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1. はじめに

ウォルト・ホイットマンはこれまで、文学作品や映画、テレビコマーシャ

ルなど様々な表象において言及され、引用され、亡霊のように登場してきた。

まもなく生誕200年を迎える今日でさえ、その傾向は以前にも増して高まっ

ているようにも思える。21世紀に入ってからの主な散文作家だけを挙げても、

ポール・オースター、マイケル・カニンガム、リチャード・パワーズ、ゲイ

ル・ブランダイス、J・アーロン・サンダースらが、作品中でホイットマン

や『草の葉』を重要なモチーフとして用いている。なかでも、特にオースター

とカニンガムの2005年の作品は、アメリカ同時多発テロ（以下9.11と表記）

との直接的な関連においてホイットマンを扱っている点において注目すべき

ことだろう。過去を持たない国アメリカは、自らがどのような国家であるべ

きかを常に問い続けてきた。特に、9.11以降のアメリカが、国家としての理

念を再定義する上で、先に挙げた作家たちが、「再利用可能な過去」として

ホイットマンのイメージを用いていると考えることも可能である。今回はそ

の手始めとして、9.11が深い陰を投げかけているオースターの『ブルックリ

ン・フォーリーズ』The Brooklyn Follies （2005）を取り上げ、その語りや、

ホイットマンへの言及や引喩がどのようになされているかを考察し、ホイッ

トマン的主題が9.11との関係においてどのような意味を持つのかを論じてい

きたい。

ポール・オースター『ブルックリン・フォーリーズ』
におけるホイットマン的主題

川崎　浩太郎
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2. ホイットマン的語り手

ホイットマンが創作活動を行ったブルックリンに拠点を置くオースター

は、『ニューヨーク三部作』の中の第二作、『幽霊たち』（1986）において、ホイッ

トマンの「そっくりさん」や肖像画を登場させ、このブルックリンの詩人が

歌ったロマン主義的な自己を、自己の消失の物語としてポストモダン的に書

き換えた1。本稿で扱う『ブルックリン・フォーリーズ』は、退職、肺癌か

らの回復、離婚を経験した語り手のネイサン・グラスが、死に場所を求め故

郷のブルックリンに辿り着くシーンから始まり、世界貿易センタービルに最

初の一機が突入する46分前、2001年9月11日の朝8時に終わる物語である。『幽

霊たち』とは異なり、この小説におけるホイットマンへの言及はごくわずか

ではあるものの、その言及のされ方は好意に満ちたものである。語り手ネイ

サン・グラスとの文学談義の中で、彼の甥であるトム・ウッドは、エドガー・

アラン・ポーの再埋葬の式典に、他の著名な詩人たちが誰一人として出席し

ない中、ホイットマンだけが参列したという事実を心暖まる逸話として紹介

している。またトムは、エミリィ・ディキンスンの詩に不要な改変を加えた

だけでなく、『草の葉』を「不道徳な本」と呼んだとして、トマス・ウェン

トワース・ヒギンスンを非難している。全作品中、ホイットマンとその作品

についての直接的な言及はそれだけであり、一見この物語と『草の葉』が同

じ主題を共有しているようには見えない。だが、老舗書評誌『パブリッシャー

ズ・ウィークリー』の書評が適切に指摘しているように、この物語を貫いて

いるのは、ブルックリンの市井の庶民をあたたかく包み込んだホイットマン

と同じ精神である2。

死に場所を求めてブルックリンに辿り着いた語り手のネイサンは、気晴ら

しにThe Book of Human Follyなる本を書こうと、彼を取り巻く人々のたわ

いない愚かな話を書きためていく。それと同時に、ブルックリンを舞台にし

たオースターによるこの小説自体が、一風変わったクセの強い登場人物たち
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による様々なfollyから成り立っているという入れ子構造になっている。その

中でオースターは、落ちぶれた文学研究者、ホーソーンの『緋文字』の手稿

の贋作によって詐欺を企むゲイの古書店主、ドラァグ・クイーンのジャマイ

カ人、レズビアンのカップルにとどまらず、以下の引用にあるような多様な

人々を、まるでホイットマンのカタログと同じように、あたたかく物語に包

み込み、ネイサンには以下のように語らせている。

I find that the city[Brooklyn] agrees with me, and I’ve already 

grown attached to my neighborhood, with its shifting jumble of 

white and brown and black, its multi-layered chorus of foreign 

accents, its children and its trees, its striving middle-class families, 

its lesbian couples, its Korean grocery stores, its bearded Indian 

holy man in his white robes bowing to me whenever we cross paths 

on the street, its dwarfs and cripples, its aged pensioners inching 

along the sidewalk, its church bells and ten thousand dogs, its 

underground population of solitary, homeless scavengers, pushing 

their shopping carts down the avenues and digging for bottles in the 

trash.（180）

おそらくこうした多様性を包含するというホイットマン的テーマに基づい

た小説の着想は、『ブルックリン・フォーリーズ』に先立つ1999年に始まっ

たラジオ企画『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』（2001）におけるオー

スター自身の経験と無関係ではないだろう。これは、全米の無名の人々の身

の回りに起きた、たわいない、あるいは偶然に満ちた数々の逸話をリスナー

たちから募集し、オースターが選んだものをラジオで紹介するという企画で

あった。送られてきた物語は、全米のあらゆる職業に就く老若男女からの投

稿であったという。
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This book has been written by people of all ages and from all walks 

of life. Among them are a postman, a merchant seaman, a trolley-

bus driver, a gas-and-electric-meter reader, a restorer of player 

pianos, a crime-scene cleaner, a musician, a businessman, two 

priests, an inmate at a state correctional facility, several doctors and 

assorted housewives, farmers, and ex-servicemen. （Collected Prose 

456）

こうしたカタログ的語りは、おそらく『草の葉』へのオマージュであると考

えていいだろう。既知の通り、ホイットマンは、おそらくアメリカ詩人とし

ては初めて、あらゆる人種、階級、職業の人々を並列し、民主主義と多様性

を謳歌した。

Comrade of Californians, comrade of free North-Westerners, （loving 

their big proportions,）

Comrade of raftsmen and coalmen, comrade of all who shake hands 

and welcome to drink and meat,

A learner with the simplest, a teacher of the thoughtfullest,

A novice beginning yet experient of myriads of seasons,

Of every hue and caste am I, of every rank and religion,

A farmer, mechanic, artist, gentleman, sailor, quaker,

Prisoner, fancy-man, rowdy, lawyer, physician, priest. （“Song of 

Myself” 45）

先のラジオ企画を編纂したものを出版した際に、そのイントロダクションに

おいてオースターは、寄せられた逸話を選別するために読む際の気持ちをホ

イットマンになぞらえ、次のように語っている。
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So many emotions to contend with, so many strangers camped out 

in the living room, so many voices coming at me from so many 

diff erent directions. On those evenings, for the space of two or three 

hours, I have felt that the entire population of America has walked 

into my house. I didn’t hear America singing. （emphasis added） I 

heard it telling stories. （Collected Prose 453）

名も無き市井の庶民たちを歌い、『草の葉』の中で声を与え、書物という形

で永遠の生命を与えようというホイットマンの試みと同じように、9.11を経

験したオースターが、小説の結末でネイサンに、無名の人たちが死んだ時、

その人にまつわる人生の物語を出版する会社を立ち上げることを思い立た

せ、“One should never underestimate the power of books.”（304）と語ら

せるのは偶然の一致ではないだろう。こうした一節からも理解されるように、

ネイサンの語りからは、初期のオースターの作品に見られるような、物語る

ことの可能性に対する不信感は消え去っている。この小説を、ホイットマン

的な救済の物語であると読むことも可能だろう。

3.　物質世界の超越と失敗

他のオースターの作品と同じく、この小説の中でも多くの文学作品や作家

への言及、引喩がみられるが、ホイットマンに関連していると思われる他の

箇所を見ていこう。語り手のネイサンは、偶然立ち寄った古書店で、アメリ

カ文学研究者になる夢破れた元大学院生で、彼の甥であるトムと偶然の再会

を果たす。ゆくゆくは優れた文学研究者になると思われたトムは博士論文で

挫折し、ブルックリンに流れ着き古書店で働き始める前にはタクシーの運転

手をしていたのだと語る。当初、古書店の店主ハリー・ブライトマンからの

仕事のオファーをトムは断り続けるが、断る口実のひとつとして以下のよう

な理由を挙げる。
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… Or traveling across the Brooklyn Bridge at the very moment a 

full moon rises into the arch, and that’s all you can see, the bright 

yellow roundness of the moon, so big that it frightens you, and 

you forget that you live down here on earth and imagine you’re 

flying, that the cab has wings and you’re actually flying through 

space. No book can duplicate those things. I’m talking about real 

transcendence, Harry. Leaving your body behind you and entering 

the fullness and thickness of the world.（31）

レオ・マークスであればテクノロジカル・サブライムと呼んだかもしれない

トランセンデンタルな経験を述べたこの一節は、ブルックリン橋の隠喩に

よって、物質世界と霊的世界の架橋を試みたモダニスト詩人ハート・クレイ

ンの『橋』の引喩であり、クレインに霊感を与えた『草の葉』へのオマージュ、

あるいはパロディでもあるように思われる3。夢破れ、つらい日々の労働に

身をやつすトムが、アメリカの様々な芸術家たちに霊感を提供してきた橋を

渡りつつ、アーチに登る満月に向けて、翼があるかのように感じられるタク

シーに乗り、地上から霊的な世界への飛翔というトランセンデンタルな経験

をするのは、おそらくはクレインの読みを経由した『草の葉』のトランセン

デンタルな傾向を半ばパロディ化しつつも、後に述べる機械文明や産業主義

への葛藤という主題を、この小説が、ホイットマン（そしてソローやポーと

も）と共有していることの一例である。

上に引用したオースターの一節は、いくつかのホイットマンの詩行を強く

想起させるものである。たとえばホイットマンは、“Song of the Exposition”
において、当時着工したばかりのブルックリン橋に言及し、“Passage to 
India”においてと同様に、テクノロジーの進歩を賞賛しつつ、“Come Muse 
migrate from Greece and Ionia,”（196）と詩神に呼びかけ、アメリカへの移

住を促している4。



45

With latest connections, works, the inter-transportation of the world,

Steam-power, the great express lines, gas, petroleum,

These triumphs of our time, the Atlantic's delicate cable,

The Pacifi c railroad, the Suez canal, the Mont Cenis and Gothard 

and Hoosac tunnels, the Brooklyn bridge,

This earth all spann'd with iron rails, with lines of steamships 

threading every sea,

Our own rondure, the current globe I bring.（203）

この作品においてホイットマンは、“Passage to India”やDemocratic Vistas
における主題を繰り返し、アメリカの物質的な成果を賞賛しつつも、そこに

精神が伴わないことを認め、物質的な世界からさらなる霊的な世界へとアメ

リカが飛躍していくことを祈っている5。また、『草の葉』の中でももっとも

成功した詩編のひとつに数えられる“Crossing Brooklyn Ferry”は、ブルック

リン橋が竣工するまで、マンハッタン──ブルックリン間の人々の移動を支

えてきたフルトン・フェリーをモチーフとして、フェリーに乗る人々、マン

ハッタンやブルックリン、そしてイースト・リバーを取り巻く風景を歌った

作品である。だが、“Crossing”という語が示唆するように、この詩の主題は、

風景よりもむしろ、｢渡る｣ という行為そのものであり、詩人の想像力は、

“Burn high your fi res, foundry chimneys! cast black shadows at nightfall! 
cast red and yellow light over the tops of the houses!”（165）と、当時の産

業の発展を象徴するような風景を詩の中に取り込み、それを超越し、時空を

越えた読者との直接的交流の可能性について夢想する。

ホイットマンと同じように、たとえばクレインのような後輩詩人もま

た、イースト・リバーを渡ることについての高揚感を、“I have attempted 
to induce the same feelings of elation, etc.─ like being carried forward and 
upward simultaneously─ both in imagery, rhythm and repetition, that one 
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experiences in walking across my beloved Brooklyn Bridge.” （430-1）と表

明している。だが一方で、ホイットマンに呼びかけた「ハテラス岬」におけ

るクレインは、飛行機の上昇に伴う高揚感を歌いつつも、最後の墜落が暗示

するように、無条件に技術の進歩を賞賛することはない。むしろ、クレイン

は、ホイットマンと同じように、精神の伴わない機械文明、産業主義への相

反する感情を「ハテラス岬」で表明しているとみるべきだろう。また、ギン

ズバーグは、フロンティア終焉の地に位置する物質主義を象徴するような場

所で、「商品」の山に取り囲まれながら、想像の中でホイットマンに語りか

ける。想像の中で商品を味わいつつ、最後には、ホイットマンがブルックリ

ン・フェリーで歌ったイーストリバーをレテの川に喩えている。ギンズバー

グは、ホイットマンが賛美しつつも懸念した物質主義や機械文明の行き着く

先について、“Where are we going, Walt Whitman?”と、アメリカが進むべ

き道について先輩詩人に教えを請うのである。

『ブルックリン・フォーリーズ』における先に挙げたブルックリン橋の一

節は、こうしたホイットマン、クレイン、ギンズバーグらの詩行の伝統を受

け継ぐものである。だが、ホイットマンが想い描いた、物質世界を超越した

先にある理想的未来のヴィジョンとは異なり、一時的に超越的ヴィジョンを

獲得しているとはいえ、運転手をしている際のトムが経験しているのは自己

否定である。現実にはでっぷりと太り、彼女もおらず、華々しい将来が約束

されていたかに見えたかつての姿からは想像もつかないほどトムは落ちぶれ

ている。つまり、彼が翼の生えたタクシーに乗って、ブルックリン橋を渡る

ことによって一時的に経験する超越は錯覚に過ぎず、この時点で彼を取り巻

く現実を超越することには失敗しているのである。この点においては、トム

の超越的な飛翔は、クレインの「ハテラス岬」における飛行機と同様、墜落

に終わるのである。

こうしたトムの失敗の意味づけは、彼の姪であるルーシーを預けるために

ヴァーモントに向かう際のロード・ナラティブによって明らかになる。ルー

シーにとっては義理の叔母であるパメラのところに向かう道中、預けられる
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ことを望まないルーシーが、立ち寄ったドライブインで二人の大人の目を盗

み、ガソリンタンクにコーラを流し込むことで、車は故障し三人は停滞を余

儀なくされる。だが、結果的にはこの停滞によってトムは理想郷でありなが

ら実存するホテル・イグジステンスに辿り着くのであり、自動車の故障（先

のブルックリン橋での逸話に当てはめれば飛行の失敗、超越の挫折）によっ

て、トムは後に妻となるハニー・チャウダーと出合い、人生の再出発が始ま

るのである。この作品で繰り返される “X marks the spot”というフレーズは、

コンテクストによって様々な意味を含意しているが、字義通り「×印がその

地点を指し示す」という意味が示唆するように、この逸話は、理想郷である

ホテル・イグジステンスは、物質界からの超越によって到達できる場所では

なく、むしろその超越の試みの失敗によってこそ到達できる、「すぐそこに

ある場所」であることを物語っている。このことは、様々なテクノロジーを

暗示するブルックリン橋や自動車の存在が、必ずしもアメリカの真の飛躍、

発展に繋がる媒体なのではなく、アメリカがアメリカたる所以は、どこにで

もいるような庶民の理想の中にあるのであり、「アメリカはそこにある」と

いうことを暗示する寓話でもある。19世紀後半にホイットマンが抱いたアメ

リカの行きすぎた物質主義への懸念やテクノロジーへの葛藤を、この小説が

継承しているという点において、オースターは南北戦争後の金めっき時代か

ら9.11に続くアメリカの産業社会の発展に支えられた物質主義の歴史に疑問

を呈している6。そもそも “folly” という語は、「愚かなおこない」だけでなく、

「大金をかけた馬鹿げた大建築」をも意味するが、この小説においては二重

の意味を担っている。ネイサンが書きためる “human folly” とは、この小説

で描かれる数々の愛すべき「愚行」だけでなく、究極の愚行としてのテロリ

ズムをも指し示すと同時に、アメリカの物質的繁栄の象徴的存在でもあった

貿易センタービルをも暗示している。つまり、テロリズムが “folly” である

だけでなく、世界貿易センタービルも “folly” であると示唆することで、ア

メリカ的な正義が必ずしも絶対的な正義ではなく、テロリストという他者を

生み出してしまう可能性をこの物語は示唆している。この小説がテロを肯
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定しているということでは当然ない。オースター自身、9.11が、 “one of the 
worst days in American history”（327）であり、テロが合衆国への攻撃で

あったと理解することの正当性についてはっきりと述べている。だが、それ

と同時に、 “the dreadful cataclysm that occurred that morning was also an 
occasion for deep refl ection, a time for all of us to stop and examine who 
we were and what we believed in.” （Collected Prose 521）と述べ、彼が講

演先で話した人々について以下のように語っている。

In the aftermath of September 11, they were reassessing the values 

of our country, trying to figure out what separated us from the 

people who had attacked us. Almost without exception, the single 

word they used was ‘democracy.’ That is the bedrock creed of 

American life: a belief in the dignity of the individual, a tolerant 

embrace of our cultural and religious differences. No matter how 

often we fail to live up to those ideals, that is America at its best ─

the very principles that are a constant, daily reality in New York. 

（Collected Prose 521）

異なる価値観や多様性の尊重をうったえるこのメッセージは、『ブルックリ

ン・フォーリーズ』のメッセージとほぼ呼応していることは明らかだろう。

思えば、この小説で紹介される数々の逸話は概ね暖かな眼差しで包み込まれ

るが、偏狭な政治的、宗教的狂信だけはその批判対象となる。 “No matter 
how often we fail to live up to those ideals, that is America at its best”とい

う認識は、トムが現実の超越に失敗することで初めて理想郷に到達するとい

う寓話ともパラレルな関係にあるといえるだろう。9.11のような悲劇が人類

が考えうる最も酷い愚行であると同時に、産業主義に支えられたアメリカが

物質的繁栄を謳歌しつつ、時に文化的他者に対して傲慢になり、異なる価値

観への偏狭さを示すこともまた、さらなる悲劇を引き起こしかねない愚行で
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あることが示唆される。アメリカの価値観を再定義する上で、ホイットマン

的主題が、「再利用可能な過去」として、21世紀になった今もなお、その重

要性を失っていないことをこの小説は物語っている。

4.　おわりに

波乱の大逆転劇の末トランプ政権が誕生した2017年から振り返って見る

と、9.11はもはや隔世の感がないわけではない。だが、トランプの当選を後

押しした移民排除、アメリカ第一主義といったスローガンは、9.11以降に顕

在化した「内向きのアメリカ」を極度に推し進めた結果であり、トランプ政

権の誕生自体が、アメリカが9.11の陰を抜け出すことができていないことの

証明でもあるように思われる。トランプ政権の誕生は、偶然やうそのような

本当の話を取り上げてきたオースターにとってさえ、あまりにも意外な事実

であった。これまでの政治的姿勢を考えれば当然ではあるが、オースターは、

公民権運動やベトナム戦争は“Tumultuous as those times were, they weren’t 
as depressing as what’s going on today,”と述べ（The Guardian）、トラン

プ政権の掲げる政策がアメリカ社会を解体に導いてしまうとして強く反対し

ている（Financial Times）。多様性の包含と個人の連帯に基礎を置くホイッ

トマン的伝統を受け継ぎ、オースターが『ブルックリン・フォーリーズ』に

おいて描いて見せた多様性を尊重するアメリカ社会のあり方は、今後どのよ

うに変化していくのだろうか。文学を含め、さまざまな文化の領域における

ホイットマンの表象が、再利用可能な過去となり得るのか、あるいは再利用

不可能な過去となるのかによって、ある程度その変化を推し量ることができ

るかもしれない。

注

1 . 拙稿「『幽霊たち』におけるホイットマンの亡霊──書き換えられる自己の歌」

参照。
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2 . “But the book’s presiding spirit is Brooklyn’s fi rst bard, Walt Whitman, as 
Auster embraces the borough's multitudes─neighborhood characters, drag 
queens, intellectuals manqué, greasy-spoon waitresses, urbane bourgeoisie─
while singing odes to moonrise over the Brooklyn Bridge.”

3 . 『ブルックリン・フォーリーズ』におけるクレインへの言及は、スティーヴン・
クレインとハート・クレインの二人の年齢についてトムが知識を披露する場
面で「二人のクレイン」として言及されるのみである。

4 . だが一方で、ゲフェンが指摘しているように、一般的に信じられているほど
ホイットマンはブルックリン橋それ自体については言及していない。ブルッ
クリン橋が着工したのは、1870年であるが、1871年に『草の葉』とは別の詩
集の一部として発表された “Passage to India”において、スエズ運河、大陸横
断鉄道、大西洋横断ケーブルというテクノロジーの進歩によって地球という
円環がひとつに結ばれたことを祝福したホイットマンにしては奇妙なことに、
ブルックリン橋に対する態度はむしろ冷淡である。

5 . 『民主主義展望』においてホイットマンは、技術と進歩による物質的繁栄を賞
賛しつつも、それに見合った精神が伴っていないことを批判し、アメリカの
民主主義が「完全に失敗であった」と認めている。（Prose Works 370）

6 . 産業主義や機械文明への疑念はトムの以下の発言からも明らかである。 
“Both men[Poe and Thoreau] believed in America, and both men believed 
that America had gone to hell, that it was being crushed to death by an 
ever-growing mountain of machines and money. [….] The country was split 
in two, and we all know what happened just a decade later. Four years of 
death and destruction. A human bloodbath generated by the very machines 
that were supposed to make us all happy and rich.” （16）
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