
スタインベックの『天の牧場』における
人間の真実と生き方の文化

－現実と理想とのH藤を中心として－

岡　田　春　馬

ジョン・スタインベック（John Steinbeck, 1902 － 1968）の『天の牧場』

（The Pastures of Heaven, 1932）という作品は、カリフォルニアを舞台とした、

〈天の牧場〉という谷間に住む人達の、現実と理想との H藤を通じて露呈さ

れるグロテスクな真実と、異様な生き方とを追求した、秀抜にして、かつ、

異色の短編集である。

この短編集は全部で十二章から成り立っているが、第一章のプロローグと、

第十二章のエピローグを読めば、全短編に共通する中心テーマを掴むことが

できる。

q プロローグにおける皮肉

スタインベックの『天の牧場』における第一章は、この短編集のプロロー

グ（序章）に相当する部分である。このプロローグの中では、この短編集を

貫くテーマ、つまり、リリシズムと人生の皮肉ということについて語られて

いる。

ここで、まず、筆者が驚くのは、スタインベックのすばらしいリリシズム

である。このリリシズムは、彼の繊細なる感受性と現実直視によって、現実

の背後に潜む赤裸々な真実を見事に看破するという、鋭い直観力と洞察力に

裏づけられている。それだけに、スタインベックのリリシズムには一種異様

な迫力があるためか、読者の心を強力に魅きつけ、深い感動に浸らせる。

また、もう一つのテーマである、人生の皮肉ということであるが、これは、

「大恐慌」（the Great Depression）が始まった 1929 年 10 月以降の激動の現実社

会を体験し、人間がいかに努力しても、非情な社会の激しい変動の前にあっ
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ては、ひとたまりもなく水泡に帰してしまう、また更に、人間そのものも、

この社会の激変の中にあっては、塵屑のように捨てられ、奔弄
ほんろう

されるという、

ある意味で、人間に課せられた宿命の悲劇を象徴している。

では、このリリシズムと人生の皮肉について、第一章のプロローグではど

のように書かれているかを検証してみたいと思う。

q 20 人の改宗したインディアンのグループの突然の逃亡

1776 年頃、かなり長い間に亘って〈アルタ　カリフォルニアのカルメロ伝

道会本部〉（“the Carmelo Mission of Alta California” p.1）の建物が建造されつ

つあった時、20 人のキリスト教に改宗した〈異端者〉（“heretics” p.2）のグ

ループが、なんと一夜の中に、信仰を棄ててしまった。そのため、朝になる

と、彼らの小屋は藻抜けの殻となってしまった。本部の首脳部の連中は、こ

れは今後の布教活動において、ゆゆしき、悪例となって将来に禍恨を残すと

考えた。更に、現実問題として、首脳部は、建造のために使われるアドーブ

れんがの粘土採掘場での仕事そのものにも、重大な支障をきたすと判断した。

このようなことは、布教活動に生命を賭けている教団関係者にとっては、

まさに、彼らの敬虔な努力を裏切るも甚だしい悪徳行為であった。従って、

関係者は、このような連中は、たとえどんなことがあっても、引っ捕らえて

改悛させるということが、目下の急務であると決断せざるを得なかった。

w 逃亡したインディアン達の追跡

宗教団体の権威者および、町の当局者による短時間の会議が開かれた後、

一人のスペインの伍長が 10 人の騎馬隊を引き連れて、これらの信仰の道を踏

み外した者達が〈母なる教会の胸〉（“the bosom of Mother Church”p.7）に連

れ戻すために出発した。この騎馬隊は約一週間に及ぶ難行軍の末、やっと、

小川が流れるシダの生い茂った渓谷の麓で忌まわしい行為を行っている連中

を発見した。つまり、連中は〈自由奔放な姿勢〉（“attitude of abandon”p.2）

で、ぐっすりと寝こけていた。このような有様を見た伍長は、激怒して彼ら

を捕え、泣き叫ぶのを無視して、彼らを一本の細いチェーンでじゅず繋ぎに
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した。すると、その瞬間、伍長は騎馬隊に回れ右をさせ、この〈哀れな新改

宗者達〉（“the poor neophytes”p.2）に、れんが採掘場での悔悛のチャンスを

与えるために、再びカルメロの方に向った。

e 伍長による、すばらしい牧場の発見

２日目の午後も遅くであったが、１頭の小鹿が騎馬隊の前に突然現われた

かと思うと、山の背を跳んで、向う側に姿を消してしまった。その瞬間、伍

長は一瞬何を思ったか、ひょっとして夕食のご馳走にでもなるかと考えたの

か、騎馬隊の隊列から離れ、一目散にその小鹿を追いかけた。

ところで、伍長の乗っていた馬は、体重が重かったために〈険しい坂道

を、
もが

くように苦しみながらよじ登って行った〉（“...scrambled and floundered

up the steep slope,... p.2”）。また、伍長自身も、顔をシャクナゲの鋭い（とがっ

た）爪で引っ掻かれたが、ひたすら、夕食のご馳走になる小鹿を求めて突っ

走った。それから、２、３分して、伍長が山の背の頂上に辿り着いた時、思

いがけなくも、自然のすばらしい光景に思わず心を打たれ、立ち止った。そ

の光景とは〈鹿の群が草を食べている、緑の牧草が一面に敷きつめられてい

る長い谷間〉（“a long valley floored with green pasturage on which a herd of deer

brewsed.”p.2）であった。しかも、その谷間の牧草地には、すばらしいバー

ジニアカシが生えており、また、周囲の山々はその牧草地を、まるで霧や風

から守るようにと気を配って、抱き締めているようであった。

このように、のどかな自然の美しさをまのあたりにしては、日頃厳格な訓

練をモットーとしてきた、さすがの伍長とても、これには抗し難く、俄然、

全身が緊張感から解放されて柔和になってしまった。そして、なんと、〈この

顎鬚を生やした、野蛮な文化の担い手〉（“this bearded, savage bearer of civiliza-

tion”p.9）は鞍から降りて鉄兜を脱ぎ捨てた。そして、伍長は〈聖なる母

よ！ここは我々の主なる神が、我々を導き給うた天の緑の牧場である〉

（“Holy Mother!”he whispered. “Here are the green pasturage of Heaven to which

our Lord leadeth us.”p.3）と囁いた。これぞ、まさに、青天の霹靂とも言うべ

きことであった。というのは、こういったことは、インディアン達の褐色の

背中に、およそ苛酷、非情と思われるほどの、徹底した鞭打ちの刑を課して
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きた伍長からは、およそ想像もつかないことであったからだ。これによって

〈天の牧場〉が伍長をいかに感激させたかが分かる。恐らく、この感激の瞬間

こそは、伍長にとっては、まさに、エピファニィーの瞬間であったと想像さ

れる。

r 伍長が抱いた〈天の牧場〉に対する憧憬の念

伍長はカルメロに戻ってからも、ずーっと、この〈天の牧場〉の美しさが、

彼の念頭から去ることはなかった。従って、伍長は死ぬ前には、平和な一時

を過ごしたいと願い、〈小川のせせらぎの音が聞える、また、夜になると、牛

が壁に鼻をこすりつけている音が聞える、あののどかなアドーブ造りの家〉

（“an adobe house beside a stream, and cattle muzzling the walls at night.”p.3）に戻

りたいという感傷的思慕の念を募らせた。

t 伍長の死

結局は、伍長は晩年の切なる期待というか、願いを遂げることはできなか

った。というのは、伍長はインディアンの女から〈性病〉（“pox”p.3）を移

されてしまったからだ。従って、伍長の顔がやつれ始めた時、親友達は他の

人達に感染させないように、伍長を古い納屋に閉じこめてしまった。ところ

が、皮肉なことに、伍長自身はその納屋で、静かで平和な日々を過ごして死

んで行った。というのは、性病というのは、病気に罹っている人は、見た目

はひどいが、当人自身は別に苦しくも何
なん

でもなかったからだ。しかしながら、

伍長のリリシズムは残酷、非情な現実によって、無残にも叩き潰されたとい

う意味においては、まさしく人生の皮肉を象徴している。

y その後の〈天の牧場〉

伍長の死後、長いこと経ってから〈数家族から成る無断居住者〉（“a few

families of squatters”p.3）が〈天の牧場〉に移り住んできた。が、土地の所有

者なるものがいなかったので、無断居住者達は、土地の所有権をめぐってけ
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んけんがくがくの議論をした。

100 年後には、20 組の家族が、〈天の牧場〉の中で仕切られた 20 区画の小

さな農地で生活するようになった。谷間の中心地には、雑貨店と郵便局がで

き、また、小川に沿って半マイル位北に行ったところには、たくさんの人の

頭文字が書き込まれた、ぼろぼろの校舎があった。これら 20 組の家族も、最

後には、仲良く豊かな生活を送ることができた。というのは、彼らが耕した

土地そのものが、肥沃であったために、農作業そのものも楽であったし、ま

た、彼らの果樹園でとれた果物は、中部カリフォルニアで生産される果物の

中では最高のものであったからだ。

ここで、伍長の哀れな死と、100 年以上経った後の、20 組の家族の人達の

幸福な生活を比較してみる時、時の経過によって生じた地獄と天国の違いは、

まさに、人生の皮肉とも言うべきものである。

w エピローグにおける皮肉

先にも触れたように、第十二章はエピローグに相当する部分であるが、こ

の中で、登場するさまざまな人物の現実と理想との H藤による皮肉な生き方

ということについて検討する。

q カルメロ伝道団本部の厳粛な雰囲気

午後２時に、観光バスがカリフォルニア州のモンテレー（Monterey）を出

発して、あの有名な〈セブンティーン　マイル　ドラブ〉（“Seventeen Mile

Drive”）つまり、通称〈17 マイルの大街道〉を走って行った時、観光客は埃

まみれの窓から、ものすごい金持ちの豪華な邸宅を、じっと眺めた時、少々

恥ずかしく感じた。が、実際には、観光客自身もまた大変な金持ちであった。

バスがカルメロの街の中をゆっくり走って行き、曲ったドームのある茶褐色

のカルメロ伝道団本部の建物の前で停車した時、乗客達は古くて、暗い教会

の中をあちこち案内されて、回って歩いた。

普通の常識的感覚をもってすれば、この間に、観光客は教会内の厳粛な雰

囲気に圧倒され、敬虔な気持ちに立ち帰り、更には、人間本来の純粋無垢な
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心を取り戻し、いっさいの虚偽の衣を脱ぎ棄ててしまったであろうかと想像

される。だが、観光客は、あくまでも、単なる観光客としての興味本位、利

害意識に基づく、浅薄なる現実主義の観点から、かつてのカルメロ教団本部

が担った使命なんぞ、まったく無視して、教団本部なんぞ、唯単なる昔の古

臭い建物としか思わなかったことは、実に皮肉なことである。旅行者が教会

からバスの坐席に戻ってきた時には、単なる観光客という、お互いにいまま

で見ず知らずの間柄にあった連中が、偶々
たまたま

、観光バスで一緒になったのが縁

で、若干なりとも気心が通じ合うようになり、ある種の緊張感と言うか、警

戒心から解放されて、お互いに馴れ馴れしくなった。このことは、次の引用

で分かる。

...some of the barriers traveling people build about themselves were down.（p.289）

「旅行者が、それぞれ、自分のまわりに張り回らせていた防壁といったよ

うなものがなくなっていた。」

従って、ある金持ちの男性如きは、バスの乗客達に向って、〈バスガイドか

ら、あの教会は、石の竜骨と船体が地中深くに埋めこまれた船のように、頑

丈にできているという説明を、みなさん聞いたでしょ。もちろん、それはだ

ね、皆さんご存知のように暴風に襲われた船のように、地震対策のためなん

でしょう。だけど、実際に、地震が起きてしまったら、そんなことしてあっ

たとしても、何の役にも立ちゃしませんよ〉（“Did you hear?”said the prosper-

ous man. “The guide said the church is built like a ship with a stone keel and hull

deep in the ground under it? That's for the earthquakes ―― like a ship in a storm, you

see. But it wouldn't work”）（pp.289-290）などと、実に不謹慎なことを喋った。

これに対し、２列後方に坐っていた〈高潔を感じさせる、バラ色の顔をし、

新しいサージのカソック（司祭の平服）に誇りを感じている、若い司祭〉（“A

young priest with a clean rosy face and a pride in his new cerge cassock”p.290）が

〈ところが、役に立ったのです。今迄に、何回か地震がありましたが、伝道団

本部の建物はびくともせず、依然として健在なのです。たかが泥をこねたも

のでできているんですけれど、いまだもって、しっかり立っているんです〉
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（“But it worked. There have been earthquakes, and the mission still stands.”p.290）

と、はっきり反論する。すると、こんどは、とても真面目そうな目付きをし

た、健康な老人が〈（世の中には）不思議と言うか、奇妙なことが起こるもの

ですね〉（“Funny things happen,”p.296）と突然口を差し挟んだ。ところで、

この老人が言った〈不思議なこと〉の意味というのは、泥で造った教団本部

の建物が、いまだもって健在ということと、結婚して 50 年以上もなる老人が

妻を失くしたということを比較してみると、人生の矛盾と言うか、運命の皮

肉ということを痛感せざるを得ないということであろうと想像される。

ところで、それから、バスはカルメルの谷間を昇って行き、とうとう終点

に辿り着いた。バスの運転手は〈天の牧場〉の自然の美しさと魅力を知って

いたので、乗客に向って〈多分、皆さんの中には、バスから降りて、あちこ

ち歩いてみたいと思われる方もいられるんではないでしょうか〉（“Maybe

some of you folks would like to get out and walk around.”p.291）と誘いをかける。

w 〈天の牧場〉の美しい光景

バスの乗客達は、バスの運転手の言葉に誘われて、こわばった身体をのば

して、坐席から立ち上り、バスから降りて歩き出し、山の背の頂きに立って、

〈天の牧場〉を見下ろした。この時の、平和でのどかな雰囲気に関しては、次

のように、実に抒情的に描写されている。

And the air was as golden gauze in the last of the sun. The land below them was

plotted in squares of green orchard trees and in squares of yellow grain and in squares

of violet earth. From the sturdy farmhouses, set in their gardens, the smoke of the

evening fires drifted upward until the hill breeze swept it cleanly off. Cowbells were

softly clashing in the valley; a dog barked so far away that the sound rose up to the

travelers in sharp little whispers. Directly below the ridge a band of sheep had gath-

ered under the oak tree against the night.（ｐ.291）

「空気は、まるで、夕日を浴びた黄金色の靄
もや

のようにみえた。乗客達の眼

下に見える土地は、いくつもの四角い、緑の果樹園やら、黄色い穀物畑、柴
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色の土地などに区切られていた。庭に建てられていた、頑丈な農家からは夕

飯の竈
かまど

から出る煙が立ち昇っていた。しかし、その煙は丘の方に向って吹い

てくる微風によって、きれいに吹き払われてしまった。牛の首につけられた

鈴が、谷間の中でかすかに鳴り響いていた。一匹の犬の吠える声が、ずっと

彼方向うの方で聞えたが、その吠え声は余りにも遠かったせいか、甲高い囁

き声のように聞こえた。山の背の真下には、羊が群をなして、夜に備えて、

一本の樫の木の下に集まっていた。」

この時、バスの運転手は、ここは〈ラ・パスツール・デル・シエロ〉（“Las

Pasturas del Cielo”p.291）と呼ばれているのですが、その意味は〈天の牧場〉

ですと説明する。更に、運転手は〈この天の牧場では、すばらしい野菜がで

きるのです。つまり、ここでは、他のどの土地よりも早く、おいしい苺や果

物がとれるのです。〉（“They raise good vegetables there － good berries and fruit

earlier here than any place else,”p.291）と説明する。

この運転手の言葉から察するに、彼は、恐らく、このすばらしい〈天の牧

場〉に、乗客を乗せてバスを運転すること、そのこと自体に、商売気を抜き

にした、独特の生き甲斐と言うか、使命感と同時に、無上の喜びをも感じて

いたということが推察される。しかし、さればと言って、この憧れの〈天の

牧場〉に永住するかとなると、実際問題として、それは難しい。

このように、多分に抒情的気質をもった運転手とても、いままでに何度と

なくH藤はあったのであろうが、いざ、理想と現実のいずれを選ぶかという、

二者択一を迫られると、結局は、現実的な生き方を優先させるという皮肉な

結果になってしまう。

e 〈天の牧場〉をめぐる夢と現実

a成功した男の場合

バスの運転手の言葉に釣られて、乗客達は、思わず、谷間の中を覗き込ん

だ。その時、金持ちの男は、現実的打算に基づく〈夢〉（“vision”p.291）につ

いて、咳払いをしてから、徐
おもむ

ろに、次のように語る。
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“Some day there'll be big houses in that valley, stone houses and gardens, golf

links and iron work. Rich men will live there － men that are tired of working away in

towns, men that have made their piece and want a quiet place to settle down to rest

and enjoy themselves. If I had the money, I'd buy the whole thing. I'd hold on to it,

sometime I'd subdivide it.” He paused and made a little gathering gesture with his

hand.“Yes, and by God I'd live there myself.”）（pp.291-292）

「いつかは、あの谷間には、大きな邸宅が何軒も建ち並ぶことだろう。ま

た、石造建築物や庭園、ゴルフ・コース、大きな門、鉄製のいろんなものが

できますよ。また、金持ち連中もたくさん、ここに住むようになるでしょう

よ。つまり、都会で働くことに飽きてしまった人達や、また、一財産拵えた

ので、余生を静かな所にゆっくり落ち着いて、気の向くままに楽しみたい人

達が、ここにやってきて住むようになるでしょう。だから、もしも、今の私

にお金があるならば、ここの土地を全部買い占めてしまうだろう。そして、

私は、この土地を手放さずに、じっと持っていて、いつか地価でも上がった

ら、小さく区切って売りますよ。」彼は喋るのを止めて、片手でちょっと掻き

集めるような仕草をした。「そうです、私は将来、私自身きっと、ここにきて

住むつもりです。」

つまり、この成功者は、この〈天の牧場〉を投機の対象と考えている。こ

の成功者の夢は、バスの運転手の考え方とは、およそ著しい対照をなす、現

実的と言うか、利己的な夢である。しかし、この成功者の妻は、夫の愚かな

幻想に愛想をつかし、〈しっ〉（“Sh!”p.292）と言って黙らせる。すると、夫

の方でも、思わず自責の念にかられて、きまり悪そうに、周囲を眺めるのが、

誰 1 人として、彼の夢なんぞに耳を傾けている者はいないことを知って、シ

ョックを受ける。これぞ、まさに、夫婦間の亀裂による大変な皮肉である。

b若夫婦の場合

若夫婦の夫の方も、〈天の牧場〉の美しさ、のどかさに誘われて、いったん

は、この〈天の牧場〉に永住しようとも考えるのだが、やはり現実には、と
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ても無理であることを知って、思い止まる。

これは、夫が妻に微笑みかけながら言う、次の言葉によって分かる。

“I almost let myself think of it. It would be nice － but I can't, of course.”

（p.292）

「僕も、ついうっかり、同じようなことを考えるところだった。それは、

すばらしいこととは思うんだが、実際には、もちろん、そんなことはできや

しないよ。」

これに対し、新妻の方は、夫よりも更に具体的に、次のように言う。

And hers (= her smile) had answered: “No, of course, you can't! There's ambition

to think of and all our friends expect things of us. There's your name to make so I can

be proud of you. You can't run away from responsibility and cover your head in a

place like this. But it would be nice.）（p.292）

「えぇ、もちろん、あなたには無理だわよ。野心というものがあるからね。

私達の友達はみんな、私達に、いろんなことを期待しているわ。それに、あ

なたは、私があなたのことを世間に自慢することができるように、大物にな

らなくちゃいけないのよ。あなたはあなた自身に課せられた責任から逃がれ

たり、また、こんな田舎で埋もれてしまうなんてことは、とてもできやしな

いわよ。しかし、この〈天の牧場〉で暮らすということは、素晴らしいこと

なんでしょうけどね。」

この若夫婦も、理想と現実の間にあって、精神的動揺を感じながらも、結

局は、現実的選択をせざるを得なかったところに、人生の矛盾と言うか、皮

肉がある。
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c若い牧師の場合

若い牧師の場合も、〈天の牧場〉に魅力を感じ、〈あの牧場に１つ位、小さ

い教会があってもいいなぁ〉（“There might be a little church down there”p.293）

と考える。この若い牧師は〈天の牧場〉に建てられる教会の牧師としての生

活は、およそ、牧師冥利に尽きるといった、すばらしいものになるものと想

像して、次のように考える。

“No poverty there, no smells, no trouble. My people might confess small whole-

some sins that fly off with the penance of a few Hail Marys. It would be a quiet there;

nothing dirty nor violent would ever happen there to make me sorry nor doubtful nor

ashamed. The people in those houses there would love me. They would call me Father

and I'd be just with them when it was kindly to be just.” （p.293）

「あすこでは、貧困もなければ、悪臭もない、また、面倒なことなんてい

うものも起こることはないであろう。私の信者達は、せいぜい、アベマリア

で始まるお祈りを唱えるといった贖罪行為を２、３回行えば、吹っ飛んでし

まうような、ごく小さな健全な罪を告白しに来る位であろう。とにかく、あ

そこの村は平穏で、私を悲しませたり、疑惑の念を抱かせたり、恥ずかしい

思いをさせるような、醜悪にして、暴力的な事件などは起きないだろう。あ

すこの村の家々に住んでいる人達は、私のことを神父様と呼んで、慕ってく

れることであろう。だから、私も、彼らに対して正しくすることが親切にな

る時には、正しくすることにしよう。」

このように、若い牧師は、いったん、〈天の牧場〉の平穏で、のどかな雰囲

気に幻惑されて、牧師本来の在り方から逸脱した、極めてリリカルな、甘い

考えに浸る。だが、次の瞬間には、本来の我に帰って、思い直す。このよう

な若い牧師の心理的変化の模様は、次の引用で分かる。

He frowned and punished the thought.（p.293）
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「彼は眉をひそめ、そういう考え方を罰した。」

その理由に関して、若い牧師は次のように説明する。

“I am not a good priest. I will scourge myself with the poor, with the smell of

them, and with their fighting. I can't run from the tragedies of God.”（p.293）

「私はりっぱな牧師ではない。だから、私は、貧しい人達の苦しい生活や

ら、貧しい人達の悪臭、また、貧しい人達の間に起こる争いのことで、私自

身を大いに悩み、苦しませることにしよう。つまり、私には、どうしても、

神様の悲劇から逃れることはできない。」

さりとて、若い牧師とても、この〈天の牧場〉のリリシズム、平穏、のど

けさ、気楽な雰囲気に対する、憧憬と言うか未練を断ち難く、〈もしも自分が

死んだ暁には、このような静かな所に戻ってくるかも知れない〉（“Maybe I'll

come to a place like this when I am dead.”p.293）などと言う。

d老人の場合

老人は谷間の中を、真剣な目付きで、覗きこむようにじっと凝視した。す

ると、老人の心の中に静寂が甦ってきて、遠くの山々の姿はぼんやりしてき

たが、不思議なことに、彼の目には、黄金色の光と、紫色の暗闇とが同時に

映った。老人は、今や、再び帰り来ることのない過去の日々を無念に思い、

悔恨の情をこめて、両手で力なげに腰を叩いた。このような行為によって、

この老人は、いままで苦難にみちた、悲惨な生活に奔弄されていたために、

落着いて、しっかりと自分の人生というもの、つまり、自分自身の人間とし

ての真実について考えることができなかったことを後悔した。そして、もし

も自分が今から、あの〈天の牧場〉で生活することができるようになれば、

はっきりとものを考えられるようになるのではないかと考える。このような

老人の考えがいかなるものであるかは、次の引用文で分かる。
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“I've never had time to think. I've been too busy with troubles ever to think any-

thing out. If I could go down there and live down there for a time － why, I'd think

over all the things that ever happened to me, and maybe I could make something out

of them, something all in one piece that had a meaning, instead of all these trailing

ends, these raw and dragging trails. Nothing would bother me down there and I could

think.” （pp.293-294）

「わしには、いままで、ゆっくりと考える暇がなかった。つまり、わしは、

いままで、雑事に追われていたために、じっくりとものを考えることができ

なかった。もしも、わしがほんのしばらくの間でも、あの〈天の牧場〉に降

りて行って生活することができるならば、むろんのこと、わしは、いままで、

わしの身に起こったことすべてについて、じっくりと考えられるだろう。恐

らくは、わしは、現在のように、すべて断片的な考えを曳きずっていたり、

あるいはまた、地肌が見える程、毛が抜け落ちたような尾っぽを曳きずって

いるのではなく、いままでに、わしの身に起こったいろんなことから、一つ

のちゃんとした意味を持ったことを、はっきりと考え出すことができると思

うんだが。」

r バスの運転手の場合

バスの乗客達は時間の経つのも忘れ、うっとりと谷間の中の模様に見とれ

ていたが、そろそろ、帰りの時刻が近づいたことを知ったバスの運転手は煙

草を道に投げ捨て、それを足で土の中に踏みにじった。このような運転手の

仕種は、リリシズムに浸っている乗客達を、強引にリアリズムに引き戻すた

めにとった行動であった。次の瞬間、運転手は〈さあ、皆さん、そろそろ出

発の時間ですよ〉（“Come on, folks,”...“We ought to be getting along.”p.294）

と大声で叫んだ。運転手が乗客達に手を貸して、バスに乗り込ませ、ドアを

閉めた時でも、乗客達は依然として谷間に対する魅惑と言うか、未練を棄て

きれなかった。この模様は、次の描写で分かる。

...they crowded close to the windows and looked down into the Pastures of Heaven
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where the air lay blue like a lake now and the farms were submerged in the quiet.

（p.294）

「乗客達は、それぞれ、窓のところにぴったりと詰め寄って、天の牧場を

見下ろしていた。その時、天の牧場の空気は、まるで、湖水のように青々と

横たわり、また、農園は静寂の中に浸っているようであった。」

運転手はこのような乗客達の様子を見て、これで最後とばかりに、天の牧場で

ののどかな生活はどんなにすばらしいものであるかについて、次のように語る。

“You know,” the driver said, “I always think it would be nice to have a little

place down there. A man could keep a cow and a few pigs and a dog or two. A man

could raise enough to eat on a little farm.”（p.294）

「あのですね、私は、いつも、あそこに小さな家でも持って、生活するこ

とができたら、どんなにすばらしいかと思っているんです。そうすれば、牛

１頭と豚数匹、また、犬も１匹や２匹飼うことだってできますからね。それ

にまた、小さな畑でもやれば、結構、家族の者が食う位のものは、充分作る

ことだってできますからね。」と運転手は言った。

いよいよ、運転手がバスを発車させるためにスターターを蹴った。その時、

バスのモーターが調整されるまでの一瞬間、轟音をたてたが、運転手は、な

おも、彼自身が日頃〈天の牧場〉に対して感じている魅力について、次のよ

うに語る。

“I guess it sounds kind of funny to you folks, but I always like to look down there

and think how quiet and easy a man could live on a little place.”（p.294）

「私が、いま、皆様にこんなことを言うと、いささか変に思われるかも知

れませんが、私は、いつも、天の牧場を見下ろしては、あんなこじんまりと

した所に住むことができたら、どんなにか静かで、呑気な暮らしができるだ
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ろうかと、考えるのが好きなんです。」

このように、運転手は最後に〈天の牧場〉に対する自分自身の感想を感慨

深げに述べて、やおら、ギヤレバーを押した。

e 結　論

カルメロ教団本部設立のための建設作業が行われていた 1776 年頃から、約

百数十年も経つと、教団本部も一種の観光名所となってしまい、かつての存

在意義に対する考え方も、特に 20 世紀における経済不況による厳しい現実主

義によって変化したのであろうが、〈天の牧場〉の魅力というのは、伍長の時

代から長い年数が経過しても、およそ、人知では推し測ることができないほ

ど、大きなものである。従って、人間であれば誰しも、プロローグの伍長の

ように〈天の牧場〉を一目見た瞬間に、その魅力に圧倒されて、虜になって

しまう。しかも、その瞬間は、伍長が体験したように、エピファニィーの瞬

間でもある。というのは、その瞬間には、目から鱗がとれ、自己真実に目覚

めるといった、いわゆる、覚醒の瞬間でもあるからだ。つまり、その瞬間に

は、欺瞞と虚偽に塗り固められた自己から脱却し、真実の自己を知り、贖罪

と再生の道を自覚するからだ。しかし、かかる自覚の後には、必ず、厳しい

現実という壁にぶつかり、物凄い H 藤が起こる。だが、この作品に登場する

人物達のように、結局は、現実的目先の野心とか欲望のために、本来あるべ

き真実の自己の生き方に徹し切れず、現実的妥協の生き方を選択する。しか

し、このような現実的選択をした後にも、〈天の牧場〉といったような、豊か

な大自然に対する魅力を体験したということが、顕在意識はおろか、潜在意

識の中にも隠然として残るということは、何人も否定することはできまい。

従って、現実的選択をした場合でも、このようなエピファニィーを体験した

という記憶が、完全に霧散してしまうことはない。というのは、そのような

体験はチェック・アンド・バランスの役目を果たすからだ。従って、〈天の牧

場〉の魅力を体験した人間は、もはや、体験以前の人間とは異なる。これは、

ちょうど、『天の牧場』のような名作を読んだことのある人間の人生は、読ま

なかった場合の人生とは、著しく異なるのと同様である。
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さりとて、人間がいかに大自然に魅了されて、真実の自己に目覚めても、

すぐにおいそれと、そのような生き方に転向することはできない。というの

は、現実の力と言うか、壁は、理想の前に大きく立ちはだかるからだ。こう

いった意味で、〈天の牧場〉の住人達も、不本意な、否、時として異常な生活

を強いられるのだ。この点に関して、『アメリカ文学百科事典』（The Reader's

Encyclopedia of American Literature, by Max J Herzberg, Thomas Y.Crowell

Company, 1966）においては、『天の牧場』に関して、次のような言及がある。

In spite of the lovely natural setting of the Pastures of Heaven, all of its inhabitants

are in some way warped by failing to come to terms with themselves,...（p.1079）

「『天の牧場』の美しい自然環境にもかかわらず、住民達の心は、みんな、

それぞれ自己（の生き方）に徹することができなかったために、かなり歪め

られてしまっている。」

プロローグの伍長は、鞭打ちの刑という残酷主義に対して、性病というむ

ごい罰を課せられた。まさに、これは因果応報と言うべきものであるかも知

れない。しかし、心の底ではリリシズムを願う伍長自身にとっては、性病は

青天の霹靂であった。ある見方からすれば、このような伍長の青天の霹靂は、

天罰ではなくて、呪いであると考えることもできる。しかし、考えてみるに、

己れの前非を悔いて、平和な余生を願った伍長が、平和な死を迎えることが

できなかったということは、人生の痛烈な皮肉である。

また、伍長のように、激烈なと言うか、熱烈な男は、わが身の不徳を恥じ

てか、反省し、晩年は静かなと言うか、安らかな生活を願うものだが、それ

が許されぬのが、人生の皮肉というものである。

ところで、『天の牧場』のプロローグとエピローグに登場する人物が露呈す

る、グロテスクな真実と生き方は、我々が、我々自身の今後の人生を考える

時、反面教師的な意味で、大いに参考になるのではなかろうか。

最後に、スタインベックの『天の牧場』という作品を、不朽の名作たらし

めたのは、彼独特のリアリズムもさることながら、全篇に漲
みなぎ

る感動的リリシ

ズムによるものと、筆者は確信している。
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付　記

『天の牧場』をめぐる文学事情

2001 年にペンギン・クラシックス（Penguin Classics）として出版された

『天の牧場』（John Steinbeck: The Pastures of Heaven）の〈序論〉（“introduction”）

において、ジェイムズ　ネイガル（James Nagal）は『天の牧場』という作品

が書かれた当時の文学的趨勢とか、作風および、作品内容に関して、我々に

とって必要な知識を簡潔に説明している。例えば、20 世紀初期における文学

的趨勢に関しては、次のように述べている。その主要な点をピックアップす

ると、次の通りである。

Growing out of the hard edge of Realism in the last decade of the nineteenth centu-

ry, Naturalism had become the dominant literary movement in American fiction by the

turn of the century, manifesting its influence in the Bowery tales of Stephen Crane, the

fight for survival in the work of Jack London, the grim struggle of simple characters

against a world they cannot control in Frank Norris's fiction, and the complex inner

drives that impel disaster in the novels of Theodore Dreiser. At the ideological heart of

this literary tendency is Pessimistic Determinism, the notion that the causative factors

in human tragedy lie beyond the powers of the individual. 

「19 世紀の最後の 10 年間に、現実を徹底的に描くリアリズムから生まれた

ナチュラリズム（自然主義）は、世紀の移り変わりによって、アメリカ小説

の有力な文学的動向となった。そして、それは、ステーブン・クレインのバ

ワリー風の物語、ジャック・ロンドンの作品における生存競争、フランク・

ノリスの小説における、単純な人達の、自分たちではどうにもならない世界

との厳しい闘争、セオダー・ドライサーの小説において、不幸、災難に駆り

立てる、複雑な内面的衝動などに、その影響を歴然とさせている。このよう

な文学的傾向におけるイデオロギーの核心には、悲劇的決定論がある。その

ような決定論とは、人間の悲劇において、その原因となる要因は、個人の力

を越えたものであるという考えである。」
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...the influence of Karl Marx, coupled with problems emanating from the urbaniza-

tion of America and the economic problems at the end of the nineteenth century,

engendered the portrayal of socio-economic forces that overwhelm individual lives.

「カール・マルクスの影響は、アメリカの都市化および、19 世紀末におけ

る経済問題から起こる諸問題と連結して、個人の生活を圧倒するような社会

経済的力に関する描写を生むことになった。」

...Beginning with The Pastures of Heaven, these concepts came to play an impor-

tant role in the fiction of John Steinbeck.

「こういった概念は、スタインベックの場合、『天の牧場』から始まったの

であるが、その後に発表される、彼の小説においても、重要な役割を演ずる

ようになった。」

John Steinbeck was not a dedicated student of American Naturalism, and his fiction

dose not exhibit an uncompromised utilization of these tendencies, yet in theme and

method his work has greater affinity to Naturalism than to any other tradition in

American literature. As his letters indicate, he was familiar with the work of

Sherwood Anderson, whose Winesburg, Ohio is perhaps the greatest influence on The

Pastures of Heaven. As a college student and aspiring writer in the 1920s, Steinbeck

was aware of the growing popularity of such Naturalistic writers as Erskine Caldwell,

James T. Farrell, Edith Summers Kelley as well as the older generation of Naturalists,

Crane, Dreiser, Norris, and London.

「ジョン・スタインベックはアメリカ自然主義に関しては、熱心な研究家

ではなかった。従って、彼はこういった傾向を、小説を書く際に、徹底して

利用するといったことはしていない。けれども、テーマとか、方法といった

面においては、彼の作品には、アメリカ文学における他のいかなる伝統より

も、自然主義との顕著な類似がみられる。スタインベックは手紙の中で、明

確に指摘しているように、彼はシャーウッド・アンダーソンの作品をよく読
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んで、熟知していたようである。とりわけ、『ワインズバーグ・オハイオ』は、

恐らく、『天の牧場』に対しては、最も大きな影響を与えた作品ではなかった

かと思われる。スタインベックは 1920 年代における、大学生として、また、

将来の文学に野心を抱いている作家として、クレイン、ドライサー、ノリス、

ロンドンといった、より古い世代の作家のみならず、アースキン・コールド

ウェル・ジェイムズ　Ｔ. ファレルとか、イーディス・サマ－ズ・ケリーとい

ったような自然主義作家達の、高まる人気に関しても、よく知っていたよう

である。」

...As Richard Astro has pointed out, the underlying tragedy is that although this rich

valley presents the promise of a fulfilling life, the characters within it are either so

restricted or so driven by self-deception and obsession that they do not make the most

of their abundant opportunities.

「リチャード・アストロが指摘したように、〈天の牧場〉に住む人達が辿る

悲劇の根本原因は、この豊かな自然に恵まれた谷間には、人々の希望（願望）

が叶えられる、つまり、いわゆる理想の生活を実現させる可能性が十分ある

にもかかわらず、この谷間の中にいる住民達は、自己欺瞞とか、強迫観念に

よって、がんじがらめに縛りつけられており、また、こういったものが頭の

中に、すっかりこびりついてしまっている彼らは、彼ら自身の恵まれた機会

を積極的に利用していないということに外ならないということである。」
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