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アメリカ文学におけるユダヤ系作家達

新田玲子

第一章 ユダヤ系移民の概観

ユダヤ人のアメリカ移住には大きくわけて四つの時期がある。まず第一期は，23名のユダ

ヤ人が当時ニュ ー・ アムステノレダムと呼ばれたニューヨークに到着して，最初のユ夕、ヤ系ア

メリカ人となった1654年から，1825年頃まで、で，中心となるのは「セファルディム」と呼ば

れるスペイン ・ポノレトガノレ・オランダ系のユダヤ人である。この時期，約175年のあいだにや

って来たユ夕、、ヤ系移民の数は絶対的に少なく ，1730年まではシナゴーグもなかった。そのた

め結婚を通してユダヤ主義から遠さ.かったり ，名前をアメリカ化して しまう者も多かったの

で，常に新たな移民が到着していたにもかかわらず，19世紀に入っても ユダヤ人口はだし、た

い l万人程度に留まっていた。

ユダヤ系移民の第二期は1820年頃から1880年頃まで、で，革命と反革命に揺れるヨ ーロツノと

から逃れてきた Iアシュケナージ」と呼ばれる ドイツ系のユダヤ人達である。人口は 1万

から25万に膨れあがり ，折しも西部開拓が進み，東部の工業が発展しつつある時代だったた

めに，持ち前の商業的才能を活かして成功を遂げた者も多かったし，大金持にならなくとも

大抵の者は裕福な生活を達成し， アメリカ資本主義社会の中に同化していった。

ユダヤ系移民の第三期は，ロシアのアレクサンドノレ二世の暗殺がきっかけになって，Iポ

グラム」と呼ばれる大規模ユダヤ人虐殺がロシアで起きた1881年から，アメリカの移民割当

法が成立し，ユダヤ系移民の大規模な流入が限止される1924年頃までの，東欧 ・ロシア系ユ

ダヤ人の大量移住の時期である。約40年ほどのあいだにユダヤ人口は250万に達した。アメ

リカへの移民数全体のなかで彼らが占めた割合はピーク時でも11パーセン ト強でしかなかっ

たが，アイノレランド人やイタ リア人のような当時の他の移民に比べてユダヤ系移民の定住率

は非常に高く ，しかも家族 ・共同体単位の移住が多かった。もちろん全員が一度にやってき

たのではなしたL、がし、は一家の働き手が最初にやって来て，金を貯めて家族を呼んだ。そ

して，身寄りのない新しい移民は同じユダヤ村(シュテー トル)の出身者を頼ってやって来

て，多くの移民がニューヨ ークとその周辺に集中 して，先にやって来た者が新参者に生活の

方法を教え，仕事を与え，新世界における共同体の再編成を行なった。英語を話せないユダ

ヤ人も多く ，彼らのために東欧 ・ロシア系ユダヤ人が日常使用 していたイディッシュ語によ

る新聞 『フォワ ード紙』や，イディッシュ語による演劇や講演会なども聞かれ，東欧 ・ロ シ

ア系ユダヤ文化がニュ ーヨークを中心に盛んになった。

ユダヤ系移民の第四期は，第二次世界大戦前夜から戦後にかけて，ホロコ ーストの影響で

アメリカに移住してきた人々である。第四期の初期にナチスの脅威から逃れてアメリカに移

住が許された人々の多くは，著名な科学者や知識人，社会的有力者だった。彼らは少数のエ
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リート移民で，渡米後，アメリカの科学や文化の発展に大きく貢献した。一方， 一般のほと

んどのユダヤ人は迫り来る危機を感じながらも移民割当法にはばまれ，その大部分が強制収

容所の煙突の中に消えていった。

ホロコ ーストによりヨーロッパのユダヤ人口は激減した。そのため，東欧 ・ロシアからの

大量のユダヤ系移民を受け入れていたアメリカは，戦後，もっとも多くのユダヤ人口を抱え

る固となった。ホロコーストはまたユダヤ民族絶滅の可能性を実感させた。そのため，ユダ

ヤ系アメリカ市民は自らのユダヤ性を再認識するとともに，ホロコースト生存者の救済やイ

スラエノレの建国に指導的立場を取るようになった。さらに，戦後縁故を頼って渡米した生存

者も多く，イスラエノレは建国されても中東情勢は依然として定まらないため，アメリカ合衆

国はユダヤ人の第二の祖国として重要な役割を果たしている。

第二章初期のユダヤ系作家達

さて，第一期のユダヤ系移民は数の上で絶対的少数だったし，移民は個人の単位で行なわ

れ，活動は商業分野が多かった。従って文化的影響は少なく ，第一期で記憶に残る文化人は，

モノレディカイ ・ノアとエマ ・ラザラスくらいだろう。このうちモノレディカイ ・ノアは，アメ

リカ政府の反ユダヤ的行動に抗議した文章で、アメリカユダヤ史においてこそ有名であるが，

一般にはあまり知られていなし、。またエマ ・ラザラスの名前が一般に記憶されているのも，

自由の女神に付された「し、ぎないの詩」のおかげである。

第二期の移民もやはり個人単位の移民で，活動の中心は商業分野だった。ジョーゼフ ・ピ

ューリッツアの 『ニューヨーク ・ワーノレド紙h アドルフ ・オクスの 『ニューヨーク ・タイ

ムズ紙ゎユージーン ・ メイヤーの 『 ワシントン ・ ポスト紙~ ， デーヴィッド ・ スタ ー ンの

『ニューヨ ーク ・ポスト紙』と，多くの有力新聞が「アシュケナージ」によって創設された

が，彼らの関心は企業としての新聞にあり ，新聞にユダヤ色が出ることを極力避けていた。

そのため彼らの新聞はアングロ ・サクソン系プロテスタントを中心に発展してきたアメリカ

文化の質を変えることはなかった。

第一期，第二期と違し、，第三期の移民達の場合は，短期間のうちに大量に，しかも集団で

移住したとし、う特殊な事情のため，独自の習慣や文化背景が維持されやすい状態にあった。

そこで，この時期にはニュ ーヨークを中心にイディッシュ文化が花聞き，移民体験をもとに

した英語の作品も次々に発表された。初期の東欧 ・ロシア系ユダヤ移民による代表的なアメ

リカ小説としては，メアリ ー・ アンティンの 『約束の地J 0912年〉や，エイブラハム ・カ

ーンの 『ディヴィッ ド・ レビンスキーの出世~ 0917年)，アンジア ・イージアスカの『パン

を与えてくれる人々~ 0925年〉が挙げられる。ユダヤ移民にとっては，これらの小説は自

らの体験を反映した身近な作品で-あっただけでなく ，新世界で生活する手引の役目を果たす

ものでもあった。しかし一般のアメリカ人読者にとっては非常に特異なものであり ，アメリ

カ文学の周辺に位置する「地方作家」の作品としかみなされなかった。

東欧 ・ロシア系移民がユダヤ移民の枠を越えたアメリカ的活動を始めるのは，1930年代に

入ってからである。この時期 rパーティザン ・レビュー紙』を中心として， Iニューヨーク

知識派」として知られるようになる一群の批評家達が活躍する。しかし， I過去を捨て，家
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族や伝統，そして記憶から離脱する という考えが，まさにニュ ーヨーク知識派を興奮させた

のだjO>と，アーヴィング ・ハウが 『我らの父の世界』と題した書物で、述べているように，

ニュ ーヨーク知識派は一世代移民のユダヤ的異質さに対する反発から極端な同化傾向を示 し，

ユダヤ的色彩はまったくなく ，政治意識が高まった30年代アメリカの革新的姿勢を特徴とす

る。

同じことは，この時期の重要な作家，マイケル ・ゴールドやナサニエル ・ウエストについ

てもいえる。ノレーマニア系ユダヤ人二世のアーヴィン ・グラニッチがマイケノレ ・ゴールドと

いうペンネームで発表した 『金のないユダヤ人J 0930年〉は，貧しいユダヤ系移民の実状

をあからさまに描きだしているが，ユダヤ的状況は作品の背景にすぎない。作品の主張は貧

富の差の不合理さと共産主義的理想にあり ，これがプロレタ リア運動が盛んだった30年代の

大衆に受け入れられた理由だった。また r ミス ・ ロン リ ーハート ~ 0933年〉や町、なごの

日 ~ 0939年〉のナサニエル ・ウエス トは，のちに60年代のブラックヒユ ーモアの先駆と し

て評価される作家で，アングロサクソン化された名前や作品内容には，彼が ロシア系ユダヤ

移民二世のネ イサン ・ウォレンスタ イン ・ワインスタインであることを意識させるものはな

L 、。

従って，30年代，ニュ ーヨークを中心にユタヤ系アメリカ作家や批評家達の活躍が盛んに

なっても，ユダヤ的性格は普通のアメリカ人にとって異質なものであり続けた。そう した状

況が大きく変化するためには，第二次世界大戦後続々と登場するユダヤ系アメリカ作家や批

評家達を待たねばならなかった。もっともユダヤ系作家の活動は数と同様に多様で，ユダヤ

系であることを特に強調する必要がない作家も多い。例えばノ ーマン ・メイラ ーは社会派の

作家で， 処女作 『裸者と死者~ 0948年〉では第二次大戦を扱い，組織の力が個人の自由を

脅かすことへの反発をいち早く示した。また r鹿の園J 0955年〉でもハリウッドの赤狩り

を題材に，組織対個人の様々な関わりを扱っている。そ して，60年代後半になるとエッセイ

やルポルタ ージュが多くなり ，やがてノンフィクション ・ノベノレの領域に入ってゆく。メイ

ラーが社会派だったのに対し，同じ頃「バナナ魚にはもってこいの日J0948年〉で 『ニュ

ーヨ ーカー誌』に登場し Fライ麦畑で捕まえて.10951年)でベストセラ ーになる J・D・

サリンジャ ーは，もっとずっと私的な作家であり ，中産階級や郊外族の内面の不毛を都会的

センスで描いている。登場人物にはグラス家のようなユダヤ系の人達や，ホールデ、ンのよう

に両親の一方がユダヤ系の人物も登場するが，ユダヤ的特質が作品の表面に出て来ることは

ほとんどない。さらに，少し遅れて登場するジョーゼフ ・へラーの場合は，ロスの作品を思

わせる 『輝けゴール ドJ 0979年〉のような現代ユダヤ人家庭を風刺するものも書いている。

しかしこの作品を本当に面白くしているのは，処女作 『キャッチ22.1 0961年〉に通じる新

奇な視点や軽妙な語り 口であり ，ユダヤ性よりも視点やスタイノレの面白さにこそへラ ーの本

領はある。

従って，もし この時期のユダヤ系アメリカ作家達がメイラーやサリンジャ ーやへラーのよ

うな活動しかしなかったと したら，彼らが 「ユダヤ系」移民の子孫であることを特に強調し，

それまでの作家と区別する必要はなかっただろう。しかし，1964年に 『終鷲を待ちながら』

においてレズリー ・フィードラーが，I現在我々が生きている時代は，散文のあらゆる領域

で，ユダヤ系作家がユダヤ性はきわめて市場性のある商品であり ，彼らの自慢する疎外が非
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ユダヤ的アメリカ文化の中心に入り込む通行許可証であることに気付いた時代であるJ(21と

述べたように，50年代から60年代にかけてアメリカ文学の主流に明らかに異質なユダヤ性を

持ち込んだ作家達がし、た。代表的作家はソーノレ ・ベロー，バ ーナード・マラマ ッド，フィリ

ップ ・ロスであり，彼らはユダヤ的素材を積極的に利用しただけでなく，ユダヤ民族という

少数民族の非常に特異な性格を普遍化させて現代的なアメリカの問題を扱い，それまで白人

のキリスト教徒に偏りがちだったアメリカ文学の質の変化を余儀なくしたのである。

第三章 ベロー，マラマッド，ロス

ユダヤ系作家の活動が特に目を引くようになるのは1950年代あたりからで，そのなかでい

ちはやく注目を集めたのがソール ・ベローだった。ベローはアルフレッド ・ケイシンが rア

メリカ小説の現貌』で指摘しているように，主人公のほとんどがユダヤ人であり， I誰にも

ましてユダヤ的経験そのものを表現しようとしたJ(31作家である。しかも，登場人物の日常

におけるユダヤ的体験は常にアメリカ的体験と対置され，物質文明における精神文化の喪失

や孤独と L、う現代人の病を象徴する。例えば，貧しいユダヤゲットーからアメリカの物質的

成功の世界へ同化されてゆくオーギー ・マーチをピカレスク風に描いた 『オーギ← ・マーチ

の冒険JI 0953年〉では，下宿人の身でありながら，たくましいユダヤの世俗的知恵でマー

チ一家の統率者となっているロッシュばあさんと，オーギーの兄で，世渡りのうまさと押し

だしのよさで力をつけてくる若いユダヤ世代の代表サイモンが，古い伝統と新しい文明の対

立を象徴する。やがてユダヤの精神的な伝統がアメリカの物質文明の前に屈するように，ロ

ッシュばあさんは老いて死に，マーチ家の家族としてのまとまりは崩壊する。一方サイモン

はアメリカ化した成金ユダヤ人の一族と結婚し，彼らの事業を拡大し，羽振りのよい生活を

送るが，サイモ ンの浮気や子供のいない結婚生活は，アメリカの物質的豊かさの中で愛や未

来への希望が喪失していることを暗示している。

『雨の王へンダーソンJI 0959年〉は，ユダヤ的主人公や都会を扱うことが多いベローに

は珍しくアングロ ・サクソン系プロテスタン 卜の金持ちが主人公で，舞台は未聞の地アフリ

カに置かれている。しかし，常に「何かしたし、，何かしたし、」という声に駆り立てられ，そ

れでいて何をしてもまともな結果に終らない主人公は，Iシュレミーノレj と呼ばれるユダヤ

の愚か者の姿でしかない。そして彼がシュレミーノレとなる原因は，アメリカ社会を覆う 物質

主義や欺踊に満たされない気持ちから生じており，非ユ夕、ヤ的題材を用いているように見え

ても，アメリカの物質主義と精神的ユダヤ性とが対比的に用いられていることに変わりはな

L 、。

『サムラ一氏の惑星JI 0970年〉の場合も同様で，ホロコーストのあとアメリカに渡って

きたサムラーの旧世界的な意識が，現代のアメリカの様々な事象にことごとく対立する。そ

して，サムラーがニューヨークの路上で知りあいの青年に暴力がふるわれている場面に遭遇

して助けを求めたときも，彼の声に応じるものは一人もいなし、。サムラーは， I声も，アク

セントも，シンタクスも，態度も，顔つきも，心も，あらゆる点で異国人であるJ(叫ことを

実感するのだが，それは彼が引きずっている旧世界の価値観に対する現代アメリカ社会の冷

たい無関心を反映しているようにみえる。こうして，ホロコーストの生存者であるサムラー



アメリカ文学におけるユダヤ系作家逮 95 

の当惑や憤慨，あるいは孤立感を通して，ベロ ーは知性や精神性や道徳性が現代アメリカ社

会で直面する困難を巧みに表現しているのである。

さて，ベローも用いた「シュレミ ーノレ」とし、う人物像は， 19世紀末から20世紀初頭にかけ

てイディッシュ文学の父として活躍したショーラム ・アライハムの作品や，ナチスを逃れて

1935年に渡米し，以後もイディッシュで作品を書き続けるアイザック ・パシェビィス ・シン

ガーの作品に，その原型を見出すことができる。これらの作品の主人公は，たえず不運に見

舞われる生まれつきの犠牲者，失敗者である。 しかし，彼らは本質的に善良で，どん底の生

活においてさえ人間としての誇りや喜びを忘れない。この力強い人間肯定の姿勢があるため

に，どんなに悲惨で皮肉な運命に翻弄されようとも，彼らは決してニヒリズムやブラックヒ

ユーモアに陥ることはなく ，お人好しでどこかおかしい暖かさを保った人物像を呈 している。

こうしたシュレミーノレの姿をアメリカ文学の中にもっとも忠実に受け継いで、いるのが，パ

ーナード ・マラマッドである。たとえば代表作 『アシスタント J 0957年〉の主要人物，モ

リス ・ボーパ ーは，ポグラムを逃れ，豊かな生活を夢みてアメ リカに渡って来る。しかし彼

が営む雑貨屈は，東欧 ・ロシアのユダヤ村さながら，品をつくほど惨めで貧しし、。たった半

斤のパンを買いにくる客のために朝六時に屈を開けるほど良心的で勤勉であっても，一日の

儲けはほとんどなく，常に飢えの恐れにさいなまれている。そんなモリスの性格を，娘のへ

レンは次のように述懐する。

彼は長時間よく働き，正直の鑑だった，というより，正直であることからどうしても逃れ

ることができなかった。正直は彼の存在の岩床だったので、ある・・…・一生懸命働けば働くほ

ど貧しくなる。彼はモリス ・ボーパーで，もっと運のし、L、誰でもない。そんな名をしてい

れば，財産を確固と持っていることなどできないのだ。まるで，所有しないことが血と歴

史の中に刻みこまれているかのようにom

ここには， Iモリス ・ボーバーニ善人=失敗者」としづ構図がはっきりと提示されている。

しかもそこで言及される血と歴史はモ リスのユダヤ性を暗示するので，この構図は「ユ ダヤ

人=善人=失敗者」とし、う，より普遍化された形で、用いられているように思える。

マラマッドの小説においては人生は厳しく生きにく L、。それだからこそ互いに助け合って

生きることが一層強く求められるのだが，誰もがそう考えるわけでないために，モリスのよ

うな善人の主人公は常に犠牲者となってしまう。 しかし，善良であればあるほど惨めになる

そリスを捉える視点は，苦々しいというよりもおかしさを感じさせる。善良さがないがしろ

にされることにやるせなさや憤りはあっても，ーその運命をあまりに淡泊に受け入れ，善良さ

にかたくなにしがみついている姿があまりに極端だからである。このような苦々しさを伴う

おかしさはマラマッドの作品の特質であるのだが，実はこの笑いこそ，逆境において神の道

を執助に守り通してきたユダヤ人の粘り強い生き様から生まれたものであり ，惨めな生活を

送る者を厭世家や皮肉家ではなくシュレミ ーノレにしている人間肯定の姿勢なのである。

ユダヤ系二世のベローやマラマッドがユダヤ人によって精神性や道徳性を体現させたのと

は対照的に，少し遅れて活躍を始める三世代目のフィリップ ・ロスは，ユダ、ヤ人の物質主義

的中産階級志向や偏狭な宗教心を強調し，ユダヤ性をあからさまな攻撃の対象として用いた。
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例えば初期の 『さようなら，コロンパスJ (1959年〉においては，下町ニューアークで叔母

の家に同居しているニーノレ ・クルーグマンの初々しい恋愛を扱いながら，騒々しい愚痴とい

う形でしか愛情表現ができない叔母に代表される古い型のユダ、ヤ人や，態度はなにかと非ユ

ダヤ的でありながら，都合が悪くなるとユダヤ的貞操を掲げてニールをなじるブレンダ ・パ

ティムキンのような，現代ユダヤ人の身勝手さが非難されている。また，最高傑作ともいえ

る『ポートノイの不満J (1969年)では，アレックス ・ポートノイによって，父親が好んで

金銭を尺度に話すことの世俗性や，常に身体的な問題をあけすけに示す品のなさ， I強暴で

自己破壊的なやり方で家族に親しみを示すことj(引しかできない押し付けがましい愛情が，

古い型のユダヤ人の強烈な性格として退けられ，また， I何でもうま くやってのけることが

できて，自分自身もこれはあまりに立派すぎると認めないわけにはし、かなし、j(7)母親の侵し

がたい完壁さが，息子の将来に身を捧げる典型的なユダヤ人の母親像として榔検されている。

ユダヤ人を痛烈な皮肉や臨調笑の的として用いたために， ロスは多くの伝統的ユダヤ人に不

評を買った。だが，一部のユダヤ人にとってロスの作品が内部告発と受けとめられたとして

も，彼の読者の多くはユダヤ人批判以上のものを読みとっていた。彼らは，成り上がりのノミ

ティムキン家の娘にニーノレが感じた魅力と嫌悪に，自分の育った背景から飛び立ちたし、とい

う成功の夢と，物質社会の醜い現実に対する反感を感じ，ニールを夢と現実のあいだで葛藤

するアメリカの若者の姿として受けとめた。彼らはまた，典型的ユダ、ヤ人の両親に反逆しな

がらも，ユダヤ性を断ち切ることができないために自己喪失に陥っているアレツクスにも，

自己の存在の拠り所となるものを失ってしまった現代人の精神状態を重ねて共感することが

できた。

こうした普遍化された視点で‘作品を解釈したのは，ロスと同じようにユダヤ的慣習の濃い

家庭でアメリカの若者として育った，新しいユダヤ世代だけで、はなかった。ロスの作品の売

行きは，読者層が少数派のユダヤ系アメリカ人に限られておらず，一般の非ユダヤ系のアメ

リカ読者の多くが，ロスの非常に特殊な題材をアメリカ人の体験のーバリエーションとして

受けとめ， 異なった背景を持つ自己の体験と重ねて共感を見出していたことを示している。

これはアメリカ文学において非常に画期的なできごとだった。というのも，ベローやマラマ

ッドが大胆にも用いた道徳的 ・精神的なユダヤ性のイメー ジと同様，ユダヤ的体験をアメリ

カ的体験として普遍化させるということは，第二次世界大戦以前には考えられもしなかった

し，ましてそれが大々的に受け入れられるということはまったく有り得ないことだったから

である。

第四章 ユダヤ系アメリカ作家の背景

マックス・ディモントが『ユダヤ人一一神と歴史のはざまで』において説明しているよう

に，西洋社会におけるユダヤ人像は中世以来「愚かで粗野なしみだらけの無骨者J8)でしか

なかったし，後にユダヤ人が「優秀な知性と知識と技能と才能を持っている j(9) とされたと

きも， I陰謀をたくらむユダヤ人j(lO)という反セム主義の否定的イメー ジに結びついたもの

でしかなかった。従って，シェノレドン ・グレッブシュタインが「バーナード・マラマッドと

ユダヤ的動き」の中で，ユダヤ人は「アウシュビッツとブーへンボノレト以前には一度たりと



アメリカ文学におりるユダヤ系作家逮 97 

いえども，道徳的権威を付与して考えられたことはなL、J(川と断言するように，ホロコース

トを境にユダヤ人に対する印象が大きく変化したことは明らかである。

ホロコーストの大きな影響のひとつは，それが言語を絶するものであったため，戦後，ユ

ダヤ人虐殺の衝撃的な映像とニュースが伝わってきたとき，一般アメ リカ人のあいだにユダ

ヤ人に対して極度に同情的な雰囲気ができあがったことである。これが虐げられ苦しむ者と

しての新たなユダヤ人像を生み出す素地となった。またホロコーストは，アメリカでは忘れ

られがちになっていたユダヤ民族絶滅の危機を現実化してみせた。これに，アメリカがユダ

ヤ人口をもっとも多く抱える固となったことが手伝って，ユダヤ系アメリカ人達はホロコー

スト生存者の救済とイスラエル建国に積極的な支援を送り，ユダヤ系アメリカ人の民族意識

の高まりを引き起こした。さらに，ホロコーストを逃れて渡米し，以後も東欧・ロシアにお

けるユダヤ人の日常語，イディッシュ語で、小説を書き続けたアイザック ・パシェヴィス ・シ

ンガーや，強制収容所を体験し，作家としてその経験を書くかたわら，平和運動にも従事す

るエリ ・ヴイーゼノレのような，多くの知識人が新たに渡米し，新たな形で伝統的ユダヤ文化

をアメリカに紹介したことも重要な役割を果たした。

さて，ホロコーストはナチスの民族主義の最悪の例といえるが，実は第二次世界大戦にア

メリカが参戦したとき，アメリカはファシズムの民族主義に対する民主主義の擁護を掲げて

いた。その結果，アメリカ自身も様々な民主化を迫られることになった。民主化は完壁なも

のではなかったし，人種や宗教の偏見は根強かったが，戦後の人権擁護運動に象徴されるよ

うに，第二次世界大戦から人々は民主主義についてもっと多くのことを学び，それまで黙殺

されてきた様々な差別を是正する方向へ少しす.つ歩みだしていた。そして，少数民族全体に

対する理解を徐々に深め，同時に，様々な表面的な違いをアメリカの一要素として受け入れ

て，その違いの下に共通する人間の苦悩やアメリカの諸問題を読みとる柔軟性を身につけ始

めたのである。

この時期にはまた，社会要因が外からもたらした変化に加えて，ユダヤ系アメリカ人自身

の内部でも大きな変化が生じていた。 19世紀末から20世紀初頭にかけて大量に移住した東欧

・ロ シア系ユダヤ移民の中から，新しい世代が急成長していたからである。ユダヤ系人口は

せいぜ、いのところ総人口の数パーセントでしかないにもかかわらず，ユダヤ系二世，三世の

多くが高等教育を受け，大学教授，医師，弁護士，公認会計士，といった社会的に重要な地

位で非常に目立つようになっていた。アメリカ文化，経済，社会の各分野において，彼らの

影響力や指導力は着実に伸び，それが彼らの民族的背景への自信となったし，ユダヤ人全般

に対するアメリカ社会の評価を高めもした。

結局， 50年代から60年代にかけて，ベロー，マラマッド，ロスのようなユダヤ的題材を用

いてアメリカ的主題を扱う作家達が活躍できたのは，ユダヤ人自身の成長と，戦後の少数民

族に対する寛容的態度や民主主義を誠実に守ろうとする風潮との，相互作用によるものだっ

た。これらの要素がちょうどよい時期に重なって起きたおかげで，ユダヤ的体験とアメリカ

的体験の両方を兼ね備えた作家達が，自分のもっとも馴染み深い題材をためらうことなく使

え，読者は民族的相違を新しいスタイルとして楽しみながら，彼らの体験をア メリカ的体験

として共有できたのである。
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第五章 今日のユダヤ系アメリカ作家達

1950年代から60年代にかけて，それまで白人のキ リスト教徒中心だったアメ リカ 文壇の中

央に，ベロー達ユ夕、ヤ系アメリカ作家が新風を吹き込んだ。 しかし彼らの新鮮で刺激的だっ

たユダヤ色も，70年代以降は次第にあせてゆくようにみえる。たとえば，ロスの 『男 として

の我が人生J 0974年)，マラマッドの 『デュ ービンの人生.! 0979年)，ベローの 『学部長の

十二月J 0982年〉などでは，ユダヤ人が主人公となってはいるが，もはやかつての東欧 ・

ロシアのユダ、ヤ人をしのばせるものは何もない。主人公はユダヤの伝統や習慣を忘れたよう

にみえる現代アメリカのインテ リであり， 大学教授ゃある程度成功 した芸術家という，貧 し

さとは縁のない生活を享受している。

ホロコースト や第二次大戦が遠くなってゆき，多くのユダヤ人が物質的に何不自由のない

中産階級に成長してしまったとき，貧しいユダ、ヤ移民の生活や古いユダ、ヤの伝統は時代遅れ

であるし，ユダヤ人であるから疎外されるとか，孤独と貧しさに耐えなければならないとか

いうことは，もはや言えなくなってしまったので、あろう。また，民族間結婚が普通に行なわ

れ，I静かなホ ロコー ス トJ(l2) と呼ばれるほど同化が進んでいる以上，あまりにユダヤ的な

状況を日常的状況として提示することも難しくなりつつあるに違いない。

事実，かつてのベロー，マラマッド，ロスらの役割は，今日，ユダヤ系アメ リカ人よりも

社会的，経済的立場の確立が遅れた少数グループに取って代わられている。すなわち，ユダ、

ヤ系アメリカ作家 と同時期に活動が目ざま しくなった黒人作家，それに続いたフェミニスト，

ネイティブ ・アメリカン，そして，ごく最近になると，アジア系アメリカ人やゲイの作家達

が，それぞれの少数グループの個性を積極的に打ち出して，それをかつてベロー達が行なっ

たように，疎外や道徳性に重ねて用いている。従って，今日，ア メリカ文学においてユダヤ

系作家の活動が下火になっている ようにみえたと しても，彼らがし、なくなったわけで‘はない。

ベローやロスは今でも作品を書き続けているし，ユダヤ系移民の血をヲ|く作家も次々と出て

きているのだが，Iユダヤ系」であることが特別な意味を持った時代は過ぎ去ってしまった。

彼らは新しい少数派にその道を譲り ，ア メリカ作家という大きなジャンルに溶け込んでしま

ったのである。
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