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アメリカ小説と批評の研究

巽   孝  之

アメリカ大統領選の結果はアメリカ文学研究の将来を左右するだろうか？
以前，ジョージ・W・ブッシュ政権が二期目に入った時には，イラク戦争の渦中で

嫌米の言説が渦巻く中，アメリカ研究の意義自体を疑う風潮すらあったことを，わた
しは鮮明に覚えている．しかし 2015年度の我が国におけるアメリカ小説と批評研究
の動きは，そんな懸念を吹き飛ばすほどに豊饒なる可能性を孕む．
まず個人作家研究を年代順に並べるだけでも，下記の収穫が見られる．
19世紀アメリカン・ルネッサンスでは上岡克己編『世界を変えた森の思想家―心

にひびくソローの名言と生き方』（研究社，2016年 3月 1日）が，その人生と自然思
想，日本における受容までを辿り，随所に作家の名言を張り巡らせたアンソロジーと
して，絶好の入門書ないし再入門書になるだろう．
中野博文『ヘンリ・アダムズとその時代―世界大戦の危機とたたかった人々の絆』

（彩流社，2016年 3月 1日）は，我が国では正面から取り組まれることの少ない作家・
歴史家を中心に，彼を尊重する同時代の文学的・政治的環境を生き生きと描き出し，
自伝文学の古典『ヘンリ・アダムズの教育』がいかに謙譲の美徳に貫かれていたかを，
実感させる．
大宮健史『マーク・トウェインとヨーロッパ』Mark Twain and Europe（大阪教育
図書，2015年 10月 15日）は第 1部はトウェインとダーウィン，第 2部ではトウェイ
ンとヨーロッパ作家たちを扱い，著者の研究の集大成となっている．
横山千晶編『O.ヘンリー「最後の一葉」』（慶應義塾大学出版会，2015年 8月 5日）

は，アメリカ文壇きっての短篇の名手の背景もさることながら，その代表作ひとつに
絞って文学的にも文化的にも徹底精読してみせた，編者とゼミ生たちの研鑽の結晶．
こうした試みがもっと増えてもよい．
藤谷聖和『フィッツジェラルドと短編小説』（彩流社，2015年 2月 29日）は，これ

までこのジャズ・エイジの旗手に関しては「長編小説はいいけれども短編小説のほう
は駄作も多い」という定説があったが，それを根本から覆す．著者はまったく新しい
視点からフィッツジェラルドの「長編作家」（ノヴェリスト）と「短編作家」（ライター）
の相関関係を明らかにする．
今村楯夫『ヘミングウェイの愛したスペイン』（風濤社，2015年 11月 16日）とフェ

アバンクス香織『ヘミングウェイの遺作―自伝への希求と〈編纂された〉テクスト』
（勉誠出版，2016年 3月 31日）は，ともに我が国のヘミングウェイ研究を代表する著
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者たちの労作．前者が国際会議をきっかけに作家の足取りを辿り直し彼のスペイン系
作品を丹念に再評価する精力的な現地取材であるいっぽう，後者は作家の完成作品と
未完成原稿のはざまで編纂者の意図が働き，大衆に受け入れられやすい作家像が維持
されていったこと，そして 1940年代以降の失速の深層にはじつはエドワード・サイー
ド呼ぶところの「晩年のスタイル」が潜み未来への可能性を秘めていたことを明かす
緻密な草稿研究として相互に補い合い，研究水準を高めている．
金澤哲編『ウィリアム・フォークナーと老いの表象』（松籟社，2016年 2月 20日）
は，このところヘミングウェイの共同研究でも試みられた「老い」のテーマを追い，
必然的に 1920年代から 30年代の広く知られた傑作群ではなく 1940年代以降，それ
こそフォークナーの「晩年のスタイル」といわれる『行け，モーセ』（1942年）や『墓
地への侵入者』（1948年），『自転車泥棒』（1962年）などを中心に，作家がいかに時間
と性からの疎外感を覚えていたかが考察される．収録された九編のうちでは 1939年
の『野性の棕櫚』を再解釈した森有礼，メモワール形式を分析した山本裕子，スノー
プス三部作最終話『館』（1959年）を再読した山下昇の論考が刺激的だった．
もうひとりの南部作家を扱った野口肇『見えるものから見えざるものへ―フラナ

リー・オコナーの小説世界』（文化書房博文社，2015年 10月 10日）は，長年この作家
を探究して来た著者がほぼ全作品を見渡しながら，彼女のカトリシズムを中心にその
キーコンセプトである秘義と習俗を平易に語った解説書．
池田肇子『二十世紀のラビ―ソール・ベロー研究』（開文社出版，2015年 5月 2

日）はユダヤ系アメリカ文学を代表するノーベル文学賞作家をいかに著者がその学生
時代から教授時代までのキャリアすべてをかけて探究してきたかを示す，全 670ペー
ジにおよぶ大著．ヘミングウェイ論やアリス・アダムズ論，フォレスト・カーター論
なども含み，和英両言語の論文が混在しているが，新たな読者のためには，やはり「あ
とがき」にとどまらない，全体を見渡す適切な序文と編集が欲しい．
渡邉克昭『楽園に死す―アメリカ的想像力と〈死〉のアポリア』（大阪大学出版会，

2016年 1月 29日）も全 500ページを超えるポストモダン作家研究の集大成で，対象
はジョン・バースからスティーヴ・エリクソン，リチャード・パワーズにおよぶけれ
ども，本書のダイナミズムを保証しているのは，ユダヤ系作家ベローとイタリア系作
家デリーロを接続するという意外な取り合わせが「死のアポリア」というモチーフに
おいて絶妙に連動しており，まさにそこから新たなアメリカ文学思想史の展望が垣間
見えるところだ．その意味で，タイトルには伏せられているが，本書は新時代の画期
的なベロー研究といえる．
最後に，鵜殿えりか『トニ・モリスンの小説』（彩流社，2015年 9月 20日）は筑波
大学へ提出され受理された博士号請求論文を大幅に加筆改稿し，学術研究として深い
ばかりか一般読者にもわかりやすいかたちに再構築したものである．長く 19世紀アメ
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リカン・ルネッサンスを研究して来た著者が，そこで培ったアメリカの暗部に流れる
歴史への知見を活かしつつ，1993年，アメリカ黒人女性作家としては初のノーベル文
学賞受賞に輝いた作家の全作品を，最も原初的にして絵本的な物語原型と弱者を中核
にした三角形のきずなを前提に分析した一冊．名作『ビラヴィド』の内部にホロコー
スト文学とも通ずる可能性を鋭利に洞察してみせた手腕は，以後の黒人文学研究に資
するところ大であろう．

＊

文学史的介入を行う単著としては，まずは十九世紀大衆小説を支えた女性作家を再
評価する相本資子『ドメスティック・イデオロギーへの挑戦―一九世紀アメリカ女
性作家を再読する』（英宝社，2015年 4月 10日）と山口ヨシ子『ワーキングガールの
アメリカ―大衆恋愛小説の文化学』（彩流社，2015年 10月 31日）を挙げねばならな
い．1980年代から始まったアメリカ文学史の正典再検討は人種・性差・階級を三種の
神器として行われた．ナサニエル・ホーソーンが呪った同時代女性作家たちはたしか
にベストセラー作家であり，まさにそれゆえに以後の文学史では長く等閑視されてき
たが，これら二著は，新歴史主義批評家キャシー・デイヴィッドソンやジェイン・ト
ムキンズ，ジャニス・ラドウェイらの理論的蓄積をふまえて，それをさらにもう一歩
押し進めようとする果敢な試みだ．相本の著書はエイミー・カプランがアメリカの帝
国主義戦略の原型ともいえる「明白な運命（Manifest Destiny）」をひとひねりした「明
白な家庭空間（Manifest Domesticity）」を基軸に据え，キャサリン・ビーチャーから
ハリエット・ビーチャー・ストウ，ルイザ・オルコットらを再評価するが，とりわけ
エリザベス・スチュアート・フェルプスの『ドクター・ゼイ』とセアラ・オーン・
ジューイットの『いなか医師』を「女性医師物語」の系譜に位置づけた最終章は圧巻．
山口の著書は女性労働者に着目した点で相本と多くを共有するが，基本的にその関心
は 1884年にローラ・ジーン・リビーの『レオニー・ロック』がアメリカ初のワーキ
ングガール小説として連載が開始された時点を重視し，以後，この系統がいかに文学
史の底流を成していくか，それがいかにホレイショ・アルジャーの立身出世物語『お
んぼろディック』とは似て非なるジャンルであるか，はたまた自然主義文学の巨匠シ
オドア・ドライサーすらいかにその影響下でいまや古典となった『シスター・キャ
リー』を書いたかが，スリリングに立証される．
いっぽう，野田研一『失われるのは，ぼくらのほうだ―自然・沈黙・他者』（水声
社，2016年 3月 30日）は長く自

ネイチャー・ライティング

然 文 学研究の先端を走り続けた著者が現代のエコ
クリティシズムに立脚するポスト・ロマン主義的交感や擬人化批判の視点からソロー
やエマソン，エドワード・アビー，さらには我が国の藤原新也や星野道夫を読み直す
思弁の書．個人的にはラテンアメリカ作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの「記憶の人，
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フネス」とアニー・ディラードの「ティンカー・クリークのほとりで」における「な
かから光る木」を融合させる啓示的瞬間に感銘を受けた．
宮本陽一郎『アトミック・メロドラマ―冷戦アメリカのドラマトゥルギー』（彩流

社，2016年 3月 31日）は，トマス・ピンチョン研究から出発し，第一著書『モダンの
黄昏―帝国主義の改体とポストモダニズムの生成』（2002年）では文学史と文化史を
みごとに融合した著者が 14年ぶりに放つ第二著書．今回は 1950年代パクス・アメリ
カーナの中で最もアメリカの夢を謳歌し喧伝するかのように見える家族の肖像を描く
メロドラマや西部劇，B級 SF映画，フィルム・ノワールなど大衆的物語学の根底に，
いかに巧妙に米ソ冷戦時代の核の脅威が流し込まれていたかを検証するとともに，そ
の第三章や終章では高名な画家であった著者の祖父・宮本三郎による戦争協力の意義
が再検証され，こうした背景を持つ自身の研究史を半ば自伝的に振り返りつつ，日米
におけるアメリカ研究に建設的な展望を与えている．
藤井光『ターミナルから荒れ地へ―「アメリカ」なき時代のアメリカ文学』（中央

公論新社，2016年 3月 10日）は，現代アメリカ文学の名伯楽にして名翻訳家である柴
田元幸を継ぐ新世代の俊才による日本語では初めてとなる単著．グローバル化の進展
とともに世界の至るところが国際線ターミナルのごとく変容して，そこを往来する者
たちに一見楽観的な夢を見させるのが現代だが，まさにそうした時代だからこそ，格
差による貧困や政治に起因するテロなど荒れ地と呼ぶほかない苦境もひしめき，夢が
悪夢にやすやすと転化しかねないという構図のもとに，著者はセス・フリードやマヌ
エル・ゴンザレス，ダニエル・アラルコンら新世紀のアメリカ文学をめぐる卓越した
見取り図を作成してくれた．
上岡伸雄『テロと文学―9.11後のアメリカと世界』（集英社，2016年 1月 20日）
は新書というまことにコンパクトな形式ながら 9・11同時多発テロに対してドン・デ
リーロ，ジョン・アップダイク，フィリップ・ロス，サラ・パレツキー，フィル・ク
レイといった作家たちがどのように反応したかを綴るとともに，以後のイスラム教徒
の運命をめぐるH・M・ナクヴィらの物語群を押さえ，ひいてはアメリカ戦争文学史
に造詣の深いラトガーズ大学教授ブルース・フランクリンへのインタビューも含み，
一種の批評的ドキュメンタリーとして斬新かつ有意義と思う．
本城誠二『ジャズ／ノワール／アメリカ文化』（英宝社，2016年 3月 4日）は論文で

はなくブログを集めた一冊だが，文学のみならず音楽や映画など文化全般を日々丹念
に拾う日誌を集約した全 350ページは，二十一世紀に至るアメリカの多角的な姿を描
写する新たなスタイルかもしれない．

＊

共同研究のたぐいも百花繚乱．
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広瀬佳司，佐川和茂，伊達雅彦共編『ユダヤ系文学と「結婚」』（彩流社，2015年 4

月 15日）は，前掲ベローはもちろん，バーナード・マラマッドやアイザック・シン
ガー，アーサー・ミラー，フィリップ・ロス，シンシア・オジックといったユダヤ系
小説の名匠たちをはじめ，天才歌手バーブラ・ストライザンドをも含めて現代アメリ
カ文学の屋台骨を再検証しようと試みた野心的なプロジェクトだ．キリスト教系白人
が大多数を占めるアメリカにおいて，家父長制の強いユダヤ教の占める位置を，そし
て広く結婚のみならず離婚の意義をも，性差を深く思索しつつ分析した興味深い論考
が 12編並んだ．
竹内勝徳，高橋勤共編『身体と情動―アフェクトで読むアメリカン・ルネッサン

ス』（彩流社，2016年 3月 31日）は，このところ毎年のように絶妙のテーマと最先端
のアプローチ設定で新境地を切り開く九州のアメリカ文学者たちを中心にした共同研
究の浩瀚な成果．全 14篇の中では中村善雄のジェイムズ論，新田啓子のストウ論，大
島由起子のメルヴィル論がそれぞれ読みごたえ充分．
松本昇，高橋勤，君塚淳一編『ジョン・ブラウンの屍を超えて―南北戦争とその

時代』（金星堂，2016年 3月 25日）は，南北戦争を収拾したリンカーンと対照的に戦
争の引き金を引いたと云われるブラウンを軸にしてアメリカ文学思想史を読み直すと
いう意表を突く企画構成により，本格的論考 15編，洒脱なコラム 5編を擁し，きわ
めて啓発的だった．

＊

翻訳ではアリス・ジェイムズ『アリス・ジェイムズの日記』舟阪洋子＆中川優子訳
（英宝社，2016年 2月 15日），リディア・マリア・チャイルド『共和国のロマンス』
風呂本惇子監訳（新水社，2016年 3月 15日）が，それぞれ詳細な注釈と丁寧な解説を
施していて収穫．
なお，2015年度に第六回を迎えた日本アメリカ文学会新人賞は来馬哲平の “‘Close, 

Cool, High’: Hart Crane’s ‘Southern Cross’ and Mobilizing a Distant Closeness” 
（The Journal of the American Literature Society of Japan No. 14 ［2015］）に授与され，
2015年度に第五回を迎えた日本英文学会優秀論文賞は古井義昭の “From the Private 

to the Public: Solitude in Brockden Brown’s Wieland” （Studies in English Literature, 

No. 56 ［2015］）に授与された．
加えて，アジアで初めて行われ第 10回を数えた国際ハーマン・メルヴィル会議の網

羅的なレポートが 北米メルヴィル学会機関誌Leviathan: a Journal of Melville Studies 

18.1 （March 2016）と日本メルヴィル学会機関誌 Sky-Hawk: The Journal of the 

Melville Society of Japan No. 3 （2015）の双方に，ほぼ同時に掲載されたことも，今
後の環太平洋的アメリカ文学研究の方向を占う実績として評価しておきたい．
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＊

最後に，昨年 2014年度の枠内でありながら，諸々の事情で扱えなかった力作二冊
にふれておく．
まず村山淳彦『エドガー・アラン・ポーの復讐』（未来社，2014年 11月 20日）は，
アメリカ世紀転換期の自然主義作家シオドア・ドライサーの研究における本邦最大の
権威が，最初は 19世紀中葉のロマン主義作家ポーに傾倒しており，それはドライサー
自身の影響源でもあったといういきさつから書かれたスリリングな快著．同時代文学
市場に編集者として身をさらしたポーが秘めるスノビズムという独創的視点は，伝統
的な文学史への建設的挑戦として意義深い．
つぎに竹谷悦子『ブラック・パシフィック・ナラティヴ―戦間期の人種と帝国を
めぐる地理学的想像力』The Black Pacifi c Narrative: Geographic Imaginings of Race 

and Empire between the World Wars （Hanover: Dartmouth College Press, 2014）は，
タイトルだけ取ればポール・ギルロイの「ブラック・アトランティック」へのアンチ
テーゼのように見えるが，じっさいには同書が近代成立の背景を語ったのに対し，竹
谷の新書はむしろ 20世紀の二つの大戦を中心に展開し，戦間期におけるジェイムズ・
ウェルドン・ジョンソンからW・E・B・デュボースの活躍，ひいてはギルバート＆
サリヴァンの『ミカド』の黒人版が博した人気に至るまでを克明に解析して，時に日
本人黒人説さえ唱えられていた経緯を重視する．その射程が戦間期を超えて 9.11以
後，オバマ以後のアメリカにまで通じる可能性をあぶりだし，モンロー・ドクトリン
以後の惑星思考的文学史再構築へ一石を投じたのは，まさにこの著者ならではの才気
の賜物というほかない． （慶應義塾大学教授）


