立でもあるが、それに付随して生と死の

力学が鬩ぎ合っていることも我々は看過してはならない。老ターウォーターの

教義は、“The world was made for the dead. . . . There’s a million times more 

dead than living and the dead are dead a million times longer than the living 

are alive” (16) とあるように、生ではなく死にその力点が置かれている。彼に

とって生の時間より死の時間の方が長いという訳だが、死を生との断絶という

より延長として考えていることには注意を払うべきだろう。そのことは、VB

において何度も彼がヤング・ターウォーターに説諭する、最後の審判の日にお

ける死者の復活と関係があるのは間違いない。思い起こせば VB が老ターウォ

ーターの死とその埋葬についてのエピソードを始点としていることから、この

物語全体は死を中枢に据えていることが窺える。その死の思想に対蹠的なのが、

教育者レイバーの考えである。彼は人間の自由と尊厳の意義に触れ、“A dead 
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man is not going to do you any good, don’t you know that?” (104) と言い、ヤ

ング・ターウォーターの内なる声も“You can’t be any poorer than dead” (24) 

と大伯父の教義における死の不毛性を説諭する。教育における北部と南部の対

立は公と私の対立であるが、VBにおいてはさらに生と死のそれへと発展する。 

死の重要性は、VBの第一章が 1955年の New World Writing誌上に、上に引

用した内なる他者の台詞、“You Can’t Be Any Poorer Than Dead”という題で掲

載されていることからも窺い知れる。このタイトルは、逆説的に、本当にあわ

れなのは死者か生者かとオコナーが密かに問いていると考えられ、テキスト上

の死を巡る主題を表面化する。作者の家族事情に目配りするなら、VB はオコ

ナーの父 Edward Francis O’Connor (1896-1941) に捧げられているが、彼は彼

女と同じく紅斑性狼瘡を患い、本書が上梓された時にはすでにこの世にいない。

もちろん、著作を亡父に捧げるのは珍しいことではないが、主人公 Francis 

Marion Tarwater の名前が父のそれと部分的に重なっていることは、この二人

が異なる人格をもつにせよ、死んだ父の存在が執筆中のオコナーの脳裏にあっ

たことの証左となる (Kirk 145)。と同時に、父の生命を奪った紅斑性狼瘡が自

らの命を浸食していくのをオコナーが意識していた可能性も否定できない。彼

女は VB出版の 4年後、1964年に亡くなっている。 

話を作品の政治性に戻す。作品における公と私、生と死の二項対立に触れた

が、これはミシェル・フーコーの指摘した近代以降の政治の特徴である生政治

のキーワードでもある。6 彼の言う生政治の特質は、国民を殺すことなく生か

すことで権力の統治機構を増殖させる政治形態にある。かつては死を通して権

力を示すことで国民の統治を実践した王権政治に代わり、近代以降の国家は国

民を生かすことで国への隷属化 (規律と調整) を図ってきた――もちろん、国

民には知られないようにこの隷属化は行われるのだが。それは国民が生を享受

していると思わせるガバナンス方法であり、国民を統治する機構――家族、軍

隊、学校、警察、病院、保障制度、等々――が発達することになる。生政治の

目的は、人間の剥き出しの生を政治化された生に、テキストの言葉を使えば“the 

duties of a good citizen” (VB 108) を遂行できる人間を生産することにある。7 

その一方で、生政治にとって大きな弊害となったのは、個人の単独性と関わる

死だとフーコーは言う。「死は権力の限界であり、権力の手には捉えられぬ時点

である。死は人間存在の最も秘密な点、最も『私的な』点」であり、生政治の

公的な統治にたいして私的な権限の死はその対極に位置するもの、それ故権力

は「ひたすら死から目を外そうとしてきた」(175)8 のである。国民を管理し、

生かすことによって権力の網を拡大していく政治にとって、死という私的な主
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権はそこから網が破られる可能性を持つが故に秘匿されねばならない。この文

脈で老ターウォーターの死の宗教観を再考すれば、それは彼の狂信性と相俟っ

て、近代以降の生政治とは相容れないものとなる。生政治にとって死という「私」

の領域は何としても抹殺 (統治) する必要があり、公的な行政管理は老ターウ

ォーターの「死」と「私」を封じ込める必要性があった。 

老ターウォーターの死の宗教は生政治とは異なるベクトルを持つが故に、彼

が私的領域に隠棲するのは当然の成り行きである。いや、単に閉じこもるに留

まらない。彼は甥であるレイバーを、そしてレイバーの甥、ヤング・ターウォ

ーターをそれぞれの親の許可なしに洗礼を施し、私的領域を拡大しようとする。

もちろん、公的な牧師、司祭の資格を持たないことから、彼の洗礼には制度的

な効力はない。突き詰めて言えば、彼のキリスト教も極めて私的なキリスト教

である。この点については、オコナー自身も “The old man is very obviously 

not a Southern Baptist, but an independent, a prophet in the true sense. The 

true prophet is inspired by the Holy Ghost, not necessarily by the dominant 

religion of his region. . . . He was a prophet, not a church-member” (HB 407) 

と述べ、彼の教義が制度化された宗教と一線を画していることを強調する。自

身の私的な領域を公的な領域に浸食させる老ターウォーターの行為は、作品の

タイトルである『激しく攻める者はこれを奪う』(『マタイによる福音書』11:12) 

を彷彿とさせるが、生政治の理念と対立する彼の教義が最も表面化するのは、

「ビショップを洗礼せよ」という命令・預言が溺死へと至った瞬間である。 

洗礼という秘蹟の目的は、罪ある自身に死が与えられ新しい命を得ることに

あるが、それについて触れている『ローマ人への手紙』の一節を取り上げてみ

よう。「キリスト・イエスにあずかるバプテスマを受けたわたしたちは、彼の死
．．．

にあずかる
．．．．．

バプテスマを受けたのである。すなわち、わたしたちは、その死に
．．．．

あずかるバプテスマによって、彼と共に葬られたのである。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

それは、キリスト

が父の栄光によって、死人の中から
．．．．．．

よみがえらされたように、わたしたちもま

た、新しいいのちに生きるためである」(『ローマ人への手紙』6:3-4; 強調は引

用者)。 洗礼によって古き自己はキリストと共に十字架につけられ、キリスト

と共に新しい命を手にすることを上記の引用は示しているが、興味深いのは再

生と結び付く洗礼において死が強示されていることだ。洗礼には死の影が見え

隠れするような暴力性が漂う (Micheals 59)。確かにフランシスの施した洗礼は

文字通りビショップに物理的な死を齎し、彼がこの世で新しい生命を得る機会

を奪うことになる。しかし、“That murder is forgotten by God” (HB 343) とい

う言明を読むにつけ、オコナーにとって殺人という罪が神の審判を受けること
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はないようだ。オコナーの文学世界において、生と死は両極に位置するもので

はなく、むしろ生とは死を経由して獲得されるものであり、9 以下の聖書の文

言はそのことを明示している。「しかし、ある人は言うだろう。『どんなふうに

して、死人がよみがえるのか。どんなからだをして来るのか』。おろかな人であ

る。あなたのまくものは、死ななければ、生かされないではないか」(『コリン

ト人への第一の手紙』15:35-36)。VB のビショップへの洗礼の場面において死

が生をもたらす秘義の感覚はないが (この作品の瑕疵の一つはここにあるのだ

が) 、死を伴う暴力的な洗礼の瞬間に神の聖寵が湧き出る具体例として“The 

River”を挙げてもよい (Michaels 63)。もちろん、ヤング・ターウォーター自身、

“You can’t be born again” (209) という言葉を吐いているようにビショップの

復活を考えて洗礼を行った訳ではない――そうはいいながらも、死の意義を説

く老ターウォーターの教義に沿った結果となったのである。 
生前、大伯父は“You were born into bondage and baptized into freedom, into 

the death of the Lord, into the death of the Lord Jesus Christ” (20) とヤング・

ターウォーターに説諭している。「囚われの内に生まれながらも」、「主の死への

洗礼、主イエス・キリストの死への洗礼」により「自由」になれること、それ

は先ほどの『ローマ人への手紙』の一節と呼応するように、罪ある自身の死と

復活による再生を謳ったものであり、彼の教義の中心はここにある。つまり「自

由への洗礼」とは「死への洗礼」を意味するものだが、自由が生の享受と結び

付く 50 年代のアメリカのスローガンとは余りにも対蹠的である――老ターウ

ォーターにとって「自由」とは死の謂いに他ならないのだ。この対立構造は生

命の糧である「パン」についても当て嵌まり、彼は「イエスという生命のパン」

(21) を生命維持の物質的基盤ではなく、死との関連性において述べている。

“The old man said that as soon as he died, he would hasten to the banks of the 

Lake of Galilee to eat the loaves and fishes that the Lord had multiplied. 

‘Forever?’ the horrified boy asked. ‘Forever,’ the old man said.” (21) ヤング・タ

ーウォーターが言うように、「大伯父の狂気の核心」(21) とは「イエスという

生命のパン」への渇望であり、これが作品のタイトルである『激しく攻める者

はこれを奪う』へと直結する。「イエスという生命のパン」は、老ターウォータ

ーの言葉に従えば、逆説的ではあるが死の世界――つまり、復活を待つ世界―

―において初めて食することができるのだ。VBには食事の場面が多く 10、ヤン

グ・ターウォーターは伯父レイバーによって出された食事で満たされることが

ない上に、時には食べること自体を拒絶するが、それは物質的に満たされた当

時のアメリカの生の中で「イエスという生命のパン」を得ることの不可能性を
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示している。実際、上記の引用に呼応するように、作品の掉尾においてヤング・

ターウォーターは大伯父の墓の十字架から、死者の群れがイエスのパンと魚を

食べる光景を神の啓示として垣間見る。 

 

[A]s he gazed he saw that from a single basket the throng was being fed. 

His eyes searched the crowd for a long time as if he could not find the one 

he was looking for. Then he saw him. The old man was lowering himself 

to the ground. When he was down and his bulk had settled, he leaned 

forward, his face turned toward the basket, impatiently following its 

progress toward him. The boy too leaned forward, aware at last of the 

object of his hunger, aware that it was the same as the old man’s and that 

nothing on earth would fill him. His hunger was so great that he could 

have eaten all the loaves and fishes after they were multiplied. (241) 

 

すべての死者達を包み込む十字架の世界、「地上」のアメリカでは満たされるこ

とのなかった飢えが生命のパンにより満たされる世界、ヤング・ターウォータ

ーがそこに入ることはまだ許されていない。しかし、死者の憩いの世界は「時

間と闇を通り、幾世紀も貫く潮」(242) となって彼の中に沸き起こるのを彼は

感じ、大伯父を媒介にして「激しく攻められる世界」、公的な国家が介入するこ

とのできない死的かつ私的な領域である復活を待つ世界、と物語の最後で対峙

する。11 

 思い起こせば、ヤング・ターウォーターは母親とその両親――つまり、彼の

祖父母――が交通事故で亡くなった時に出生した子供であった。その事故のた

め父親がピストル自殺をしたことを考えれば、彼の生には常に死の匂いが付き

まとう。彼自身、事故での誕生を誇りにしていたが (41)、死こそ生命を得る道

という考えは先ほども言及したようにオコナー文学のライトモチーフの一つで

ある。自作のWBを引きながら、“The car is a kind of death-in-life symbol, as his 

blindness is a life-in-death symbol” (MM 72) と彼女は言うが、失明状態となっ

た主人公 Hazel Motesの死の場面、「一点の光となった」(WB 232) という末尾

の文は、まさしく彼が死の中に生を獲得したことを示唆している。VB も死の

可能性について論じた作品であるが、預言者として生まれ変わったヤング・タ

ーウォーターの未来を“He must of course not live to realize his mission, but 

die to realize it” (HB 342)とオコナー自身が言うように、テキストの道標は生で

はなくまずは死へと向けられるのである。12 
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                 2 

 

ここまで VB が生政治とは相反する私と死のベクトルを内に孕んでいること

を指摘したが、当時のアメリカの宗教的事象を補助線に、老ターウォーターの

狂信性についてもう少し吟味したい。第二次世界大戦の勝利によりアメリカへ

の国民信仰は、50年代において否応なく高まっていったのは周知の事実である。

もちろん、マッカーシズムによる弾圧はあったが、それも共産主義という反ア

メリカ的と思われていたイデオロギーが標的だったため、国家の精神的価値観

の基盤が崩れることはなかった。そのような国家隆盛の時代における宗教につ

いて顧みる時、重要な論考と思えるのが Robert Bellahの “Civil Religion” で

ある。 

彼の言う「市民宗教」とは、アメリカ人が共有する宗教観、それはプロテス

タントに限定されず、カソリックやユダヤ教を包み込む統合的な宗教思想であ

る。その特質を、John F. Kennedyの大統領就任演説において、彼が個別の宗

教 (カソリック) に触れず「神の概念」だけに言及したことに注目しながら、

ベラは以下のように巧みに概説する。 

 

In fact, his only reference was to the concept of God, a word that almost all 

Americans can accept but that means so many different things to so many 

different people that it is almost an empty sign. Is this not just another 

indication that in America religion is considered vaguely to be a good 

thing, but that people care so little about it that it has lost any content 

whatever? 

 

上記の引用において、市民宗教とはアメリカ人全体の宗教観を包括するが故に 

具体的な宗教の教義が不問に付せられることをベラは指摘する。それは何も個

別の宗教を否定することではない。彼が指摘するように、アメリカ人にとって

宗教 (キリスト教) 自体は必要不可欠なものであるため、歴代の大統領就任演

説は必ず「神」に言及することになる。その「神」に対し、それぞれの宗教、

それぞれの宗派は自らの神を投影するが、市民宗教の「神」は単一の実体では

なく、教義的に相容れない宗教、宗派の複合的な概念を内に孕むため、現実と

して「空虚な記号」となる。言ってみれば、市民宗教とは「神」について考え

ることではなく、アメリカがいかなる国家なのかを示す価値体系、アイデンテ
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ィティの問題となる。故に、ベラは、「我々の政府は強い宗教的信仰に基礎づけ

られていなければ意味はないが、それが何であるかは気にしない」というアイ

ゼンハワーの言葉を用いながら、市民宗教とは“complete negation of any real 

religion”ではないのかという疑問を呈するに至る。そのため、少なくとも国家

の政治的レヴェルにおいて、市民宗教の力学が強くなると個別の宗教はそれに

包括されることで境界が曖昧となり、不可視で公には出ない私的な存在と化し

ていく。13 あるいは、個別の宗教の教義を追求すれば、私的領域に隠逸せざ

るを得ないのであろう。 

市民宗教が出てきた背景には、宗教の生政治化がある。一つの国家が多くの

宗教を内包することはあっても、一つの宗教も持たない国家は恐らく存在しな

いことを考慮するなら、国家における宗教の重要性は等閑視できない。冷戦の

時代、アメリカ人は自国の制度、文化、民族の卓越性を信じていたが、とりわ

けその中でも宗教への信頼は強かった (Kirby 3)。14 そのため、生権力として

は宗教を管理することで国民を統治する必要があるが、政治的宗教の側面を持

つ「市民宗教」は、様々な宗教、宗派を包含することで、単一の意味内容を持

たない記号として国民の精神に巣食うことになる。国家統治は宗教に目をつけ

ることをフーコーも指摘するが、それは「教義上の真理性を問題にするのでは

なく、人生の道徳面での質を問題にする」(「全体的なものと個的なもの」350) 

のである。その統合的で単一の教義を持たない国家的宗教を、宗教学者の森孝

一は「見えない宗教」(37) と命名している。フーコーの指摘した生政治が人の

目に見えない権力統治――たとえば、パノプティコンという監獄の監視システ

ムを想起してもよい――を目指したことを念頭に置けば、「見えない宗教」であ

る市民宗教が隆盛する時代は、生政治が宗教をも統治していることを意味する

だろう。市民宗教とは暗々裏にアメリカ精神の肯定、アメリカの生の肯定を感

化するからだ。Amy Hungerfordが Postmodern Beliefで述べるように、特に戦

後においてアメリカの宗教観は、“doctrinally specific belief and prejudice”から

“the firm establishment of faith in faith as American civil religion” (5) へと移

行していく。ベラの主張もそうであったが、市民宗教とは「神の信仰」ではな

く「信仰の信仰」であり、さらにはアメリカ的な倫理や価値体系への信仰でも

ある。1864年には硬貨に印字されていた文言 “In God We Trust” が 1956年、

アイゼンハワーの時代に国是として採択され、翌 1957年に紙幣に載って国内に

流通したことは宗教の政治化を例示している。1950年代において宗教とはアメ

リカンナショナリズムと同義なのだ (Whitfield 87)。 

市民宗教と VB の関係性を考える際、後者とほぼ同時期に出版された J. D. 
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Salinger の FZ を伏線に置きたい誘惑に論者は駆られてしまう。15 イエス・キ

リストの名が頻出するこの作品において特定の宗派の教義は確認されず、むし

ろ多くの人が投影しやすいキリストのイメージが描写されているからだ。それ

を象徴的に示すのが、社会の偽善に辟易する Franny Glassに兄の Zooey Glass

が、自殺した長兄 Seymour Glassから教えられた“The Fat Lady”の逸話を紹介

し、彼女に精神的な癒しを与える物語末尾の場面である。ラジオ番組に出演す

るため靴を磨けという説諭を聞くが、観客もアナウンサーも無能だからそんな

ことをする必要はないと主張するゾーイに対し、シーモアは姿こそ見えないが

彼らの番組を聴いているであろう「太ったおばさん」のために靴を磨けと言う。

その「太ったおばさん」についてゾーイは、“This terribly clear, clear picture of 

the Fat Lady formed in my mind. I had her sitting on this porch all day, 

swatting flies, with her radio going full-blast from morning till night. I figured 

the heat was terrible, and she probably had cancer, and—I don’t know.” とい

う心象を作り上げる。さらに “There isn’t anyone out there who isn’t Seymour’s Fat 

Lady” という統合的な「太ったおばさん」像へと発展させ、それはイエス・キ

リストに他ならないと結論付ける (130-131; イタリックスはオリジナル)。「太

ったおばさん」＝イエス・キリストの図式は、特定の宗派の教義を示すもので

はなく包括的で倫理的なものであり、それは曖昧ではあるが誰もがイメージを

共有できる、どこにでもいる隣人的存在のキリスト像である。ここに FZ の市

民宗教的な要素が表れており、老ターウォーターのキリスト像とは余りにも懸

絶していることが分かる。後者にとってキリストは死と絡み合うのに対し、前

者の「太ったおばさん」に譬えられるキリストは生と結び付く。それを裏書き

するように、フラニーは「太ったおばさん」の逸話に心を癒されたところで FZ

は幕を閉じる。 

 もう少し率直に言えば、FZはキリストを通して人間的倫理や道徳について考

えるテキストではあるが、たとえ随所にキリストの言葉が散りばめられていて

もキリストの教義そのもの
．．．．．．．．．．．

についてのテキストではない――実際、それは仏教

やヒンドゥー教など他の宗教への言及も包含している。つまり FZ はアメリカ

社会への抵抗の書でありながら、アメリカ人が人としていかに生きるべきかを

書いた道徳書であり、捩じれを伴いながらもアメリカ精神を称揚する可能性を

内に秘める。それに対し、老ターウォーターの教義は「キリスト教の祈り『汝

の隣人を愛せよ』が実行されない状態に据え置く」(Stevens 263) のであり、そ

こに倫理性はない。FZと VBをより比較するなら、前者は倫理に付随する高揚

感を読者に齎すが、後者の宗教的狂信性はより目立ったものとなり、「イエスと
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いう生命のパン」を求める死者達はグロテスクな共同体として前景化され、生

政治の価値観の下で生きる国民には敬遠されることになる。“[Our present 

grotesque characters] seem to carry an invisible burden; their fanaticism is a 

reproach, not merely an eccentricity. I believe that they come about from the 

prophetic vision . . . ” (MM 44) というオコナーの言明を顧みれば、老ターウォ

ーターは疎遠された「私的なキリスト教」を人々に突きつける預言者として、

この時代の中で屹立することになる。もう少し敷衍して考えるなら、老ターウ

ォーターの狂信性から距離を取ろうとする物語中の「良き市民達」と VB とい

うグロテスクなテキストを受けつけないアメリカ人の構図は重なるのである。 
 サリンジャーが今でも人気のある所以の一つは、戦後アメリカ文学の中で家

族を描くのに極めて長けたところにある。Holden Caulfieldを始めサリンジャ

ーの登場人物は、たとえ社会に反抗的であっても家族愛が強い。対照的にオコ

ナーの登場人物からそれは感じられず、むしろ家族の崩壊、消滅が描かれる場

合さえある。もちろん“Parker’s Back”のような結婚と妊娠に絡んだストーリー

もあるが、“A Good Man Is Hard to Find”はそれこそ一家全員が脱獄囚に殺さ

れる話だし、WB は家族だけでなく故郷さえも喪失したところから物語が始ま

る。そして、VB もその例外ではない。この物語は家族の消滅の話であり、家

族内での殺人の話でもある。ヤング・ターウォーターによるビショップへの洗

礼 (溺死) が血縁内で行われたことは、等閑視すべきではないだろう。フーコ

ーが指摘するように「家族」とは身体の規律化、人口の調整機関であるが故に、

生政治にとって必要不可欠な装置だが、洗礼が一つの家系の終焉を意味するな

ら、それは生政治 (国家) の網に微弱ながらも綻びを作ることになる。物語上

の家族についてもう少し分け入って考えるなら、レイバーは日本にいる妻と別

居中で、今後以前のような夫婦の関係に戻ることはないであろう。また、息子

が溺死させられるところをホテルの一室から眺め、あたかも自分もそこにいて

息子の殺人に加わったかのような錯覚を抱いたことを考慮すれば、レイバーが

再び子どもを持つことも想像できない。今後預言者として生きていくヤング・

ターウォーターにしても、生涯独身を通した老ターウォーターの生き方を踏襲

するなら家族を持つことはなく、洗礼という名の殺人はターウォーター家、レ

イバー家といった家系の終焉を齎すことに帰結する。16 

実際、キリスト自身、この世での家族を否定する言葉を残している。VB の

タイトル『激しく攻める者はこれを奪う』は『マタイ伝』から取られた言葉で

あるが、同じ福音書の第 10章には以下の文言が異彩を放ちつつ記される。 
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地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、  

つるぎを投げ込むためにきたのである。わたしがきたのは、人をその父と、

娘をその母と、嫁をそのしゅうとめと仲たがいさせるためである。そして

家の者が、その人の敵となるであろう。わたしよりも父または母を愛する

者は、わたしにふさわしくない。わたしよりもむすこや娘を愛する者は、

わたしにふさわしくない。また自分の十字架をとってわたしに従ってこな

い者はわたしにふさわしくない。自分の命を得ている者はそれを失い、わ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

たしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。（『マタイ

伝』10:34-39; 強調は引用者）17 
 

これまで見てきたことからも、上記のキリストの台詞と老ターウォーターの行

為は同系であることが了解できる。この世での生を賛美する生政治的国家を横

目で見つつ、あるいは家族という生を育む共同体を離れ、十字架という剣の下

で最後の審判の日における復活に備え死に続ける老ターウォーター。しかし、

「この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないもの

を着ることになる」(『コリント人への第一の手紙』15:53) とあるように、死は

永遠にあるのではなく、キリストと共にある生の胚胎となる。物語末尾で、十

字架を通して大伯父が属する死の共同体を垣間見たヤング・ターウォーターは、

「激しく攻められる」国をそこに見、自らが預言者として生まれ変わるのを体

験する。そう考えるのなら、VB はまさにヤング・ターウォーターを取り巻く

死――老ターウォーター、ビショップ、そして両親と祖父母の死――から生ま

れ出た彼自身の洗礼、再生の書と言えるのである。 

 

 

                 注 

 

1 本論で使用する Flannery O’Connorと J. D. Salingerのテキストには以下の略語を
用いる。The Violent Bear It Away: VB. The Habit of Being: HB. Mystery and Manners: 
MM. Wise Blood: WB. Franny and Zooey: FZ.   

2 VB の主要なキャラクターの名前については、以下のように日本語表記する。
Francis Marion Tarwater――ヤング・ターウォーター。Mason Tarwater――老ター
ウォーター。George F. Rayber, Jr.――レイバー。Bishop Rayber――ビショップ。 

3 オコナー自身、VB がなかなか思うように進まず「刑務所からの脱出」(“escaping 
from the penitentiary” HB 127) という比喩を用いながら短編への逃避傾向を手紙
で書いている。他にも HB 65, 177 を参照。また VB 出版後の批評動向については
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Whitt 85-87、Kirk131-2を見よ。 
4 Giannoneは“Mason achieved the almost impossible task of being a holy man in 

evil times” (150-151) と述べ、老ターウォーターの神聖さを強調する。 
5 フーコーは生政治における人口の調整装置の一つとして「保険」を挙げている (『社
会は防衛しなければならない』244)。レイバーの父にあたるレイバー・シニアは老
ターウォーターに“[Rayber, Sr.] was a prophet too, a prophet of life insurance, for 
every right-thinking Christian, he said, knew that it was his Christian duty to 
protect his family and provide for them in the event of the unexpected” (59) と言
っているが、「正しい考えを持つキリスト教信者」とは「良識を持つ国民」の謂い

であり、彼の台詞から宗教の政治化が読み取れる。 
6 William Monroeはフーコーの『狂気の歴史』を援用しながらオコナーの作品を解
釈するが、彼を単なる社会転覆のロマンチストと捉えリアリストのオコナーとの差

異を強調するその論は、ともすれば短絡的な印象を与える。 
7 「良き市民」の一例として、銅パイプのセールスマン Meeks がいる。ヤング・タ
ーウォーターに仕事と隣人愛がこの世での幸せを齎す (55-56) と説く、ある意味名
前どおり国家に「従順な」男はレイバーと近接な位置にあり、老ターウォーターか

らは最も遠い存在である。また、「良き市民の義務」をヤング・ターウォーターに

教示する時、レイバーは美術館、映画館、デパート、スーパーマーケット、上水道、

郵便局、駅、市役所、といった公的施設を見せている (108)。 
8 他にフーコー『社会は防衛しなければならない』246-7を参照。 
9 Kathleen Spaltroは、オコナーが敬愛したピエール・テイヤール・ド・シャルダン
を引きながら、彼女における死の意義について論究している。 

10 オコナーが VBのドイツ語版において Food for the Violentというタイトルを考えて
いたことは、物語における食の重要性を裏書きする (HB 481)。 

11 John W. Stevensはオコナーと Billy Grahamにおける預言の類似性に触れつつ、
前者が後者のようにアメリカの神性を擁護する態度を取ってはおらず、その文学世

界が表出するのは“no concept of the nation-state, but instead an eschatological 
dualism separating the universal Church, as the revelation of Christ’s regenerate 
body, from all worldly governments” (258-9) だと指摘する。 

12 その意味で、オコナー文学の死は同じ南部文学の巨匠フォークナー文学の死、た
とえば、神聖な教会のオルガンの調べの中で、哀れな自分達を造った神への復讐に

死を求めるジェファーソンの人々の思い (Light in August 322)、とは大きく異なる
ものである。 

13 その著作 Postmodern Belief で現代アメリカ文学の宗教性を取り上げた Amy 
Hungerfordは、「カソリックとは私的な事であり、公的な人物の公的な決定におい
てその関係を持つべきではない」という J. F. ケネディの宗教観を紹介している (6)。 

14 また、1950 年代は 20 世紀アメリカにおいて最も教会の会員数が多かった時代で
もある (Whitfield 83)。 

15 Hungerfordも FZを Postmodern Beliefの中で扱っているが、彼女は作品における
最大の宗教的特質は、折衷的な宗教観が最終的に「無心の境地」――“a state of pure 
consciousness … to be with God before he said, Let there be light” (FZ 43) へと収
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斂することにあると言い、具体的にはフラニーがゾーイとの会話の後に聞いた「原

始の静寂の代わりとなるような電話の発信音」(FZ 131) に示現されると指摘する。
Hungerford 8-14を参照のこと。彼女は戦後アメリカ文学に表象されるポストモダ
ン的な宗教性として、内容ではない形式としての祈り、或いは祈る対象のない信仰

のための信仰を挙げているが、FZ における一見意味のない電話の発信音はそれと
関わるのだろう。 

16 その象徴として同性によるヤング・ターウォーターのレイプが挙げられる。オコ
ナーの作品において車はネガティブな意味で使われることが多く、運転手によるレ

イプはそれこそ不浄な出来事として解釈できるだろう。或いは、その出来事は、彼

がビショップを殺したことへの報いなのかもしれない。しかし、この奇妙な場面を

ヤング・ターウォーターの異性愛の不可能性として捉えるのは行き過ぎであろうか。

もっともオコナー自身、老ターウォーターとヤング・ターウォーターの近親相姦に

ついて一笑に付す見解を示してはいるが (HB 457)。 
17 柴田元幸は“A Good Man Is Hard to Find”を解釈するにあたり、この聖書のフレ
ーズを引用している (115)。オコナー文学の全体像を捉える上で引用した個所は極
めて重要であり、それ故柴田の炯眼は注目に値するが、しかし、このイエスの言葉

がより当て嵌まるテキストは、家系の観点からして“A Good Man Is Hard to Find”
より VBだと論者は考える。 
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