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フランク・オコナーの短編「国賓」分析：

An�Analysis�on�Frank�O’Conner’s�“Guests�of�the�Nation”

	 14L036　湯田かよこ

　コミュニケーション演習１、２を通して英米の短編小説を読み、文学作品における設定、人物

や風景描写、作品のテーマと細部の描写との関連について考えてきた。ここでは、筆者が常々興

味を持ってきたアイルランドの作家、フランク・オコナー（Frank O’Conner	1903－1966）の短編

「国賓」（“Guests of  the Nation”）を取り上げ、作品のテーマと細部の描写との関連、特に「外国」

や「外国人」としていかにアイルランドやイギリスが描かれているかに着目してみたいと思う。

　「国賓」は1931年出版のオコナーの同名の短編集において発表された。20世紀、オコナーの時

代のアイルランドでは、12世紀から約800年続くイギリスによる統治からの独立を目指す運動

が、政治や軍事だけでなく、宗教、文化など様々な分野で遂行されていた。共和国の成立は

1949年であるが、イギリス政府、イギリス系住民、アイルランド人ナショナリストの間の自治

をめぐる対立は、武装蜂起（1916）や、独立戦争（1919-21）、南部と北部の分断と内戦

（1921）などに発展していき、これらの混乱に伴って1920年頃からナショナリストの義勇軍で

ある「アイルランド共和国軍」（Irish Republican Army : IRA)が組織されていった。革命を抑える

ためにイギリスからも兵士や武装警官がアイルランドに送られ、大義のためだけでなく経済的な

理由で入隊した者も多かったようだが、互いにゲリラ戦やテロで多くの死傷者を出した。オコ

ナー自身、1918年から1923年までIRAに広報係として従事した経験（戦闘経験はない）を持

ち、この頃の内乱がこの物語に色濃く反映されている。1	

　物語のあらすじは以下のようである。20世紀前半、紛争中のアイルランドの西部の村で、IRA

の若い兵士「僕」（	I ）とノーブル（Noble）が、イギリス兵ベルチャー（Belcher）とホーキンズ

（Hawkins）を見張るよう命じられている。しかし、彼らは互いに打ち解けていき、ある時

「僕」は上官のジェレマイア・ドノヴァン（Jeremiah Donovan）から二人のイギリス兵は他所で

イギリス軍に捕らえられたIRA兵士の人質だと聞かされる。そしてある日、IRAの捕虜が殺され

たと分かると、報復として、ベルチャーとホーキンズの処刑が命じられる。イギリス兵の最後の

言葉や振る舞いが「僕」を動揺させる。

　「国賓」の人物描写や舞台設定は、作者の当時のアイルランドでの紛争への疑問や、歴史の認

識を反映している。特に、この作品における「外国」としての「イギリス」、「外国人」としての

「イギリス人」の描き方にそれらは反映されていると思われる。アイルランドはイギリスの隣国

であり、また長い間、アイルランドはイギリスに併合されてもいたが、この二つの地域の人々は

異なる特徴を持っており、互いに外国人であるという意識がはっきりと描写されている。特に、

この作品ではアイルランド兵とイギリス兵の対比によって表されている。
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例えば、イギリス人の服装は不自然な「カーキ色の軍服と外套に一般人のズボンとブーツ」

（“khaki tunics and overcoats with civilian pants and boots”		p.	50）で、彼らの言葉は「ナイフで刻

んだような鋭いアクセントの英語」（“they had accents you could cut with a knife”		p.50）とされ

ている。2		

　宗教については、敬虔なカトリック信者であるアイルランド人に比べて、イギリス人はほとん

ど無神論者に近い不信心ものとして描かれている。アイルランド人のノーブルが神父の兄弟を持

ち、彼自身、聖書にあるような来世を信じていることが、「資本家なんてものが発明されるはる

か前から、みんな来世があることを信じていたんだ」（“Before ever a capitalist was thought of  

people believed in the next world”	 	p.	51)というホーキンズに対して言った言葉から伺える。一

方、イギリス人のホーキンズは、創世記の物語を「アホらしい話」（“a silly belief ”		p.	52）と言っ

たり、「資本家はな、神父に金を与えてあの世がどうのという話をさせて、この世では連中がと

んでもないことをやらかしていることに目が向かないようにしてるだけだ」（“The capitalists pay 

the priests to tell you about the next world so that you won’t notice what the bastards are up to in this’	

p.	51）と教会の腐敗を辛辣に非難したりしている。

　しかし、これらの相違点を超えて、アイルランド人の「僕」やノーブルとイギリス人のベル

チャーやホーキンズは互いを知れば知るほど共感しあうところも多い。イギリス兵二人の処刑が

行われようとする場面では、IRA兵士の動揺や、「仲間」（“pal”、“chum”）になったはずのIRAの

兵士に裏切られるイギリス人兵士の悲しみ、イギリス人兵士がIRAの兵士と「仲間」であり続け

ようとする望みが表現されている。

I: […...] wondering what I’d do if  they put up a fight for it or run, wishing to God they’d do one or 

the other. I knew if  they did run for it, that I’d never fire on them. (pp.	55-56)

…

Hawkins asked if  anybody thought he’d shoot Noble.

 ‘Yes, you would,’ said Jeremiah Donovan.

 ‘No, I wouldn’t, damn you!’

 ‘You would, because you’d know you’d be shot for not doing it’

 ‘I wouldn’t, not if  I was to be shot twenty times over. I wouldn’t shoot a pal…

Hawkins: ‘[……] You and me are chums. You can’t come over to my side, so I’ll come over to your 

side. That show you I mean what I say? Give me a rifle and I’ll go along with you and the other 

lads.’…

‘I’m through with it. I’m a deserter or anything else you like. I don’t believe in your stuff, but it’s no 

worse than mine. That satisfy you?’

	 (pp.55-57）

もしこのふたりが襲いかかってきたり、逃げ出したりしたらどうなるだろうかと僕は考えて

いた。抵抗するのでも逃げるのでもどちらでもいいから、やってほしいと神に願った。もし
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ふたりが逃げ出しても、僕には撃てないとわかっていた。

（中略）

ホーキンズは、自分がノーブルに銃を向けられると思うか、と訊いてきた。

　　「ああ、向けられるさ」ジェレマイア・ドノヴァンが言った。

　　「向けるもんか」

　　「向けるさ。そうしなければ自分が処刑されるからだ」

　　「向けない。20回処刑されたとしても、向けない。ダチを撃つことなんかできない。

（中略）

「…俺たちは同志だ。お前が俺たちの側に来ることはできないようだから、俺がそっちに行

く。わかるか？ライフルを渡せ。そうしたら俺はお前らみんなの仲間になる」[……]

「もう決めたんだ。逃亡兵になりさがっても何でもいい。お前らのやってることはわけわか

らんが、俺たちのやってることだって大差ない。な、それでどうだ？」

	 （pp.	52-56）

　読者は、ホーキンズたちが仮に立場が逆になった場合でも敵国の者を「仲間」とできるといえ

るかどうか分からない。しかしそれよりも、「僕」、ノーブル、ベルチャー、ホーキンズが皆、「仲

間」であるにも関わらず殺し合いを強要される状況の理不尽さを共有していることの方がよりよ

く読み取れる。「僕」にとっては、他所で処刑される見ず知らずのIRAの「同胞」より、目の前

のイギリス人の「仲間」に感情移入しており、もし状況が違えば自分が殺される側になるかもし

れないことを痛感する。そして、ドノヴァンなどのナショナリストが盲信する「大義」とは何

か、人々が和解できる可能性を打ち砕くような戦争に「大義」はあるのか、隣国同士である自分

たちを「外国人」として区別し、敵視する意味はあるのか、ということをこの作品は問うている。

　舞台となっているアイルランド西部（クレアゴールウェイ地方）や、イギリス兵二人が銃殺さ

れ埋められる沼地（‘bog’）は、古代から積み重なるアイルランドの歴史の象徴となっている。

アイルランド西部は、イギリスの侵略の影響が比較的少なく、ゲール語など伝統的なケルト文化

を保存し続ける地域で、ナショナリストにとって重要な意味を持っていた。例えば、ジェイム

ズ・ジョイス（James Joyce 1882-1941）の『ダブリンの人々』（Dubliners 1914年）の「死者た

ち」(“The Dead”)という短編に、アイルランド人の主人公が、ナショナリストの女友達から、西

部へ旅行し自国への理解を深めるべきだと言われる場面や、妻の故郷の西部に思いをはせる場面

がある。ここではダブリンの都会的で、イギリス風の暮らしと、西部の原始的なアイルランドの

理想像が対比されているが、この背景には、アイルランド西部に対するアイルランド人の考え方

が表れている。

　特に	 ‘bog’と呼ばれる西部に広がる沼地にはアイルランドの歴史の跡が残されている。その土

壌は、その性質により、埋められた歴史的遺留物や人や動物の死体まで状態よく保存することで

有名である。実際に、2014年には暗殺されたIRA兵士の遺体が発見されたこともある。3		このよ

うな場所にイギリス兵とアイルランド兵を置くことは、この二国の強烈な対比を読者に意識させ

る。そして、これまで様々な歴史上の人や物をのみ込んできた沼地にベルチャーとホーキンズが
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埋葬されたことは、彼らもまたアイルランドの歴史にのみ込まれたことを意味する。「僕」や

ノーブルがなすすべもなくこれを見ている様子は、争いの歴史を繰り返すままにしているアイル

ランド人の態度を彼ら二人もまた表しているように見えるだろう。しかし、最後に「僕」や

Nobleがこの事件に対して感じた悲しみや違和感は、悲惨な歴史の繰り返しを止める一縷の望み

につながるのではないか。作者はこの二つの視点を読者に提示している。

　オコナーが作品中、アイルランド人にイギリス人を残酷に殺害させ、捕虜のIRAの処刑を不在

にしたままにしているのは、アイルランドによるイギリス人への復讐を正当化するためでも、殉

死した同国人を称えて戦意高揚に貢献するためでもない。過激な民族主義や独立運動で偏狭さを

増す母国アイルランドの社会や、「僕」やノーブルがイギリス人を処刑しようとするドノヴァン

を制止できないように、IRAによるイギリス人の虐殺を黙認する者への批判とともに、このよう

な排他的な態度や暴力行為に立ち向う者が現れる希望の両方を、作者はこの作品に込めたのでは

ないかと思う。

1	 	この背景については、鈴木良平著	『増補版　IRA（アイルランド共和国軍）－アイルランドのナショナリズ

ム－』(彩流社、1988年)を参照した。オコナーの経歴についてはJames H. Matthews Frank O’Connor (New 
Jersey: Associated University Presses, Inc. 1976)を参照。

2	 	「国賓」については、Frank O’Connor My Oedipus Complex and Other Stories (London: Penguin Books, 2005)掲載の

ものを使用。また日本語訳は、この部分は、より直訳と思われる橋本槇矩編訳『アイルランド短編選』（岩波

書店、2000年）に掲載の「国賓」から引用。他は阿部公彦訳『フランク・オコナー短編集』（岩波書店、2008

年）による。

	 オコナー、フランク。阿部公彦訳『フランク・オコナー短編集』岩波書店、2008年

3	 沼地で発見されたIRA兵の遺体については Belfast Telegram掲載の記事を参照。

	 	http://m.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/body-found-in-bog-identified-as-that-of-ira-disappeared-
victim-brendan-megraw-30715192.html		(閲覧日時：2016年1月22日21:00)

	 （指導教員　杉村　使乃）
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