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FrankNorris，７heOcfOPusにおける社会正義

平良柾史

１

Ｗ・DHowens、HenryJames等に代表されるリアリズム文学につづいて、

19世紀後期から２０世紀初頭にかけて、アメリカではナチュラリズム文学が主流

となった。その時代を代表する作家に、StephenCrane、FrankNonds、

TheodoreDreiBer等がおり、彼らは産業化・工業化によって急激に変化する

アメリカ社会、特にその社会の底辺で巨大な力（権力）に圧しつぶされる人間

像をナチュラリズムの視点から鋭く切り込み描いていった。

1901年に発表されたZ7bcOc妙蛎は、１９世紀末にカリフォルニアで実際に起

こった鉄道資本とこれに抵抗する農民との闘争をNorrisが綿密に取材して構

成した作品である。当時、圧倒的資本力を背景に「たこ」のごとく触手を伸ば

し横暴をきわめていたサザン・パシフィック鉄道は、入植者たちが苦労を重ね

て改良した豊かで優良な土地を、エーカー当たり25ドルから40ドルで売却する

とした。しかしながら、入植時、不毛の荒れ地であった土地はエーカー当たり

２ドル50セントで入植者たちに優先的に売却されるはずであったことから、こ

の鉄道資本の理不尽な仕打ちに怒って立ち上がった農民たちは、鉄道側との武

力衝突を繰り広げ、７人が死亡する惨事となった（MusselS1oughAffair，

1880)。

NormPisはこの事件を作品T1beOcmpzJsの中で忠実に再現したようである。

ただ、NorTisは作品中、作者自身の声を反映する者として青年詩人Presley

を配し、彼にこの事件を見、聞き、そして判断する役割を与えて物語りを展開

している。作品中、諸々の社会悪がPresleyの眼を通して重々しく読者に迫っ

てくる。それは独占資本による農民の搾取であり、その結果、家族離散、飢餓、

売春へと落ちていく弱者たちの悲しい末路でもある。それはまさに弱肉強食の
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世界で圧し潰される弱者を描く自然主義文学の世界そのものであろう。

DonaldPizerは自然主義文学における悲劇の主人公を“afigurewhose

potentialfbrgrowthｉｓｅｖｉｄｅｎｔｂｕｔｗｈｏｆａｉｌｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｂecauseofthe

circumstancesofhisｌｉｆｅ''(6)と言うが、Norrisは前作MbT12uZgW同様、落ち

いく人間像を冷徹に描いているといえよう。しかしながらMbTbdEgzにと違い、

meOcmPz4sにおいては農民たちに寄せるNorrisの同情的視線が青年詩人

Presleyを通してにじみ出てくるのであり、それはFredericJ、Hoffmanが

｢彼はまた、公正と政治的効果の二者択一になやむマグナス・デリックの苦闘

を問題にすることによって、ほとんどハウエルズ風ともいうべき一つの倫理劇

を設定したいとも願っていたのである」（61)と指摘するように、社会悪に対す

るHowellsの眼差しとも相通ずるリアリズム風倫理劇ともなっているのであ

る｡’ここでは社会悪をクローズアップすることで、そのアンチテーゼとして

の社会正義をNOrrisは作品の中でどのように訴えているのかを見ていきたい。

Ⅱ

Presleyが自転車に乗ってロスムエルトス（LosMuertos）農場を巡る場面

から始まるこの作品のオープニングシーンは、のどかで平和な牧歌的なカリフォ

ルニア・サンオーキン平野（SanJoanquinValley）である。詩人としての

自己を確立したいPresleyはそのテーマを自ら"world，sfrontierofromance”

と考えるロマンティックな西部に求めて、この地サンオーキン平野へ来ていた

のであった.ところがPresleyのいだくロマンティックな夢は、彼の行く手を

阻む鉄道とその轟音によってオープニング早々、早くも打ち砕かれてしまう。

…hebroughtupagainsttherailroad，thatstubborniron

banrieragainstwhichhisromanceshattereditBelfto

frothanddisintegrated，nyingspume,２

平野を巡るうち、Presleyはさらに彼に大きなショックを与える衝撃的シーン

を目撃する。それは、近くの線路に迷い出た羊の群がたまたま通りかかった機

関車にはねられ、ずたずたに引き裂かれた無惨な羊たちの肉片が線路一杯に飛

び散る悲惨なシーンであった。
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Itwasaslaughter，amassacreofinnocentsTheiron

monsterhadchargedfUllintothemidst，mercilesB，

inexorableTotherightandleft，ａｌｌｔｈｅｗｉｄｔｈｏｆｔｈｅ

ｒｉｇｈｔｏｆｗａｙ，thelittlebodieshadbeennung；backswere

snappedagainstthefenceposts;brainsknockedout．（41）

これはPresleyのロマンティックな夢を打ち砕くとともに、Norrisはここで

早くもこの作品の主要プロットである鉄道側と農民側の悲劇的衝突を暗示して

いる。そして作品中、くり返し使われる"ironmonster"は鉄道を表す中心的

メタファーであり、irOnmOnBter（強者=鉄道）対被抑圧者（弱者=農民）の

対立構図で作品は展開されていく。

農民たちは自らの経営する農場を所有しているわけではなく、その大部分は

ＰＳ鉄道のものであった。鉄道建設当時、政府から鉄道側へ無償で与えられた

線路沿いの土地は、この地に入植した農民たちにエーカー当たり２ドル50セン

トで譲渡されることになっていた。しかしながら農民たちの苦労の結果ではあっ

たが、優良農地となった土地を鉄道側は易々と手放すはずはなかった。価値の

高くなった土地は鉄道側にとっては財産を作る絶好の機会でもあったのだ。さ

らに鉄道側は唯一の輸送手段としての強みを活かし、鉄道運賃を巧みに操作す

ることによって弱い立場の農民たちから搾取を繰り返していく。鉄道側は全州

平均10％の運賃値下げを発表するが、それは穀物生産の無い地区の運賃を大幅

に下げ、小麦生産地であるサンオーキンの運賃を据え極くことで自らの痛みの

伴わない運賃表を巧妙に作り出すのである。このような鉄道側の搾取に対する

農民側の不満は次のOBtermanの言葉に如実に代表される。

ｗｅ'vefbughtandfbughtinthecourtBanｄｏｕｔａｎｄｗｅ've

triedagitationand---andallthｅｒｅｓｔｏｆｉｔ,ａｎｄＳＢｅｈｒｍａｎ

ｓｕｃｋｓｕｓｅｖｅｒｙｔｉｍｅ．（80）

さらにＰＳ鉄道は資金援助で自らの代弁者に仕立て上げた、鉄道側御用新聞と

も言うべきGenslingerの『マーキュリー』紙を通して巧みに世論操作をする。

土地がエーカー当たり２ドル50セントで提供されることは期待出来ないことを

『マーキュリー』紙社説はとり上げるが、これは農民側の動きに対し機先を制
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するものであるとともに、鉄道側の強硬な態度を示すものであった。社説は比

噛的表現を使いながら次のような言葉で締めくくる。

．.…ａｎｄｉｔｉｓｒｕｍｏｒｅｄｔｈｅｙｅｘｐｅｃｔｔｈｅｌａｎｄｗｎｌｂｅｏｆｆｂｒｅｄ

ｔｏｔｈｅｍｆｂｒｔｗｏｄｏｌｌａrsandfiftycentsperacre・Itneeds

noseventhdaughterofaseventhdaughtertofbreseethat

thesegentlemenwillbedisappointed．（119）

そして鉄道代表者ＳＢｅｈｒｍａｎは鉄道側の最後通告ともいうべき次のような

通告文を農民たちに送りつける。

ByregradeofOctoberlst，ｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｒａｎｒｏａｄｌａｎｄ

ｙｏｕｏｃｃupy，mcludedinyourranchofLosMuertos，ｈａｓ

ｂｅｅｎｆＩｘｅｄａｔ＄27.ＯＯｐｅｒａｃｒｅＴｈｅｌａｎｄｉｓｎｏｗｆｂｒｓａｌｅａｔ

thatpricetoanyone．（194）

農場主の中には土地の改良に6000ドル、あるいは8000ドルをそそぎ込んだ者や、

何千ドルもの大金をかけて用水路を建設中の者もあった。それだけの投資をす

る前提は、いづれこれらの土地はエーカー当たり２ドル50セントで譲渡される

という約束があったからに他ならない。それを一方的にエーカー当たり27ドル、

あるいはそれ以上の値で売りに出すことは事実上の追い出しであり、農民たち

が納得するはずもなかった。折しもダンスパーティーで集まっていた農民たち

の、鉄道側の永年にわたる不義、不正、圧迫、搾取、略奪に対する不満・反感

はその極に達し、荒々しい呪いの叫びとなって爆発する。

VOicesquiveredwithwrath；handBnungupward；the

fingershooked，prehensne，trembledwithanger・The

senseofwrongs,theinjustices,theoppression,extortion，

ａｎｄｐｍａｇｅｏｆｔｗｅｎｔｙｙｅａｒｓｓｕｄｄｅｎｌｙｃluminatedand

fbundvoicesinaraucoushowlofexecration．（195）

農民たちは、どのような犠牲を払おうとも鉄道側に抵抗し闘っていく決意をす

るのであるが、その怒りは次のように表現される。

Therewasnoorder，merelythefrenziedoutcryofblind

fUry・Ｏｎｅｓｐｉｒｉｔａｌｏｎｅｗａｓｃｏｍｍｏｎｔｏａｌｌ－resistanceat
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whatevercoBtandtowhateverlengths．（197）

そして巨大な鉄道資本への抵抗をより効果的にするために彼らはLeague（同

盟）を組織することを決め、その代表にMagnusDerricを選出する。かくし

て農民と鉄道との対決は決定的なものとなっていく。

作品中、作者の声を代弁するPersonａ（パーソナ）としての役割を担う

PreB1eyは､３農民対鉄道両者の闘いを自由対暴君のそれとのこ項対立の視点

に立って見ていくことになる。そして両者の関係が緊張度を増すにつれて、

Presleyの鉄道側への嫌悪感も増していく。

Dayafterdayhetrembledwithexcitementastherelation

betweenthetrｕｓｔａｎｄｌｅａｇｕｅｂｅｃａｍｅｍｏｒｅａｎｄｍｏｒｅ

Ｂtrained､Hesawthematterinitstruelight・ＩｔｗａｓｔｙｐｉｃａＬ

Ｉｔｗａｓｔｈｅｗｏｒｌｄ－ｏｌｄｗarbetweenfiPeedomandtyranny，

ａｎｄａｔｔｉｍｅＢｈｉｓｈａｔｒｅｄｏｆｔｈｅｒａｉｌｒｏadshookhimlikea

cmspandwitheredreed,…（217-18）

一方、詩人としてのPreBleyはこの間、一編の詩も書くことは出来なかった。

そのかわり、彼は自分の思いを表現する必要から日記を付けはじめ、ミルやマ

ルサス、ショーペンハウエル等の書物に読みふけり、異常な熱意で社会の不平

等の問題について考えていく。そして彼は自分の住むこの土地の人々を助けて

やるのだ、この土地こそ自分の働き場所なのだとの意を強くする。

Hewantedtohelphispeople,ｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙｍｗｈｉｃｈｈｅ

］ived-the】ittleworldoftheSanJoanqum，andgrapples

withtheranroad.…Hewoulddeclarehimselfthechampion

ofthepeoplemtheiroppositiontothetrust・Ｈｅｗｏｕｌｄｂｅ

ａｎａｐｏｓｔｌｅ,aprophet,amartyroffiPeedom．（278）

Ⅲ

農民対鉄道側の対立は一触即発の緊張感をはらみながらも静かに進行してい

く。そして両者の武力を伴った直接の衝突は小麦の収種後にやってくる。

農民たちは収穫後の恒例行事である「うさぎ狩り」を行う。「うさぎ狩り」
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の後、近隣の農場から集った人々は大人も子供も一緒に、近くの丘の上でピク

ニックとバーベキューを楽しむのであった。それはまさしく大地に根ざした、

自然のままの、素朴な、庶民の大饗宴であった。

Itwasthefeedingofthepeople，elemental，gross，agreat

appeasingofappetite，anenormousquenchingofthirst・

QuartersofbeeLroasts，ribs，shoulderB，haunCheswere

consumed；…whoｌｅｂａｒｒｅｌｓｏｆｗｉｎｅｗｅｎｔｄｏｗｎｔｈｅｄｒｙ

ａnddustythroatsofthemultitude（355）

しかしながら、この「うさぎ狩り」のシーンでNorrisは周到に農民対鉄道の

衝突へ向けての序奏曲を奏でているのだ。収稜が終わった後の広大な畑を飛ん

で逃げ回り、追いつめられたうさぎたちは群をなし互いの体を激しくぶつけ合

いながら逃げまどう。この追いつめられたうさぎたちの姿は巨大な鉄道資本に

躁踊される農民たちのイメージとだぶり、まもなく起こるであろう両者の武力

衝突の伏線ともなっている。

そしてその大饗宴の最中、ついに鉄道側は土地明け渡しの強制執行の手に出

てくる。替え玉の買い手をでっち上げて、土地占有回復の令状を送り、土地を

強制的に農民から奪おうというものであった。不意打ちを喰った農民たちは急

きょ同盟（League）のメンバーを召集し現場へと向かい、用水堀に拠点をお

いて執行官たちを待ち受ける。そしてＰＳ鉄道のＳＢｅｈｒｍａｎと執行官に率い

られた武装した一隊が農民たちの目前に迫ってくる。その場に居合わせる

Presleyの目に映る切迫した状況は次のように描写される。

…thelasttrialofstrength，ｔｈｅｌａｓｔｆＩｇｈｔｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅ

ｔｒｕｓｔａｎｄthepeople，thedirect，brutalgrappleofarmed

men，thelawdefied，thegovernmentignored---behold，

ｈｅｒｅｉｔｗａｓｃｌｏｓｅａｔｈａｎｄ．（364）

Presleyにとってこの状況はまさに「法も政府もない血なまぐさい」闘いであ

り、その「最後の闘い」の火蓋がまさに切って降ろされようとしていた。

同盟（League）の代表MagnusDerricと鉄道側との激しく長い口論が続

いた後、Derricの使用人Hoovenの放った一発の銃声が用水路をはさんで対
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時する両者の全面的衝突、まさに「血なまぐさい」闘いへと急転していく。そ

して双方の激しい撃ち合いは、弱者である農民側にHooven、Annixter、

Harran、Broderson、Dabney等、７名の死者を出す惨事となって終結する。

この事件の一部始終を目撃したPresleyは、その夜一睡もせず机に向かって

ペンを走らせる。それは、兄弟のように親しい仲間たちが無惨に殺されたとい

う衝撃とともに、この悲劇を招いた巨大鉄道資本の理不尽な仕打ちに対する彼

の内部に渦巻く怒りのはけ口とその表現を求める激しい衝動であった。この事

件の目撃はPesleyにとって確かに大きな転換点であったと思われる。その時、

Presleyは社会正義に目覚めるとともに、社会悪に対する挑戦の意を強くする。

Ｔｈｅｙｈａｖｅｄｏｎｅｉｔ，ＳＢｅｈｒｍａｎａｎｄｔｈｅｏｗｎｅｒｓｏｆｔｈｅ

ｒａｉｌｍａｄｈａｖｅｄｏｎｅｉｔ,whilealltheworldlookedon,while

thepeopleoftheBeUnitedStateslookedon．…Ｏｈ，ｔａｌｋ

ｔｏｕｓｎｏｗｏｆｔｈｅ`rightsofcapital,，ｔａｌｋｔｏｕｓｏｆｔｈｅｔｒｕｓｔ，

ｔａｌｋｔｏｕｓｔｈｅ`equilibriumbetweentheclaBses.，（378-79）

Presleyは自らの想念を日記に書きつづりながら、時には恐怖にかられ、時に

は狂気じみた発作にかられながらもＰＳ鉄道に対する勝利の栄冠を得るまで闘

い続けることを、うわごとのように叫び続ける。

事件の翌日、鉄道側を糾弾する民衆の大集会が開かれる。この集会で

Presleyは、略奪された民衆が起ち上がることを鼓舞する演説を熱狂的かつ文

学的雄弁さで朗々と訴えていく。それは彼自身も後に述懐するように、いささ

か感情的に走ったきらいはあるものの、古代エジプトやローマ皇帝シーザー、

フランス革命、ロシア革命へも言及しつつ、暴君に対する民衆の蜂起を促す大

演説であった。そして彼はさらに自由を求めるアメリカの過去の闘いへも言及

していく。

AndthisisAmerica・WefbughtLexingtontofreeourselves；

wefbughtGettysburgtofreeothers・Ｙｅｔｔｈｅｙｏｋｅｒｅｍａｍｓ；

ｗｅｈａｖｅｏｎｌｙＢｈｉｆｔｅｄｉｔｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒｓhoUldemWetalkof

liberty--oh，ｔｈｅｆｈＬｒｃｅｏｆｉｔ，Ｏｈ，ｔｈｅｆｂｌｌｙｏｆｉｔ１…Why，the

fightisjustbeginning,ａｎｄｓｏｌｏｎｇａｓｏｕｒｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｏｆ
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１ibertyremainsasitistoday,itwnlcontmue．（388）

これまで事の推移を外から眺める傍観者的立場のPresleyであったが、この事

件を契機に、彼がアウトサイダーからインサイダーへと自らの基軸を移していっ

たことを彼のこの演説は明確に示しているといえよう。

しかしながら、Presleyの強い正義感とはうらはらに、この農民対鉄道の土

地紛争は農民側の完全な敗北に終わってしまう。最後の望みをかけていた最高

裁判所の判決も鉄道側の勝利で、農場主たちをすっかり裸にしてしまったのだっ

た。

Ⅳ

事件後１か月余、PreBleyは自らの弱さに対する自責の念から頭痛と不眠症

に悩まされ、疲れ切って無感覚状態になっていく。武力衝突の日、自ら行動を

とれなかった自身の弱さ、意気地なさ、優柔不断さにPresleyは憤激を覚える

とともに、彼自身もつとも惨めな失敗者だとの自己嫌悪に陥ってしまう。ただ

そのような中にあっても、彼の反抗精神は瞬間的に燃え立つエネルギーをいま

だ彼の内部に宿していた。

…butthisapathywasstillinvadedfromtimetotime

withfierceincursionsofaspiritofunrestandrevolt，

reactions，momentaryreturnsofthebnnd，undirected

energythatatonetimehａｄｐｒｏｍｐｔｅｄｈｉｍｔｏａｖａ８ｔｄｅｓｉｒｅ

ｔｏａｃquithimselfofsometerribledeedofreadjustment,…

（397）

Presleyは最後の試みに、彼の良心に従い、自分に残された最善のことをやり

抜く決心をする。それは、あの武力衝突事件で命を落としたHoovenの遺族を

絶望の淵から救い出してやることだった。

事件後、多くの農民たちは家族離散をはじめとして極貧などの厳しい生活状

況に追い込まれていくのであるが、中でも、NmTisはHooven一家の悲哀の

末路をクローズアップし、作品後半の主要プロットとして展開する。年頃の娘

Minnaとまだ幼いＨｎｄａを連れ、職を求めてサンフランシスコに出て来た
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Hooven夫人にとって現実はきわめて厳しいものであった。農場育ちの田舎者

に大都会の苛烈な生存競争を勝ち抜く力は無く、彼女はわずかばかりの貯えを

使い果たし、金無しで都会の路頭をさまようことになる。PresleyはHooven

母娘を探し出して助ける計画をいろいろと思案しながら、あらためて怪物・鉄

道資本の触手の大きさと、その触手に握りつぶされた弱者の運命を思う.

HowfnrweretheconsequencesofthatdreadfUlday，Ｓ

ＷＣrkattheirrigatingditchtoreach？Towhatlength

wasthetentaclesofthemonstertoextend？（400）

Norrisはこの作品の最後の２章を、金もなく路頭をさまようHooven母娘の

窮状と豊かな鉄道資本家の賛沢な暮らしぶりを対比させることで、社会の不合

理、不公正の実態を赤裸々にそして非情なまでに冷徹な筆致で描いていく。

母と妹にはぐれてしまったHoovenの娘Minnaは、残り35セントの持ち金

でサンフランシスコの通りを排掴する。サンフランシスコ湾東岸のパークレイ

までたどり着いた時、彼女は持ち金すべてを使い果たし「街の女」へと堕して

いく。サンフランシスコの街角でPresleyが偶然にMinnaと再会する時、彼

女はあざけるような笑いを浮かべながら、“0h，１'ｖｅｇｏｎｅｔｏｈｅｌＬＩｔｗａｓ

ｅｉｔｈｅｒｔｈａｔｏｒｓtarvation',(414）と言い、自ら「地獄落ち」をPresleyに告

白する。ここでPreB1eyは再び自らの弱さを認識するとともに、鉄道資本の搾

取とそれに対する農民の抵抗と敗北、その因果・影響の大きさについて考える。

Weretheresults，far･reachingresultsofthatbattleatthe

irrigatingditchtocrosshispathfbrever？Whenwouldthe

affairbeterminated，theincidentclosed？Ｗｈｅｒｅｗａｓｔｈａｔ

ｓｐｏｔｔｏｗｈｉｃｈｔｈｅｔｅｎｔacleofthemonstercouldnot

reach？（414）

一方、Hooven夫人とまだ幼い娘のＨｎｄａは、サンフランシスコの通りをさま

よい、通行人にめぐんでもらった小銭で飢えをしのぎながら、公園のベンチで

夜を明かす日々を続けていく。

作品終盤部は、Hooven母娘が飢えて通りをさまよい歩くシーンとＰＳ鉄道

副社長Gerard邸での豪華なディナーパーティーのシーンが交互に延々と続い

－６３－



ていく。ここでNorrisは鉄道線路のイメージを巧みに演出している。つまり、

飢えと飽食の二つの相反するプロットを交互に配し、その長さを短いものへと

順次並べることで、地平の彼方へと平行に走る線路のイメージをみごとに作り

出しているのだ。これはまさにこの作品で繰り返し繰り返し表れる鉄道のイメー

ジの究極的な表象だといえよう。Nomisはこの過酷なまでも対称的なシーン

を交互に配して展開することで、農夫たちを搾取し破滅へと追いやった巨大鉄

道資本の怪物性、冷虐性をひときわ鮮明に浮かび上がらせているのだ.このディ

ナーパーティーに友人の造船主CedarquiBtの招きでたまたま居合わせた

Presleyは、飽食の限りを尽くすディナーをカンニパリズムと結びつけながら、

次のように考える。

Ｔｈｅｆｂｍｃｙｇｒｅｗｂｉｇｍｈｉｓｍｍｄ，distorted，Caricatured，

terrible・Becausethefarmershadbeenkinedatthe

irmgationditch，theseothers，Gerardandhismmily，ｆｂｄ

ｆＵｌＬＴｈｅｙｆａｔｔｅｎｅｄｏｎｔｈｅｂｌｏｏｄｏfthepeople，ｏｎｔｈｅ

ｂｌｏｏｄｏｆｔｈｅｍｅｎｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｋｍedattheditchltwas

ahalfLludicrous，halfLhorribledog-eat-dog，anunspeakable

cannibalism．（428）

Hooven夫人が飢えて死ぬまさにその時、鉄道資本のディナーパーティーは豪

華なデザートでその幕を閉じる。と同時にその時、Presleyの言う鉄道資本の

カンニバリズムは完結する。

Ｖ

作品を通して、Norrisは鉄道のイメージをくり返しくり返し使用しながら、

鉄道資本の搾取、不公正を浮かび上がらせている。そのイメージは時として、

この作品のタイトルでもある「たこ」とだぷって読者に迫ってくる｡４縦横に

触手を伸ばす「たこ」は、カリフォルニアの大地を縦横にはっていく鉄道のイ

メージそのものであり、その吸盤は農民の血と汗を搾り取る鉄道資本の搾取を

鮮明に象徴している。そしてその搾取の頂点に立つ社長のShelgrimは、

Melvmeの描くＭｏｂｙＤｉｃｋが小説の終盤にその姿を現すまで海底に潜んでい
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たように、作品の終末部にいたるまでその姿を現すことはない。Melvilleは

ＭｏｂｙＤｉｃｋを終盤にいたるまでその姿を隠すことによって、読者の中に

ＭｏｂｙＤｉｃｋの神秘性と怪物性のイマジネーションを徐々に高めていく効果を

ねらったと思われるが、同様の手法をＮｏ１Ｔｉｓも”ｅＯｃ雌蛎の中で使ったよ

うである。生前、Annixterが`There'sabigfishinthesewaters

somewheres，'(207)と言うように、海底深く潜んでいたかのどときShelgrim

が浮上、いや、その姿を現すとき、それは究極の「たこ」のイメージとなる。

その様をNorriBは次のように描写する。

Shelgrimdidnotmovehisbodbr．Ｈｉｓａｒｍｓｍｏｖｅｄ，ａｎｄ

ｈｉｓｈｅａｄ，ｂｕｔｔｈｅｇｒｅａｔｂｕｌｋｏｆｔｈｅｍａｎｒｅｍａｉｎｅｄｉｎｉｔｓ

ｐｌａｃｅ．…Shelgrimhad，ａｓｉｔｗｅｒｅ，ｐｌａｃｅｄｈｉｓｂｏｄｙｉｎｔｈｅ

ｃｈａｉｒｔｏｒｅｓｔｗｈｎｅｈｉｓｈｅａｄａｎｄｂｒａｉｎａｎｄｈａｎｄｓｗｅｎｔon

workingindependently．（403-404）

体を不動にして、手や足、頭だけを動かし社長室で執務するShelgrimの姿は

確かに「たこ」のそれであり、初めて会ったPresleyはそのようなShelgrim

の印象を`Themanshouldhaveenergywhohassuckedthelifeblood

fromanentirepeople',(401)と述べ、彼が人間の血を吸い取るエネルギーを

持った男、人間の破滅の苦悶などに対して微動だにしない怪物ととらえる。

Shelgrimを頂点とする鉄道資本の搾取、不公正な仕打ちによる農民側の破

滅、不当に解雇された機関士Dyke、さらにはHooven-家の末路は悲惨その

ものであり、そこに焦点を絞って作品を見ていくとき、Norrisは明らかに自

然主義文学のパターンをT1beOcmp04Sでも着実に踏襲していることが分かる．

そして破滅する農民たちはDonaldPizerが言うところの自然主義文学におけ

る悲劇の主人公"naturanstictragichero''としての姿を明確に読者の前に露

呈するのだ。第８章において、Hooven夫人が飢えて死ぬのと時を同じくして

鉄道資本のディナーパーティーが豪華なデザートでその幕を閉じ、鉄道資本の

カンニバリズムが完結するのであるが、Norrisがここで作品を終えていたな

らば7）ieOcmp80sはまさに自然主義文学プローパーの作品となっていたはずで

ある。
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しかしながら、Presleyを通して農民たちやHooven母娘に寄せるＮｏｍｉｓ

の視線は作品を通して一貫して同情的であり、ｍｅＯｃｌＵＰｚＪｓを前作MbT1eUzgz鱒

と同じ様な自然主義文学プローパーとしての結末で終わらせることはない。ま

ずNorrisは、Hooven夫人が飢えと疲労で死んだ後に残された幼子のHilda

に救いの手を差し伸べる。さらに、ヨーロッパへ輸出する小麦を流し込む貨物

船の船倉で、小麦の流れを眺めるＰＳ鉄道代表者のＳＢｅｈｒｍａｎがその小麦に

飲み込まれて息絶えてしまうプロットをあえて挿入してNorrisは作品を締め

くくる。自分の会社が農民から取りあげた土地で生産された小麦に飲み込まれ

て息絶えるSBehrmanの最後の姿はアイロニカルであるとともに、そこに込

められたNorrisのささやかな抵抗、勧善徴悪の社会正義を読み取ることがで

きよう。そのことは、Norrisが作品の終盤でPresleyとVanameeの会話の中

でVanameeに語らせる、“thegoodneverdies；evildies，cruelty，

oppression，selfishness，greed--thesedie；butnObility，ｂｕｔlove，but

sacrifice,butgenerosity,ｂｕｔtruth,…theselivefbrever,theseareeternal',

(447）の言葉の中に集約されるように、食欲、残虐性、我欲…等の悪は死に、

高潔、慈悲、犠牲、寛容、真実…等の善、すなわち社会正義は永久に生き続け

るのだ。MusselS1ough事件の取材を通して体得した倫理観、社会悪に対す

る抵抗の姿勢はNorrisに作品71ｈｅα妙蛎をHoffman言うところの「ハウエ

ルズ風倫理劇」へと仕上げさせたと思われるが、それは一時期ジャーナリズム

の世界に身をおいたNorrisの社会に対する鋭い視線と、学生時代に絵画を学

び、作品中Presleyを通して表出するNorris自身のロマン派的志向とが相伴っ

て反映された結果だと言えるであろう。

注

LNorrisは彼の文学論`《AP1eafbrRomanticFiction，，の中で、HowellB風

リアリズムを批判して"1ｔ［RealiSm］notesonlythesmfaceofthingB．…

Realismisminute，ｉｔｉｓｔｈｅｄｒａｍａｏｆａｂｒｏｋｅｎｔｅａｃｕｐ，ｔｈｅｔｒａｇｅｄｙｏｆａ

ｗａｌｋｄｏｗｎｔｈｅｂｌｏｃｋ，theexcitementofanafternooncan，ｔｈｅadventure
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ofaninvitationtodinner'，(172)と述べており、その点でZ11IcOcml64sが

Howells風倫理劇とのＨｏＨｍａｎの指摘は興味深い指摘である。また、高取滴

の「環境と遺伝に支配される人間の生きざまを描く自然主義本来の手法も、前

半の作品群に比べて、後期の作品には希薄になってくる」（76）との指摘も

Hoffmanと同列に解することが出来よう。

2．FrankNorris,Z7ieOCmp噸（NewYork:SignetClassic，1981),Ｐ､16.

以下、本書からの引用は全て本文中にカッコ付けで記す。

3．JennifbrBoydは作品中のPre81eyについて、“ThroughoutT7beOc”24s，

PTesleyisNorris'BBurrogatereader，LikePresley，thereaderisin

motiontraversmgthenovel，meetingcharacters，visualizingsettmgm

`ｔｈｅｍｍｄｓｅｙｅ,,fbrmingandrefbrmmgopinionsasknowledgemcreases'，

(106）と言い、作者の声を代弁するPreB1eyの役割りについて言及している。

4．Norrisの描く鉄道のイメージは、“theironmonster,，，‘`theleviathan

withtentaclesofsteelclutchingintotheson,'，“averitablesystemof

bloodcirculation，…littlebloodBuckers,''“fUriousgallopofthe並hundreds

ofironwheels,，，“thegreatironbrute,”等々、作品を通して数多く出てく

る。
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Social Justice in Frank Norris's The Octopus

Abstract

The Octopus, published in 1901, is a novel based on an incident that

happened between farmers and a railroad company in California in the

late nineteenth century. The incident, known as the Mussel Slough

Mfair, was a struggle of farmers against the railroad monopoly that

owned their farmland and dominated and exploited them by controlling

wheat prices, freight rates, and all other financial transactions. When

the railroad company raised the price of the land and put it up for public

sale, the farmers' outrage broke into the open, and subsequent armed

clashes lead to a tragedy, ending in the death of seven farmers. Frank

Norris closely investigated this Affair and reconstructed it in literary

form, The Octopus.

In The Octopus, Norris often describes the railroad and trains as "the

iron monster," the controlling metaphor representing the cruelty of the

monstrous railroad monopoly, and further as "the leviathan with tentacles

of steel clutching into the soil, the soulless forces, the ironhearted

power, the monster, the colossus, the octopus." From the beginning to

the end of the novel, the railroad monopoly clutches the farmers' soil,

sucks their "life blood," and victimizes them. Norris clearly shows in

this novel that man is impotent before the gigantic power of machines

and monopoly, that is, irresistible power, which is a common term in

the works of naturalism. Norris seems to follow the typical pattern of

naturalism and the naturalistic tragic hero in The Octopus.

However, throughout the novel, Norris's strong sympathy for the

oppressed farmers is clearly shown through the eyes of Presley, a poet

from the East and a persona in this novel. Norris does not conclude The

Ocropus as a naturalistic literary work proper, such as his former work
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McTeague, but rather concludes it much like a Howellian ethical drama

in which good overcomes evil. At the end of the novel, Norris dares to

introduce into the plot the death of a representative of the railroad

monopoly, ironically swallowed by wheat in the vast hold of a ship.

Through the investigation of the Mussel Slough Affair, Norris. examines

social justice and presents his protest against social evil in The OctojJus.
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