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J・B・プリーストリーの「ポストスクリプツ」

はじめに

　本論文は、プリーストリー（J. B. Priestley）の
BBC（the British Broadcasting Corporation）のラジ
オ放送「ポストスクリプツ（“Postscripts”）」を取り
上げ、彼が文学作品を用いて描出する市民的連帯と
他の戦争言説との関係を考察する。そしてビクトリ

ア朝を理想化するプリーストリーの懐古的視座の問
題点を明らかにする。
　イギリスでは第二次世界大戦は当初、戦いの意図
が国民に共有されず、「まやかしの戦争（The 
Phoney War）」と呼ばれた⑴。1939年、ネヴィル・
チェンバレン（Neville Chamberlain）は自ら率いる
戦時内閣に、労働党のリーダーたちも参加するよう
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要　　旨
　本塙は、J・B・プリーストリーの BBCラジオ放送「ポストスクリプツ」（1940年 6月～10月）を取り上
げ、彼が文学を用いて描出する市民的連帯の可能性と問題点について考察する。当時プリーストリーの放送
と人気を二分したチャーチル首相の放送は、国民の愛国心を国家への忠誠と軍隊への信頼へと昇華すること
を目的とした。それにたいしてプリーストリーは、愛国心を国家ではなく前近代的な共同体に求めた。注目
すべきは、素朴な市民生活の描写が英国文学の引用と並置されることだ。文学との類比の目的は、市民の連
帯を涵養することだったが、それは政治的に無辜とはいえない。本発表は、プリーストリーの市民生活のモ
デルがビクトリア朝文学によって理想化されたことの問題点を指摘する。そしてプリーストリーの文学的嗜
好と戦意高揚の策略において歴史性が決定的に欠落していることの弊害を論じる。
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Abstract
This paper deals with J. B. Priestley’s BBC weekly broadcasts “Postscripts” (1940) that followed the nine 

o'clock news on Sunday evenings, and my primary focus is on his way of quoting from Victorian literature in time 
of war. The uniqueness of “Postscripts” can be highlighted in contrast with Winston Churchill’s radio broadcasts, 
which were aimed at raising the public sense of crisis and subsume their patriotisms into national loyalty and mili-
tary trust. “Postscripts” is, on the other hand, marked by Priest’s distrust of politicians and bureaucrats. Instead of 
incorporating citizens' patriotism into the state or military, he idealizes the premodern community based on mutual 
aid, which could be formed as the resistance to the Nazi madness. We need to note that Priestley turns to Victorian 
literature for a resource of ideal community: Priestley’s demonstration of a premodern community is juxtaposed 
with quotations from Charles Dickens’s or Thomas Hardy’s writing. The words and deeds of characters in litera-
ture offer the prototype for people’s mindset and the bond of solidarity. By analyzing Priestley’s method of setting 
an ideal pattern of life on the basis of Victorian literature, I would like to point out the problem of his wartime dis-
course and in particular examine his lack of historical perspective.
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に要請したが、無下に断られてしまう（Calder 
32）。戦争を指揮する保守党への不信感が強かった
のだ。急進派に煽られた、階級に根ざす敵意が国民
の戦意形成を損なうという懸念が政府内でも共有さ
れた（Curran 69）。戦意が高揚しない理由の一因と
して、BBCのニュース報道も槍玉に挙げられた。
1940年 6月から 10月に放送されたプリーストリー
の「ポストスクリプツ」はそのような現状を打破す
る BBCの試みだった。日曜夜 9時のニュースの「追
伸」と位置づけられた番組で、プリーストリーは戦
時の市民たちの生活をヨークシャー訛りで伝えた。
一時期は聴取率 40パーセントを超え、時の首相
チャーチル（Winston Churchill）の放送と人気を二
分したという「ポストスクリプツ」は、ナチスとの
戦いが「国民の戦争（The People’s War）」であるこ
とを訴えた。
　チャーチルのスピーチのラジオ放送は国家主導の
戦意形成を目的にしていた。国民の危機感を煽り、
愛国心を国家への忠誠と軍隊への信頼へと昇華する
ことが狙いだった。一方、戦いを国民すべてと共有
することを企図するプリーストリーの「ポストスク
リプツ」は、穏健な社会主義思想に裏打ちされてい
る。政治家、官僚への不信を露わにする彼は、市民
の愛国心を国家や軍隊に吸収させようとしない。そ
の代わりに、相互扶助を基盤にした前近代的なコ
ミュニティを賛嘆する。そのようなコミュニティこ
そが、ナチスの狂気にたいする最後の砦と位置づけ
られる。しかしプリーストリーは名もなき市民のさ
さやかな抵抗をただ綴っているだけではない。健気
で逞しき生活者の様子はしばしば文学作品への言及
によって囲繞される。ディケンズ（Charles Dickens）
やハーディ（Thomas Hardy）などの引用が市民生
活の描写と並置され、人々の振る舞いが、登場人物
の営為と類比される。それは、愛国心を国家に集約
させる代わりに、文学的遺産と想像力において市民
結束力を高めようとする試みだ。
　本稿は、プリーストリーの市民性への過剰な期待
とビクトリア朝文学の称揚による、戦意高揚の策略
の限界を論じる。戦時下のメディアと文学の関係に
ついて再考することを目指したい。プリーストリー

の「ポストスクリプツ」の評価には毀誉褒貶があっ
た。シアン・ニコラス（Sîan Nicholas）はプリース
トリーが伝えようとしたのは「ラディカルなメッ
セージ」ではなく「安心感」であったという。表面
的にはチャーチルの放送と対局にあるが、「プライ
ド、自信、決意という、一般的で、ほとんど政治色
を脱色された感覚を提供」 “providing a general and 
largely apolitical sense of pride, confidence and 
resolution” （Nicholas, “Sly Demagogues” 262）して
いるだけという点で変わりがないという。「ポスト
スクリプツ」に関しては、プリーストリーの功績は
過大評価されているとニコラスはいう。一方、イア
ン・ウィッティントン（Ian Whittington）は、「戦
争という出来事を理解するための、アクセス可能で
理解しやすいフレームワークをリスナーに提供し
た」“he offered listeners an accessible and intelligent 
framework through which to read the event of the 
war”（Whittington 61）ことを評価する。メッセー
ジそのものよりも、わかりやすく戦時状況を伝えた
功績と電波を通じた共同体構築の労が強調される。
　本稿は、プリーストリーが「ポストスクリプツ」
での文学作品の引用を精査し、マイクの向こうに想
定した共同体の輪郭を明らかにすることを目的にす
る。様々な制約の下で発せられた彼のメッセージを
検証し、その意義を考察の対象とする。

容認発音から訛りのある英語へ

　第一次世界大戦後に軍事利用から解放されて発展
してきたラジオは再び戦争に絡めとられはじめる。
第二次世界大戦が避けられぬものとなるにつれ、
BBCもまたプロパガンダ色の濃い放送を始めるこ
とになる。BBCは 1927年から 38年まで会長に君
臨したジョン・リース（John Reith）の意向が強く
反映したトップダウンの組織であった。その特徴と
して「リースの日曜日（the Reithian Sunday）」があ
る。日曜日は厳かな音楽と宗教的な話題に限定し、
娯楽的要素の強い内容は排除された。そのような
リースの潔癖主義に支配された BBCラジオは、一
方的に聴衆に語り掛ける啓蒙的なシステムであっ
た。日曜日に安逸を求める聴取者は、ラジオ・ルク

──────────────────
⑴　本稿では、“England”には「イングランド」、“British”には「イギリス」の訳語を当てる。また訳語ではなく「イギリス」
という国名を用いるときにはイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドを含んだ「グレートブリテン及び
北アイルランド連合王国」を示す。
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センブルグの英語放送を聞くようになる（Sannell 
and Cardiff, 231-32）。しかし戦争はそのような状況
を一変させる。開戦が避けられぬ雰囲気のなか、ラ
ジオも戦時体制をとることが要請される。国家防衛
小委員会での内部記録では次のようなメモが残って
いる。「公衆の士気を維持することを戦時放送の第
一の目的とすべきだ」“The maintenance of public 
morale should be the principal aim of war-time 
programmes”（Qtd. in Briggs, War of Words, 
86-87）。戦意高揚するようなプログラムが必要だと
いう意見は、BBCの体制は改善の余地があるとい
う見解もあったということを示している。ロバー
ト・マッカイ（Robert Mackay）は、1940年には、
戦時体制に非協力的なものを番組制作から遠ざける
原則が BBCで作られ、徹底的に実施された事実を
示している（Mackay 492）。
　一方、BBCの報道に問題があったことは否めな
い。新聞社との競合を避けるためニュース放送に関
して制限が設けられていたし、重要な事実、事件に
迅速に、柔軟に対応できぬ制度的問題もあった。真
実を伝えるメディアとしての機能が十分に発揮され
ていなかったのだ。市民の BBC離れは、戦争危機
が近づくとより抜本的な問題になる。戦争に関する
情報を敵国ドイツの放送局から得るリスナーが増え
ていったのだ。イギリス国民の耳を集めたのは、ラ
ジオ・ハンブルグで制作された「ホーホー卿（Lord-
Haw-Haw）」のトーク番組だった。ホストを務めた
のは、アメリカ生まれで、イギリス人とアイルラン
ド人のハーフ、ロンドンでファシズムに傾倒し、
1939年にドイツに亡命したウィリアム・ジョイス
（William Joyce）だった。ジョイス自体、非常に興
味深い人物だかここでは扱わない。イギリスに向け
降伏を促すその放送にチューニングを合わせるイギ
リス国民は 30パーセントにも上っていたといわれ
る（Nicholas, “Sly Demagogues” 253）。敵国のプロ
パガンダに多くの市民が晒されていた事態の遠因は
BBCの怠慢であったともいえるかもしれない。
　第二次世界大戦が当初「まやかしの戦争」と呼ば
れていたのはよく知られている。ドイツにたいする
ヨーロッパ諸国の融和策が尾を引き、対独攻撃に向
かう体制が整わなかった。当初、BBCがイギリス
国民の心をつかみ損ねたのは、言葉の問題も大き

い。報道領域で使用される言葉は容認発音
（Received Pronunciation）の英語と規定されていた
のだ。それは標準的な言語というよりは、様々な癖
を捨象し、抽象化された中性的な言語であった。容
認発音の採択はアナウンサーの個性を無機質な声に
還元してしまった。

BBCは個人の人格を全体として信頼していな
かった。〔…〕BBCで使用される台本は匿名に
なっていた。それは BBCの非人格的なアイデ
ンティティを保つためであった。それは誰かの
ものとは特定されないような「BBCの声」を
表した⑵。

The BBC distrusted personalities as a species. 
[…] The anonymity of the BBC’s continuity 
announcers was intended to preserve the BBC’s 
impersonal identity: they represented the ‘BBC 
voice’, and were not supposed to be considered as 
individuals. (Nicholas, “Sly Demagogues” 250)

匿名の声の媒介としての容認発音は、BBCが特定
のパーソナリティーに依存することを避け続けてこ
とにも関連する。どの地域にも属さない発音は、誰
のものだが特定できない匿名の言葉となる。一方、
地域を特定しうる発音は発話者を非匿名化するだけ
でない。その地域にのみ語りかけるという偏重を生
み、聴取者のなかに不平等感情を醸成する可能性が
あるのだ。「マーケット」ではなく「パブリック」
に語りかけるメディアとしては、それは避けなけれ
ばならない問題だった（Briggs, Golden Age 8）。し
かしそれが労働者階級や地方在住者が BBCに距離
を感じてしまう要因となっていたことも否めない。
　国民が戦争へ向かう状況を作り出すためにもマス
メディアの戦争報道は改善される必要があった。
1938年のリースの退任以後、より柔軟にリスナー
の意向に対応しうる組織への変革を目指す方策が立
てられた。ニコラスはそれを以下の三点にまとめて
いる。ひとつは、リスナー・リサーチ部門の拡充。
二点目は、軽音楽とともに戦争近況を知らせる
フォース・プログラムの設立。三点目は、戦局と社
会的問題をわかりやすく伝えられるコメンテーター

──────────────────
⑵　日本語訳は拙訳。以下同じ。
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の発掘であった（Nicholas, The Echo 41; “The 
Reithan Legacy” 326）。
　本稿が注目したいのは三点目だ。1941年 11月に、
北部訛りを特徴とする語りのウィルフレッド・ピッ
クルズ（Wilfred Pickles）がアナウンサーとして起
用されたことが対応策として挙げられる（Nicholas, 
The Echo 239）。ピックルズ採用は地方出身者、地
方在住者、労働者などの共感を引き出し、戦争へと
向かう国家への連帯を高めることを目的としてい
た。庶民こそが戦意向上のターゲットとなったの
だ。しかしそれはまた国際的なプロパガンダの攻防
を意識した戦略でもあった。

1941年、BBCははじめて、ニュースキャス
ター、ウィルフレッド・ピックルズを採用し、
北部アクセントを電波にのせた。
　それは公衆に訴えるための初期の取り組みで
はなく、ナチスが BBCのキャスターを詐称す
ることを妨げるための手段であった。

In 1941, the BBC first allowed a Northern accent 
onto the air waves in the shape of news reader 
Wilfred Pickles.
　This was not an early attempt at appealing 
more to the general public, but actually a move to 
make it more difficult for Nazis to impersonate 
BBC broadcasters! (“Accent-uate the Positive”)

どの地方にも属さない、抽象的に創造された言葉で
ある容認発音は、後天的に学習可能な言葉であり、
ナチスのプロパガンダ放送にとって模倣されやすい
発音でもあった。それにたいして、北部訛りの英語
は外国人に模倣されにくい言葉と考えられた。ピッ
クルズの起用は、国内的には幅広く庶民の共感を喚
起する方策として、国外的には模倣不可能なイング
ランド北部の刻印を持つ言葉として用いられた。
ピックルズの BBCへの登場は、「まやかしの戦争」
が「国民の戦争」の段階へと突入したタイミングに
随伴するとともに、放送言語が、容認発音のより普
遍的な世界から、方言のより親密な世界へと転換し
たことを示している。正規放送とプロパガンダ放送
が入り乱れる、高度な情報戦の波のなか、訛りは親
密な世界とその外側に広がる虚偽の世界を分かつ分
水嶺として、敵味方の声を弁別するためのシグナル

として用いられたのだ。

プリーストリーとBBC

　プリーストリーの「ポストスクリプツ」の放送は、
ピックルのアナウンサーとしての起用以上に大きな
影響を持った。現代ではキャスターなどと呼ばれる
職能の先駆けはこのヨークシャー訛りの人気作家で
あった。「プリーストリーは、この種のラジオ・パー
ソナリティの先駆けであった。その個人の政治的、
哲学的見解を定期的に聴くために、リスナーが
チューニングを合わせる、最初の、政治家以外の存
在であった」“Priestley was, above all, the first 
example in Britain of a particular kind of radio 
personality: the first non-politician to whom listeners 
regularly tuned to hear his personal political and 
philosophical views”（Nicholas, “Sly Demagogue” 
248）。「ポストスクリプツ」がプリーストリーの電
波デビューというわけではない。彼は 1920年代か
ら断続的に BBCに登場し、1933年からは「すべて
お話ししましょう（I’ll Tell You Everything）」とい
うシリーズ番組のコメンテーターをも務め、それな
りの人気を博していた。しかし BBCとの関係は常
に蜜月であったわけではない。BBCトーク部門の
ディレクターであったヒルダ・マシソン（Hilda 
Matheson）は、1929年、プリーストリーについて
「マイクではひきたたない声」“not a very attractive 
voice on the microphone”と評したという（Qtd. in 
Baxendale 127）。これは具体的にいえば、彼のヨー
クシャー・アクセントへの言及である。後述するよ
うに、プリーストリー自身は BBCの容認発音主義
に反発をする論者たちの先鋒にいた（Williams 
203）。上からの立場で聴取者を啓蒙しようとする
リースの考えを引きずる BBCの体制に、プリース
トリーは常に違和感を持ち続けていた。それにも拘
わらずプリーストリーが抜擢されたのは、BBCの
容認発音にたいする態度の軟化と、そしてなにより
もプリーストリーの作家としての人気であろう。
　1940年 6月にはじまった放送は 10月まで続き、
中断を挟んだあと、1941年 1月に再開されるが、6
回の放送後、理由も明かされずに終わってしまう。
プリーストリーの社会主義的な思想と性急なイギリ
ス再建案、そしてなによりもオピニオンリーダーと
しての影響力が侮れないレベルになったことが、彼
をラジオマイクの前から引き下ろしたと言われる。
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ホームの詩学

　「ポストスクリプツ」は市民動員のための放送で
あったが、戦争時における文化の価値を訴えるプ
リーストリーの主張は、明らかなプロパガンダとは
一線を画している。「ポストスクリプツ」の放送を
まとめ出版した著作につけられた序文（1940）で、
当時の BBCのアナウンサーのしゃべり方に注文を
付ける。「まともな人々の関心を引くためには、キャ
スターが感性と考えを真の意味で共有することが大
切だ。幼児学校の校長にいきなりなってしまった者
のようにではなく、真剣な友人たちに向かうように
話さなければならない」“what really holds the 
attention of most decent folk is a genuine sharing of 
feelings and views on the part of the broadcaster. He 
must talk as if he were among serious friends, and not 
as if he had suddenly been appointed head of an 
infants’ school”（All England vii）。諭すように語る
BBCのアナウンサーやキャスターは校長先生に喩
えられる。そこではリスナーは懸命に教師の話を聞
く生徒と想定される。BBCのラジオ放送と聴取者
の関係は、一方的な教える／教わる関係になぞらえ
られる。それにたいしてプリーストリーは、戦時放
送に喫緊なのは、より親密な関係を聴取者と築くこ
とであり、そのためには教師と生徒の関係ではな
く、仲間内で交わされるコミュニケーションをモデ
ルにすべきだという。
　プリーストリーの「ポストスクリプツ」は、当時
の首相チャーチルのラジオ放送と対比するとその特
徴がより明確になってくる。「ポストスクリプツ」
初回放送は 1940年 6月 5日夜 9時のニュースのあ
と、その「追伸」として放送されたことは前記した
とおりだ。6月 5日という日付をもう一度確認して
いこう。その前日の午後、チャーチルは下院で、有
名なダンケルクに関するスピーチをしている。
　ダンケルクの戦いは、ドイツが最新兵器を用いて
北フランスを侵攻した 1940年 5月 26日から 6月 6
日までの戦いをいう。当時のイギリス首相チャーチ
ルは、イギリス派遣軍とフランス軍のダンケルクか
らの撤退を命じ、イギリス国内から軍艦のみなら
ず、漁船や遊覧船などあらゆる船舶を総動員して救
助した。チャーチルのスピーチは、これをイギリス
軍の営為として讃えるものだった。

わたしたちは最後まで戦う、わたしたちはフラ
ンスで戦う、わたしたちは海で戦う、沸き上が
る自信と満ち溢れる力とによって空中で戦う、
わたしたちはわたしたちの島を護る、どのよう
な犠牲を払っても、わたしたちは海岸で戦う、
わたしたちは着陸地面で戦う、わたしたちは野
と街で戦う、わたしたちは丘陵で戦う。わたし
たちは決して降伏しない、たとえもし、そのよ
うなことはわたしは一瞬たりとも信じないが、
この島が、あるいはその大部が征服され、飢餓
に苦しんだとしたら、海の向こうのわたしたち
の帝国が、イギリス艦隊に強化防護され、戦い
を継続してくれるだろう。いつの日か、新世界
がその力を蓄え、古き世界の救済と解放に進み
出てくるまで。

We shall go on to the end, we shall fight in 
France, we shall fight on the seas and oceans, we 
shall fight with growing confidence and growing 
strength in the air, we shall defend our Island, 
whatever the cost may be, we shall fight on the 
beaches, we shall fight on the landing grounds, 
we shall fight in the fields and in the streets, we 
shall fight in the hills; we shall never surrender, 
and even if, which I do not for a moment believe, 
this Island or a large part of it were subjugated 
and starving, then our Empire beyond the seas, 
armed and guarded by the British Fleet, would 
carry on the struggle, until, in God’s good time, 
the New World, with all its power and might, 
steps forth to the rescue and the liberation of the 
old. (“We Shall Fight on the Beaches”)

一人称複数の繰り返しと場所と空間の列挙は、各地
域に生きる人々に共通の目的と共通の敵を与える。
このスピーチの論旨は国土を守ることの重要さだ。
もしそれが脅かされたときには海の向こうから、つ
まり自治領や植民地、そしてアメリカ（“the New 
World”）からの助けがあることを約束する。大英
帝国の復活と植民地、自治領との団結を訴える
チャーチルの力強い言葉の裏側に彼の国家観が垣間
見える。この講演全体で “England”という言葉はわ
ずか 2回だけしか使われていない。それにたいして
“British”という言葉は 28回使用され、そのほとん
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どに軍隊を示す言葉（force, troopなど）が付加さ
れる。チャーチルのスピーチは国家主導の戦意形成
を目的にしていた。国民の危機感を煽り、その愛国
心を国家への忠誠と軍隊への信頼へと昇華すること
が狙いだった。
　奇しくも「ポストスクリプツ」の初回放送（1940
年 6月 5日）はダンケルクの戦いの直後であり、
当然話題もそれであった。プリーストリーの語るダ
ンケルクの主役はあくまでも民間船であった。撤退
戦は政治家と官僚の失策であり、それを補う市民の
勇気こそが賞賛の対象となる。チャーチルのスピー
チが、総力戦に向け兵士と市民のより高次な一体性
と大英帝国のより緊密な連携を促すのにたいして、
プリーストリーは市民の連帯を前景化する。彼に
とってイングランドの最大の武器は、日常を営む理
性であり、その担い手である一般市民だ（All 
England 4-6）⑶。
　プリーストリーの「ポストスクリプツ」を貫いて
いるのは国家や官僚制にたいする嫌悪である。先述
したように、開戦当初、戦争指揮する支配層への不
満は広く社会に蔓延していた。BBCは戦時体制に
与さないものを徹底的に排除した。プリーストリー
はナチスを攻撃するだけでなく、支配階級と官僚制
とも戦っていた。このような姿勢は、プリースト
リーの社会主義に発したものだ。1940年 7月 21日
の「ポストスクリプツ」での「財産や権力の観点で
考えることをやめ、コミュニティと創造性の観点で
考えはじめないといけない」“We must stop thinking 
in terms of property and power and begin thinking in 
terms of community and creation”という訴えにもそ
の考えは浸透している（57）。プリーストリーの社
会主義は、戦時の危機における一致団結への訴えと
して開花する。経済格差などにより歪んでしまった
社会をリセットしたいという思いが戦争による破壊
を望んでいるかのようにも聞こえるのだが、そのこ
とをここで問うのはやめよう。典型的なのは、リバ
プールでカフェを営む女主人が、金のない復員兵た
ちに料金を請求せずにお茶を振る舞う姿を描く
1940年 10月 13日の「ポストスクリプツ」だ（138）。
また 1940年 9月 22日の放送での、空爆にもめげ

ず日常生活を続けるロンドン市民を紹介して「それ
こそが勝利ではないか？」“Isn’t that a triumph?”と
いう物言いにもそれは現れている（116）。
　数多あるエピソードのうち最も印象的なのは、ブ
ラッドフォードのパイ・ショップを紹介する 1940
年 9月 29日の「ポストスクリプツ」だ。爆撃によ
り半ば廃墟となった、彼の故郷に昔からある商店街
をプリーストリーは訪れ、幼年時代から営業し続け
るパイ・ショップを発見する。そのショップ・ウィ
ンドウに飾ってあった、蒸気を噴出し続けるパイの
模型が健在であることに喜びを隠さない。この模型
をナチスにたいする防御と攻撃の象徴と措定するの
が彼のメッセージだ。「蒸気の一回毎の噴出がヒト
ラーとゲーリング、その仲間すべてを蹴散らしてい
た」“Every puff and jet of that steam defied Hitler, 
Goering, and the whole gang of them”（122）。日常
の坦々とした営みが最大の武器であるというプリー
ストリーは次のように締め括る。

より真面目なわたしのリスナーは、こいつはな
ぜパイなんてどうでもいいことに大騒ぎしてい
るんだ、世界全体が混乱して、帝国の命運がか
かっているこの時期に。多くの男女、子どもた
ちがとても恐ろしい死に方をしているというこ
の時期に。このようなリスナーにたいして、わ
たしは次のように応えよう。冷酷な日々、暗い
夜々を貫流し、われわれがそれを維持するべく
戦っている当たり前の人間性という、明るく小
さな一片を磨き続けよう。追憶とユーモアと
ホームの詩学
0 0 0 0 0 0

の詰まった、プライベートで小さ
く大切な世界を守るために戦い、それを広げて
いこう。その世界では 45年間パイ〔の模型〕
が蒸気を発し続け、空爆をものともせず、ある
べき場所にあり続けている。

And now, I suppose, all my more severe listeners 
are asking each other why this fellow has to go on 
yapping about his pies and nonsense at a time like 
this when the whole world is in a turmoil, the fate 
of empires is in the balance, and men, women and 

──────────────────
⑶　ダンケルクの戦いを評したプリーストリーの「ポストスクリプツ」に関しては、本稿とほぼ同時期に発表予定の別稿で詳細
に論じられている。そちらも併せてご参照されたい。彼は「小イングランド主義者」を自認していた。彼が帰属すると考える
国は常に「イングランド」であった。この問題に関しても別稿で論じられている。
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children are dying terrible violent deaths, to 
which I can only reply, that we must keep 
burnished the bright little thread of our common 
humanity that still runs through these iron days 
and black nights, and that we are fighting to 
preserve and, indeed, I hope to enlarge that 
private and all-important little world of our own 
reminiscence and humour and homely poetry in 
which a pie that steamed for forty-five years and 
successfully defied an air-raid to steam again has 
its own proper place. (125; emphasis added)

大英帝国の危機に際してパイで大騒ぎすることが愚
かしくみえることを、彼は意識している。それにも
拘わらず、日常を愚直に続けることこそがヒューマ
ニティの淵源であり、そのような世界を拡大し続け
ることこそが、ナチスの蛮行にたいする抵抗である
ことが強調される。それをプリーストリーは
“homely poetry”と呼ぶ。この言葉こそが「ポスト
スクリプツ」において最も重要な概念だ。キーワー
ド “homely”は「家庭的な」、「家族的な」、「素朴な」、
「気持ちの良い」などと解するのが一般的であろう。
しかしプリーストリーがそこに込めた意味はもっと
多義的だ。「外」と対置される「内」、「公」とは区
別される「私」、海外の領土ではない、特権的な「内
地」、大きな世界には回収されない「小さな」世界。
意味の重層性を保つためにここでは「ホームの詩
学」と訳すことにする。
　ところで、故郷ブラッドフォードはプリースト
リーにとって特別な場所であった。彼の代表作は旅
行記『イングランド紀行（English Journey）』（1934）
だ。そこで、ブラッドフォード滞在の記録は様々な
思いの詰まった主観的な記述と、変わりゆく町を正
確に記録しようとする使命感が重層化し、印象的な
頁となっている。ここは旅行者の街だったと述懐し
（160）、ドイツ人社会を含めた国際社会の縮小を嘆
く（160-61）。過度期の故郷に微かに残る思い出と
その抒情に流されぬよう、客観的であろうとする筆
致が緊張感に満ちた文章を生み出している。
　「ポストスクリプツ」のブラッドフォードには、
もうそのような緊張感も、抒情性に流れまいとする
抵抗もない。そこが多様性を湛えた国際都市であっ
たという事実にも触れられない。『イングランド紀
行』にあった、過去と現在に引き裂かれた複雑さは、

子ども時代の豊かな思い出と戦火の激しさの、やや
安易な対立に置き換わっている。そして、プリース
トリーが少年時代から知っている大衆的な逞しさが
保たれていることが讃えられる。その象徴として、
ミートパイ・ショップというイングランドの庶民的
伝統に光を当てられるのだ。リスナーに訴えかける
のは、店主とプリーストリーのヨークシャー訛りの
会話であり、そこで想起されるのは、時間の経過か
ら取り残された、古き良きイングランドであろう。

空爆監視

　「ホームの詩学」は都市に限定されるものではな
い。1940年 6月 16日の「ポストスクリプツ」は、
空爆監視のためイングランドの田舎町に招集され任
務にあたったときのプリーストリーの経験に取材し
た放送だ。この放送では、階級や職業を超えた男た
ちの絆が鮮明に描かれている。

その夜そこで会った男たちは、イングランドの
田舎生活の断面を象徴するものだった。牧師が
おり、執行官がおり、大工がおり、農場主と農
業労働者がいた。もはや稀で、消え去ろうとし
ている、田舎商いの姿がそこに現れていた。編
み垣を作るものもおり、その存在は、木こりや
羊飼いの存在とともに、ウェセックスの丘陵地
で次第に暮れる空の下、素朴なものたちが集う
のを描く、トマス・ハーディの小説に迷い込ん
だかのような心持にわたしをさせた。夜の見張
りの場所に着く前に、挨拶代わりのおしゃべり
があった。それは恐ろしい空爆、侵略の恐怖に、
素朴で、家庭的

0 0 0

で、心地よいともいえるような
雰囲気を与えた。それは陽気な気分にさせるも
のであった。

The men I met up there the other night 
represented a good cross-section of English rural 
life; we had a parson, a bailiff, a builder, farmers 
and farm labours. Even the rarer and fast 
disappearing rural trades were represented – for 
we had a hurdle-maker there; and his presence, 
together with that of a woodman and a shepherd, 
made me feel sometimes that I’d wandered into 
one of those rich chapters of Tomas Hardy’s 
fiction in which his rustics meet in the gathering 
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darkness on some Wessex hillside. And indeed 
there was something in the preliminary talk, 
before the sentries were posted for the night, that 
gave this whole horrible business of air raids and 
threatened invasion a rustic, homely, almost 
comfortable atmosphere, and really made a man 
feel more cheerful about it.
 (14-15; emphasis added)

そこに集う男たちは職種や階級を超えた連帯意識に
よって結ばれている。特に編み垣職人、木こり、羊
飼いなどと一緒に作業をすることに喜ぶプリースト
リーは、トマス・ハーディの小説に迷い込んでし
まったようだという。時計の針を産業革命以前に戻
したような世界は再び “homely”と修飾されている。
　歩哨に就く男たちの言動は平時と全く変わること
がない。自然との営みを生業にしてきたものたちの
頼もしさは、彼らの会話が再現されるときより強調
される。

いつもの調子で、この田舎男たちは全ての飛行
機を「あの娘」と呼んだ。彼らの言葉は以下の
通りだ。「ありゃ、あの娘が山峡を越えて、リ
トルウィチェットの方にやってくる、おれのこ
の眼にはっきり見えるサーチライトがとらえた
ぞ。黒渓谷の方かもっと向こう、ありゃウィル
ソン大佐の方に向かったぞ、おれ、いってやっ
たんだ「もうすぐくるぞ、捕えろよ、そら、ビ
ンゴ！　旦那方、やったぞ！」。彼らには、す
べてを身近な世界に親密に関係づける、地方人
の健全な習慣を持っている。もちろん脅威が消
え去るわけではないが、空爆や侵略の恐怖をコ
ントロールする。

In their usual style, these country chaps call every 
aeroplane “she”. They’d say: “Ay, she come along 
through the gap and over along by Little Witchett 
– as I see with me own eyes. Then searchloights 
picks her up – moight be Black Choine way or 
farther along, over boi Colonel Wilson’s may be 
– an’ Oi says to Tarm: ‘Won’t be long now, you’ll 
see, afore they gets her’ – and then, bingo, 
masters, down she comes!” They have the sound 
countryman’s habit of relating everything 

intimately to their own familiar background. Now 
of course this doesn’t take away any of the real 
menace, but what it does do is somehow to put all 
this raiding and threatened invasion in their 
proper places. (15)

上空を飛び交う飛行機を「あの娘」と呼ぶような
ユーモアは危機や敵をも身近なものごとに引き付け
る田舎男の逞しさを表す。このような男たちの言葉
を、プリーストリーは正確に再現しようとしてい
る。訛りに満ちた口語表現は男たちの親密さを示
す。この世の終わりかと混乱する知識人たちの騒擾
と対比されることで、田舎男たちの親密さとその強
固な絆は頼もしく思われる（16）。変わらぬ生活と
言葉遣いが示す市民的不屈は、BBCが先導した容
認発音の限界も示す。男たちの訛りのある言葉を再
現することで、プリーストリー自身がその言葉を聞
き取り、一時的であれその共同体の一員となったこ
とを確証する。「わたしもそこでコミュニティの力
強く、やりがいのある感覚を感じた。それは深甚で
継続性のある感覚だった。わたしたちは、農民、牧
師、羊飼い、事務員とともにいた」“I felt too up 
there a powerful and rewarding sense of community; 
and with it too a feeling of deep continuity. There we 
were, ploughman and parson, shepherd and clerk”
（18）。資本主義以前の牧歌性を理念化する主張が
空爆監視の回でも繰り返される。

ハーディとディケンズ

　ここで前資本主義的な連帯がトマス・ハーディの
世界に比較されていることを思い出そう。20世紀
にはすでに時代錯誤になっていた相互扶助の精神を
担保したのは文学への言及であったのだ。そしてそ
の締め括りもまたハーディの詩「「諸国崩壊」のと
きに（“In Time of ‘The Breaking of Nations’”）」
（1915）の引用だ。

ひとり男が土を均す
ゆっくり黙って歩みながら
老馬がうとうととよろめく
半ば眠りながら歩む。

火のないのに細い煙が
シバムギの山から立ち昇る。
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このことは変わることなく続く
幾多の王朝が過ぎようとも。

あちらから若い娘とその連れが
囁きながらやってくる
戦記は夜闇に霧散しよう
二人の語らいが絶える前に

Only a man harrowing clods
In a slow silent walk
With an old horse that stumbles and nods
Half asleep as they stalk.

Only thin smoke without flame
From the heaps of couch-grass;
Yet this will go onwards the same
Though Dynasties pass.

Yonder a maid and her wight
Come whispering by;
War's annals will cloud into night
Ere their story die.
 (Priestley, All England 19-20; Hardy 294-95)

馬を引き、土を均す農夫と仲睦まじく語らう恋人た
ちの背景にはのどかな田園風景が広がっている。世
界情勢から取り残され、労働の機械化と産業化が始
まる以前の時代を偲ばせる、悠久の時間が流れてい
る。しかしこの詩が第一次世界大戦中に発表された
ことを思い起こすならば、この風景の背後に領土争
いをする国家の時間が浮かび上がる。タイトルに含
まれる「諸国崩壊（“The Breaking of Nations”）」は
「エレミヤ書」51章 20節への言及だ。旧約聖書の
時代から、いやそれ以前から戦争が止むことがな
かったのならば、戦いは世界史の重要な一部であっ
たといえる。しかし破壊と滅亡を繰り返した西洋史
の中に浮沈する様々な国家はあくまでも人為的に制
定された政治体に過ぎない。その争いと対比したと
き、自然に寄り添いながら生きる人々の暮らしが、
より普遍的なものとして浮上する。その変わらぬ生
活と風景は、時代遅れであるために国際情勢から隔
絶される。
　「「諸国崩壊」のときに」によって空爆監視のエピ
ソードは締め括られる。プリーストリーが出会った

男たちの親密な絆とそれが担保する日常は、数多の
戦火を潜り抜けても変わらぬものであることが静か
に告げられる。プリーストリーは反戦を訴えている
わけではない。詩情あふれる風景に醸成される連帯
こそが、イングランドの武器だというのだ。チャー
チルのスピーチでは、男たちの絆が国家と軍隊に吸
収され、兵器を得て戦力となることが計算されてい
た。プリーストリーは国家と軍隊への言及を意図的
に避けている。その代わりに依拠されるのが文学の
想像力なのだ。それはもちろん短絡的だ。
　「ポストスクリプツ」には文学作品からの引用が
散見される。それをプリーストリーが文学者だから
という単純な理由に還元してはいけない。国家や軍
隊の代わりに、市民の愛国心の受け皿として、文学
作品の記憶と想像力が喚起されているからだ。特に
ビクトリア朝の作品への言及が顕著だ。1940年 9
月 15日の放送は「古き良きコックニー魂は死んだ
と思っていた」“that old cockney spirit was dead and 
gone”という彼の告白からはじまる（105）。その思
い込みを覆し、コックニー精神の健在を聴取者に伝
える主旨のプログラムだが、具体的な人物や振る舞
いを描かれない。ロンドンはパリと並んで世界で重
要な都市のひとつだという断定は空疎だし、ロンド
ン市民は空爆を楽しんでいるという楽観は軽薄に聞
こえる（107-109）。この回の放送は威勢だけの空言
が多く、具体的な内容は乏しい。その乏しさが文学
作品によって補われているところが興味深い。
　その冒頭にディケンズの『ピクウィック・クラブ
（The Posthumous Papers of the Pickwick Club）』
（1837）の登場人物、サム・ウェラーと宿屋の客室
係との軽妙な会話が長々と引用される。どんなに忙
しくてもユーモアと平常心を忘れない下男のウェ
ラーがコックニー精神のモデルとして例示される。
そして締め括りには再びウェラーの台詞が引用され
る。

地獄のような市民生活だが、戦いが続いていた
としても、それほど悪いものではない。シェル
ターがあり、食事はだいたい規則通り届けら
れ、怪我人は素早く救護される。ロンドン市民
〔cockneys〕にアドバイスをするのはやめよう。
彼らがわたしから必要とするのは、彼らが
〔コックニー〕魂を失ったと考えたことにたい
する謝罪であり、賞賛なのだ。ヒットラー氏と
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ゲーリング元帥（彼らは『ピクウィック』を読
まなければならない）に、彼らはサム・ウェル
ズの言葉を応えるだろう。「お待たせしてすい
ません、旦那。すぐにあなたのに取り掛かりま
すんで」。

As a kind of civilian life this is hellish, but as 
battles go, it is not at all bad – with some shelter, 
meals arriving fairly regularly and a quick rescue 
of the wounded. But I am not giving this advice 
to the cockneys – they don’t need any from me, 
only an apology for ever imagining their old spirit 
had left them, and a state of admiration. They can 
say to Herr Hitler and Marshal Goering (who will 
have to read Pickwick) what Sam Weller said: 
“Sorry to keep you waiting, Sir, but I’ll attend to 
you directly.” (Priestley, All England 110-11; 
Dickens 91)

空爆が続いてもロンドン市民の生活は変わることが
ない。坦々と変わらぬ日常を続けていることこそが
ロンドン市民の逞しさの証左だ。コックニー精神は
もはやないと即断してしまった誤りを認めるプリー
ストリーは、ロンドン市民の心意気をウェラーの言
葉で代弁させる。
　「ポストスクリプツ」を通して、ディケンズは繰
り返し言及される作家のひとりだ。ブラッドフォー
ドを訪れた回では、ミートパイ・ショップ近隣が
「愛しいディケンズ的な場所」“little Dickensy 
places”と呼ばれている（121）。ブラッドフォード
の商店街に生きる人たちの気概が、ディケンズの描
いた庶民たちのそれに近似しているというのだろ
う。ダンケルクの戦いを題材とする初回の「ポスト
スクリプツ」でも、イギリス海軍の失態を救った民
間船のことが「時代遅れで、ディケンズ風の、ビク
トリア朝中期の雰囲気がある」“something old-
fashioned, a Dickens touch, a mid-Victorian air, about 
them”といわれる（6）。「ディケンズ」は近代に汚
されていない、素朴な市民の間に自然発生する連帯
を指す記号なのだ。しかし、わたしたちはそこに、
プリーストリーの演出と誇張を感じてしまう。美化
されたビクトリア朝、「古き良き」時代の大衆文化
というモデルに合わせて現実が描かれていくようだ。
　「ポストスクリプツ」放送と同じ年にジョージ・

オーウェル（George Orwell）は「チャールズ・ディ
ケンズ（“Charles Dickens”）」（1940）という短文を
発表している。オーウェルはここで、ディケンズの
作品をイデオロギーに準拠した解釈から解放してい
る。ディケンズは常に弱者の味方であったがゆえ
に、様々な対立概念の構築（ブルジョア／労働者、
国教／カトリック）に利用された。それをオーウェ
ルは「盗み」といっている（35）。ディケンズは階
級闘争にも宗教論争にも縁遠い人物であり、マルク
ス主義やカトリックなどの党派性でディケンズを論
じることは「盗み」であったということだ。
　ディケンズには、善良な市民性こそあらゆる成功
のための処方箋という考えがある。例えば『ピク
ウィック・クラブ』のサム・ウェラーは、そのユー
モアと逞しさが富裕なブルジョア、ピックウィック
に見染められ、旅のお供となる。ディケンズの世界
では富と豊かさは道徳精神によってもたらされる。
反面、それはこの作家に社会を改善するための建設
的視座が欠けていたことを示す。制度や環境を組織
的に改良しようという洞察はなく、成功の秘訣は個
人の資質に拠るのみだ。ウェラーのピクウィックに
たいする態度は奉公滅私的なものであり、封建性の
名残を偲ばせる。『ピクウィック・クラブ』は階級
制度を温存し、個人主義を否定する側面がある
（Orwell 37; 59）。
　プリーストリーが引用したウェラーの台詞（「お
待たせしてすいません、旦那。すぐにあなたのに取
り掛かりますんで」）は、待たせていた客に向けら
れた挨拶の言葉だった。それはあくまでもウェラー
個人のユーモアと気丈夫を証左するものであった。
プリーストリーはそれを市民からナチスドイツへの
宣戦布告に読み代える。プリーストリーの「ディケ
ンズ」はイデオロギーや宗教の対立を越えて拡が
る、庶民的な友愛を示している。しかし、オーウェ
ルがディケンズに向けた、社会が描けないという批
判は、そのままプリーストリーにもあてはまる。プ
リーストリーの主張の延長線上には、善良な市民が
集まれば戦争に勝てるという短絡的な楽観がある。
そのような浅薄さがディケンズの作品と響き合うの
だ。

チェスタトン

　1940年 6月 30日の「ポストスクリプツ」は、ロ
ンドンのボロー地区で「統べよ、ブリタニア（“Rule, 
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Britannia”）」を歌って罰金刑を課せられた酔っ払い
のエピソードからはじまり、続いてワイト島の病院
で入院させられた女性を紹介する。口が悪いが元気
な老女はその体形ゆえ「巨漢アニー（Two Ton 
Annie）」と愛称されている。これらのエピソード
が持ち出されるのは、政治家や官僚たちの形式主
義、秘密主義を際立たせるためだ。

ときどきわたしは感じる。あなたとわたし、つ
まりわたしたち普通の人々は、高い壁のこちら
側におり、向こう側には、がやがやと騒々しい
大臣たちの指揮のもと、役人と有力者がいる
〔…〕時々、フェンスの向こうから顔を出し、
ガスマスクを付けろ、消灯しろとかなんとか命
令する。

Sometimes I feel that you and I ̶ all of us 
ordinary people ̶ are on one side of a high 
fence, and on the other side of this fence under a 
buzzing cloud of secretaries, are the official and 
important personages […] and now and then a 
head appears above the fence and tells us to carry 
our gas masks, look to our blackouts, do this and 
attend to that. (29)

市民と官僚、政治家のあいだの断絶が強調され、一
般市民と支配層を対比したうえで、こちら側だけで
戦争を戦おうというメッセージが発せられる。「公」
とは区別される「私」、大きな世界には回収されな
い「小さな」世界こそが戦いの構成要素ならば、こ
こにも「ホームの詩学」を認めることができる。
　酔っ払いと巨漢アニーはともに個性的ではある
が、その表現が類型的であることは否めない。これ
らのエピソードが伝聞で伝えられ、プリーストリー
が実際に体験したものではないことに起因しよう。
親近感を付与するためには直接的な知見の欠如を穴
埋めする必要がある。プリーストリーが依拠したの
は文学だ。「統べよ、ブリタニア」を唄う酔っ払い
のエピソードは「シェイクスピアとディケンズの
知っていた古き良きロンドン」“in that bit of Old 
London that Shakespeare and Dickens knew”（28）
と枕詞が付く。プリーストリー自身の知悉ではな

く、作家たちの描いた「古き良きロンドン」で起
こったという条件がリスナーに親近感を抱かせるの
だ。
　この放送はチェスタトン（G. K. Chesterton）の詩
「退場讃美歌のあと（“Post-Recessional”）」の引用
で締め括られる。この作家の選択は意外にみえるか
もしれない。ディケンズやハーディとは異なり、
チェスタトンは 1936年まで生きていた同時代作家
であるからだ。しかし、チェスタトン自身ビクトリ
ア朝的価値観を賞嘆し、『チャールズ・ディケンズ
（Charles Dickens: A Critical Study）』（1906）という
著作もあった。プリーストリーはそのことを意識し
ていたのだろう。
　「退場讃美歌のあと」は 1932年に発表された『新
しい詩（New Poems）』に収録された全 5詩連の詩
だ。戦間期のイギリスの植民地政策をテーマにした
この詩から引用されるのは最後の詩連の一部だ。

立ち上がり、喇叭を吹かせよ
　明るく振舞うことが勇壮ならば。
全世界に言ってやれ
　追い詰められれば本気をみせてやると。

Rise up and bid the trumpets blow
　When it is gallant to be gay;
Tell the wide world it shall not know
　Our face until we turn at bay.
 (Priestley, All England 34; Chesterton 43)⑷

トランペットの響きを背景に、敵に顔を上げて対峙
しようとする人々の勇壮な振る舞い。困難な状況に
も明るく陽気であることこそ勇気の証左だ。その勇
猛な姿に戦時のロンドン市民が重ねられる。
　しかしこのようなかたちで「退場讃美歌のあと」
の一節を引用することは時宜にかなっていたのか。
1930年代初め、イングランド国教会を母胎にする
平和誓約連合（Peace Pledge Union）とオックス
フォード連合（Oxford Union）主導による反戦運動
が盛り上がりをみせていた。チェスタトンはこのよ
うな動きに苛立っていた。「チェスタトンにとって
双方の主張とも、正義よりも平和を、悪を憎むこと
よりも戦争を嫌悪することを優先する過誤に基づく

──────────────────
⑷　最後の行はチェスタトンのもとの詩では “Our face until we turn to bay”となっている。
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ものだった」“For Chesterton, both initiatives were 
based upon the misconceptions about the priority of 
the peace over justice and detestation of war over 
hatred of evil”（Stapleton 193）。国際政治の論理を
普遍的な善悪に還元してしまう非を指摘するチェス
タトンは、第一次世界大戦でイングランドが果たし
た役割を再評価する。「退場讃美歌のあと」はその
歩を一歩先に進め、帝国主義時代の記憶を肯定的に
召還する詩だ。それは小イングランド主義者という
チェスタトンの評価を覆すものだ。そのことを裏付
けるようなコンテクストが「退場讃美歌のあと」に
はある。それがキップリング（Rudyard Kipling）
の「退場讃美歌（“Recessional”）」（1897）の返歌
であることだ。
　頭註に “After Queen Victoria’s Jubilee”とあるよ
うに、ビクトリア女王の治世 60周年を記念する「退
場讃美歌」は、キップリングの王党派的な考えに貫
かれている。その第 1詩連からイギリスの植民地主
義がテーマとされる。

われらが父祖の神、古より知られる
　遠く広がる戦線の主
荘厳な御手のもとわたしたちは
　椰子と松の生い茂る領地を支配する─
軍勢の主、神よ、わたしたちとともにあれ、
わたしたちが忘れぬように、わたしたちが忘れ
ぬように！

God of our fathers, known of old,
　Lord of our far-flung battle-line,
Beneath whose awful Hand we hold
　Dominion over palm and pine –
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget – lest we forget! (Kipling 614)

この詩連はヘンリー・カーク・ホワイト（Henry 
Kirke White）作詞の讃美歌の一節 “The Lord uplifts 
His awful hand, / And chains you ［ye waves］ to the 
shore”を踏まえている（Boardman 47）。遠方にま
で広がる植民地主義を支配することに起因する大国
の慢心を戒めるために神の名が呼ばれる。
　この第 4連に論争の的になる一節がある。

権力に酔ったわたしたちが、

　あなたを恐れずに舌を滑らせ、
異教徒あるいは無法の劣等種のように
　自慢をすることがあれば、
軍勢の主、神よ、わたしたちとともにあれ、
わたしたちが忘れぬように、わたしたちが忘れ
ぬように！

If, drunk with sight of power, we loose
　Wild tongues that have not Thee in awe,
Such boastings as the Gentiles use,
　Or lesser breeds without the Law̶
Lord God of Hosts, be with us yet,
Lest we forget̶lest we forget! (Kipling 614)

「無法の劣等種」は一見、優生学的偏見を露呈して
いるようにみえるが、文脈を整理すれば、「ドイツ
人、特に反ドイツ主義の作家たち」“the Germans, 
and especially the pan-German writers”への言及と取
るべきであろう（Orwell 204）。「退場讃美歌」は、
19世紀から西洋諸国を席巻した帝国主義という病
に取りつかれたイギリスにたいする訓戒だ。列強同
士の愚かな争いから名誉ある「退場」をすることを
薦める詩なのだ。
　チェスタトンの「退場讃美歌のあと」はこの詩を
踏まえたものだ。1930年代初頭に跋扈する、安易
なキリスト教的非戦論を警告するチェスタトンの苛
立ちを伝えるものだ。その 1連から 3連までを引
用してみる。

汝らの父たちの神、
　威張り腐った隊列を辛抱したまうこと、古よ
り知られるが、
神は汝に応えなかった
　汝の椰子と松のことを告げられても
汝が遠くまで軍勢を広げており
それを自慢しないことを自慢していただけなの
に。

権力に酔い盲目であったとして
　畏怖しこうべを垂れているあいだに
後塵を拝してしまった
　無法の劣等種の後塵を
奴らが忘れぬように、奴らが忘れぬように、
汝らが特別なものであることを、
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天の好みは
　退場讃美歌の後悔よりも
喧しい歌、野卑な言葉、
　無邪気なバンジョーの調べの方にあると思っ
ていた。
汝の愛しき祖国が
囁く（叫ぶ）ならば、わたしたちは耳を傾けよ
う。

God of your fathers, known of old,
　For patience with man's swaggering line,
He did not answer you when told
　About you and your palm and pine,
Though you deployed your far-flung host
And boasted that you did not boast.

Though drunk with sight of power and blind,
　Even as you bowed your head in awe,
You kicked up both your heels behind
　At lesser breeds without the law;
Lest they forget, lest they forget,
That yours was the exclusive set.

We fancied heaven preferring much,
　Your rowdiest song, your slangiest sentence,
Your honest banjo banged, to such
　Very recessional repentance;
Now if your native land be dear,
Whisper (or shout) and we shall hear.
 (Chesterton 42)

イギリスの植民地主義が神に是認されなかったこと
を嘲笑し、その権勢を誇らず、慎ましさを装ってい
るうちに、「法なき劣等種」の後塵を拝してしまっ
ている屈辱を嘆く。覇権争いから一歩退いた状況で
は、悔恨と詠嘆の退場讃美歌など価値はない。もは
や過去を恥じることをやめ、大国の責務を果たそ
う。過去の栄光をイングランドに今一度取り戻そう
というチェスタトンの強い主張がこの詩には託され
ている。
　列強争いの資源を庶民的な逞しさに期待するチェ
スタトンの「退場讃美歌のあと」はまさにプリース
トリーの趣向に適っている。それは、「統べよ、ブ
リタニア」を歌う酔っ払いに代表されるような市民

を、戦いの主役に据えるプリーストリーの演出に
適った伴奏であろう。「ポストスクリプツ」で引用
されたのは最後の詩連だ。しかしその最後の 2行が
削除されていたことに気づいた聴衆は少ないであろ
う。ここでチェスタトンのもとの詩から引用してお
こう。

立ち上がり、喇叭を吹かせよ
　明るく振舞うことが勇壮なのだ
世界中に言ってやれ
　追い詰められれば本気をみせてやると。
お大事に、まだ非難されませんように
神が赦し、ひとが忘れてくれるように。

Rise up and bid the trumpets blow
　When it is gallant to be gay;
Tell the wide world it shall not know
　Our face until we turn to bay.
Bless you, you shall be blameless yet,
For God forgives and men forget. (Chesterton 43)

追い詰められれば本当の力を出して抵抗するという
表現は、ナチスに立ち向かう、無名の市民たちの勇
気を誇るプリーストリーの主張と一致する。しかし
「まだ非難されませんように」という猶予を自ら与
え、そしてその根拠を神の赦しと人間の忘却に求め
るとき、この詩の持つ危うさが露呈する。過去を恥
じて自虐的であることを止めることが高じて、キッ
プリングの反省そのものが覆されるからだ。「退場
讃美歌のあと」は、帝国主義の栄光を取り戻すこと
をイングランドに求めている。

最後に

　キップリングの「退場讃美歌」は帝国主義への反
省があった。チェスタトンの「退場讃美歌のあと」
にはその反省への反省があった。それは単なる民衆
賛歌ではない。市民の力を列強争いの資にするため
に、帝国主義的鋳型が再び求められる。このふたつ
の詩が浮かび上がらせるのは、19世紀末から 1930
年代までの、イングランドとヨーロッパの軋轢を包
括する歴史だった。そもそもその詩のタイトルに回
顧性が示されていた。「退場讃美歌」は、礼拝が終
わり司祭らが退場する際に歌われる讃美歌のこと
だ。「退場讃美歌のあと」はそのもちろんそのあと
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の時間を示す。「退場讃美歌」と「退場讃美歌のあ
と」は、礼拝＝帝国主義をいかに回顧するかという
歴史的問題意識を共有している。
　プリーストリーがチェスタトンの詩から、神の加
護と赦し、人間の忘却という要素を削除したとき、
払拭されたのは歴史的視点だった。帝国主義という
イギリスの過去を回顧する契機は消され、「退場讃
美歌」と「退場讃美歌のあと」のあいだにあった緊
張感は失われる。プリーストリーの削除は単なる詩
の理解の問題に止まらない。それは、相互扶助の精
神と市民的連帯が、19世紀からかたちを変えずに、
風土のように存在し続けていたというプリースト
リーの見地と繋がっている。
　プリーストリーにとって、市民の臨戦の決意を救
い上げるカテゴリーとして「国家」という権威を回
避することが重要であった。トップダウンで整備さ
れる戦時体制には与せずに、市民同士の自然発生的
な絆を戦意発火の基礎に据えようとした。プリース
トリーのこのような考えを集約するのが「ホームの
詩学」だ。それは「外」と対置される「内」、「公」
とは区別される「私」、大きな世界には回収されな
い「小さな」世界の連帯を名指すものであった。そ
の区別を補強するものとしてディケンズやハーディ
などの文学資本が利用されたことを本稿は確認し
た。様々な制約のもとにプリーストリーが、市民主
体の共同体を「ホームの詩学」として想像／創造し
たことは評価しなければならない。ナチスドイツと
戦いつつ、階級構造と官僚制に与さないために、彼
が依拠したのが文学と市民性であった。しかしその
「ホームの詩学」は歴史的な視点を捨象することで
成立していたことを看過してはいけない。
　プリーストリーが引用したハーディの詩「「諸国
崩壊」のときに」は第 5詩集『幻影の瞬間（Moments 
of Vision and Miscellaneous Verses）』（1917）に収め
られている。そのふたつ前に、同じく戦争詩として
名高い詩「いかにも残念なこと（“The Pity of It）」
が収録されている。

わたしはローム土が剥き出しのウェセックスの
小道を歩いていた、
鉄道からも公道からも離れたところ、
野と農場から聞こえてきたのは古式ゆかしい言
葉の数々
「きみは…だ」「彼は…するはず」などの田舎

に伝わる表現、

「わたしは…するつもり」「彼は…だろう」な
どに類した世間話、
それらの表現は良く似ている、イングランドの
仔として生まれたものを嘲笑った奴らのしゃべ
り方に、
脅しと殺戮を栄光とするものたちのしゃべり方
に。

I walked in loamy Wessex lanes, afar
From rail-track and from highway, and I heard
In field and farmstead many an ancient word
Of local lineage like “Thu bist,” “Er war,”

“Ich woll,” “Er sholl,” and by-talk similar,
Nigh as they speak who in this month's moon gird
At England's very loins, thereunto spurred
By gangs whose glory threats and slaughters are. 
(Hardy 294)

その最初の 2連では、ウェセックス訛りの英語がド
イツ語との共通性を留めていることが指摘される。
中央から離れたローカルな文化に、敵国への隠れた
親和性をハーディはみいだす。英語の起源のひとつ
としてドイツ語が措定される歴史的な事実を参照
し、イングランドとドイツの隠れた繋がりを地方の
言葉に見いだしていく。
　容認発音が支配的であった BBCにおいて、ヨー
クシャー訛りのプリーストリーが起用された意味を
もう一度思い返したい。「まやかしの戦争」を「国
民の戦争」と変えるべく、彼が利用したのは、自身
の訛りに象徴されるような中央からの距離であっ
た。空爆監視の際、彼の愛国心を刺激した田舎男た
ちの方言は、他の文化の影響から隔絶された、純粋
で不変なイングリッシュネスを体言するものだっ
た。それを強調するときに、ディケンズとともに
ハーディの名が持ち出される。特にハーディの名は
イングランド南西部の訛りと一体化していた。しか
しハーディは「いかにも残念なこと」でそのような
訛りから歴史的な遡行をはじめ、イングランドの境
界の揺らぎだすところに辿りついた。それは敵味方
を揺るがす洞察であった。戦争詩として有名なこの
詩をプリーストリーが知らなかったとは考えにく



19

J・B・プリーストリーの「ポストスクリプツ」

い。ハーディの歴史性とイングランドの揺らぎを無
視することによって、プリーストリーの「ホームの
詩学」は紡がれていったと考えるべきであろう。

Works Cited
“Accent-uate the Positive”, the BBC (29 October 2014).
 http://www.BBC.co.uk/voices/yourvoice/accent2.shtml
Addison, Paul. Churchill on the Home Front, 1900-1955. Pim-

lico, 1993.
Boardman, Henry Augustus, editor. A Selection of Hymns: 

Designed as a Supplement to the “Psalms and Hymns” of 
the Presbyterian Church. W. S. & A. Martien, 1861.

Briggs, Asa. The History of Broadcasting in the United King-
dom, vol. 2: The Golden Age of Wireless 1927-1939. 
Oxford UP, 1995.

̶̶̶. The History of Broadcasting in the United Kingdom, 
vol. 3: The War of Words 1939-1945. Oxford UP, 1995.

Baxendale, John. Priestley’s England: J. B. Priestley and Eng-
lish Culture. Manchester UP, 2007.

Calder, Angus. The People’s War: Britain 1939-1945. Pimlico, 
1992.

Churchill, Winston S. “We Shall Fight on the Beaches” (July, 
4th 1940). International Churchill Society.

 https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1940-the-
finest-hour/we-shall-fight-on-the-beaches/

Chesterton, G. K. The Collected Poems. Dodd, Mead & Com-
pany, 1980.

Curran, James. “Press under Regulation”. James Curran and 
Jean Seaton. Power Without Responsibility: The Press and 
Broadcasting in Britain. Routledge, 1988, pp. 69-83.

Dickens, Charles. The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club. Nottingham Court Press, 1979.

Hajkowski, Thomas. The BBC and National Identity in Britain, 
1922-53. Manchester UP, 2010.

Hardy, Thomas. The Complete Poetical Works of Thomas 
Hardy. Vol. II. Ed. Samuel Hynes. Clarendon Press, 1984.

Kipling, Rudyard. The Cambridge Edition of the Poems of Rud-
yard Kipling, Vol. 1. Cambridge UP, 2013.

Mackay, Robert. “‘Abominable Precedent’: the BBC’s Ban on 
Pacifists in the Second World War”. Contemporary British 
History, vol. 20, no. 4 (December 2006), 491-510.

Nicholas, Sîan, “‘Sly Demagogues’ and Wartime Radio: J. B. 
Priestley and the BBC”. Twentieth Century British History, 
vol. 6, no.3 (1995), pp. 247-66.

̶̶̶. The Echo of War: Home Front Propaganda and the 
Wartime BBC, 1939-1945. Manchester UP, 1996.

̶̶̶. “The Reithian Legacy and Contemporary Public Ser-
vice Ethos”. The Routledge Companion to British Media 
History. Eds. Martin Conboy and John Steel, Routledge,   
2014, pp. 323-33.

Orwell, George. Essays. Penguin, 2000.
Priestley, J. B. Priestley. English Journey: Being a Rambling 

But Truthful Account of What One Man Saw and Heard 
and Felt and Thought during a Journey through England 
during the Autumn of the Year 1933. Heinemann, 1934.

̶̶̶. All England Listened: The Wartime Broadcasts of J. B. 

Priestley. Heinemann, 1940.
Scannell, Paddy and David Cardiff. A Social History of British 

Broadcasting Vol. I: Serving the Nation. Wiley-Blackwell, 
1991.

Stapleton, Julia. Christianity, Patriotism and Nationhood: The 
England of G.K. Chesterton. Lexington Books, 2009.

Whittington, Ian. Writing the Radio War: Literature, Politics 
and the BBC 1939-1945. Edinburgh UP. 2018.

Williams, Keith. British Writers and the Media, 1930–45. Pal-
grave Macmillan, 1996.


