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(1806‑1870)がアメリカ・インディアンにかなりの関心を抱

き,多くの作品を残したことは周知の事実だが,この作家がその関心と理解においてクー
パーやセジウィックを凌駕していると論ずれば曲論の誹りは免れないだろう。シムズ研究
家が揃ってシムズの代表作を『イェマシー族』よりも革命ロマンスに求める風潮があるの
も,『イェマシー族』が文学的に劣っているということだけでなく,シムズのインディアン
観が保守的である事実を考慮に入れているためであるだろうし,またMcWilliamsが珍し
く叙事詩という視点からかなりの紙数を割いて分析しながら,『イェマシー族』が『モヒカ
ン族の最後』よりも優れた作品であるというPark

Benjaminの評価を再確認するのに躊

躇し,最終的にはこれを否定するのも,シムズがインディアンをアメリカの歴史から抹殺
するのに一役買ったという思いを抱いているからである｡1

Ridgelyは彼が編集した『イェ

マシー族』の序文で,この作品がインディアンを南部の歴史から排除するためのものであっ
たとはっきりと結論を下している｡2

Maddox

が1830年代から1850年代のアメリカのイン

ディアン強制移住問題がどのように文学作品の中に反映されているかを踏査しながら,ほ
とんどその関心が北部の作家に集中し,幾多の言及はしながらも包括的にシムズを分析し
ないのも,またシムズがインディアンに対する関心ばかりかかなりの共鳴を示したことに
触れながら,当時の南部という条件の下で彼が異人種間の結婚の可能性を示唆した事実を
過小評価してしまうのも,南北戦争前の南部の文学は諸悪の根灌である奴隷制に毒されて
いるという「北部」の偏見によるところが大きいと言っても過言ではない｡3
昨今のシムズ研究家は彼の黒人や奴隷制に対する姿勢について従来強調されてきた偏見
に満ちた批評を訂正しようと躍起になっているが,インディアンは奴隷制度というタブー
とは直接の関わりは持たないものの,白人の西漸運動と衝突した歴史的一大要素であり,
奴隷制に劣らず慎重を要する問題である。歴史家,政治家,作家(詩人,劇作家,小説家)
という三足のわらじを履いたシムズのインディアン観を包括的に論じるのは筆者の力の及
ばないところであり,本稿ではシムズの短編と詩,それから『意見と書評』に限定してそ
れを分析してみたいと思う。結論として,時にはかなりの暴言を吐くシムズがインディア
ンに対する共感という立場を崩さず,アメリカの歴史から抹殺される彼らや彼らの文化に
かなりの理解を示していたこと,インディアンの自主独立を許さぬアメリカの歴史と政治
の実態を描くことが作家としてのシムズの信念であったことを指摘したい。『イェマシー
族』は既に他の機会に分析したので,今回は必要最小限の言及にとどめたいと思う。
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(1)
シムズのインディアンヘの関心は古く,幼年時代にまで遡る。幼くして母親を亡くし,
妻の死の悲しみから西部開拓に遁走した父親からも切り離された状態にあった彼は祖母に
預けられたが,この祖母を通じて彼は生涯作家の糧となる多くの物語を吸収した。その中
には独立戦争や幽霊物語だけでなくインディアン戦争の話もあった。アンドルー・ジャク
ソンの下でインディアンと戦ったことのある父をミシシッピイに訪ねたシムズ(19歳の頃
であった)は,インディアンの村を具に観察し,これを記録に残し,詩や短編の素材とし
て用いている。
8歳の時から詩を書き始め,15歳で出版したとも言われるシムズは,10代の頃から詩人
には大きな使命が与えられていることを意識していた。それは貪欲な物質主義,経験主義
的現実の存在しか認めない余りに狭量な世界観から人類を救い,気高いものを求めさせる
というものであった｡4詩はバラッド,オード,ソネット,サタイア,恋歌,戦争詩など多岐
に渡ったが,原始的自然とインディアンに対する熱いまなざしは当然のごとく初期の頃か
ら大きな位置を占めていた。未開の荒野の中を散策することは,ヨーロッパ人のアメリカ
大陸との遭遇と,白人とインディアンの人種的及び文化的衝突の方向へ必然的に彼の関心
を向かわせた。「荒野」(1826)ではそれがはっきりと歌われている。

In the far windings of untrodden
Where

wilds―

nature is the same, as at her birth,

I love to riot in. My

heart forgets

The chains of social life,and I become
A member
'Twas
My

of the scene, I but survey!

a deep

form,

Indian

reposing

forest, where
from

I laid

the noonday

sun

Listless....
Straightway,
I seem'd

transported

to be―tho'

But in the distance
Of the wide

waste

My

vision more

The

far Atlantic,

to a by‑gone

age,

still the scene, the same.
could I hear
of waters,

expansive
created

the roar

and

grew,

at length,
and

o'er with

Divided into brilliants,filledmy

soon

foam,

view.

A speck was seen, tho' scarce perception‑noted,
Upon

the verge of the pale grey horizon,

Like a hand upon the wall at midnight.

The ship drew

near
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And

now

upon her deck, might many

a face

Awe‑fill'd, and wond'ring at the new
Be seen一一They look'd around

found land

on all

(SP, 20‑21)

「高慢な知性は自然の野生的な奥まった所を放浪する」ことも,「小石だらけの川床にたわ
いない囁き声を上げて流れる小川/高い絶壁から無頓着に落ちる小川」(SP,

20)を味わう

こともしないが,そのような「冷たい」高尚な思考と詩人は無縁のものだ。「社会生活の絆
から解放され」,「深いインディアンの森」に身を横たえた詩人は,自然の「妖精のような
魔法のような心地良い音楽」の中で「ひとりで甘美な休息」iSP,

20)を感得し,「過ぎ去

りし時代」の中に突入していく。新大陸の「発見」に畏怖の念に打たれ,「発見」を神に感
謝する白人に詩人の関心は注がれるが,これから衝突することになるインディアンと原始の
大森林にとって,白人は「斑点」(

speck"には変色,退色,腐敗の意が多分に含まれる)

であり,「真夜中に壁に写る手」のように不吉なものでもあることを詩人は見過ごすことは
ない。
「自然」に生きる姿がインディアンの生活と重なるのは「カロライナの森」(1836)等に
明らかである。木々や花花に潜む「霊の力」を感得するのはインディアンが代表する野生
の生活にいそしむ者だけであり,「森の人々は/木々の後ろに潜む野生の物を現在でも見る
ことができ/松の森では賛美歌がこだまし/インディアンの言葉を借りれば,それはいつ
までも消えることはない」{SP,

65)のである。

これとは逆に,自然と自由という「世間が狂喜する輝かしい言葉」(SP,80)の世界をリ
アリスティックに糾弾し,これを転覆させようとする詩があることも指摘しておかなけれ
ばならない。「インデ｀イアンの村」(1837)を見てみよう。ジョージアからアラバマにいた
るインディアン村落の実態は牧歌的世界からは程遠い。板に乗せて本にぶら下げた「ガキ」
(

brat")が泣き叫んでも目もくれずに,ただ黙々とトウモロコシに土寄せしている「あく

せく働く陰気な母親」(

surly

drudge,"

SP,

81)。「伝説に歌われそうな野生の戦士」も「途

方もなく怠惰であるだけ」であり,「火の水」のために昔の面影は全くない。

These

warriors brave

Will all be drunk by night. The
Drunk

with the drunkest.

Mad―looking

The

sober now,
already drunk,

for their weapons

in the dark,

Beating the winds, the walls, striving with trees,
And

one another―impotent

And

foaming

but fierce,

with the fury unappeased―

Till,in their madness,

with their emptied bottles

They'll break the old squaw's head, and she will fly
Howling

for vengeance.

. . . (SP,

82)

彼らは戦いによる田畑の荒廃のために飢えに苦しんで初めて平和の有り難さを知る有様で

‑

あり,平時となれば一団となって白人の不法定往者の牛を盗むのだ。白人はこのため野蛮

17‑

中

村

正

廣

人と敵対し,これを駆逐せざるをえない。こうして独自の文化を喪失したインディアンは
白人の町が築かれ,教会と酒場と牢獄が出来上がるという「非常に悲しい宿命」{SP,
を甘受することとなる。「自由と政治と法」の演説に狂喜する市庁舎の前の群衆の中で,キ
リスト教徒になった酔ったインディアンの戦士が「愛国者」の言葉に耳を傾けることとな
る。
この詩の語り手がインディアンに示す関心は,明らかに誤謬に満ちた自然崇拝やイン
ディアン的なものへの共感を排除するのを目的としており,文化的他者であるインディア
ンに社会の周縁的存在という位置づけすら否定しようとする。かつて「陳列」(exhibition)
という語は供え物を見せるという意味で使われたが,こうしてインディアンは読者の前に
陳列された後,生け贅として永遠に葬り去られるのである。高貴な野蛮人とは真っ向から
衝突する,このようなインディアンの姿を赤裸々に描いて見せるこの語り手は,自然に没
頭しようとするシムズとはどんな関係にあるのか。これが若いシムズに教育している父の
言葉そのものであることは「インディアンの村チルハウーイー」(1868)で明らかになる。
この詩は先の詩を,「私」と「思慮深い連れ」の「父」の対話という形で焼き直したもので。
「非常に悲しい宿命」を不可避のものと結論づける声がし私」のものではないことが明ら
かにされている。「私」が最初に語り始める。自然に足を踏み入れるのは「新しい領域」を
意識することであり,そこには荒野に体現される自由と無限がある。

No

law,

No

striving of vex'd

Foul

myriads

airs of the great

Amid

its narrow

Where
For

no limit, no perpetual

poor

Simply

If freed

boon

and narrow
and

courts,

of these, amidst
I cried

day

by day,

privilege,

dying, to no end,

of happiness;―what

Of wilderness,

sad sights,

struggles,

of breathing

Promised

in the crowd;

city and

alleys and low

humanity

the mean

toil,

wonder

the boundless

aloud

my

then,
spread

thoughts?

(SP,

259‑260)

だが,父はシャトウブリアン,ルソー,ヴォルテール,ラブレイ,モンテーニュといった
人物を列挙して,その幻想や哲学は現実の姿から切り離されたものだと糾弾する。「自然」
とは「木々や岩や森や川の集まり」(SP,261)ではない。「自然の正真正銘の代表は人間」
であり,「人間の本質は発展すること」にある。

Yet nature's truest representative
Is man;

whose properest nature liesin art!

Nature, as you discern it,lies in growth;
Man's nature is development.

He lives

To shape all natural objects to his will,
According

to endowment.

...
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The nature which does nothing of these things,
Is, in the man, mere
Nothing

savageism

[sic]; that knows

of freedom, and can never know!

Man's freedom

hath conditions, under law,

Attainable only as he yields to law,
That law
Work'd

being founded in his special gifts,
faithfullyin humility and hope,

That, in due season, freedom

shall be sure,

In the just exercise of art, while nature,
Serenely harbors in society. (SP,

261‑262)

この父が抑制されない自然の危険性の例としてインディアンの現状を見せつけ,その惨状
を描写するところは先程引用した詩と同じである。
Kiblerは自然とインディアンに対する理想主義的な見解と写実主義的見解のコントラ
ストが付加されていて前よりも優れた詩になっているとしてこの詩を評価する中で,詩人
が退廃した社会から抜け出て,原始的自然を通過した後に最終的に社会に戻るという,レ
オ･マルクスが分析したアメリカ神話の型を踏襲していると述べているが,5しかし「思慮深
い父」{SP,

260)の意図は「私」の幻想を徹底して破壊することにあることを忘れてはな

らない。この意味でここで我々が問うべき問題は自然対文明という抽象的一般論よりも,
インディアンの生活に注がれるシムズの視線である。父の写実主義的見解が「インディア
ンの村」と重複する複数連でどのように扱われているかを分析すれば興味深いことが判明
する。この箇所では前の詩と同じようにふたりの人物の対話は全く現れていないが,「少年
の情熱を矯正しよう」としてユーモアたっぶりに話す父は明らかにトーンダウンしている。
「あくせく働く母親の魂は手を休めると死に果てるかのように仕事に精出している」iSP,
81)の部分は削除され,インディアンが身につけているものは「芸術の進歩の第一歩」と
ユーモアを込めて認め,壷や鍋は「彼らの芸術の粋を集めたもの」{SP,

263)であり,イ

ンディアンの小屋に対する生理的反発は最初の詩では「人間が当然持つべき反感から我々
の鼻が感じる」{SP,
(SP,

81)ものであったのが,「五感が当然持つ反感から馬の鼻が感じる」

263)ものに変えられている。人間の五感が馬の五感,言い換えればhorse

sense (無

知な人間の持つ常識)に変容させられている。ターキイ・フットの足が速いのは「素面の
とき白人不法占拠者が背後に迫ったとき」iSP,

263)であり,インディアンの方が先に白

人に害を与えたという先の詩の趣意を弱体化させている。「自由と政治と法」についての演
説を行う人物は「愛国者」にまで変身せず,単なる「演説者」に終始し,その彼が「自然
と自由というおまえの好きなテーマについて論評するかもしれない」(SP,

265)のだ。イ

ンディアンを写実的に眺めながらも,自然を人間の手で変えることこそ進歩であるという
文明論者の父に与しないシムズの姿がここにはある。
(2)
ではシムズは白人勢力の前にインディアンが西へ駆逐される歴史の展開をどのように捉

‑

えているのだろうか。インディアンを素材にしたシムズの最も古い作品,「ブロークン･ア
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1825年,19才のシムズがクリーク族国家を旅した時に歌った詩であ

る。

Farther West! farther West! where the buffalo roves
And

the red deer is found in the valley he loves;

Our hearts shall be glad, in the hunt once again,
' Till the white man

shall seek for the lands that remain.

Farther West! farther West! where the Sun as he dies,
Stillleaves a deep lustre abroad in the skies;
Where
And

the hunter may
the white man

roam, and his woman

may

rove,

not blight, what he cannot improve!

Farther West! farther West, it is meet that we fly,
Where

the red deer will bound

at the glance of an eye:

And lonely and sad be the strain that is sung,
For the arrow is broken, the bow is unstrung! {SP,

7)

「押さえることの出来ない腕,寸分たがわぬトマホーク,鷹のような目」{SP,

6)のイン

ディアンは,「卑怯者のように,今いる平原でため息をつきながら残りの人生を無駄に過ご
す」(SP,7)ことはしない。語り手は「我々」という語を使用することによってインディ
アンであるか,インディアンと同化していることを暗示している。「冬の花に捧ぐ」(1825)
では冬景色の中で強靫な生命力を見せる冬の花とは対照的なインディアンの憂いに沈んだ
まなざしが詠まれているが,これと同じくインディアンが西へ追い立てられる哀愁がここ
にはある。インディアンの強制移住がインディアンのためでもあるという当時の一部の知
識人の見解と重複しているが,ここで注意しなければならないのは「我々」が白人に土地
を譲渡し,米国政府のために働いたマッキントッシュの一団であり,「卑怯者」が土地の譲
渡に反対した北クリーク族を指しているという点である。白人の土地掠奪と侵略の実態が,
白人に協力しながら西に聖地を求めざるをえないインディアンの哀愁によって包み込ま
れ,歴史の見えない陰の部分に追いやられていることにシムズの関心は向かわざるを得な
い。マッキントッシュは「英雄として,ほとんど誰にも劣ることなく死んだ/彼自身が彼
にとって最大の敵であり,白人に余りに忠誠を尽くしすぎたのだ」iSP,

7)と語る語り手

は,「我々が立ち去る荒野に/未だに部下の戦士がその死を嘆き悲しまなくてはならぬ酋長
に悔恨の歌を歌おう」(SP,7)と続ける。そして,引用の第一連の最後の行に注をつけた
シムズは,土地を掠奪してやまない白人勢力と,幼少時代に過ごした土地を追い出される
インディアンの政治上の衝突の実態が決して空想ではなく,現実のものであることをわざ
わざ注釈せざるをえなかった。ここでは白人の思惑通りに働きながら移住せざるをえなく
なったインディアンが,決してインディアンには安住の地はないという予言を残して立ち
去って行く姿が,注釈として付け加えられているのである。
幾度か手を加えられたこの詩の1868年度版の「スレカスチヤ,別名ブロークン･アロー」

‑

を見てみよう。この詩は改訂によって40行,10連から196行36連にまで拡大され,その中で
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南北戦争での南部の敗北がインディアンの強制移住と重ね合わされている。マッキントッ
シュの一軍は苦痛と遠き昔の記憶の誇りが交錯する悲しい歌を歌いながら,今は敵,味方
に分かれた同じ部族の別の集団から追われている。苦痛と悲しみにじっと耐える「森と野
生の禁欲主義者は/本を読むことなく,誰にも教わることなく/ただ自然に導かれて理想
的な達観を手に入れ」(SP,

271)ている。だがこのような苦境にインディアンを陥れたの

は他ならぬ白人であった。

So journey
Long,

on the melancholy

winding

The

fragments

And

now

By
Who,

of a nation

divided; sunder'd,

subtlety, and

of several

torn with

poison

drug'd

the treacherous

to the camps

their veins

with

tribes;

strifes,

cut in twain

in the guise of Christian

Brought
And

group;

trains; peoples

arts of men,
love

and

peace,

of the wild race,
passions

born

of hell.

{SP,

270)

しかし1825年作と比較すると後退している側面も少なくない。セミノール族やチェロ
キー族との戦いにおいて白人とともに勇敢に戦ったことに言及がなされ,白人が与えたメ
ダルを胸に大事に抱いているところは,白人の盟友的側面の美化であると同時に白人の西
漸運動の正当化とも言うことができ,前作の「白人に忠実すぎた」という反省は消えてし
まっている。そこには「偉大な矢が折れた」(SP,

275)ことへの悲しみはあるが後悔はな

い。「インディアンよりも白人に共鳴した」人物とシムズが再び注釈を加えているマッキン
トッシュについて,シムズが「部族の偉大なる指導者であった!彼が倒れ/部族は国家を
失った」[SP,

272)と歌い上げていることに,違和感を覚える読者も多いだろう。南部の

敗北とインディアンの敗北が重ね合わされたために酋長の行為がすべて美化された結果と
も言える。
そもそもインディアンと白人の遭遇は白人の横暴と支配に始まった。「歴史短編小説:
ルーカス・デ･アイヨン」でシムズはスペイン人によるハイチ征服から筆を起こしている。
征服者の前に軟弱な姿を晒すことはさらに征服者の暴虐を刺激することになり,ほとんど
ハイチの住民は根絶やしにされたが,南部のインディアンは「蛮勇と歓待という生得の美
徳」を持ち,一度は辛酸を嘗めるが,やがて征服者を駆逐する。ハイチの住民の不足を他
の西インド諸島の島や南部から奴隷を連れてきて補充するという政策を取られ,南部のイ
ンディアン狩りが始まる。スペイン人の例に漏れずデ・アイヨンは「高潔な思考と寛大な
感情を持てぬ」6冷酷な男であり,頭には金のことしかなかった。疑うことを知らないチク
オーラは捕らえられるが,「自己信頼と道徳的責任感と恥の意識」iWiC,

447)を待った彼

は敵が与える食べ物にも口をつけず,敵の目を盗んで海に飛び込み,やがて力尽きて死ぬ。
チクオーラの妻のコンバヒーは敵の死骸が見つかるまでは新しい夫を迎えないと言い張
り,デ・アイヨンを殺した後ようやく彼を受け入れる。このようにチクオーラに執着する

‑

彼女をインディアンの典型とするシムズは以下のようにコメントすることを忘れない。
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of the inflexibilityof the Indian

character, that we are apt to forget that these people are
human;

having, though perhaps in a small degree, and in less

activity,the same

vital passions, the same

susceptibilities―

the hopes, the fears, the loves and the hates, which establish
the humanity

of the whites. They

are colder and more

sterile,―

more

characterized by individuality and self‑esteem than any

more

social people; and these characteristics are the natural

and inevitable results of their habits of wandering.

(WiC,

455)

シムズがインディアンと接触した白人を徹底して批判できるのは,この白人勢力がスペ
イン人であるためでもある。スペイン人侵略者の非道を糾弾したラス・カサスが「知らぬ
者はない同国人の残忍さと狂暴さとは打って変わった人情味を待った慈愛に満ちた神父」
iWiC,

431)でありながら,またインディアン奴隷捕縛の推奨者であったと指摘すること

をシムズが忘れないのもそのためだろう。
ではイギリス植民地とインディアンの衝突はどのように扱われているか。これを知るに
は『イェマシー族』が格好の素材となる。

1715年のイェマシー族とカロライナ植民地の戦

争はチャールストン生まれのシムズにとって重大な事件であった。揺籃期にあった植民地
の浮沈にかかわるものであったばかり力ヽ,インディアン側は壊滅させられ強制的に排除さ
れた大事件であった。この作品はふたつの世界を代表するふたつのセクションに大きく分
けて分析した方がわかりやすい。ひとつは白人間拓地を描写するものであり,ここではフ
ロンティア・エネルギーがすべてを飲み込んでしまっている。白人不法占拠者は法による
処罰が届かないことやインディアンの寛容と忍耐をいいことにやりたい放題を尽くしてい
る。議会はあらゆる手段を使ってインディアンの土地を手に入れようとしているが,総督
はこれを抑止できず,ただイェマシー族がどう動くかを見張るしかない。愛国主義や人民
の自由は扇動政治家が唱えるお題目に終わっていることは,ニコルズ医師の滑稽な描写と,
他の登場人物たちによる揶揄に明らかである。キリスト教文明の残酷さや白人の悪漢ぶり
は指摘されても,これは個人の手に余るものであり,植民地の安定と発展のためには致し
方ないことが暗示される。他方,家柄や育ちよりも個人の才能を主張することも,またあ
らゆる者,あらゆる人鞋が平等に平和に共存共栄することを願うことも,歴史的展開には
不適切なものとして排除される。
もうひとつのセクションではインディアンが白人と同じ人間であり,白人以上に民主的
であることが描写される。血に飢えた残虐性は人間の経験に共通するものであり,感情を
露にしないとよく言われるインディアンはただ英語が話せず劣等感を隠蔽しているだけ
だ。男らしくないとされる愛の告白も夜ともなれば解放され,また堕落した昔の恋人を助
けようとするインディアン娘の気概や,マチワンとオコネストーガの親子の愛情,またサ
ヌーティとオコネストーガの相剋の前では,白人の登場人物のそれは色褪せてしまう。ベ
スのヒューに対する詰問は彼女の膚の色の白さが想起させる冷酷さを表しており,その他
の白人の登場人物たちの関係も好意的に描写されているのにも拘らず,表相的で滑稽です
らある。部族全体に目を転ずれば,インディアンは白人に寛大であった自分たちの行動の
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過ちを意識したからこそ,勢力が逆転した中で武装蜂起するのだ。部族の意志決定は合議
制でなされ,これを力で覆さんとするときも人民に直接言葉で訴えるのである。人民の意
志を無視した者は酋長であれ,人民に愛されている酋長の息子であれ,部族のシンボルを
剥奪され,永遠にマネイトウの谷から追放される。
白人がインディアンを駆逐するという歴史の展開にシムズの冷徹な目は注がれている。
白人の世界がどんなに不可解な力に突き動かされていようとも,結局はそれはインディア
ンの民主的で人間的な世界を凌駕し,これを破滅させていく。ふたつの世界を連結する役
柄を待った人物を創造しなかったシムズは,インディアンの滅びの美学とも言うべき神話
の世界に逃避することはなかった。少なくとも神話を創造しようとするシムズの試みは歴
史の前に挫折した。国家を奪われ,アイデンティティを失ったインディアンは,決して昔
のままの姿であることは許されず,酒に溺れ,ただ血と暴力を求める無気力な存在に堕ち
ていくしかない｡『オコネストーガのジレンマはふたりの貴族的支配者,クレイヴンとサヌー
ティが代表する敵対する理想を調和させる能力の欠如にある」7という見解は,シムズの歴
史的見解を無視したものでしかない。現実のインディアンには詩「インディアンの村」の
年配の語り手が冷徹に眺めた例のインディアンの惨状しか残されていなかった。
浮き草のように放浪するという点では白人の開拓者もインディアンと殆んど変わりはな
かった。彼らの放蕩と堕落もシムズの批判の的になっている。

The

unwise measures

of our statesmen, by which the public lands

have been thrown into the market

at almost nominal

before they were necessary to the growing

prices, and long

wants of our people, were

calculated to fix this injurious habit upon them.

It led to the

profligate and wasteful abuse of the lands already in cultivation,
and, in the end, to their subsequent
to cupidity, and mercenary

abandonment.

The

vast temptations

enterprise, held out by the immense,

and

but partially opened, tracts of plain and prairie in the west,
produced

a sleepless discontent with their existing condition, which

is natural enough

to a people, poor at first,successful only by the

singular bounty of Providence, and deficientin that moral prudence
which would have kept them so.8
この一節は国民の放浪によって文化の空白地帯が生まれることを危惧するシムズが「永遠
に続く,確固とした社会的政治的状態」こそ文学に必要だと強調しているところからの引
用だが,白人開拓者とインディアンの違いは,文化的空白地帯は前者では自らの意志もし
くはアメリカ政府の自由放任主義によるものであり,後者では外からの抑圧によるものだ
ということである。白人は土地を浪費し,現状に満足せぬ貪欲を持って西に向かうが,イ
ンディアンは土地を奪われ,異なる文化を押し付けられることによって放蕩に追込まれて
いくのである。このように歴史的展開の中で排除されていく運命にあるインディアンを口
マンチックに描き続けるのはシムズにとって不可能であった｡歴史的展開に抗して描けば,
インディアンは人鞋的実在から離れ,白人のアメリカ神話の中に変形され,結果としてそ
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の実存は形骸化されるしかなかった。またインディアンと白人の衝突は『イェマシー族』
発表後激しさを加えていくが,その前線は日を追って西に伸びており,これを描き続ける
ことはシムズにとって勝手知ったる南部を離れることに他ならなかった。以上の二点は
クーパーが『革脚絆物語』で歴史の時代背景と小説の空間背景の選択に右往左往しながら
ロマンチックな度合いを増しているのを見ればわかる。シムズが『イェマシー族』以後イ
ンディアンと白人勢力の衝突を長編ロマンスの素材にしなかったのはこれが原因している
と言ってよい。
(3)
インディアン国家はこのように歴史の闇に葬り去られるが,『イェマシー族』の中の強制
移住か,同化か死かという選択のいずれにも与せず白人世界の周縁に取り残されたイン
ディアンの将来はどうなるのか｡「オアカティッビイ,別名チョクトー族のサムソン」(1841)
は詩「インディアンの村」とかなり違った様相を呈している。大南西部を旅している「私」
と,チョクトーインディアンの村の近くで農園を開き綿摘みにインディアンを雇っている
ハリス大佐がインディアンの教育と同化の問題について興味深い議論を展開する。「私」の
関心は「この急速に堕落していく人々の特色である屈辱的な道徳的社会的退廃J
180」にある。[気紛れで自由な生活形態が与える野生的満足感]{WiC,

(MC,
181)を断念でき

るかどうか,「私」とハリス大佐は「推し量る」しかない。労働に就かせることが第一歩だ
ということでは意見の一致を見たが,どのようにやるかでは意見は対立した。
ハリス大佐は楽観的な男でインディアンでも金のためとあらば働くと主張するが,「私」
には余りにインディアンの本質を無視しているとしか思えない。「私」はインディアンは強
制的なやり方で教育するしかない,相手は何も知らぬ子供であるから服従させ,優れた者
に敬意を払わせることが必要だと述べる。そのためにはヘブライ人,サクソン人に対して
なされたのと同じように,国家全休,少なくともひとつの共同体全体を一度に感化しなく
てはならない。そうすれば逃避することも束縛に苦痛を感じることもなくなり,若い男女
も互いに結ばれることもできる。白人に恋をするという恐ろしいこともなくなる。膚の色
こそ違え,古代のサクソン人よりは生得の才能があるインディアンは初めこそ劣った社会
を構成するであろうが,やがてイギリスの場合のように優れた人種を作り上げるだろう,
と「私」は続ける。
この「私」の見解は『意見と書評』の中のシムズの言葉と重複しており,シムズの本意
と捉えていいだろう。ここには相手の文化の独自性を無視し,これを破壊して自らの文化
を相手に押し付ける文化的高慢がある。

しかし,『意見と書評』では,インデ｀イアンの文化

がホメロスの作品のように花咲くことを期待しながら,それがままならぬ現状に苛立ちが
昂じて,ブリテン人のようにインディアンを白人は最初から徹底的に征服し,支配下に置
くべきであったという「散漫な」主張なのだが,この短篇でも「私」の思いは同じである。
だが「我々ふたり」の憶測はサムソンというひとりのインディアンによる殺人と逃亡と
処刑によって砂上の楼閣のように崩され,ふたりは屈辱を感じる羽目になる。善意の中に
秘められた傲慢な白人文明至上主義はインディアンの威厳のある姿の前にはむなしく後退
するしかない。

‑

インディアンと白人の結婚という当時のタブーについてもシムズは微妙な立場を取って

24‑

シムズとアメリカ・インディアン

いたことも指摘しておく必要があるだろう。『イェマシー族』の中のヒュー･グレイソンも
「オアカティッビイ」の中の「私」も目という器官が膚の色の違う人種の混交に抵抗し,
これを非難するように作られており,(神が種族を明らかに区別し,切り離すバ所C,

185)

ようになさった結果であるとしている。人種差別主義者的発言としか言いようがない見解
だが,9これは当時としてはかなり一般的なものであったことを了解しておく必要がある。
その上でシムズが『ゆりとトーテム』(1850)の中でユグノーとインディアンの結婚を描き,
このような保守的見解とは真っ向から対立する見解も容認していたことに注目すべきであ
る。このアイデ｀アは偶発的なものではない。例えば,『意見と書評』の中でインディアンを
徹底的に短期間に抑圧・支配すべきであったというシムズは,その目的を次のように明確
にしている。

They

[the colonies] would have overrun them, parcelled them

off

in tens, and twenties, and hundreds, under strict task masters,
and, by compelling the performance

of their natural duties―that

labour which is the condition of all human
preserved them

to themselves

life,―would have

and to humanity.

Properly diluted,

there was no better blood than that of Cherokee

and Natchez.

It

would have been a good infusion into the paler fountain of
Quaker

and Puritan―the very fusion which would put our national

vanity in subjection to our pride, and contribute to keep us
as thoroughly independent

of the mother

country, in intellectual,

as we fondly believe ourselves to be in politicalrespects.10

ここでは異人鞋間の結婚は文化の混合の譬えとして使われていることは確かだが「血の混
入」という比喩は当時としては過激なものであったはずである。当時インディアンと白人
の結婚を視野に入れた上でインディアンの教育やキリスト教化を提案していたのはシムズだ
けではない｡ 11インディアン女性と白人男性の結婚はそれほどショツキングなものではな
かった。だが,インディアン男性と白人女性の結婚ともなれば,それは白人の側からすれ
ばあってはならぬものであった。『イェマシー族』ではヒュー･グレイソンは男女の区別は
していないが,「オアカティッビイ」ではインディアン男性と白人女性の恋愛,結婚が神の
摂理に合わぬものとして挙がっているのである。

しかし,シムズの作品にはインディアン

男性と白人女性の結婚の可能性を示唆するものも少なくない。
シムズの詩「アカビイの酋長:アシュレイ川の伝説」(1845)を見てみよう。アカビイ族
はイェマシー族と同じファミリーに属する部族だが,スペインの奸計にそそのかされて白
人集落を襲い,皆殺しにする。虐殺する中で,父と間違われて金髪の少女に抱きつかれた
酋長は,彼女を助ける。酋長30才,少女13才であった。これを契機に酋長は戦いをやめ,
彼女を自分の子供として大事に育てる。次第に娘に愛を感じるようになるが,彼の心には
一抹の不安があった。ある夕方それは白人の若者という形を取って現れ,彼女の関心を引
き付けてしまう。「長く眠りし自然が/彼女の心に目を覚まし/自分が昔一緒だった白人を
激しく求めた」(SP,

171)のである。「オセロ」(SP,
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て癒そうとする。ますます彼女に引かれていく彼の言葉や目の中に愛を感じ取った彼女は,
「彼が胸に抱き寄せても拒む様子は見せず」{SP,
いとは思わなかった」iSP,

174),「彼女は彼の意志に従うのを悲し

175)。

しかし酋長が狩りに出掛けた夜に彼女は白人の菁年の夢を見て,これが無限に広がって
いく。それは彼女の「運命」{SP,

176)であった。青年が現れてふたりは遁走。猟から帰っ

た酋長はふたりを探し回り,見付けたときは激昂を覚えたが,やがてふたりの結婚を祝福
し,土地を結婚祝いとして差し出す。しかし酋長が姿を見せなくなってから一年もすると,
菁年は娘に愛想をつかし暴力を振るうようになり,土地を売り,娘から逃げる。これを見
張っていた酋長は菁年を殺し,頭皮をはいで娘のところへ土地の証書と一緒に持っていく。
二度と姿を見せないと言う酋長に娘はそばに居させてくれと懇願するが,聞き入れられな
い。

'"I had believed thee once; but now, too late!
Henceforth
' Thou

I know

Hath

be, that thus my

fate

spoken; but my resolute will is set,

In manhood,―and
Though
Thus

thee, only to forget.'

canst not!'― 'It may

I know,

all of life be wo,

better―than with faithlessness to make.' (SP, 183)

娘はアカビイの美しい土地を売って白人の町に移る。娘から土地を買取った白人は「見る
からに美しい芸術作品を小道に飾り」,「野生のものを飼い慣らし」,「人工の技によって心
地よい湖を掘りかして漁場に変えてしまう」iSP,

184)。

"But stillthe spot was haunted by a grief;―
Joy ever sank in sadness:―guests depart;
A something
Impairs

sorrowful, beyond

the charms

belief,

of music and of art;

'Tillsadly went each grace,
And, as you see the place,
Gradual

the ruin grew, a grief to eye and heart.

(SP, 184‑185)

娘が白人を求める「激情」は宿命的なものだが,これは酋長によって「不誠実なもの」と
して人間を奴隷に貶めるものとして糾弾される。これと同じく,インディアンの森は白人
の「音楽と芸術の美」を拒否し,永遠に白人を排除してしまう。
「ふたつのキャンプ:旧北部州の伝説」(1843)は南北カロライナの境界線の北側に住ん
でいたダニエル・ネルソンが語る物語だが,ここでもインディアン男性と白人女性の結婚
の可能性が扱われている。時代は18世紀,インディアンの森への白人の人権はダニエル・
ブーンの不撓不屈の精神を持つネルソンらの努力のために,インディアン勢力を上回るは
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どまでになっている。インディアンは「取り引きで騙され,酒で堕落させられ」{WiC,

41)

ており,その不満はまさに爆発せんとしていた。インディアンによる襲撃の可能性が高い
ことを意識する「燃えるような目を持ち,同じく燃えるような気構えを備えた」(WiC,

40)

ネルソンは,警戒を怠らぬように隣人に忠告に出掛ける。ここまではかなり『イェマシー
族』と様相を同じくしているが,この後はブロックデン・ブラウン張りのゴシックロマン
スの要素が姿を現す。風もなく晴れた夜に犬を連れて出掛けた彼は,隣人の家とは反対方
向の彼方に火を見つけ,近づいて見ると白人の少女がインディアンに捕らえられているの
が目に入る。優れた猟犬である連れの犬が不断と変わらず静かにしているので,怒りを覚
えながら,ネルソンは恐怖感を押して飛び出すと,そこにはインディアンも少女も火の形
跡もない｡何かの前兆だと感じながら呆然としていると,近くに傷を負った瀕死のインディ
アン,レナテーワが倒れている。このインディアンの若者は実は酋長の息子で叔父の奸計
にはまり,瀕死の重症を負っていたが,ネルソンの家で手当てを受けている間に,ネルソ
ンの6才の娘ルーシイと親しくなり,これを契機に英語を話すようになる。
やがてレナテーワは他のインディアンがネルソンの家に近づかないように本にトーテム
をつけて立ち去っていく。しかし,チェロキー部族全体が参加した戦いではこのトーテム
も効力は薄れ,ルーシイはインディアンに連れ去られてしまう。偶然にインディアンの野
営を見つけたネルソンはレナテーワの助力も得て,彼女を助ける。やがてチェロキー国家
は敗北し,平和が訪れるが,しばらくしてズボンを履いたレナテーワが現れる。彼の目的
がルーシイとの結婚にあることは明らかで,ネルソンはふたりの結婚に反対しなかったが,
妻は反対であった。ふたりが駆け落ちせぬように見張れという妻の言葉に従い,ふたりの
行動を窺っていると,淑やかなルーシイと誇り高く堂々としたレナテーワの姿が見える。
似合いのカップルだが,妻が反対しているのにどうすればいいのか迷っていると,そのと
き敵のインディアンにレナテーワは襲われる。ネルソンはこのインディアンに発砲してレ
ナテーワを助けるが,彼の傷は手の施しようもなく,死んでしまう。ルーシイが彼を愛し
ていたかどうかネルソンは断言できなかったが,この事件以後彼女の顔からは笑みがなく
なり,かなり良縁の話もあったものの,彼女は独身を通す。
ネルソンがインディアンに捕らえられた白人女性の幻を見た場面は,エドガー・ハント
リーが洞穴で白人の少女と一緒にいるインディアンを殺す場面を思い出させるが,イン
ディアンが象徴するものは全く様相を異にしている。一言もしゃべらず身動きひとつしな
いという点ではハントリーのインディアンもネルソンのインディアンも同じである。
しストーリーは全く異なる方向へ展開する。ハントリーの場合は夢遊病者のごとくグリセ
ロを追って,洞穴に入り,パンサーに遭遇するとこれを殺し,その生肉を食べ,その後に
インディアンと少女を見つけ,インディアンを実際に殺すのだ。ここではインディアンの
残忍性はハントリーの中に潜む残酷さを正当化するのに使用されている。実際ブラウンは
『エドガー・パントリー』の序文の中でアメリカの作家が使うべきゴシックロマンスの素
材としてインディアンの敵意ある攻撃を具体的一例として挙げている。ハントリーの頭で
怒濤のごとく渦巻く空想が幻想であったことが後に友人サースフィールドの言葉によって
確証されても,ブラウンが使うインディアンの白人社会での位置づけはその残忍性である。
夢遊病者ハントリーは幼年時代にインディアンによって家族が虐殺されたことや近年イン

‑

ディアンによる殺戮が行われていることを意識に浮上させ,インディアンの残忍性という
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幻想を正当化しているが,この残忍性はハントリーの非理性の世界の外の世界でもそのま
まに機能している。しかし,正常な五感を備えた犬を引き連れたネルソンは,丘の上に陣
取ったインディアンと,どこかで会ったことがあるような「若い女性」が幻であるのを発
見するのである。そしてその直後に犬が耳をそばだてたので,クーガーが近くにいるもの
と彼は警戒するが,実はその動物らしきものは傷を負ったレナテーワなのだ。ネルソンの
恐怖感が娘ルーシイがインディアンに連れ去られる事件を幻という形で現出させるが,と
ころが残忍なはずのインディアンは負傷した姿を現す。そしてそのインディアンは貴公子
然とした若者であることをネルソンは一目で認識し,やがてルーシイと仲良くなるのを許
すのである。シムズが語る表面的ストーリーでは,このネルソンの幻はやがて起こるイン
ディアンによるルーシイ誘拐の予表として位置づけられているが,これまで筆者が分析し
てきたことを考慮すれば,ネルソンの見る幻は彼のインディアンに抱く恐怖が幻想に基づ
いていることを彼に知らしめる機能を果たしている。事実ネルソンの幻想が呼び寄せたレ
ナテーワはルーシイが誘拐される場面ではネルソンの強力な助っと役を演じるのである。
ネルソンの妻の反対が反映された他のインディアンによる襲撃にはネルソンやシムズの
逡巡が投影されている。レナテーワが敵である従兄弟によって殺され排除されていくス
トーリーの展開は,妻(白人を代表する人物)の娘の結婚への反対に見られる人種差別に
対する罪意識からの解放を目的としているという解釈も可能である。しかし,レナテーワ
とルーシイはアカビイの酋長と娘の場合以上に結ばれる可能性は高く,それはルーシイが
独身を通したという短いコメントの中に顕著に表われている。
(4)
筆者はこれまで自然と文明,白人とインディアンの歴史的衝突,人種の混合,文化の相
剋などの観点からシムズのインディアン観を分析してきた。シムズは大勢においてイン
ディアンの置かれた現実や歴史的状況にかなりの理解と同情を寄せているが,同時にロマ
ンチックなインディアン像に逃避しない姿勢がそこには厳然と存在している。この姿勢が
インディアンを神話の世界に閉じ込めることを拒否し,現実のインディアンを写実的に捉
えさせるように彼を突き動かしている。しかし,シムズがリアリスチックでありながら終
始ロマンチックであることを放棄しなかったことは忘れてはならないだろう。インディア
ンはシムズにとって,アメリカの歴史の中ばかりか彼自身の目の前でも実存し続け,彼の
関心を捉えて離さない存在であった。
最後に彼の作品には白人との関係を超越したものもあることを忘れてはならないだろ
う。黒人がインディアン既婚女性に言い寄る「カヨーラ:黒人監督の恋」といった滑稽な
ものもあれば,「ジョカシー:あるチェロキー族の伝説」,「タステヌーギの肘掛け椅子:カ
ターバ族の伝説」といったインディアン伝説を綴ったものもある。「カヨーラ」はインディ
アンの陶器の真価を認める語り手が,その陶器が白人の間で使われなくなったことを嘆き,
過去と現在の断絶を修復する目的のために語る物語で,黒人男性の高慢とインディアン女
性カヨーラの貞節と信義が対比されている。チェロキー伝説は青年と少女の恋がふたりが
属する部族の対立のために破局に向かい,菁年は殺され少女は入水自殺する顛末を描き,
カターバ伝説は悪妻に苦しめられた男が悪魔のタステヌーギが宿る松の本に妻を閉じ込め

‑

て,他の女と結婚する滑稽な話である。これらはインディアンの神話や民話に現れる世界
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創造やトリックスター等とは違い,シムズ自身の言葉にもあるように白人の世界にそっく
りそのままパラレルが見出せる素材から成立しているが,いずれもシムズのインディアン
に対する関心の旺盛ぶりを例証してくれる作品であることに変わりはない。
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