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Kurt Vonnegut の Slaughterhouse-Five における覇権的男性性言説への批判について

序　論

　Kurt Vonnegut（1922-2007）は長編 Slaughterhouse-Five（1969）において、覇権的男性性と

戦争を巡る言説が、若者の生命を搾取するために使われていることを告発している。Jerome 

Klinkowitz を始めとする多くの研究者は本作について、軍事技術の進化によって大規模な殺戮

が可能になった第二次世界大戦を、ポストモダニズムや SF の手法を使って批判的に描く作品と

して論じている。本作をこのように反戦文学として論じる伝統の中で、特に戦争と男性性の表象

の関係性に注目する流れもある。Kerstin Tuttle は本作が大戦における男性性の危機を描いてい

ると精神分析的観点から指摘し、Peter C. Kunze は、Vonnegut が George Gordon Byron の

“innocence”と “experience”の二項対立を用いながら、兵役を少年の成人儀礼と見做す言説を批

判していると論じている。しかしこれら先行研究は、覇権的男性性のイメージと言説による人命

の搾取を Vonnegut が告発する姿勢までは論じ切れていない。今日アメリカを始めとする多くの

先進国は男性のみを対象とする徴兵制を廃止しているものの、人命すら支配する権力の道具とし

てジェンダーを用いた例として記憶しておくことは重要である。これらは今日の企業戦士のよう

なアナロジーを用いて男性の労働力と生命を道具として搾取する言説にも繋がっていよう。本稿

では、社会構築主義の立場を取る R. W. Connell の覇権的男性性（“hegemonic masculinity”）と

従属的男性性（“subordinated masculinity”）の概念を用いながら、Slaughterhouse-Five におい

て武勇と結び付けられた当時の覇権的男性性による男性の生命の搾取を Vonnegut がどのように

暴き出し、批判を試みているかを分析する。第一章では Vonnegut が覇権的男性性に気付き、

Slaughterhouse-Five で批判することに決めた経緯を追う。第二章では作中において、男性を覇

権的男性性に従わせるための演出とその失敗がどのように描かれているかをマクロに分析し、第

三章では覇権的男性性のイメージに惑わされて野蛮な暴力性を晒して惨めに死んでいく兵士たち

をミクロに分析する。そして第四章では、主人公 Billy Pilgrim がどのように従属的男性性の象

徴となって覇権的男性性に挑戦しているかを論じる。この研究を通じて2005年に Connell が行っ

た覇権的男性性の発見と批判を Vonnegut が先取りしていたことを明らかにし、男性学の知見を

用いた現代アメリカ文学研究に資したい。

Kurt Vonnegut の Slaughterhouse-Five における
覇権的男性性言説への批判について
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１．Vonnegut と覇権的男性性

　Vonnegut の戦争を成人儀礼とする言説への批判を Slaughterhouse-Five の中に読み取るには、

まず彼のエッセイを参照することが助けとなろう。周囲のアメリカ人が覇権的男性性をもてはや

して若い男性に押し付け、アメリカ政府までもがそれをプロパガンダとして利用していることに

Vonnegut は卒業式講演集 If This Isn’t Nice, What Is? において明確に憤る。彼は第二次世界大

戦とヴェトナム戦争の時代のアメリカに流布していた、少年は従軍を成人儀礼として一人前の男

性になるという言説に言及している。（１） “Another event in the lives of American and European 

males which might be considered a puberty ceremony is war”（ch. 1）. Vonnegut は欧米で戦争

に行くことが男性の成人式（“puberty ceremony”）と見做される風潮を指摘する。そして

Vonnegut はこの言説が男性の生命を搾取する道具になっていると喝破している。“I suggest to 

you that the withholding of a puberty ceremony from young males in our society is a scheme, 

devised cunningly but subconsciously to make those males eager to go to war, no matter how 

terrible or unjust a war may be”（ch. 1）. 彼は、戦争を成人儀礼と見做す言説を現実の男性の生

命を搾取する道具として解釈し、その代わりに男性たちの命を守るために成人式を復権した方が

いいと提案している（“we had better, for our own safety, reinstate puberty ceremonies”, ch. 1）. 

彼が想定する成人式とは、従軍や出産といった経験ではなく、年齢のみを成人の条件と見做す成

人式のことだろう。“Ever primitive society ever studied has had a puberty ceremony, . . . Some 

Jewish communities still honor this old practice, of course, and benefit from it, in my opinion”

（ch.1）. Vonnegut が参考にすべき例として挙げているユダヤ教の成人式とは、年齢のみを成人の

条件としているバル・ミツバとバット・ミツバであろう（辻田）。また Vonnegut は、戦争を経

験したことで彼が大人の男になったという彼の叔父の解釈に反対し、自分が戦争に行く前から大

人の男性（“a man”）だったと述べてもいる（ch. 1）。経験の有無で人間が一人前であるかどう

か決める言説は、人間にその経験を獲得することを強いて支配する権力の道具なのだ。ゆえに

Vonnegut は従軍等の経験の要素を排し、年齢のみを成人の条件と見做す成人式の復権を聴衆た

る卒業生たちに提案している。（２）

　しかし Vonnegut にこの考えを抱かせたのは、彼自身の過酷な従軍経験というよりはむしろ、

戦友の妻 Mary O’Hare との交流がきっかけだった。彼は元々、第二次世界大戦は戦う価値のあ

る戦争だ（“It was worth fighting”）と考えて従軍を決めている（Shields 48）。更に、戦争から帰っ

た後、Slaughterhouse-Five の構想を練るべくかつての戦友 Bernard O’Hare と話した時ですら、

勇猛な兵士のイメージに引きずられていたことを Vonnegut はエッセイで告白している。“And 

we were trying to remember funny stuff about our time as prisoners of war in Dresden, tough 

talk and all that, stuff that would make a nifty war movie”（“Do You Know” 19）. Vonnegut は
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かっこいい戦争映画を作れるようなタフな話をしている。ここからわかるように、戦争を少年の

成人儀礼だと見做す言説を否定する方向に Vonnegut を決定的に変えたのは過酷な戦争経験だけ

ではない。むしろ、かつての戦友の妻である Mary O’Hare から受けた “‘You were nothing but 

babies then.’”という指摘が彼を心変わりさせたのだ（19）。“And that is true of soldiers. They 

are in fact babies. They are not movies stars. They are not Duke Wayne. And realizing that 

was the key, I was finally free to tell the truth”（19）. Mary の言葉で Vonnegut は、自分たち兵

士は Duke Wayne こと John Wayne のような魅力的な戦争映画俳優ではなく、赤ん坊のような

いくじなしだったことに気付き、ようやく真実を自由に語れるようになる。“And what Mary 

O’Hare was saying, in effect, was, ‘Why don’t you tell the truth for a change?’”（19）. そして、

戦争を美化する風潮を変えることを Mary に提案され、Vonnegut はそのように Slaughterhouse-

Five を書くことを決断した。

　この転換で一体何が起こったのか。私はここで、社会学者 R. W. Connell の提唱する覇権的男

性性の概念を用いて、彼の心理の変遷を説明してみたい。Vonnegut は当時のアメリカの覇権的

男性性が、現実の男性の思考と行動を縛る権力の道具となっていることを悟ったのではないか。

覇権的男性性とは、男性の規範であり、また女性の男性への服従を正当化するモデルとして

Connell が提唱した概念である。“It [Hegemonic masculinity] embodied the currently most hon-

ored way of being a man, it required all other men to position themselves in relations to it, and 

it ideologically legitimated the global subordination of women to men”（Connell and 

Messerschmidt 832）. 彼女によると、覇権的男性性は男性として最も名誉あるとされるあり方を

体現しており、他の全ての男性に、自身を覇権的男性性と比較して位置づけることを要求するも

のだ。また、覇権的男性性は固定化された人格の類型（“a fixed character type”）ではなく抽象

的概念である点に注意したい（Connell 76）。そのためにそれは特定の状況でのみ姿を現し、歴

史的変化の影響を受けやすい（Connell and Messerschmidt 832-33）。

　このことを踏まえるならば、第二次世界大戦の時に Vonnegut が感じ取っていたアメリカの覇

権的男性性とは、戦争に従軍して活躍する勇壮な兵士像であったと言えよう。当初 Vonnegut が

戦争の従軍経験を語る時に自身を英雄になぞらえていたのもその影響と考えられる。Connell は

覇権的男性性が暴力というよりはむしろ、文化、権力行使の場、説得を通して男女から合意を取

り付けて支配していると唱え（Connell and Messerschmidt 832）、英雄像が西洋文化の男性性の

文化的表象の中心であり、軍隊が新兵募集のためにこの表象を恣意的に引いてきたことを指摘し

ている（Connell 213）。（３）当時の兵士を英雄と見做すアメリカ国内の風潮や政府によるプロパガ

ンダが、従軍を魅力的なものとして Vonnegut の前に提示した。勇壮な John Wayne は彼にとっ

ては覇権的男性性の担い手であった。John Wayne は戦争映画に頻繁に出演し、1950年代から70

年代にかけて、アメリカ人男性に最も尊敬されているアメリカ人男性一位の座を独占し続けたカ
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リスマ的存在である（Kimmel 166）。最も目に見える覇権的男性性の担い手が、最も支配力を持

つ人物というよりはむしろ映画俳優や映画のキャラクターであることを鑑みるならば（Connell 

77）、Wayne は第二次大戦後のアメリカ人男性にとっての覇権的男性性を体現する存在であった

と考えられる。戦争から帰ったばかりの Vonnegut は自身が戦争を通じて大人の男性になったと

は考えていなかったが、兵士が英雄として戦場を冒険するイメージだけは肯定的に捉えて自分に

重ねていたものと見られる。そのイメージすらもプロパガンダの道具だと Mary に喝破されるこ

とで、彼はこの覇権的男性性を取り巻く言説全体が権力の道具だと気付いたのだ。

　Vonnegut は自分が作家としてこの言説を支える危険性に気付き、肯定的に語ることを拒絶し

ている。彼はエッセイで作家の責任を追及する。“There are old poops who will say that you do 

not become a grown-up until you have somehow survived, as they have, some famous calamity

－ the Great Depression, the Second World War, Vietnam, whatever. Storytellers are responsi-

ble for this destructive, not to say suicidal, myth”（“I Used to Be” 131）. このように、大恐慌や

第二次世界大戦、ヴェトナム戦争を若者の成人儀礼を見做す考えを Vonnegut は破壊的な神話と

言い切り、作家はその言説を支えてきてしまったと指摘するのだ。

　また Vonnegut は、戦争のことを語らないでおくのもこの破壊的な言説を維持することに繋が

ると判断して退けている。Vonnegut はエッセイにおいて、第一次世界大戦の頃からの帰還兵は

よく戦争については沈黙してきたが、それは戦争そのものが語りえぬもの（“unspeakable”）で

あるためだけではなく、黙っていた方がかっこいい物語を聞き手が夢想してくれておしゃれ

（“fashionable”）であるためだと説明している（“Do You Know” 19-20）。帰還兵による沈黙もまた、

勇壮な兵士が戦場で活躍するイメージを支えかねないのだ。

　それゆえに Vonnegut は、兵士の武功を語ることも沈黙することも選ばず、戦争に翻弄される

無力で惨めな兵士たちを描き、彼らを支配する言説を暴くことに決めたのだ。彼の決意は、本作

の “The Children’s Crusade: A Duty-Dance With Death”というサブタイトルに示されている。

先述した Mary O’Hare とのやりとりは Slaughterhouse-Five では語り手の経験として第一章に描

かれているが、サブタイトル前半の “The Children Crusade”の部分は、この場面で語り手が作

品の題を “Children Crusade”にすることを Mary に約束していることの反映であろう（15）。そ

してこれこそが、徴募された少年たちにとっての従軍の悲惨さを端的に示している。作中の語り

手と O’Hare 夫妻が読む少年十字軍の本の中では、史実の少年十字軍が大人の扇動によって送り

出された先で死亡し、あるいは奴隷として売り払われる。この大人が少年を騙す構図は、第二次

世界大戦でのアメリカ政府が少年を煽って戦場に送り出す構図に重ねられている。

　また、サブタイトル後半の “A Duty-Dance With Death”という部分には戦場で死とダンスをす

ることを強いられるアメリカ人少年たちの姿を読み取ることができよう。この言葉は十字軍の約

二世紀後に流行した死の舞踏（“Dance of Death”）の絵画を連想させる。死の舞踏はペストなど
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をきっかけにして生まれた絵画モチーフで、骸骨の姿を取った死の概念が生者と踊るものだ。学

校のダンスパーティーに義務として参加させられる子どもたちの姿がこの絵画モチーフと重なっ

たものが “A DUTY-DANCE WITH DEATH”という言葉であり、これはそれくらいの年端の少年、

あるいはそこからちょっと成長しただけの若者が第二次世界大戦に参加したという事実を突きつ

けている。このように “The Children’s Crusade: A Duty-Dance With Death”というサブタイト

ルは、少年が従軍を通じて一人前に成長するという言説に懐疑を差し挟むものとして、作品の主

題を読者に伝える導入となっている。

　Slaughterhouse-Five で、兵役を少年の成人儀礼と見做す言説を批判し、後世の人々までそれ

が伝わるのを防ぐ Vonnegut の試みは、特にヴェトナム戦争世代を意識して書かれたものだ。作

中には何度かヴェトナム戦争批判が登場する。作中に登場する Kilgore Trout の架空の短編

“Gutless Wonder”は、ヴェトナム戦争で使用されたナパーム弾の残虐さを遠回しに非難する内

容になっている（168）。これは、良心なきロボットが燃えるゼリー状ガソリン（“burning jelled 

gasoline”）、すなわちナパーム弾を飛行機からばら撒いて人々を殺戮するが、誰もその行為を咎

めない、という筋書きだ（168）。また、主人公 Billy Pilgrim の息子 Robert もヴェトナム戦争に

従軍している。父である第二次戦争世代の Billy と、子であるヴェトナム戦争世代の Robert と

いう構図になっていることにも注目したい。Slaughterhouse-Five を通して Vonnegut は、第二次

世界大戦を経験した親世代としてヴェトナム戦争世代の読者に語りかけるのだ。

　本作はヴェトナム戦争が過熱している1969年に出版され、若者たちの共感を獲得してベストセ

ラーとなった。メディアのカメラはヴェトナム戦争の若い徴募兵が傷つき泣く様子を捉えて報じ

たが（ネルソン43）、その様子は Slaughterhouse-Five の副題である Children’s Crusade とまさし

く一致していた。ヴェトナム戦争で徴兵された若者のほとんどは18歳であり、ヴェトナム戦争は

「アメリカが初めて経験する〈十代の戦争〉だった」（グロスマン 409）。若い兵士たちはジャン

グルに潜むヴェトコンや罠に怯え、民間人の子ども殺しという英雄のイメージからかけ離れた悪

行をしなければならないことに苦しんだ。ヴェトナム戦争は、徴兵が「大人になるために耐える

義務」から「避けるべき悪夢」に変わったきっかけだったのだ（ホワイト 590）。

Slaughterhouse-Five はヴェトナム戦争世代の若者と共鳴し、彼らの励ましを得て、覇権的男性

性の言説批判を強めている。

２．国家の覇権的男性性によるプロパガンダ

　Vonnegut は Slaughterhouse-Five で、勇壮なイギリス兵と貧相なアメリカ兵およびドイツ兵の

比較を通して、覇権的男性性に倣う場として戦争を演出する国家の戦略とその失敗を暴露する。

Slaughterhouse-Five に登場する人物で最も覇権的男性性を体現しているのは捕虜のイギリス兵

たちである。彼らは正規の軍人でそれも将校という高い身分であり、逞しく清潔でチェスなどの
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趣味にも通じている人間である。Tuttle の指摘するように、彼らの戦時の男性性はシンデレラ

劇で女装しても揺るがない（26-27）。“They [the Englishmen] were adored by the Germans, 

who thought they were exactly what Englishmen ought to be. They made war look stylish and 

reasonable, and fun”（94）. 彼らイギリス人捕虜の示す覇権的男性性は、捕虜であるという一点を

除けば完璧であり、それは敵兵たるドイツ軍にすら敬愛されているものだ。敵味方という立場を

超えた覇権的男性性の理想がここで共有されていることが確認できる。そしてイギリス兵のその

姿は、戦争をスタイリッシュで合理的で楽しいものに見せてしまう歪んだレンズという役割を果

たしている。これは主人公 Billy たちの経験する、無様で不条理で辛い戦争の対極を成す戦争観

となっているのだ。彼らの結束感は ‘“Hail, Hail, the Gang’s All Here”’という団結を賛美するタ

イトルの歌を皆で合唱しながら行進するシーンに象徴されていよう（93）。彼らは戦場において

最も望まれる男性像の権化である。

　しかし、大戦末期のアメリカ軍とドイツ軍は、もはやこのような人材を用意することができず、

若過ぎる男性を徴兵する事態に陥っている。何故ならこのような適齢の体格のいい男性の多くは

捕虜になるか死亡しているためだ。Billy たちが捕虜としてドレスデンの共同炊事場に連れて来

られた場面を見てみよう。そこで働く女性は、ドイツ兵 Werner Gluck を若過ぎると評し、アメ

リカ兵捕虜 Edgar Derby を老い過ぎていると言い、Billy にその滑稽な服装はどういうつもりか

と問いかける。そして、“‘All the real soldiers are dead’”と彼女は呟き、語り手もそれに同意す

る（159）。ここではドイツ側アメリカ側の区別はなく、戦争のもたらす両国の疲弊が描かれてい

るのだ。ドイツ兵 Gluck は Billy と実は遠いいとこ同士であり、Billy の弟のような姿をしている

（158）。これはドレスデン爆撃では自身の遠い親戚も殺されたに違いないというドイツ系アメリ

カ人の Vonnegut の沈痛な気持ちの反映とも読めよう。そして Gluck の持つ銃に血流し（“blood 

gutters”）が付いていないという記述は、その前の場面で死亡したアメリカ兵 Roland Weary が

血流しの話をしていたことを読者に思い出させ、ドイツ兵 Gluck がアメリカ軍の Billy や Weary

と変わらぬ若者であることを強調している。ここでは敵味方を越えた民間人殺戮の悲しみと若者

が徴兵される悲しみが描かれている。

　アメリカ軍徴募兵の貧弱さは逞しいイギリス兵捕虜との比較によって強調される。彼らの姿は、

どんな軍隊がこんなに貧弱な人間を前線に送り込むのかとドイツ兵が呆れるほどのものであり

（83）、捕虜のイギリス人大佐に言わせれば “Children Crusade”並みの若過ぎる兵隊たちである

（106）。“‘[W]e had imagined that it was being fought by aging men like ourselves. We had for-

gotten that wars were fought by babies. . . . it was a shock’”. イギリス人大佐は、この大戦は自

分たちのような年老いた男が戦っていると思い込んでおり、こうした赤ん坊のように若過ぎる子

どもが戦っていることを忘れていてショックを受けたと告白する。アメリカ人捕虜の弱々しさは

イギリス兵捕虜との比較で際立つ。あるイギリス兵捕虜は、同じ捕虜収容所で共に過ごすことと
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なったアメリカ兵捕虜全員を “‘Weak, smelly, self-pitying̶a pack of sniveling, dirty, thieving 

bastards,’”であると酷評する（127）。この評価は “The Englishmen were clean and enthusiastic 

and decent and strong”（94）と対をなすものだ。アメリカ軍捕虜からは筋力のみならず精神的

余裕も失われている。

　そして統一感も結束感もないドイツとアメリカの兵士たちは、両者を兼ね備えるイギリス兵捕

虜とコントラストを成している。アメリカ兵のみならず、ドイツの兵士たちもまた、老人や少年、

そして負傷兵といったバラバラな人材によって構成されており（52, 149）、部隊によっては装備

も十分に揃っておらず（52）、そのために結束感も抱いていない。“They [Eight Dresdeners] 

knew what sick and foolish soldiers they themselves appeared to be. . . . Still̶they were 

expected to earn obedience and respect from tall, cocky, murderous American infantrymen 

who had just come from the killing at the front”（149）. 彼らは主人公を含むアメリカ兵捕虜を

迎えに行く時、覇権的男性性の実現度合いで負けているのではないかと危惧する。しかし、実際

に彼らが出会ったアメリカ兵捕虜もまた覇権的男性性からはかけ離れた存在だった。“The eight 

ridiculous Dresdeners ascertained that these hundred ridiculous creatures really were 

American fighting men fresh from the front. They smiled, and then they laughed. Their terror 

evaporated. There was nothing to be afraid of. Here were more crippled human beings, more 

fools like themselves. Here was light opera”（150）. ドイツ兵は覇権的男性性からかけ離れた双方

の姿を確認し、安堵して笑う。敵味方を越えて男性性を評価する点では、先のドイツ兵がイギリ

ス兵の覇権的男性性の体現を寿いでいるのに対して、この場面ではドイツ兵がアメリカ兵と自分

たちの覇権的男性性の欠如を笑っており、対照的なものとなっている。このドイツ兵とアメリカ

兵のオペレッタ（“light opera”）はドレスデンを行進するが、この覇権的男性性からほど遠いち

ぐはぐな兵士のオペレッタの行進もまた、先のイギリス兵の統一感ある覇権的男性性に溢れた、

オペラの歌を歌いながら行進する様との対照となっていることに注目したい。軍隊は統一感のあ

る体格のいい人材を集め、統一された装備を支給することで、彼らに覇権的男性性を抱けている

という安堵を与え、結束感を持たせることでその感覚を更に強化する。大戦初期の時点で捕まっ

た元々軍人であるイギリス兵たちの場合はこれが実現できていたが、大戦末期に召集されたアメ

リカとドイツの徴募兵たちの場合にはこれは全く実現できていなかった。両者の比較を通して

Vonnegut は軍隊が覇権的男性性の言説をいかに利用しているかを読者に示し、戦争を少年の成

人儀礼と見做す言説が唱える勇壮な兵士像は実際の戦場から消え、代わりに弱々しく苦しむ少年

がいるばかりであったことを描く。

３．覇権的男性性に惑わされる兵士たち

　Vonnegut はまた、覇権的男性性に倣おうとして失敗し、惨めに死んでいくアメリカ兵 Roland 
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Weary と Edgar Derby を描くことで、兵役は少年の成人儀礼という言説を否定し、覇権的男性

性のもたらしうる危険性を示唆している。

　Vonnegut は Weary の熱狂に十字軍の熱狂を重ねることで、覇権的男性性がそれに倣おうと

する人間達を暴力的にする危険性があることを示す。Weary はアレクサンドル・デュマの『三

銃士』に登場するような英雄として振舞うことに燃え上がるが、その熱狂性と粗暴性は十字軍の

それらと重ねられて批判されている。三銃士のように振る舞うことに情熱を注いでいた Weary

は次のように描写される。“He dilated upon the piety and heroism of ‘The Three Musketeers,’ 

portrayed, in the most glowing and impassioned hues, their virtue and magnanimity, the imper-

ishable honor they acquired for themselves, and the great services they rendered to 

Christianity”（50-51）. この文章は、語り手が第一章で O’Hare 夫婦と読んだ、Charles Mackay

の Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds という十字軍の研究書の一節を

少し書き換えたパロディーである（15-16）。主語は “Romance”から “He”に変えられており、

“heroism”には “of ‘The Three Musketeers’”という形容詞句が付いている（15-16, 50-51, italics 

original）。Vonnegut は Weary が三銃士という覇権的男性性のイメージを通してヒロイズムに燃

え上がっている様を、十字軍がヒロイズムに熱狂している様に重ねて、双方に共通する危うさを

指し示している。

　また彼らには他の共通項として、覇権的男性性に倣おうとして結果的に、その負の側面である

野蛮な暴力を振るっていることも挙げられる。ここで Vonnegut が先述のパロディー化に使わな

かった抜粋の前半部分を見て見たい。“History in her solemn page informs us that the crusaders 

were but ignorant and savage men, that their motives were those of bigotry unmitigated, and 

that their pathway was one of blood and tears”（15, italics original）. Weary の描写には、ロマン

スを語る抜粋の後半部分のみをパロディー化しているが、これは無知で野蛮な兵士による暴力的

な十字軍の実態を描いた前半部分も読者に推察させるものだ。つまり、十字軍のヒロイズムへの

熱狂と Weary の三銃士を介したヒロイズムへの熱狂だけではなく、十字軍の野蛮な暴力性と

Weary のそれもまた重ねられている。事実 Weary は Billy をいじめ、挙句の果てには Billy の大

切なワイヤー（“important wires”）がぎっしり詰まった背骨の管を蹴り折ろうとしている（51）。

Weary は十字軍同様、粗野な暴力を振るう。

　覇権的男性性のモデルとしての三銃士に倣うことに失敗する Weary は滑稽に描かれている。

彼は『三銃士』に登場する三銃士と主人公のダルタニャンに自身と斥候二人と Billy を重ね、自

分と斥候二人という三銃士が Billy をなんとか歩かせて一緒に戦い、最後に青銅星章を授与され

る機会にあってそれを慇懃に断るところまで夢想している（42-43）。しかし、三銃士とダルタニャ

ンの堅い結束とは逆に、彼らの絆はあってないようなものであり、斥候二人は Weary と Billy を

置いていき、Weary は八つ当たりで Billy を執拗に蹴る始末である。理想の三銃士とのギャップ
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がここでの Weary の無能力の滑稽さを引き立てている。

　そして Weary は捕虜になり、敵兵に飛ばされた唾を皮肉な勲章として与えられ、惨めに死亡

する。The spit hit Roland Weary’s shoulder, gave Weary a fourragère of snot and blutwurst 

and tobacco juice and Schnapps（64-65, italics original）. イタリックで書かれた “fourragère”はフ

ランス由来の飾りひも勲章を指し、フランス人の英雄に憧れる Weary に与えられる皮肉な勲章

として示される。唾を吐きかけた側のドイツ兵も戦車の上で “a drunk hero’s picnic”をしており、

下品な英雄像を演じる勝者が、英雄になりそこねた敗者に唾を吐きかけるという構図が出来上

がっている。ここでは勝者の下品な英雄像にも語り手は批判的な目を向けている。最終的に

Weary は捕虜輸送車両の中で、合わない木靴による足の壊死から病気を患って死亡する。この

ように彼は、覇権的男性性のイメージに沿おうとするものの失敗し、その負の面である粗野な暴

力を晒し、惨めに死亡する兵士として表象されている。

　一方 Edgar Derby は、Weary よりも覇権的男性性に倣うことに成功している。Derby は44歳

で兵士としては高齢だが、アメリカ兵捕虜の中ではよく筋肉のついた “best”な肉体を持ってお

り（83）、わざわざ政治的な人脈を使って軍隊に入隊し、昇進も望むほどの従軍の意欲の高さを

見せている。彼が読んでいる The Red Badge of Courage （1895）は、主人公の少年 Henry 

Fleming が南北戦争を通じて一人前の男となる物語であり、彼が戦場における英雄像を支持して

いることが暗示されている。

　しかし、彼の雄姿は母国の裏切りにより滑稽なものに変えられる。彼は、戦争に振り回されて

疲労と無力感に打ちひしがれたアメリカ捕虜兵の中でも唯一の、印象的なヒロイズムの光を放つ。

ナチ党員になったアメリカ人 Campbell がアメリカ人捕虜たちに、ナチズムの元でロシアと戦う

“The Free America Corps”（162）に従軍するよう呼びかけたとき、Derby は人格者（“a char-

acter”）となり、Campbell を蛇、ねずみ、マダニにも劣る存在だと罵り、アメリカ政府のヒロ

イズムを説く（164）。しかし Derby 自身が体現しようとする英雄像も、時に皮肉の対象となり、

最終的には否定される。彼がこのようにヒロイズムを説いた後、“The air-raid sirens of Dresden 

howled mournfully”という一文が差し挟まれている（164）。この “mournfully”は「悲しげに」

という意味で取ることができるが、後のドレスデン爆撃を予兆して、その「死者を悼むように」

響いているという意味も読み込めよう。Derby の信じるアメリカ政府の正義（“justice”）やフェ

アプレイの精神（“fair play”）は、連合軍によるドレスデンでの民間人殺戮にもその隠蔽にも見

られない。連合軍の裏切りに Derby のヒロイズムは泥を塗られる。

　そして Derby は権力と暴力でたやすくねじ伏せられ、勇壮とは言い難い死を迎える。彼は作

中で何度も予告される通りに、ティーポットを盗んだ罪で銃殺されてしまう。このように、

Derby はある程度覇権的男性性の体現に成功しているものの、語り手からは揶揄され、不運な

死を与えられている。彼らの共通点は、英雄の物語に憧れて覇権的男性性に倣おうとするものの、
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最終的にはそこから程遠い惨めな最期を迎えるという点にある。覇権的男性性は彼らを惑わせて

戦場に誘い苦しめ、時には彼らに野蛮な暴力を振るわせる。

４．覇権的男性性への一撃

　主人公 Billy Pilgrim は愚かなキリストとして、覇権的男性性言説の道徳性を疑問に付し、言

説全体を揺るがそうとする存在である。彼はキリストのパロディーとして、Tralfamadore 星人

から授かったとされる教えをラジオ放送で説く。この Billy の説く教えは、彼が第二次世界大戦

中にキリスト教の信仰を失った後、代わりに Kilgore Trout の SF 小説からインスピレーション

を得て抱いたものだと考えられる。

　Billy は第二次世界大戦で罪なき子どもの死を目撃し、キリスト教の信仰を喪失する。戦時中

の彼は従軍牧師補佐であり、優しいイエスへの従順な信仰（“a meek faith in a loving Jesus”）

を抱いている（31）。しかし戦後検眼医となった頃には、Billy は教会にもはや行っていない（85）。

彼が信仰を失った理由は、戦後精神病院に入院する場面から推察することができる。彼は同じく

帰還兵である Eliot Rosewater と同じ個室に入る。“They [Billy and Rosewater] had both found 

life meaningless, partly because of what they had seen in war. . . . So they were trying to re-

invent themselves and their universe. Science fiction was a big help”（101）. 戦争の過酷な経験

に影響され、Billy も Rosewater も人生を無意味なものと感じるようになってしまった。彼らは

そのために Trout の SF 小説を頼みにしながら自分たちの人生観および世界観の再発明を試みる

のだ。SF 小説を頼みにするとはどういうことか。それを知るには次の Rosewater の失望が参考

になる。“He [Rosewater] said that everything there was to know about life was in The 

Brothers Karamazov, by Feodor Dostoevsky. ‘But that isn’t enough any more,’ said Rosewater”

（101, italics original）. Rosewater は、人生について知るべき全てのことはフョードル・ドストエ

フスキーの『カラマーゾフの兄弟』に書かれていたが、もはやそれでは充分ではないと語る。

Billy と Rosewater の迷いは、カラマーゾフ家の次男イワンの信仰の躓きと共鳴している。イワ

ンは将軍が猟犬をけしかけて子どもを食い殺させた話を読んで嘆き、信仰心を失う。「もし子供

の苦悶が、真理のあがないに必要なだけの苦悶の定量を満たすのに必要だというなら、ぼくは前

からきっぱり断言しておく̶̶一切の真理もこれだけの代償に値しない」（290）。イワンは苦し

む子どもを放任する神を信頼できない。一方 Billy や Rosewater も、子どもが死にゆく様を見て

深く傷つく。Billy は給水塔の中で釡茹でにされたドレスデンの女子生徒たちの死体を目撃して

心を痛めたことを Tralfamadore 星人に告白しており（116）、Rosewater は14歳の消防士を兵士

と誤認して撃ち殺したことを忘れられない（101）。Billy や Weary のような少年が戦争に駆り出

されたことを少年十字軍と称して嘆く語り手の気持ちもここに重なるだろう。彼らとイワンは、

神がなぜ罪なき子どもを苦しむがままにさせるのか理解できないために信仰に躓く。
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　そして Billy はキリスト教の代わりに、Tralfamadore 星人の教えを新たな死生観として獲得す

る。先の精神病院の場面に戻ろう。“Another time Billy heard Rosewater say to a psychiatrist, “I 

think you guys are going to have to come up with a lot of wonderful new lies, or people just 

aren’t going to want to go on living”（101, italics original）. Rosewaterは新しい嘘を求めているが、

これはキリスト教という古い嘘をもはや信じられなくなったために代わりとなるものを希求して

いるのだと取ることができる。（４）Rosewater 同様 Billy も、失われたキリスト教信仰の穴を

Trout の SF 小説で埋めようとしている。その結果彼は Trout の SF 小説を助けとして、

Tralfamadore 星人の教えを軸にした新しい世界観を獲得する。（５）“‘When a Tralfamadorian sees 

a corpse, all he thinks is that the dead person is in bad condition in that particular moment, but 

that the same person is just fine in plenty of other moments’”（27）. Billy は Tralfamadore 星人

が時間の流れを山の稜線のように一望できると語り、ある人物の死亡している状態はその時点で

の状態に過ぎず、他の楽しく生きている沢山の状態を想起すれば相対化することができるとして

いる。語り手はこの Billy の死生観を “we will all live forever, no matter how dead we may 

sometimes seem to be”（211）と考えるものであると解釈している。キリスト教の教えに則って

人々の魂の不死を信じる代わりに、彼らが生きた瞬間は失われるものではないと考えて彼らの生

命に一種の永遠性を与えることで、Billy は戦争で死人を見過ぎてしまった自らの心を癒そうと

試みているのである。（６）

　Billy が読む Trout の小説 The Gospel from Outer Space に登場する宇宙人も、キリスト教は

覇権的男性性を支えかねない欠陥を持っており、そのために慈悲深さを説くことに失敗している

と批判している。彼に言わせれば、従来の福音書は、キリストは元々神の子であると説いている

ために、殺すなら神との縁故を持つキリストではなく、神との縁故を持たない敵が望ましいとい

うメッセージをキリスト教徒に伝えてしまい、そのためにキリスト教徒は敵に対して残酷になり

得てしまうのだという（108-109）。つまり従来の福音書が描くキリストの物語は覇権的男性性か

ら手を切るどころか、その暴力性に加担してしまっているというのだ。たしかに作中でも、神の

権威が覇権的男性性の補強の道具として利用される場面が時折挿入される。何度も作中で引用さ

れる悪名高い十字軍はキリスト教への熱意で盛り上がるものであり、ドレスデン爆撃もまたキリ

スト教の神の権威を後ろ盾にしたレトリックで肯定されているものだ。物語冒頭で語り手はドレ

スデン爆撃を旧約聖書のソドムとゴモラの破滅に重ねており、ドレスデン爆撃を振り返る自身を、

滅びゆく街を振り返って塩の柱と化すロトの妻に重ねる（21-22）。永野文香は、これはハンブル

グ空襲のコードネームが「ゴモラ作戦」であったことを踏まえた喩えだと指摘しており（122）、

この場面では Vonnegut が「神を味方につけた連合軍のレトリックにあらがい、ナチの都市ドレ

スデンを振り返」っているのだと述べている（116）。キリストに権威を予め授けるような神は、

覇権的男性性の暴力を結果的に許容するばかりか、反省の機会すら奪い、その暴力を助長するも



262

のとして作用してしまっているのだ。

　宇宙人が地球人に贈る新しい福音書のキリストは、覇権的男性性と結び付けられないオルタナ

ティブなものであり、それは Billy に重ねられている。その福音書ではキリストは神の息子では

なく、ただのつまらない人間（“a nobody”）である（109）。しかし彼が死ぬ直前に、神は彼を養

子に取ることを宣言し、縁故を持たぬぐうたら者（“a bum who has no connections”）を苦しめ

る者は誰であれイエスが罰すると宣言するのだ（110, italics original）。この新たなキリスト像は

Tralfamadore 星人の教えを説いて回る Billy に重ねられていよう。“In it [a new Gospel], Jesus 

really was a nobody, and a pain in the neck to a lot of people with better connection than he 

had. He still got to say all the lovely and puzzling things he said in the other Gospels”（109）. 孤

独で周囲の人間に厄介者扱いされるつまらない人間キリストは、愛らしいがわけのわからないこ

とを説くのだ。Billy も迷える地球人の魂に矯正レンズを処方すべく（“prescribing corrective 

lenses for Earthling souls”, 29）、ラジオや新聞の投書で Tralfamadore 星人の死生観を説くが、

ラジオのスタジオからは丁重に追い出され（206）、娘の Barbara には投書の件で叱られている

（29）。また、ほとんど泣くことのない Billy には本書のエピグラフに書かれている四連句のほと

んど泣かない赤ん坊のキリストが重ねられている（197）。そして捕虜収容所の仮設劇場でのある

場面もこのイメージの重なりを強調している。“Most of the Americans were in stupors or 

asleep. . . . ‘Close the fucking door,’ somebody said to Billy, ‘Were you born in a barn?’”（144）

この場面の Billy には、四連句の示すような廐で生まれてそこで眠っているキリストのイメージ

が重ねられているだろう。“The Cattle are lowing, / The Baby awakes, / But the little Load 

Jesus. / No crying he makes”（197）. 赤ん坊のキリストのように、Billy は廐で生まれたかのよう

にドアを開けたまま眠り、ほとんど泣くことはない。Billy は従来のキリストより更に覇権的男

性性から距離を置くオルタナティブなキリストとして表象されている。

　また、Billy の外見は覇権的男性性から離れたものとして強調される。Billy は元々十分な装備

に欠けており、全く兵士に見えない格好で戦場に立ち、生き延びる努力もしていない（33-34）。

捕虜としてドレスデンに着いた時には、青いトーガ、銀色の靴、両手をマフに包んだ、まるで道

化を演じているかのような姿となっている（149-150）。

　このように Billy は様々な方法で覇権的男性性から離れた結果、従属的男性性の象徴となって

既存の覇権的男性性にカウンターパンチを放つ立場に立つ。Connell によると従属的男性性とは、

覇権的男性性とは対立関係にあり（Connell 81）、ゲイの男性や、女々しい、泣き虫、臆病者と

揶揄される一部のヘテロセクシュアルの男性の中に見出されるとされる（78-79）。従属的男性性

はいわゆる女性らしい女性性と混同されるような男性性ということだろう。Vonnegut は覇権的

男性性の体現 Bertram Copeland Rumfoord と従属的男性性の体現 Billy の対決を読者に示すこと

で、本当に狂っているのはどちらかと問うのだ。渡邉真理子は Vonnegut が、Tralfamadore 星
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人の教えを奉じる Billy の狂気を、狂気の戦争制度と対立させている、と述べる（107）。ここで

はその戦争賛成派と反対派の対立のみならず、前者を支持する覇権的男性性とそれに対抗する従

属的男性性の緊張も描かれている。

　飛行機事故に遭った Billy と同じ病室の Rumfoord は、先述したイギリス兵とはまた別に覇権

的男性性を体現している存在である。“Rumfoord was a retired brigadier general in the Air 

Force Reserve, the official Air Force Historian, a full professor, the author of twenty-six books, 

a multimillionaire since birth, and one of the great competitive sailors of all times. His most 

popular book was about sex and strenuous athletics for men over sixty-five”（184）. Rumfoord

は職業面と経済面のいずれでも成功しており、スポーツマンや色男としても名を挙げている、覇

権的男性性に含まれうる様々な要素での成功者である。Billy は病院で戦時中の悪夢を見てうな

されているが、Rumfoord は彼の苦悶の声を嫌悪している。（７）“‘He [Billy] bores the hell out of 

me! . . . All he does in his sleep is quit and surrender and apologize and ask to be left alone.’”

（184）. 彼は弱い人間は死に値する（“people who were weak deserved to die”）という考えを持

ち（193）、そのために “‘Why don’t they [doctors and nurses] let him [Billy] die?’”と Billy の死す

ら願っている（190）。語り手は Rumfoord を自惚れが強く冷酷な嫌な老人（“a hateful old man, 

conceited and cruel”）と描写する（193）。彼は覇権的男性性を重んじ、それに倣えない男性は、

その生命すら軽んじるほどに軽蔑しているのだ。

　Billy は従属的男性性の象徴として、覇権的男性性の権化 Rumfoord に挑戦する。Rumfoord は

第二次世界大戦におけるアメリカ陸軍空軍史の要約本に、とうとうアメリカ国民に知られてし

まったドレスデン爆撃を盛り込まなければならないとお見舞いに来た妻 Lily にこぼしていた。

Billy はここで Rumfoord に接触する。 

“Americans have finally heard about Dresden,’ said Rumfoord, twenty-three years after the 

raid. . . . “Why would they keep it a secret so long?” said Lily. 

　“For fear that a lot of bleeding hearts,” said Rumfoord, “might not think it was such a 

wonderful thing to do.” 

　It was now that Billy Pilgrim spoke up intelligently. “I was there,” he said.（191）

ドレスデン爆撃を本に盛り込むことを渋り、爆撃を冗談めかして語る Rumfoord に対し、病室で

ずっと沈黙していた Billy は突然、知的に（“intelligently”）“I was there.”と言い、明確で的を射

た表現で（“clearly and to the point”）語り始める（191-92）。ここでの Billy は、語り手の使って

いた言葉を借りるのみならず、普段の間の抜けた印象から一転した知的な印象で描かれることで、

RumfoordとLilyのみならず読者の注意をも引き付ける。狂気のBillyは一瞬だけ知性の光を放ち、

Rumfoord に挑戦しているのだ。その夜 Billy は改めて Rumfoord に従軍の経験を語り始める。

“There in the hospital, Billy was having an adventure very common among people without 
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power in time of war: He was trying to prove to a willfully deaf and blind enemy that he was 

interesting to hear and see. . . . ‘We don’t ever have to talk about it,’ said Billy. ‘I just want you 

to know: I was there’”（193）. Billy は耳を貸そうとしない Rumfoord にあくまで、自身がドレス

デンにいたという事実だけを述べ続けるのだ。最終的に Rumfoord が Billy の話を聞く気になっ

たのかどうかは明らかにされていないが、語り手はここで Billy の Rumfoord に対する毅然とし

た主張を描くことで、第三者の視点に立つ読者に Billy の抵抗を印象付ける。覇権的男性性の道

徳性に疑いを投げかけ、従属的男性性で揺さぶりをかけるこの場面を通じて、Vonnegut は読者

に男性性と戦争の結びつきについて再考を促すのだ。

結　論

　本稿では、Kurt Vonnegut が Slaughterhouse-Five において、少年が覇権的男性性に倣って従

軍し、勇猛な兵士として活躍することで一人前の男性として認められる言説を国家や軍隊が利用

している事実を暴いて批判していることを明らかにした。かつて Vonnegut 自身もその言説に惑

わされていたが、戦友の妻Mary O’Hareに叱られることで目が覚め、作家としての責任を感じて、

Slaughterhouse-Five においてこの言説を否定し、さらに言説の利用者さえも炙り出すことに決

めた。作中において、長引く戦禍で疲弊したアメリカとナチスは若過ぎる少年まで徴兵すること

を強いられ、装備の不足に苦しむ。彼らは覇権的男性性のイメージに徴募兵たちを従わせて纏め

上げることに失敗しているのだ。不安と疲労に包まれる徴募兵たちの体は、従軍したところで一

人前の男性になどなっていないという現実を示している。また Vonnegut はミクロな視点でも兵

士たちを描いている。Roland Weary は三銃士を覇権的男性性のモデルとして従おうとするもの

の、十字軍の本に書かれるような野蛮な暴力性を副産物として晒しながら惨めに死んでいく。

Edgar Derby は Weary よりも覇権的男性性に沿えているが、彼のヒロイズムは母国に裏切られ

て滑稽なものに堕し、彼自身は不運な最期を遂げる。彼らと違い、覇権的男性性に憧れず距離を

置いていた Billy Pilgrim は、Kilgore Trout の小説に描かれる無力で愚かなキリストのイメージ

を重ねられ、また道化のような服装を纏うことで更に覇権的男性性から遠ざけられ、一種の従属

的男性性の象徴となる。そして彼は覇権的男性性の権化 Bertram Copeland Rumfoord との対決

で印象的な知性の光を放つことで、読者に覇権的男性性とその言説を疑わせる機会をもたらす。

このように Slaughterhouse-Five は、覇権的男性性と戦争を巡る言説が男性を惑わせて苦しめ、

残忍な暴力にも導きかねないものとなっていることを暴き出し、男性性と戦争の繋がりに注目す

る議論の先駆けとなっている。
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注
（１）　この言説はフランス革命後、国民皆兵と徴兵制の実施に伴って西欧で生まれ、アメリカにも波及したもの

である。ボーベローはこの兵役を「男らしさのアイデンティティの象徴的認証プロセスの最終段階」（246）
であり「通過儀礼」（247）であると表現し、モッセは戦争が「青年男子となる最終試験」（68）であると綴っ
ている。

（２）　フェミニストであるシンシア・コウバーンは、男性性と軍事主義を結び付ける言説を、男性性の搾取とし
て非難している。「一方、男性自身も戦争に抵抗するために（中略）戦争のために男性性が搾取されることに
はっきりと抵抗する必要があるのだということを、男たちは認識しなければなりません」（134）。Vonnegut
の意見はこれに連なるものと見做すことができるだろう。

（３）　Connell は “hegemony”の概念を Antonio Gramsci から引いていると明らかにしている（Connell 77）。
（４）　ここで Rosewater が言う嘘とは、Vonnegut の造語 “foma”のことであろう。Vonnegut によると “foma”は、

“simple souls”を慰めるための害なき嘘である（Wampeters xiii）。長編 Cat’s Cradle（1963）に登場する瞑想
を重んじる新興宗教ボコノン教（“Bocononism”）の聖典ボコノンの書（“The Books of Boconon”）の一巻の
標題紙には、この聖典自体がただの “foma”、すなわち嘘であるという警告が書かれている（189-90）。
Vonnegut が宗教を白い嘘と見做している節を窺わせる。

（５）　Billy の Tralfamadore 星での経験は、彼自身の日常生活での経験や Trout の小説からモチーフが取られて
いる。Tralfamadore 星人のビジュアルは Trout の小説内に登場し（109）、Tralfamadore 星における地球人
の展示室で同棲する Montana Wildhack は Billy が書店で見かける雑誌に登場している（204）。

（６）　Vonnegut は彼と同じ連隊に所属していた Edward Crone、通称 Joe Crone を Billy Pilgrim のモデルとして
いるとエッセイで語っている（Fates Worse Than Death 106）。Crone は元々信心深い人物だったが、戦争中
に人生の意味を見失って絶望して死亡していったという（Roloff）。戦後に Tralfamadore 星人の教えを採用し
た Billy は、さしずめ Vonnegut が Crone を生き延びさせて代替宗教を与えた一つの姿なのかもしれない。

（７）　Billy の PTSD を示唆する描写の分析は Susanne Vees-Gulani の研究に詳しい。
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