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言語文化研究紀要SCRIPSIMUSNo`１Ｌ２００２

ｎｔｅＡＪかm7iα〃Ｒｏｍα"CCSにおけるWilliamDean

Howellsの社会正義の訴え

赤嶺健治

I

WalterFullerTaylorは、その箸ＴｈｅＥｃｏ几omiclVbueJj几America

(1942）において、WilliamDeanHowells（1837-1920）の経済小説として、

T/ｉｅＭＪ几iste7bC/ｍ７ｇｅ（1887)、Ａ"几ｉｅＫｊ化urrz（1889)、ＡＨｔｚ２Ｑ７ｄｑ/ﾉVenノ

FbrtUlzes（1890)、Ｔ/ｔｅＱｕ(zJjtyq／MCrCy（1892)、Ｔ）ｂｅＷＯｒＪｄＯ／Ｃ/Zα几Ｃｅ

(1893)、ＡｍｒｑＵｅＪ化ｒかoｍＡｌｔｒＵｒｊＱ（1894)、および価ﾉZmUgﾉｶｔﾉｉｅＥｙｅｑ／

thejVCedJe（1907）の７編を取り上げ、明解な分析を行っている（243-46)。

最後の２編は、内容的に連続したユートピア物語で、別途雑誌に掲載された11

通のⅢTheLettersofanAltrurianTraveller'１（1893-94）のうち、この２

編に織り込まれなかった５通と共にTheAJtrum(ｚｎＲｏｍｑ"ceS（『アルトルー

リア物語』）として1968年に出版されたものである。Taylorによれば、これら

の経済小説及びユートピア物語群でHowellsは、完全な国家の必要条件とし

て、経済的自由・平等・博愛、そして特に経済的保証を挙げ、経済的自由・平

等の無いところに政治的自由・平等は有り得ないと説いている。例えば、被雇

用者が、憲法で保証された投票権を行使するに当たって、解雇や減給を恐れる

あまり雇用者の言いなりにならざるを得ない立場に瞳かれていては、個人の自

由意思を確実に政治に反映させることはできないと述べている。つまり、自由

は、生計手段の確保されている人（すなわち経済的に平等の立場にある人）の

みが享受できる権利であり、経済的平等は、その他諸々の平等の前提条件であ

る、とHowellsは考えたのである（249-51)。

Howellsの描くユートピアAltruriaは、エーゲ海に浮かぶ共和国で、キ

リストの死後成立した最初のキリスト教原始共同体の一員によってもたらされ

たキリスト教文明の国である。Altruriaは、貨幣を諸悪の根源として廃止し、

すべての国民が人に頼ってではなく、人の為に生きるaltruism（利他主義ま
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たは愛他主義）の国で、神の王国を地上で実現させた「地上の天国」と見られ

ている。Howellsは、このAltruriaの現状と、南北戦争後の「金ぴか時代」

に急速に発展した産業と機械文明の社会で、物質万能主義と拝金主義がはびこ

る現状とを比較対照させながら、アメリカとアメリカ人に対して挑発的な風刺

と鋭い攻撃を加えることにより、アメリカにおける社会正義の確立を訴え、そ

の確実な浸透を要求している。

本論考のテーマに掲げた「社会正義」（socialjustice）は、基本的に、アメ

リカ建国の理念であり、全てのアメリカ国民の共通の価値基準といえる「平等、

生命、自由、幸福追求」の諸権利に根差すものである、と言えるものである。

『ウェブスター大辞典第３版』は、，'socialjusticei'を'iastateordoctrineof

egalitarianiSmoⅢ（平等主義の状態または原則）と定義している。同辞典の

，'egalitarianism0，の定義を要約すると、「平等主義」とは、「すべての人間が

本質的な価値において、また生来、素質や才能において平等であり、社会の諸

権利と恩恵を等しく享受する資格を有しているという信念、特に、社会的・政

治的・経済的不平等の是正を主張する社会思想」ということになる。つまり、

｢平等」には、「社会・政治・経済」の三面における平等が包含されているので

ある。『総合研究アメリカ④平等と正義』では、「社会正義」を考える上で重要

な三つの要請として、「自由・平等・社会経済的福祉の増進」が挙げられてい

る（川又383)。つまり、社会正義の要求は、アメリカ建国の理念に根差す当

然のものであり、その達成と確立はアメリカ国民の共通の目標である、と言え

よう。

本論考では、以上のことを踏まえて、Howellsがユートピア物語で、社会正

義達成の手段として提示している諸方策を解明し、それらの現代における有用

性および有効性について検証していきたい。

Ⅱ

まず、Ｔ/jeAJtrurjqnRomα"ces（『アルトルーリア物語』）の構成と物語の

あらましについて見ておきたい。

第一編は、Ａ刀QUeJJer／>w7zAJtrⅡ｢iｑ（1894）（『アルトルーリアからの旅
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人』）として、1892年11月から翌年10月まで、合計12回にわたってCosmo‐

poJita7zMzgQzi"ｅに連載されたものである。ギリシヤ文明とキリスト教に根

差すAltruria共和国の使節であるAristidesHomos（35歳）が、1892年にア

メリカを訪れる。彼は小説家Twelvemoughの案内で、NewHampshire州、

ＮｅｗＹｏｒｋ市，Chicago市を視察し、アメリカの現状とアメリカ人の価値観

などについて自国の現状と対比させながら論評する。この作品は、Ｈｏｍｏｓの

言動を同行のTwelvemoughが書き記した形になっている。

第二編は、,LettersofanAltrurianTraveller”（｢アルトルーリアからの

旅人の手紙｣）として、第一編に引き続き、1893年１１月から翌年９月まで、同

じくCosmOPoJitQ〃ＭｂｇＱｚｍｅに掲載された１１通の手紙のうちの第１～第５

の手紙を収めている。アメリカに１年以上滞在しているHomosが、1893年９

月１日から11月15日までに故国Altruriaの友人CyrilChrysostomに書き送

る手紙の形になっている。手紙の発信地はＮｅｗＹｏｒｋ市とChicago市で、特

に当時コロンブスのアメリカ発見400周年記念にシカゴで開催されていた万国

コロンビア博覧会（会期1893年５月１日～10月30日）を、Altruriaをモデル

にしたようなものである、と賞賛した手紙が注目される。

第三編のＴﾉZFoug/ＤＺｈｅＥｙｅｑ／tﾉiejVbe雄（1907）（『針の穴を通って』）は、

第１部が”LettersofanAltrurianTraveller”の第６～第11の手紙を再録

したもので、第２部は書き下ろしである。第１部は1893年11月９日から翌年４

月20日までにAltruria在住の友人Cyrilに送った手紙の形で、第二編の続編

である。第２部は、Ｈｏｍｏｓと結婚してAltruriaに移住したアメリカ人女性

EvelethStrangeからアメリカの友人DorotheaMakelyに宛てた手紙の形に

なっている。金持ちの未亡人であるEvelethは、当初アメリカにある財産を手

放すのを惜しんだが、Ｈｏｍｏｓに惚れて交際を重ねて行く内に、”Altrurian-

ismo，に「改宗」して結婚し、Altruriaに渡った後、富の重荷と恐怖から解放

された至福の生活を送る。Evelethは、アメリカにいる友人への手紙で、

Altruriaがこの世に実在することを証明する生き証人の役目を果たしている。

Altruriaからの旅人Homosが案内役の小説家Twelvemoughと共に会合し

て意見交換をする相手は、NewHampshire州の山中にあるリゾートホテルで
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夏を過ごしている銀行家、政治経済学教授、牧師、弁護士、医師、製造業者ら

から成るグループで、アメリカ社会の各界を代表する人々である。Twelve‐

mough自身が語るように、このグループは、まさしくアメリカ社会の縮図

(ａｓｏｒｔｏｆｍｉｃｒｏｃｏｓｍｏｆｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎｒepublic）（28)と見ることができ、

彼等が述べる見解が、アメリカ社会の中流階級の上層に属する人々のコンセン

サスを表す仕組みになっている。Ｈｏｍｏｓによれば、「独立宣言書」の掲げる

崇高な理念にもかかわらず、アメリカは階級社会となり、職業に貴賎があり、

召し使いの仕事などが卑しい仕事とされている。また成功者は社会の弱者に対

して何ら義務感を持たないことを不思議がる。Ｈｏｍｏｓが、Altruriaでは「す

べての人が義務と権利の面で平等である」と述べるのに対し、Twelvemough

は、アメリカでは「すべての人が機会において平等である」と言い返す。つま

り、Altruriaの平等が「結果の平等」を保証するものであるのに対し、アメ

リカのそれは「機会の平等」すなわち出発点における平等にとどまるものであ

り、個人主義の行き過ぎによる自然淘汰の要素を認めている。このように、

Homosがアメリカについて述べる感想や、彼のアメリカ人グループとの質疑

応答は、そのまま作者ハウエルズの当時のアメリカに対する辛辣な風刺であり、

激しい抗議となっていて、手法的に効果を上げている。

m

ATraueJJerβomAJtrurjqの第ＸI章で、Homosは500人以上の地元農民

を前にして講演をするが、その中で、Altruria成立の歴史と現状について詳

細に語る。年代は明確にされていないが、Altruriaでは１０世紀ほど前に、「蓄

積の時代」（theAccumulation）の行き詰まりを打開するため、一滴の血も

流すことなく、住民投票により、「進化」（theEvolution）を受け入れ、その

名のとおり博愛精神に満ちた共和国（theCommonwealthofAltruria）を

建国したのである。Ｈｏｍｏｓが友人のCyrilに、”Americaislikeabelated

Altruria，tardilyrepeatinginthenineteenthcenturytheerrorswhich

wecommittedinthetenthⅧ（175）と述べていることから、Altruria成立

の時期は10世紀頃と推測できる。ＴｈｅAccumulationは、富の穫得と蓄積を

－４－



目的とする産業資本主義を意味し、theEvolutionは、産業資本主義の弊害を

無くし、社会や社会形態・制度などを理想的な姿に発展させた改革を意味する

ものである。

講演の冒頭で、Ｈｏｍｏｓが，'theUtopiandreamofbrotherlyequality1Ⅲ

(165）の実現を可能にした改革より以前のAltruriaの状況について長々と話

していくと、聴衆から「アメリカのことは知っているから、早くアルトルーリ

アのことを話してくれ」（150）とやじが飛ぶほど、改革以前のAltruriaが１９

世紀当時のアメリカと同様の状況を呈していたことが分かる。それは、Ⅲａ

ｓｔａｔｅｗｈｅｒｅｓｏｍｅｗｅｒｅｒｉｃｈａｎｄｓｏｍｅpoor，sometaughtandsomeun-

taught，ｓｏｍｅｈｉｇｈａｎｄｓｏｍｅｌｏｗ，andthehardesttoiloftenfailedto

supplyasufficiencyofthefoodwhichluxurywastedinitsriotsⅢ（165）

という、貧富の差が歴然とした階級社会であり、不平等の国であった。この作

品で、HowellsはＨｏｍｏｓの口を借りて当時のアメリカを批判し、自らの信念

を吐露していることは明らかである。Howellsの信念は、アメリカ建国の理念

に基づくものであり、社会正義の実現を主眼とするものである。その源泉は、

W0theclassical-ChristiantraditionoftheDeclarationoflndependenceand

theConstitution1’であり、南北戦争前にその伝統の中で生まれ育った

Howellsは、アメリカがその伝統を取り戻すことを望んでいたのである

(ＫｉｒｋｘｘｉＤｏ

Ｈｏｍｏｓにとって理解できないのは、アメリカの政治理念と経済理念の乖離

である。彼はアメリカを完全な民主主義国と考えたいが、そのアメリカが理論

的にも実際的にもヨーロッパの貴族国家とさほど変わらない点に疑問を持つの

である。彼はTwelvemoughと浅薄な社交家のMrs､Makelyに「あなたがた

の望む経済効果は、克服できない不平等を作り、あなたがたの国が主張する博

愛の希望を禁ずることですか？」と迫る（59)。Homosは、友人のCyril宛の

手紙で、次のように同様のことを伝える。

，．、logically，theAmericansshouldbewhattheAltrurians

are，sincetheirpolityembodiesourbeliefthatallmenare

bornequal，ｗｉｔｈｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏｌｉｆｅ，liberty，ａｎｄｔｈｅｐｕｒｓｕｉｔｏｆ
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happiness；butthatillogicallytheyarewhattheEuropeans

are，sincetheystillclingtotheeconomicalidealsofEurope，

ａｎｄｈｏｌｄｔｈａｔｍｅｎａｒｅｂｏｍｓｏｃｉａｌｌｙｕｎequal，anddenythem

thelibertyandhappinesswhichcancomefromequality

alone．（291）

Ｈｏｍｏｓの言う”equa]ity'Ⅱとは、「社会的・政治的・経済的平等」のことであ

る。それは、ＨｏｍｏｓがCyrilに語る次のことから明らかである。

．．．withouteconomicequalitytherecaｎｂｅｎｏｓｏｃｉａｌｅｑｕａｌ‐

ｉｔｙ，and，finally，therecanbenopoliticalequality；formoney

corruptsthefranchise,ｔｈｅlegislatureandthejudiciaryhere，

ｊｕｓｔａｓｉｔｕｓｅｄｔｏｄｏｗｉｔｈｕｓｉｎｔｈｅｏｌｄdaysbeforethe

Evolution．（235）

Homosは、Altruriaではすでに恒久平和、不足のない経済、政治的・社会

的野心の追放、貨幣の廃止、偶然の排除、博愛精神の普及、死の恐怖の克服な

どが達成されたとして次のように述べる。

Whatwehavealreadyaccomplishedistohavegivenawhole

continentperpetualpeace；ｔｏｈａｖｅｆｏｕｎｄｅｄａｎｅｃｏｎｏｍｙｉｎ

ｗｈｉｃｈｔhereisnopossibilityofwantitohavekilledoutpo-

liticalandsocialambition；tohavedisusedmoneyandelimi‐

natedchance；tohaverealizedthebrotherhoodoftherace，

ａｎｄｔｏｈaveoutlivedthefearofdeath．（175）

Altruriaではすべての国民が一日３時間の労働義務を果たせば、必要十分な

衣食住が支給されるので、生活の不安が無い。義務労働は、「顔に汗を流して

糧を得」ること（創世記3.19）（49）と、「働きたくない者は食べるな」（テサ

ロニケ人への手紙・3.10）（381）という神の徒に忠実に従ったものである。

Altruriaに漂着したＮｅｗＹｏｒｋの富豪Thrallの妻に、Ｈｏｍｏｓの友人の

Cyrilは、’0Ｍr、ThralTscreditisnogoodinAltruria；youcanpayhere

onlyinonecurrency，ｉｎｔｈｅｓｗｅａｔｏｆｙｏｕｒｆａｃｅｓｏ１（423)と語り、Altruria

では、資本主義社会でのように、「金1こものをいわせる」ことが不可能である
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ことを納得させる。貨幣をあらゆる罪と不幸の根源とみなし、その使用をやめ、

私有財産制を廃止し、すべての国民が平等な生活を営んでいるため、犯罪も発

生しない。人の死については、Altruriaの人々は霊魂の不滅を固く信じてい

る。Altruria自体が「地上の天国」であり、いわば日常生活の中にキリスト

が復活している訳であるし、死者もAltruria以上に良い場所は無いから、必

ず復活して戻ってくると信じていることから、死を恐れる理由が無くなってい

るのである。

Ⅳ

以上見たように、「蓄積の時代」を覆して「改革の時代」を迎え、「地上の天

国」を実現させたAltrUriaについて重要なことは、Homosが，ITheAltru‐

riancivilizationistheoutgrowthoftheneighborlyinstinct・Ｉｎｆａｃｔ，

neighborlinessistheessenceofAltrurianism1↑と友人Cyrilに語るとおり、

国民全体の間に博愛精神が浸透していることである（106)。Homosの妻となっ

てAltruriaに移住してきたEvelethがAltruriaに漂着したＮｅｗＹｏｒｋの富

豪Thrallの娘夫婦の召し使いのRobertに、！'Donityouthmkitisbeauti-

fulhere，toseepeopleliving／breachotherinsteadoflivingo几ｅａｃｈ

other，ａｎｄｔｈｅｗｈｏｌｅｎａｔｉｏｎｌｉｋｅｏｎｅｆａｍｉｌｙandthecountryapara-

dise?Ⅱ（439)と尋ねる言葉から、AltruriaではHowellsが社会正義の実現の

ために不可欠と考えた]oliberty，equality，fraternityⅢ（｢自由、平等、博愛｣）

が達成されていることが分かる。Howellsは、『アルトルーリア物語』を通じ

て、アメリカ人に、アメリカ社会の改革のための具体的なモデルを示し、その

方向への改革が十分可能であることを訴えているのである（Mielkel76）。

フランス革命のスローガンともなった「自由、平等、博愛」は、Howellsのユー

トピア思想の根幹を成すものである。（『広辞苑』によれば、「博愛」とは、

｢ひろく平等に愛すること」であり、「博愛主義」とは、「個人的利己心、人種

的偏見、国家的利益、宗教的またはイデオロギー的党派性を捨てて人類全体の

福祉増進のために全人類すべて平等に相愛すべきものであるとする主義」のこ

とである)。
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へ『アルトルーリア物語』の大半を占める第一編、第二編、及び第三編の第１

部を公刊してから間もない1895年から1896年にかけてHowellsは

mliberty，equalityandfraternityo1について三編の論文を執筆し、雑誌の読

者に向けて、彼自身が「すごく力強い」（terriblydynamic)」と自負する持

論を展開した（Howells，SbJectedLettersl27)。’0TheNatureofLiberty，’

(1895）がＦｂｍｍ誌に、ⅢEqualityastheBasisofGoodSociety⑪（1895）

とⅢFraternity，,に関する”WhoAreOurBrethren?Ⅲ（1896）がＣＣｎｍ”

誌にそれぞれ掲載された。「痛烈（incisive)」（Howells，SeJectecZLetrers91）

かつ「過激な（radical）」（Mielkel82）と評されるこれら三位一体的な論文

は､『アルトルーリア物語』でHowellsがHomosをスポークスマンとして展

開した社会改革思想をさらに自分自身の実名で堂々と主張したものである。

ⅡTheNatureofLiberty”の中でHowellsは、「現代生活の中で民主主義

が機能するためには、政治面の自由だけでなく、経済面の自由も不可欠である」

と述べている（Cadyl53）。AltruriaのＨｏｍｏｓもCyrilに、！'．．、ｉｎｃon‐

ditionswhereonemandependsuponanothermanforthechanceof

earninghisbread，ｔｈｅｒｅｃａｎｂｅｎｏｍｏｒｅｌｉｂｅｒｔｙｔｈａｎｔｈｅreisequality'，

(195）と同様のことを話している。’EqualityastheBasisofGoodSocie‐

ty1，で、ⅡOeconomicequalityisthemotherofallotherequalitiesⅢと断言

し、ⅢeCOnOmiCeqUality”の無いところに，IPOlitiCaleqUalityo]もⅢIeqUality

beforethelawso’も存在しないと述べている。また完全な平等とは、”equal

consideratiOn，ｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆａｎｙａｎｄａｌｌｍａｎ－ｍａｄｅｄistinctionsbetween

men1Ⅲと定義づけている（67)。博愛について論じているⅢＷｈｏＡｒｅＯｕｒＢｒｅ‐

thren?Ⅱでは、ⅢＬｉｂｅｒｔｙｉｓｏｆｎｏｖａｌｕｅｉｎｉｔｓｅｌｆ，ｂｕｔｉｓｖａｌｕａｂｌｅｏｎｌｙａｓａ

ｍｅａｎｓｔｏｅｑｕality；andequalitythatdidnoteventuateinfraternity

wouldperish1,と、「自由、平等、博愛」の不可分性を強調している（933)。

また、,iAfterall，ｗｅα”ourbrotheroskeepers，thoughaCainicsociety

hasbeendenyingiteVersincethefirstmurder、Weareputintoone

another1scustodyinthisworldIhere，wheresomanythingsarein

doubt,thisisunquestionableOⅢと指摘し、兄弟愛、同胞愛、人類愛、博愛へ
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と愛の輪を広げていく道筋を示している（935)。『アルトルーリア物語』の

ＨｏｍｏｓもⅢＷｅｄｏｎｏｔｃｏｎｃｅｉｖｅｏｆｔｈｅｈｕｍａｎｒａｃｅｅxceptasafamilyi，

と言い、人類全体を，,ａｈｕｍａｎｆａｍｉｌｙ”と呼んでいる（69-70)。

Ｖ

持ち船のヨットがAltruriaの海岸で座礁したため、アメリカへ帰れなくなっ

たThrall夫妻、その娘とイギリス貴族の夫LordMoors、召し使い達、及び

ヨットの乗組員達が、最初は拒みながらも、次第にAltrurianismの良さを認

め、博愛精神に目覚めていくという変容振り（Altrurianization）を描くこと

により、Howellsは未来への社会改革の可能性を示唆している。Altruria漂

着当初、漂着者達は、食料などは金で簡単に買えるものと高を括っていたが、

仕事がAltruriaの唯一の「通貨」であると知って途方にくれる（423）。ア

メリカの友人Dorotheaに宛てたEvelethの手紙の中に、このことが明瞭に

書かれている：'１．．．inAltruriayoucannotbuyanythingexceptby

Luorbi几9,ａｎｄｔｈａｔｗｏｒｋｉｓｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｃｏｉｎｏｆｔherepublic：ｙｏｕｐａｙｆｏｒ

ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｂｙｄｒｏｐｓｏｆｓｗeat，ａｎｄｏｆｆｙｏｕｒｏｗｎｂｒｏｗ，notsomebody

else,ｓｂｒｏｗ，,（406）。しかし、住み慣れてみると、美しい自然に恵まれた平

和なAltruriaのすばらしさが分かって、漂着者達は、ここに永住したいと思

うようになる。召使達もこれまでのように、金のためにではなく、純粋な愛か

ら主人一家に奉仕したいという気持ちに変わって行くのである。Altru‐

rianismに「改宗」し、すべての責任といわば「煩悩」から解放されたThrall

は、Ｈｏｍｏｓ夫人に、Ⅲ'Ｉｈａｖｅｎｅｖｅｒｂｅｅｎｓｏｈａｐｐｙｓｉｎｃｅｔｈｅｆirstdaysof

myboyhood0Ⅲと現在の心境を語るが、－つ心残りなのは、自分の富の蓄積の

犠牲となった人々への償いのことであると告白する。Ｈｏｍｏｓ夫人に、アメリ

カに残して来た莫大な財産をどう処分するのかと聞かれて、Thrallは次のよ

うに答える。

．．、Ｉｏｕｇｈｔｔｏｇｏｉｎｔｏｔｈｅｒｅｃｏｒｄｓｏｆｍｙｐｒosperityandas-

certainjusthowａｎｄｗｈｅｎｌｍａｄｅｍｙｍｏｎｅｙ・Ｔｈｅｎｌｏｕｇｈｔ

ｔｏｓｅｅｋｏｕｔａｓｆｕｌｌｙａｓｐｏssibletheworkmenwhohelpedme
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ｍａｋｅｉｔｂｙｔｈｅｉｒｌａｂｏｒ・Theirwages，whichwerealwaysthe

highest，wereneverafairshare，thoughlforcedmyselfto

thinkdifferently，ａｎｄｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｍｙｄｕｔｙｔｏｉｎｑｕｉｒｅｆｏｒ

ｔｈｅｍａｎｄｐａｙｔｈｅｍｅａｃｈａｆａｉｒｓｈａｒｅ，ｏｒ，ｉｆｔｈｅｙａｒｅｄｅａｄ，

ｔｈｅｎｔｈｅｉｒｃｈｉｌｄｒｅｎｏｒｔｈｅｉｒｎｅｘｔｏｆｋｍＢｕｔｅｖｅｎｗｈｅｎｌｈａｄ

ｄｏｎｅｔｈｉｓＩｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｓｕｒｅｔｈａｔＩｈａｄｎｏｔｄｏｎｅｔｈｅｍ

ｍｏｒeharmthangood．（437-38）

Thrallの最後の言葉は、たとえ罪滅ぼしの埋め合わせをしても、諸悪の根源

と見なされる金を支払うことは、本質的に間違っていると言われている資本主

義体制の終焉に貢献することにはならないことを気にしてのものであるが、現

時点における改革へ向けての最善の一歩と言えよう。Howellsにとって何よ

りも重要なことは、Thrallの心に正義心と博愛精神が芽生えたことである。

第三編の結末で、Ｈｏｍｏｓ夫人は、その題名に用いられた聖書の一節に言及し、

｢金持ちが神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通るほうがもっとやさし

い」という趣旨の作者のメッセージを明らかにしている。Howellsのメッセー

ジの中には、産業資本主義の行き過ぎの是正と、アメリカ建国の理念への原点

復帰の要求が含まれていることが理解できる。Ｈｏｍｏｓに嫁いだ娘Evelethと

共にAltruriaに来て滞在しているＭｒｓＧｒａｙは、Altruriaは自分の少女

時代の世界にそっくりだと思い、ニューヨークの「人工的な生活」（'0artificial

life"）からAltruriaの「簡素な生活」（"simplelife'0）に戻れたことを子供の

ように喜んでいる、と娘が友人に報告するように、Altruriaは、古き良き日

のアメリカへの郷愁を満足させてくれる国なのである（366)。

Ⅵ

結論として言えることは、Howellsの『アルトルーリア物語』は、アメリカ

の建国理念からの逸脱を指摘すると同時に、「古きよき時代ｊへの原点復帰を

含むアメリカ民主主義の進むべき方向を示すものであると言えよう。それはま

た、社会正義の実現に向けて、アメリカが指針とすべき”blueprint'１を示し

たものである（Kirkxxi，xxxiv)。
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最後に、Howellsのユートピア思想を解明する上で参考になると思われる

著作として、ジャック・アタリの『反グローパリズム－新しいユートピアとし

ての博愛』に言及したい。アタリは、ユートピア思想を重要概念に沿って「不

滅、自由、平等、博愛」の４つに分類整理して、現代社会は、

不滅、自由、平等がそれぞれの矛盾に突き当たり、つまずいている

ところに辿り着いた。宗教は不滅を約束しようとして、自由を制約

しようとしてしまう。自由があるところでは、不平等や不確実性の

進行に歯止めをかけることができないでいる。逆に、平等は自由が

崩壊するところでしかその輪郭が見えてこない。いずれのユートピ

ア概念も、自分の掲げる目標を達成するには至っていない、

と述べている（74-75)。最初の３つのユートピア思想の行き詰まりを打開する

ために、他人の幸せを自分の幸せと見なす博愛、すなわち個人の幸せを他人の

幸せに関連づける唯一の愛他主義のユートピア思想、の必要性が生まれてきて

いると述べている（75-76)。アタリが提示している思想または行動原理は、す

でにHowellsが『アルトルーリア物語』で提示しているものであり、このこ

とはHowells文学の現代性、有用性、そして有効性の証明である。

(本稿は、2001年10月28日に開催された日本英文学会第54回九州支部大会シン

ポジウム第二部門「アメリカ文学と社会正義」で講師として口頭発表した原

稿に加筆したものである｡）
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Abstract

WiUiamDeanHowells'ｓＣｒｙｆｏｒＳｏｃｉａｌＪｕｓｔｉｃｅ

ｉｎｍｅＡＪｔｒmrin〃Ｒｏｍα"CCS

KenjiAkamine

ＴｈｅＡＪｔｒｕｒｊｑ〃Ｒｏｍα"CGS（1968）ofWilliamDeanHowellsconsists

ofthreeutopias:ＡＴｍＵｅ比r伽mAltrurjq（1894)，”TheLettersofan

AltrurianTraveller㈹（1893-94)，andmroug/ｉｔｈｅＥｙｅｑ/,ｔ/tejVbedJe

(1907)．TheAltruriantraveller，AristidesHomos，visitstheUnited

Statesinl892andstaysthereforaboutayearandahalfvisitinga

NewHampshiremountainresorthotel，NewYorkCityandChicago，

TheseromancesrecordHomosmscriticismsofthesocial，political，and

economicconditionsoftheindustria１，capitalisticand”plutocraticm

America・TheCommonwealthofAltruriahasattainedtheUtopian

dreamofbrotherlyequalitythroughliteralapplicationsoftheprinci‐

ｐｌｅｓｏｆ，I1iberty，equality，andfraternity.,,HowellsusesHomosashis

spokesmanｉｎｓｕｃｈａｗａｙｔｈａｔＨｏｍｏｓｓａｃｃｏｕｎｔｏｆｈiscountryimplies

everyinsultingcriticismofAmerica、BylettingtheAltrurianHomos

andhisAmericanwifedescribetheconditionsofAltruriawherecom‐

pletesocial,politicaLandeconomicequalityhasbeenattainedⅢHowells

effectivelydrawsthepeople1sattentiontohiscallforsocialjustice

throughreturntotheidealsoftheDeclarationoflndependenceandthe

constitution，especiallythroughthestrictobservanceoftheprinciples

ofwliberty，equality，andfraternity.',
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