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1 はじめに

どんな作家、芸術家にも当てはまることであると思うか、第一作にはそ

の作家のすべてのエッセンスが盛り込まれている。

Evelyn Waugh の小説第一作 Decline and Fall にも、farce から出発し、

やがて serious な作風に移行していった彼ではあるが、一貫して書き続け

たテーマがすでにほぼすべて顔を出していることが興味深い。たとえば

Shelly Walia は次のようにいっている。

Shortly before his [Waugh’s] death he recalled the stable ‘aristo-

cratic’ years at Underhill Hampstead: “To have been born into a

world of beauty, to die amid ugliness is the common fate of all us

exiles.” This indictment of the modern world is there at the start of his

career in Decline and Fall. It would be more realistically presented in

the Sword of Honour trilogy. The exaggeration and irrationality of

human nature, which arouse such hysterical laughter in his early

works, will be seen as the disintegration of belief and the break-

down of traditional aristocratic order in his maturer works, especially

in Brideshead Revisited.1

Shelly Waliaは表現技法の差こそあれ、Waughが取り上げる主題の一貫性を

指摘している。

この小論では、これから取り上げるテーマそれぞれを考察するとともに、

そのテーマが最終的にどう結びつき、ひいては後の作品群とどのように関

わるかを考えてみたいと思う。
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2 マナーハウス

Waugh の傑作、代表作に数えられる、A Handful of Dust や Brideshead
Revisitedではマナーハウスを舞台とし、そのマナーハウスの改築や荒廃し

て行く様を通して、Waughは英国の伝統や紳士階級の終焉を描いた。この

重要なテーマがすでに Decline and Fall で扱われている。

この小説の中では、社交界の花形で Paul Pennyfeather と結婚寸前まで

にいたる Margot Beste-Chetwynd が南アメリカの売春ビジネスで稼いだ

金で 300 年以上の歴史あるマナーハウス、King’s Thursday を買い、

Professor Otto Friedrich Silenus に 改築させる。Stephen Jay Greenblatt は

Decline and Fall で登場して以来、マナーハウスの改築が社会の堕落の象

徴として、一貫して描かれていることを以下のように指摘している。

The rebuilding and modernization of “the finest piece of domestic

Tudor in England” in Waugh’s first novel, Decline and Fall, is an
image of everything that follows in Waugh’s work and symbol of

the corruption of the whole society.2

Margot にとって England の伝統的なマナーハウスは、自分に箔を付ける

ためだけに重要なだけであって、その建物の歴史や伝統などはなから眼中

になく、ただ利便性を追求して改築してしまう。また、その改築を依頼し

た Silenus にとっても英国紳士の伝統や歴史など意味がない。そもそも彼

は建築から人間的な要素を排除したいと考え、以下のように述べている。

The problem of architecture as I see ... is the problem all of art － the

elimination of the human element from the consideration of form. The

only perfect building must be a factory, because that is built to

house machines, not men ... Man is never beautiful; he is never

happy except when he becomes the channel for distribution of

mechanical forces.(136)3

つまり、彼にとって完璧な建築物は工場だというのだ。

英国紳士の伝統や歴史を象徴するマナーハウスの解体。しかも、それが
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売買ビジネスで富を得た女性経営者と、人間を醜いものと看做すウルトラ

モダンな建築家によって行われるのである。A Handful of Dust において、

やり手の女実業家 Mrs Beaver によって主人公 Tony Last のかけがえのな

いHettonというマナーハウスが現代的な新建材（リノリウム）を使って改

築されてしまう原形がすでにここにある。

マナーハウスの解体で Waugh が描きたかったのは英国の古く良き伝統

の終焉である。

3 父

伝統の継承。しかも、それが父から子へと受け継がれることをWaughは

重要視した。早世してしまった Tony Last の父、愛人と家を出てしまった

Brideshead Revisted の Sebastian の父である Lord Marchmain、あるいは、

隠遁してしまったSword of Honour TrilogyのGuyの父など、Waughの描く

主人公の父達は、主人公たちに伝統を継承しない。Decline and Fall の主

人公 Paul Pennyfeather も早くに父を失い、後見人から年金を支給しても

らいながら Oxford で神学を学んでいる。この主人公が大学のクラブ、

Bollinger Club の storm に巻き込まれ、自らは被害者でありながら退学処

分になり、人生の荒波にもまれる。Katharyn W. Crabbe は次のように述

べている。

Paul Pennyfeather, for example, is an orphan. His parents died

when he was at public school. His guardian, who has control of

Paul’s money until Paul is twenty-one, has no compunctions about con-

fiscating the money and throwing Paul out.4

彼女は Paul が孤児で、その後見人に年金を横領されることに注目してい

る。父と子の葛藤を通して子供、特に男の子は大人へと成長していく。そ

の機会をもてないまま社会に放り出さる。そればかりでなく、父親代わり

といえる人物に裏切られる。

しかし、大人になりきれない人物は Decline and Fall において Paul

Pennyfeather だけではない。Potts、Dr Fagan、Grimes、Prendergast、
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Philbrick らが Paul Pennyfeather の人生行路からいったん消えてしまって

も、Stephen Jay Greenblatt が以下のように指摘しているように再登場す

る。

Thus Decline and Fall tells a very funny story with a very discomfiting

implication. True to the conventions of farce, characters in Decline and
Fall disappear through one door to reappear, in a different form,

through another. Paul’s “great friend,” Potts, reappears as the

League of Nations representative whose work leads to Paul’s arrest

and conviction. Dr Fagan, the headmaster of Llanaba Castle, reappears

as the proprietor of the private hospital where Paul “dies” and as

the author of a book on Welsh culture called Mother Wales.
Grimes, the pederastic master at Llanaba, is first transformed into the

“manager” of one of Margot’s South American enterprises and then

into a convict. Prendergast, the other master, becomes a modern

churchman; and Philbrick the butler, that master of intrigue and

disguise, finally appears in Oxford in an open motor car, looking

very like one of the ideal rich.5

この再登場は、A. Clement が以下のように述べているように、彼らが

identity を確立した大人ではないことを表している。

It is not Paul alone who feels the need to adopt a new identity but prac-

tically everybody in the novel undergoes farcical transformation.

Captain Grimes, Prendergast, Philbrick, and Augustus Fagan ― all

these lack an essential self and as a consequence are able to change

their personalities with an amazing Protean ease.6

Paul のような naïve な主人公が自分の力で対処できないような世界に放

り込まれることも、Waugh が Decline and Fall 以降好んで描く状況であ

る。Stephen Jay Greenblatt は以下のように、
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One of Waugh’s favorite satiric devices is suddenly to catapult a

totally naïve individual into a grotesque and uncontrollable world,

for this technique, he can expose both the corruption of society and

hopelessness of naïve goodness and simple-minded humanism.7

Waugh は naïve な人物を自分では、制御できない状況に放り込むことに

よって、社会の堕落した状況を暴くとともに、ナイーブな善良さと単純な

ヒューマニズムの無意味さを描いていると指摘している。

Paulは、混沌とした世の中に出て行く準備もできていないまま、しかも

高等教育の途中で大学から放り出され、いい加減な public school、

Lianabba の教師になる。Stephen Jay Greenblatt はさらに

Paul’s experience at Llanabba is a marvelous initiation into the sav-

agery of society, for all greed, corruption, doubt, ugliness, hysteria, and

callous indifference to suffering are found there in microcosm.8

というように、Paul Pennyfeather は Llanabba というパブリックスクール

という名の小宇宙で、社会に対する通過儀礼を経験すると言っている。

父を失った Paul Pennyfeather が大人へと成長していくためには、initia-

tion が必要であった。そして、Waugh は学校、特に public school こそが、

社会の縮図、microcosmとして捕らえた。Waughの考える第一次大戦後の

社会とは、savagery なものであり、Llanabba はまさにその小型版である。

子供が大人になるためには、血縁関係にある父親との葛藤も大切である

が、フロイトの言う、社会の法としての超自我的役割を担うべき人物達が、

Decline and Fall には欠如している。本来 Paul Pennyfeather を弁護しなけ

ればならないScone CollegeのdonたちはPaul Pennyfeatherを放校処分にす

る。彼らの関心事は、学生達の校則違反の罰金を集め、その金で美味しい

ポートを買い、飲むことである。Scone Collegeのchaplain は collegeの他の

人間よりは慈悲心を示そうとしているが、Paul Pennyfeather が不当な扱

いを受け、その結果である放校処分により、彼は破滅してしまうかもしれ

ないということは理解していない。Paul Pennyfeather が college を放校さ

れる時に chaplain が Paul Pennyfeather に対して持つ唯一の関心事は Paul
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Pennyfeather に貸した本を返してもらうことである。Paul Pennyfeather

がいよいよ college を去るとき、助言を与えるのは、Junior dean や chap-

lainではなく、ただのporterである。Paul Pennyfeatherの後見人は彼に遺産

金をきちんと与えないどころか、着服してしまう。Llanabba の校長の Dr.

Fagan は Paul Pennyfeather の給料を値切ろうとするなど、校長としてふ

さわしくない。刑務所長は、囚人の手にかかって殺されてしまう

Prendergast の死に重大な責任がある。そもそもいわば超自我の中の超自

我と言っていい、The Old Bailey が Paul Pennyfeather に誤った有罪判決

を下す始末である。

初期のいわゆる Decline and Fall から始まる farce あるいは satire の時代

に、Waughが風刺の対象としたものはいわゆる超自我である社会的権威で

あった。Katharyn W. Crabbe は次のように、Waugh の風刺の対象は宗教

的・教育的・政治的機関あるいは家庭、そしてその権威であったと述べて

いる。

Among Waugh’s targets were the major social institutions (religion,

education, government, and family) and any one of their authori-

ties.9

そのなかで、主人公たちは、超自我に適応できないでいる。Katharyn W.

Crabbe はまた、次のように

One of the great appeals of Waugh’s fiction is likewise one of the great

appeals of those adolescent adventure stories that were the back-

bone of nineteenth-century boy’s book－ the hero is almost always a

young man on his own. In Waugh’s vision in his early novels, however,

the hero has had independence thrust upon him, that is, he is an exile

from a society of which he would love to be a part. This is especially

true in the first two novels, Decline and Fall and Vile Bodies.10

Waugh の初期 2 作品において、若き主人公が 19 世紀の小説の者達と違っ
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て、自分が属したいと思っている社会からの逃亡者になっている、と述べ

ている。

社会的権威が腐敗し、堕落していては子供が、超自我を受け入れて大人

になっていくことができない。Waughはいわば精神的エディプス期を乗り

越えられない未成熟な主人公たちを書き次いでゆく。彼らの出現は、

Waugh にとってみれば、社会的な権威の堕落が一因であった。

また、同時に、家庭がしっかりとしていない。Lady Circumference の

息子、Lord Tangent は出来が悪い。すでに、爵位を受け継いでいるとこ

ろから、父を早くに亡くしていることが推測される。Llanabbaのブラスバ

ンドの隊長は義理の妹のポン引きである。Paul Pennyfeather の教師仲間

の Grimes は結婚を困ったときのための「奥の手」にすぎないと考えてい

る。Margot の息子 Peter もすでに父はなく、その母 Margot も家とはただ

の社会的な地位を示すに過ぎないという考えを持っている。Katharyn W.

Crabb が以下に示すとおり、公的機関ばかりでなく、家庭も社会の崩壊に

対して無力である。

Not only are the public institutions of education and religion ineffec-

tual against the disintegration of modern society, the family as an insti-

tution seems helpless as well. . . . Lady Circumference regards her son

as “a dunderhead” who “wants beatin’ and hittin’ and knockin’

about generally, and he’ll be no good.” Indeed, the very names of Lady

Circumference and Lord Tangent suggest that the connection

between them is slight at best. The Llanabba bandmaster pimps for his

sister-in-law; Grimes regards marriage simply as a hole card to be

played only when he is in more trouble than he can manage; and

Margot's ill-developed sense of family is so slight as to allow her to

demolish the family seat, King’s Thursday, and to feel that primary

importance of the family title is that “it may be nice for Peter to

have [it] when he grows up.”11

Waugh はこのあとの作品群で、A Handful of Dust を分岐点として、い

わゆるcomedyからseriousな作品へとスタイルを変えて作品を発表してい
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くことになる。しかし、一貫して描かれているテーマは父と子、父を乗り

越え、いかにして良き父になるかである。そして、最後の長編小説、Sward
of Honour Trilogy に至るのである。

主人公たちの前には、伝統の消滅によって、普遍的な法も消滅してしま

ったという困難も立ちはだかる。Katharyn W. Crabb はまた、このように

言っている。

Note, for example, that in his first interview with Dr. Fagan, Paul

resolves to tell the truth about his past: “I was sent down, sir, for inde-

cent behavior.” Dr. Fagan’s response, “I have been in the scholastic

profession long enough to know that nobody enters it unless he has

some very good reason which he is anxious to conceal,” simply and

wittily illustrates that the world outside Scone College is playing a dif-

ferent game by a set of rules that Paul has not yet even begun to

understand.12

つまり、在籍していた Scone College の内と外では異なったルールで試合

をしていることに Paul Pennyfeather は Llanabba の校長の Dr Fagan との

面接で初めて知ることになったのである。 彼は紳士の行動原理である普遍

的な法が既になく、ご都合主義的な法の存在を知るのだ。

Paul Pennyfeather は受身的で何も学ばず、なんの成長もせずに、ID を

変えて元の Scone college で神学の勉強を続ける、と言うのが James F.

Carens をはじめ、大方の評である。13 しかし、果たしてそうだろうか。

Paul Pennyfeather が社会と積極的に関わりを持とうとせず、巻き込まれ

ていくように描かれているのは、Shelly Walia が以下のように指摘してい

るように、

In his early fiction Waugh remained an ambivalent believer and

constantly examined the relationship between the individual and

his society. In his heroes’ search for individuality, he explored his own

desire to belong to, and to be part from the masses.14
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登場人物達は、社会に属すか、背を向けるのか模索しているのである。Paul

Pennyfeather も自分が社会とどのようにかかわっていくのかを思案してい

るのであって、成長する能力がないのではない。Shelley Walia は、さら

に以下のように

It is . . . incorrect to criticize the innocent hero’s inability to grow up,

as is seen in the writings of a few critics.15

無邪気な主人公たちが成長する能力が欠如していると非難することは正し

くない、と述べている。

Paul Pennyfeather は別の ID を手に入れることによって生まれ変わり、

いわば試練の原因になった、Bollinger Club の storm に次年度は巻き込ま

れないようにする。Frederic L. Beatyは経験によって、Paul Pennyfeatherは、

生存のために、関わるべきものと、そうでないものを峻別するようになっ

た。つまり、以下のようにどのように身を処したらよいかという真の知恵

を身につけたと述べている。

Experience has taught him something about where to engage and

where, in the interest of survival, to disengage himself. True sophis-

tication, he has discovered, depends on knowing which strategy to

employ.16

経験からどう身を処したら良いか悟った Paul Pennyfeather は、身の安全

のためにさっと早めにベッドに入って休むのである。

4 Victorianism

一方で、Waugh の Victorianism への批判も見られる。Victorianism とは

ヴィクトリア朝期の勤勉、禁欲、節制、貞淑などを特徴とする価値観や道

徳のことであり、19世紀に成長著しかった中流階級の理想を反映し、ピュ

ーリタニズムが強く表れている。繁栄を謳歌したヴィクトリア女王の治世

（1837-1901）は大英帝国の絶頂期とされているが、調和のとれた繁栄した
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社会ではなく、実際には、ロンドンでは世紀末には約 3 割の家庭がその日

暮らしでやっとという貧困にあえいでいた。17 この時代にウエストミンス

ター議事堂をはじめとするゴシック建築の流行が起こり、これをゴシック

リバイバルというが、この紛い物のゴシック様式の復活も、光と影、建前

と本音の二重性の時代を象徴する出来事である。さまざまな矛盾を抱えた

ヴィクトリア朝ではあるが、表向きは発展を信じてやまない時代の空気は

Waugh にとって、うってつけの風刺の対象であったろう。Stephen Jay

Greenblatt はこう述べている。

Chaos and confusion are the future for Waugh, and the destruction of

the great Tudor manor was made possible by the weakness, flabbi-

ness, and the naïve of the Victorians.18

つまり、チューダー朝のマナーハウスの破壊はヴィクトリア朝人の弱さや

弛緩した精神状態、あるいは愚直さのせいであると言うのだ。以上のよう

ないわばヴィクトリア朝の影の部分を風刺することは、同時にヴィクトリ

ア朝人であった父親世代への風刺や反発という気持ちもあったであろう。

Decline and Fall の Prelude のなかで、Paul Pennyfeather の気晴らしは

Forsyte Saga を読むことである、と書かれている。（12）Waugh が神学生

の Paul に Forsyte Saga を読ませるのは、後期ヴィクトリア朝の所有欲と

社会の価値観の崩壊を風刺してのことでる。当然、ヴィクトリア朝を代表

する作家である Dickens の小説への風刺も見られ、A. Clement が以下の

ように指摘するように、Dickens の小説の登場人物たちが、体現した「活

力や寛大さ」などといった部分が、Waugh の作品に見られるはずがない。

In such an amoral universe of attention of emotion and moral confu-

sion it will be naïve to expect the characters to affirm the positive val-

ues of life. The “vitality and the generous impulse” that F.R. Leavis

finds embodied in Sissy in Dickens’ Hard Times is totally absent.19

ここではその影響を詳細に検討する余裕はないが、その一方で Dickens

に関しては、フラットなキャラクター造形にはじまり、A Handful of Dustの
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Tony Last が Mr Todd の囚われの身になってから、Dickens の小説を読ま

され続けるエピソードなど、様々な影響を受けている。

Edwardian の Waugh にとって親の世代にあたる Victorian やその時代を

代表する Dickens に父と子のアンヴィバレントな関係を読み取ることは困

難なことではないだろう。

5 紛い物

Waughが紛い物が跋扈する世の中を痛烈に皮肉る場面にしばしば遭遇す

る。そして、それは具体的には、長い伝統を持ち、風雪に耐えてきたよう

に見えて、実は近年建てられたり、古く見えるように改装されたりした建

物として表象されることが多い。その例が早くも Decline and Fall に顔を

出している。Stephen Jay Greenblatt が以下のように、ウエールズのパブ

リックスクールである Llanabba Castle がその校長であり、経営者でもあ

る Dr. Fagan 同様に紛い物であることを指摘している。

Llanabba Castle, a public school in Wales where Paul finds employ-

ment after his dismissal, is as much a sham as its proprietor and

headmaster, Dr. Augustus Fagan, Esquire, Ph.D.20

紛い物は出自のいかがわしさ、さらに伝統の欠如を表す。父から子への伝

統を重視する Waugh にとって、伝統の欠如は重大な問題である。

また、登場人物たちの身体的特徴にも、「紛い物」が描写させている。A.

Clement は

His [Prendergast’s] wigs, like Grimes’ false leg, is a symbol of the inau-

thenticity of modern living.21

というように、PrendergastのかつらやGrimesの義足は当世風な暮らしの

虚偽性の象徴であると言っている。これは、後述する「正統性」にも関わ

るのだが、人間が成長していく過程で、親をはじめとした手本が必要であ

る。その手本は紛い物であってはならない。Waughの風刺の矛先が、紛い
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物に向けられる所以であろう。

6 たくましい者たち

登場人物たちの大部分は、前述の通り役柄を変えて再登場する。彼らは

後年のA Handful of DustのMrs BeaverやSword of Honourの Trimmerのよ

うにしぶとく生き残っていく。

その一方で、Prendergast のように懐疑心を持つもの、精神的に弱いも

のは、首をはねられ殺されてしまう。後年の The Loved One の Aimée も

この系列に属すであろう。あるいは、無垢なものは、Decline and Fall の
Lord Tangent のように運動会のスターターの実弾の誤射の傷で死んでし

まう。

そして、彼らの死は、確信犯的商業主義者がしぶとく生き抜いていく様

と好対照である。そして、Margot や Mrs. Beaver などのような merchant

が伝統という名の秩序を崩壊させていく。A. Clement は次のように、

All the characters in the book violate the order of endurance and

serenity symbolized by the chestnut trees but the chief offender is

Margot Beste-Chetwynde, who is the novel’s “chaos merchant” as

[Jerome] Meckier describes her.22

と、本作の登場人物たちは秩序の崩壊者であるが、とりわけMargot Beste-

Chetwynde の罪は深く、Jerome Meckier は彼女を「カオス的商人」と形

容している。そして、人間性を失った人間は限りなく動物に近づく。「獣

性」というのも Waughが一貫して取り上げることとなるテーマであるが、

動物のイメージを使って、人間性を失ったあるいは、人間性を持ちあわせ

ていない人物を描いている。Jacqueline McDonnellは、以下のとおり指摘し

ている。

Throughout the novels, characters are confronted by animals, or

are described in animal terms － always to their disadvantage.

Monkeys, reptiles, fish, and dogs recur, and many properly be
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regarded as deliberate themes ... To Waugh the animal world is

base, pagan, and ignoble; but then, so are many of his characters.23 

彼女によると、Waughの小説の登場人物たちは、動物に出くわしたり、彼

ら自身が動物にたとえられりたりする。Waughにとっては動物の世界とは

あさましく、神のいない、下劣な世界を意味し、結局彼ら、彼女らもそう

なのである。

A Handful of Dustで「動物的な人間」を代表するMrs Beaverも動物の名

を持つひとりである。この技法も Decline and Fall ですでに使われている。

Jacqueline McDonnell同様にStephen Jay GreenblattもDecline and Fallにお

ける獣性というテーマのコミカルな扱い方に以下のように着目している。

Man, in his fear and anxiety over the loss of values, unconsciously

seeks dehumanization, but he may become a sort of animal as well as

a machine. Waugh’s description of the Llanabba Silver Band in

Decline and Fall is a marvelously comic rendering of the theme of

beastility24

伝統的なマナーハウス King’s Thursday をウルトラモダンな屋敷に改築す

る Professor Otto Silenus の名前は Jacqueline McDonnell が以下のように

指摘しているとおりサルを意味している。

Silenus is not only the drunken old rollicker from Greek mythology;

he is also the name of a spice of ape.25

また彼の建物に対する考えは、本文にあるとおり、

‘… Do dynamos require staircases? Do monkeys require houses?

What an immature, self-destructive, antiquated mischief is man!

How obscure and gross his prancing and chattering on his little

stage of evolution! How loathsome and beyond words boring all the

thoughts and self-approval of his biological by-product! this half -
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formed, ill-conditioned body! this erratic, maladjusted mechanism of his

soul: on one side the harmonious instincts and balanced responses of

the animal, on the other the inflexible purpose of the engine, and

between them man, equally alien from the being of Nature and the

doing of the machine, the vile becoming!’ (120)

発電機は階段を必要としないし、サルも家を必要としない。サルからたい

して進化していない人間はサルの本能も、エンジンの明確な目的をも持ち

あわせていない中途半端な存在であると考え、躊躇せず伝統あるマナーハ

ウスを改築してしまう。

7 宗教

Brideshead Revisited のように宗教が前面に出ている作品と比べれば、

Decline and Fall は宗教的な場面が少ないように見える。しかし、Paul

Pennyfeather の大学を放校処分にあってからの試練は、宗教的な色彩を帯

びている。Katharyn W. Crabb は指摘する。

Having left Scone, Paul has a series of experiences that are equally

hard on the church and churchmen. He first meets Mr. Prendergust, a

defrocked clergyman who “Lost his faith” because he could not

understand, metaphorically, the first thing about his own religion:

“You see, it wasn’t the ordinary sort of Doubt about Cain’s wife or the

Old Testament miracles or the consecration of Archbishop Parker.

I’d been taught how to explain all that while I was at college. No, it was

something deeper than all that. I couldn’t understand why God had
made the world at all.”

Prendy, the reader learns, resigned his ministry for the same reason

Paul decided to refuse Digby-Vaine-Trumpington’s twenty pounds

― it seemed the only honorable thing to do. That certainly sounds like

a positive value. The sad condition of religion in the modern world,

however, is revealed when Prendy discovers the “Modern
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Churchman,” defined as “species of person . . . who draws the full

salary of a beneficed clergyman and need not commit himself to

any religious belief.” For strong religious feeling, the only represen-

tative in Decline and Fall is the lunatic murderer of Prendergust,

who has visions of a wonderfully bloody apocalypse and who

regards himself as the “sword of Israel” and “the Lion of the Lord’s

Elect”26

Paul Pennyfeather も宗教家と同じような受難を味わうし（そもそも名前

がパウロにちなんでいるが）、Prendergast は信仰に対して懐疑的になり、

聖職がただ、たつきを得るための職業と成り下がり、取るべき名誉ある行

動とは、牧師の職を辞すことであった。唯一強い信仰を持っている者は、

Prendergust を殺害した狂信的な男であった。

Prendergast のように信仰に対し疑問を持ったり、失ったものは死が待

っている。世俗に走った者は、獣性を身につける。中世の宗教劇のような

教訓性を持っている。Waugh のカトリックへの改宗は英国国教会を紛い

物、カトリックを正統と見なしたためだろう。Waugh は言う、

England was Catholic for nine hundred years, then Protestant for

three hundred, then agnostic for a century. The Catholic structure still

lies lightly buried beneath each phase of English life; history, topology,

law, archaeology everywhere reveal Catholic origins. Foreign travel

anywhere reveals the local, temporary character of the heresies and

schisms as the universal, eternal character of the Church. It was

self-evident to me that no heresy or schism could be right and the

church wrong. It was possible that all were wrong, that the whole

Christian revelation was an imposture or a misconception. But if

the Christian revelation was true, then the Church was the society

founded by Christ and all the other bodies were good so far as they sal-

vaged something from the great Schism and the Reformation. This

proposition seemed so plain to me that it admitted of no discussion. It

only remained to examine the historical and philosophic grounds
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for supposing Christian revelation to be genuine.27

英国は 900 年もカトリックの国であった。そして、いたるところにその影

響が残っている。神の黙示が本当であるなら、教会はキリストによって設

立された会であり、他のすべての団体は異端や宗教改革から救済する限り

真正である。Waugh にとってはカトリックがまさに真正であった。

また、AA. De Vitas 以下のように言っているとおり、

In his personal life Waugh sought for the order and integrity of tra-

dition, and this tradition he found in the Catholic Church. No

longer attractive because of its extreme rationalism, the agnosti-

cism of nineteenth century gave way before the demand for assurance

and definite belief.28

Waugh は伝統の秩序や高潔さを追い求め、カトリックにそれを見出した。

過去からの伝統を破壊し、商業主義や合理主義に走り、経済性のみを追求

する中流階級に対する嫌悪が、すでに Decline and Fall に現れている。そ

れと同時に、カトリックを良しとする Waugh は、カトリックに父性原理

を見ているのであろう。

8 結論

獣性の否定とは人間性を失ってしまったことへの批判と重なる。また、

それは、マナーハウスは猿にとって、ただの入れ物に過ぎないように、獣

にとっては、伝統は何の意味もなさない。

Waugh にとっての父子関係は伝統を受け継ぐうえで大切な関係であり、

それと同時に、子供は父を乗り越えなければならない。正常な父子関係を

築けなかった主人公の苦い人生経験が Decline and Fall では描かれている。

そして、今後 Waugh は一貫して大人になりきれない男を主人公にした小

説を終生書いていくことになる。

また、信仰を失った人間を Waugh は、嫌悪し、年を重ねるごとにその

傾向は増していった。Jacqueline McDonnell はこう指摘する。
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Waugh’s dislike of humanity became more apparent as he grew

older as is clear in much of his journalism where he makes pungent

and brilliant observations － such as the one of the Indians in ‘Goa:

The Home of a Saint’: 'When a bishop passed ... they would rise and

dart to kiss his ring, brilliant, swift and unanimous as a shoal of car-

nivorous fish’ 29

Waughの年を経るにつれてますます人間嫌いになり、それを辛らつかつ鮮

やかな観察が雑誌等にはっきりと現れ、‘Goa: The Home of a Saint’では主教

が通ると、食肉魚の群のように人々は司教に駆け寄り彼の指輪にキスした

というのだ。Waugh は現世的利益を求めて司教に群がる様を食肉魚に喩

え、嫌悪感の情を示している。

Paul は Bollinger Club の storm に巻き込まれ、まさに‘Waste Land’に放

り出さてしまった。しかし、Waugh が一貫して信仰心を持ち続けたよう

に、Paul も一貫して神学生であった。Harold Acton は言う。

Significantly he is about to become a clergyman when the novel

ends. Christianity was never absent from the author’s mind and his

conversion to Roman Catholism was entirely logical in that Waste Land

from those horror he withdrew to cultivate his own private gar-

den.30

重要なことは、この小説の終りで、Paul Pennyfeather は小説の最後で

は、聖職者になろうとしている。結局 Waugh の頭から信仰が離れること

はなかった。‘Waste Land’における彼のカトリックへの改宗はまったく

道理に適っていた。Waugh は恐怖から離れ、自らの園を耕したと。

つまり、Paul は信仰心を持ち続けたので、‘Waste Land’から逃れるこ

とができたと、教訓的に読むことも可能であろう。しかし、Katharyn W.

Crabbe は、

Finally, when Paul returns to Scone to read once more for the

church, his education seems to focus not on doctrinal development but

－55－



on heresies: “There was a bishop in Bithynia, Paul learned, who

had denied the Divinity of Christ, the immortality of the soul, the exis-

tence of good, the legality of marriage, and the validity of the

Sacrament of Extreme Unction. How right they had been to con-

demn him.” And in the “Epilogue,” “So the ascetic Ebionities used to

turn towards Jerusalem when they prayed. . . . Quite right to suppress

them.” Only at a remove of several centuries is it possible for Paul (or

modern man, whom he represents) to be certain of anything.31

Paul Pennyfeatherが Scone Collegeに戻った時、彼は教義の勉強を深めるの

ではなく、キリスト教の秘跡を否定するBithynia の主教や、祈りを捧げる

時、エルサレムの方を向くユダヤ人のキリスト教セクトを否定したが、Paul

Pennyfeather ないし、彼が代表する現代人は何かを確信できるだろうかと

いう疑問を呈している。Paul Pennyfeather はキリスト教の教義の理解を

深めるのではなく、異教徒の否定に走ってしまう。この態度は、カトリッ

クが世界中に布教されていった時、各地の異教と上手く折り合いをつけて

いった姿勢と大いに異なる。

Decline and Fall はいわゆる教養小説のパロディになっていると、

Frederic L. Beaty は以下のように言う。

The novel as a whole may therefore be viewed as an ironic parody of

the Bildungsroman － one which, neither debasing the genre nor

treating it seriously, merely plays with it in unexpected ways.32

Paul Pennyfeather が経験を積んで、世事に長けたようになったという意

味では確かに成長したかもしれない。しかし、人間が如何に生きるべきか

という、肝心の部分を悟るに至らない。これはまともな父子関係を築けな

かった者に対するWaughの人間的成長への懐疑心の現われであろう。Paul

Pennyfeather は超自我を受け入れず、次のように本文にあるように、刑務

所の独房の 4 週間は Paul Pennyfeather にとって人生で一番幸福だった。

何事においても決断する必要がないことは気分が浮き立つことだったし、

時間や食事や衣服の心配、他人にどう映るか気にする必要もないし、実際
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問題、自由であろうとする気遣いも必要ない。

The next four weeks of solitary confinement were among the happiest

in Paul’s life. The physical comforts were certainly meagre but at

the Rizs Paul had learned to appreciate the inadequacy of purely

physical comfort. It was so exhilarating, he found, never to have to

make any decision on any subject, to be wholly relieved from the small-

est consideration of time, meals or clothes, to have no anxiety ever

about what kind of impression he was making: in fact, to be

free.(144)

独房の中はまるで母親の子宮の中にいるようである。あるいは、フロイト

の言う無の状態に回帰させようとする「死の欲動」のようである。Waugh

自身も「死の欲動」を感じることがあった。Shelley Walia は次のように、

Jeffrey Heath は Waugh が人として、あるいは作家としての Decline and
Fall、すなわち現代の伝統の砦である、パブリックスクール、軍隊、英国

国教会、保守党政治家、芸術的領域における規律の緩みについての幻滅を

辿っていることに注目し、

[Jeffrey] Heath traces Waugh’s Decline and Fall as a man and

writer to his disillusionment with the contemporary laxity in the tra-

ditional bastions of discipline: the public school, the military, the

Anglican Church, the Tory politicians, and the artistic discipline.

And gradually, over the years, Waugh’s sense of desertion became so

absolute that he could desire nothing better than the confinement to

death, which to him meant ultimate freedom.33

Waughは年月を経るにつれて、諦念が強まり、ただ死に包まれることを望

むようになったというのである。そしてその状態は彼にとって究極の自由

を意味した、というのだ。

しかし、超自我は、子宮の中に留まることを許さない。Margotらの企て

により、Paul Pennyfeather は牢から出されてしまう。超自我は Paul
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Pennyfeather に大人になることをせまる。しかし、Paul Pennyfeather は

本質的なことには目覚めない。A. Clement が指摘するように、

His incarceration, contrary to what he would expect, does not bring

him “an epiphany” but in merely blinds him more to the realities of life.

Paul’s meditations on the relativity of honour － which is one of the

themes, incidentally, of the later novels, especially the war-trilogy

― and on his defence of Margot reveal how blindly besotted with love

he is with temptress:34

結局、Paul Pennyfeather は自分が期待したのとは裏腹に、投獄によって

神の啓示を得られず、人生の現実に盲目となるだけだった。名誉の相対化

―のちのWaughの作品、特に戦争三部作の主題のひとつ―と Margotを守

ることで結局 Paul Pennyfeather は盲目的に姦婦に骨抜きにされただけだ

ということを示している。本文にあるように、Margot が有罪の判決を受

け、投獄されることから救うか、救わないかという問いで迷うのみである。

In his six weeks of solitude ad grave consideration he had failed to

make up his mind about Margot Beste-Chetwynde: it was torn and dis-

tracted by two conflicting methods of thought. ...Margot had not

quite filled the place assigned to her, for in this case she was grossly

culpable, ... . On the other hand ...It was impossible to imprison the

Margot who committed the crime. (187)

A. Clement が以下のように指摘するように、愛人を理想化することと事

実誤認はまるで、現代版の Don Quixote のようである。

In his idealization of his mistress and misperception of realities,

Paul is a modern version of Cervantes’ s Don Quixote.35

伝統を受け継いでいない Paul Pennyfeather は物事の本質に迫る思考をす

ることができない。A. Clement はさらに、以下のように
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To classist Waugh, it is tradition embodied in social and religious insti-

tutions, morals and manners and aesthetic values that protects people

from savagery and riot and assures them of meaningful existence.36

階級主義者の Waugh にとって、人々を野蛮や混乱から守り、意義あるあ

る存在であると確信させるの社会的、宗教的機関や道徳、習慣、審美的価

値において具現化された伝統であると述べている。

Waughにとって伝統とは、父から子へと継承されるべきである。第一次

大戦後は、伝統が断絶してしまった。その断絶に対する不満が表れている。

Shelley Walia はこう言う。

Despite their flashy and elaborate style and seeming levity,

Waugh’s early novels have a serious theme: the dissatisfaction of

the new post-war class of the young with inherited standards.37

すなわち、けばけばしく、凝ったスタイルかつうわべの軽薄さにもかかわ

らず、Waughの初期小説は真面目なテーマを持っていた。すなわち、過去

から受け継いだ価値基準を持った第一次大戦後の新しい階級の若者の不満

だというのだ。

A. Clement は ‘Waugh’s own quest is not merely aesthetic . . . but is a

search for order and stability.’ 38 と Waugh は生涯に渡って、審美的探求を

続けたばかりでなく、秩序と安定を求めた、と述べている。このように、

Waughは生涯をかけて秩序と安定を探求した。その秩序と安定はキリスト

教の信仰とともに、父性に基づく秩序と安定であり、さらに自分が良き父

となることであったと読み込みたい。

Waughはこのあと、生涯をかけて、作品において父性について、あるい

は父親であることの意味について問い続けていく。
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