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（1）　要約

テーマパークは，シミュラークルを創造しようとする衝動の，おそらく最も野心的でしばしば最
も成功している産物である。ディズニーランドやエプコットセンター（Epcot Center）のようなテー
マパークは，アメリカ資本主義の，これまでで最も純粋な現れである。そこで私たちは，経験のす

 9 本項目の記述は Rubinson 39-49に関するものである。
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べての側面が商品である理想化された代替世界へのアクセス権を買うのである。
私が「テーマパーク小説」（“theme park fiction”）と呼ぶ新しい文学ジャンルが現れ始めている。
それは，テーマパークにおいて表されるようなハイパーリアリティを商品化する私たちの傾向をパ
ロディー化するジャンルである。このジャンルの，ごく新しい注目すべき実例が 2つある。1つは
アメリカ人のジョージ・ソーンダーズ（George Saunders）による短編小説集『ひどく衰退した内
乱の地』（Civil War Land in Bad Decline, 1997）であり，もう 1つはジュリアン・バーンズの長編小
説『イングランド，イングランド』である。イングランドのシミュラークルを建設する理論的根拠
は，それがイングランドの重要性の少ないながらもすべての残り ─ その歴史 ─ を称揚し，そこか
ら利益を得ることになるだろうということである。
バーンズの作品は，どのようにして私たちは本当に歴史を知ることができるのかという問題とこ

れまで常に根本的に関わってきた。マーサ・コクランは，過去についての私たちの知識と記憶は信
頼できないと結論づける。つらい真実を避けるために私たちは過去に関して自分自身にうそをつく
と彼女は示唆する。個人的レベルでは，父親はジグソーパズルのなくなった 1ピースを探しに出か
けたにすぎないと自分に言い聞かせることによって，マーサは，父が自分と母を見捨てたことを処
理する。これほど無邪気ではないが，サー・ジャックは，社会的に承認された体

・ ・
面をお金で買うこ

とによって，自分が広く嫌われているという事実に対処する。
不真実は集団的レベルでもきわめて重要である。ベネディクト・アンダーソン（Benedict Ander-

son）が主張しているように，国民は「想像の共同体」（“imagined communities”）である ─ 国民は
自分たちの過去についてうそをつき，統合し国民のアイデンティティにおける本質の欠如を覆い隠
す神話を創造する。サー・ジャックのテーマパークはイングランドの歴史と文化の精髄を消費者製
品に変形させなければならない。そこでのシミュラークルは，彼が「最高額のドルと多額の円」と
呼ぶものを求めるために，不愉快なものがない無菌化された現実である必要があるだろう。
イングランド，イングランドに関するサー・ジャックの目標は，イングランドの忠実な複製を創

造することではなく，歴史的に神話化された理想的なイングランドを具現化することである。この
プロジェクトは無名のフランス人学者によって知的に正当化されており，特徴的でポストモダン的
なやり方で，現実の原初的で純粋な本質という考えは幻想であり，複製こそが私たちが所有権を主
張できる唯一の真実であると彼は示唆する。彼の宣言は，近い将来資本主義が美学に完全に勝利す
るだろうというこの小説の辛辣な見解を反映している。
サー・ジャックはこのフランス人学者よりもさらに先まで行き，私たちはシミュラークルを好む

だけではなく，シミュラークルは，ひとたび歴史がその起源の記憶をあいまいにすると，真実と区
別できない地点に達するということを示唆する。このテーマパークの徹底的な成功は，真実がたい
ていの人々とまったく無関係であることを「証明し」ているように見える。ある平均的なイングラ
ンド人男性の無知は，社会的に広がっている歴史への無関心を典型的に表しており，罰を受けずに
歴史が作り変えられることを可能にするものである。もし人々が神話と真実を区別できるほど歴史
に精通していないならば，真実は人々が望むいかなるものでもあり得る。
テーマパークの開発チームは，この状況を十分に利用して，最も真正である現実ではなく，最も

よく売れる「現実」を開発する。現実と幻想の区別はグローバル経済では重要でない。もし呼び物
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や創作品の複製が，混雑した観光バス，横断すべき広大な地理的領域，劣悪なインフラ，都合の悪
い営業時間，および失礼なタクシー運転手といった不便さなしに，原物と同じ楽しみを提供できる
ならば，複製が勝つのである。この虚構のテーマパークは，グローバルな舞台で観光名所の地位に
引き下げられた国家のバーンズによる肖像である。
現実に対するシミュラークルの代用は真実とシミュレーションの区別を混乱させ，その結果シ

ミュレーションは実際に真の現実よりも現実的になる。このテーマパークがオープンして 2年後に，
従業員たちは自分の演じる役にな

・ ・
り始める。歴史あるいは運命はサー・ジャックの傲慢さゆえに彼

に皮肉な代償を要求する。彼は代役によりよみがえり，複製は原物より好ましく現実的であるとい
う彼自身の市場哲学によって，本物のサー・ジャックは完全に無視され，取るに足りないものにさ
れる。
この小説は，真正性に付与された何らかの固有の価値があるのかどうかという問題を提起する。

「本当の」あるいは「真の」イングランドとは何か。それは歴史文献のイングランドか。もしそう
なら，どの歴史文献か。この難題は，つかむことができる純粋な真実などというものは存在しない
ということを明らかにしている。しかし，バーンズが警告するには，もし私たちが真実を放棄すれ
ば，何かイングランド，イングランドのようなものの建設のための道を準備することになり，その
目的は古いイングランドを複製することではなくて商品として国とその歴史を再パッケージ化する
（より見栄えよく変える）ことなのである。「純粋な市場国家……売手と買手の純粋な接点」（“a 

pure market state . . . a pure interface between buyers and sellers”）（Barnes 183）として，イングラ
ンド，イングランドは国とその歴史の究極的な卑小化を表している。
対照的に，アングリアはほとんど純粋な産業化以前のイングランドに似ているが，現代以前の時

代へのこの復帰でさえシミュレーション，「何かそれ以前のものの複製」なのである。根本的には
この昔風社会はイングランド，イングランドと同じくらい空想的であるかもしれないが，バーンズ
は明らかにその美しさと単純さをたたえ，ずっと前に過ぎ去った時代への懐旧の念を示している。
それは本物でないかもしれないが，イングランド，イングランドの堕落したポストモダニティへの
賞賛すべき代案である。私たちのすべての虚構，私たちのすべてのうわべの現実の基礎となる真実
があ

・ ・
るという事実を見失うことは，私たちの人生を卑小化すること ─ 「魅力的だが疑わしい相対主

義に陥る」ことであると，バーンズは示唆している。真正性や現実の死に関するすべてのポストモ
ダン理論にもかかわらず，真実は放棄できない。
（2）　論評

ルービンソンは，「テーマパーク小説」を「テーマパークにおいて表されるようなハイパーリア
リティを商品化する私たちの傾向をパロディー化するジャンル」と定義し，その実例を 2例あげて
いる。しかし，2例だけでは新文学ジャンルの出現を証明する証拠としては十分ではなく，またソー
ンダーズの『ひどく衰退した内乱の地』についての説明が簡略すぎるため，この短編小説集が上記
の定義に合致するものかどうか判断できない。『イングランド，イングランド』の第 2部の一側面
は「テーマパーク小説」の定義に当てはまるとしても，この小説にはそのようなジャンルにおさま
りきらない異質な要素が少なからず存在しているように思われる。さらに，ルービンソンによるこ
れ以降の論述は，必ずしも「テーマパーク小説」ジャンルという主題と有機的な関連を持っておら
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ず，このような新ジャンルを想定しなくても同趣旨の議論を展開することはできたのではなかろう
か。
耐えがたい真実を回避するために過去に関してつく個人的うそについて，ルービンソンはマーサ

とサー・ジャックの例をあげて説明している。一見異なる 2つの場合が，記憶に関する自己欺瞞と
いう共通点でつながっているという示唆は説得力がある。他方，集団的レベルの虚偽についてルー
ビンソンが述べていることは常識的である。この点に関してアンダーソンの「想像の共同体」を引
き合いに出すことは特に目新しくはなく，また，イングランド，イングランドはイングランドの精
髄の無菌化されたシミュラークル商品であるという指摘は，新鮮味に欠ける。
サー・ジャックのプロジェクトを正当化するフランス人学者について述べられていることはその

とおりであろうが，そこに新しい発見はない。しかし，大部分の人々は歴史に関して無知であって
真実は彼らにとって重要ではないので，真実は彼らが望むどんなものにもなり得るのであり，開発
チームはこの状況につけこんで最も需要のある「真実」を創り出し大成功をおさめるというルービ
ンソンのこの小説についての議論は，明快で妥当である。ルービンソンは，このテーマパークを，
原物と同じ楽しみをより便利に提供すれば複製が勝利するグローバル経済において，観光名所へと
堕落した国家であると，適切に評している。また，死後にサー・ジャックは，歴史により，彼自身
の市場哲学を用いて罰せられるという見方は興味深い。
真正性には固有の価値があるのかという問題は，この小説が提起する最も重要な問題の 1つであ

ろう。バーンズは，つかむことができる純粋な真実は存在しないと示唆しながらも，他方では，も
し真実を放棄すれば，国とその歴史の究極的な卑小化であるイングランド，イングランドのごとき
ものの構築に加担することになると警告しているとするルービンソンの解釈は，真実に対するこの
小説のあいまいで微妙な態度を巧みにとらえている。
アングリアをどう評価するかは，論者によって千差万別である。アングリアはシミュレーション，

複製ではあるが，バーンズはその美しさと単純さを賛美し，懐旧の情を示していると見るルービン
ソンは，アングリアを「イングランド，イングランドの堕落したポストモダニティへの賞賛すべき
代案」と考えている。アングリアとイングランド，イングランドは空想的で本物ではないという共
通点を持ちながらも，アングリアにはバーンズのそれなりの共感が込められているように感じられ
る。「賞賛すべき」かどうかは別として，アングリアがイングランド，イングランドの代替案とし
て構想されているのは確かであろう。真実を放棄することは相対主義に陥って人生を卑小化するこ
とであるという示唆をルービンソンはこの小説から読み取っているが，これは穏当な解釈であるよ
うに思われる。

7.　 クリスティーン・バーベリック「『特にイングランド的な特異性 ?』:『イングランド，イング

ランド』におけるジュリアン・バーンズのリストの使用」10

（1）　要約

「イングランドらしさ」は過去 10年間人気のある用語であり，イングランド，イングランド人お

10 本項目の記述は Berberich 75-87に関するものである。
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よびイングランドらしさについて知るためのすべてが論じられ，分析されてきたが，いまだに，「イ
ングランド人であることは 21世紀において何を意味するのか」という問題への答えはつかみどこ
ろがない。『イングランド，イングランド』は国民のアイデンティティに関する伝統的な先入観の，
ちゃめっ気のある，ほとんど不敬と言ってもよい脱構築である。
ほかのすべてがうまくいかない場合でも，しかるべき定義の代わりに，特定の国から連想する物

事，出来事および人々の簡単なリストを提示することはできる。文化を論評する者は，全く異なる
諸要素をまとめることによって，国民性を定義するかもしれない事物のリストを作る，という経験
的な習慣を持っている。イングランドらしさに関するおびただしいウェブサイトのうちで特に興味
深い『イングランドが私にとって意味するもの』（What England Means to Me）というウェブサイト
のなかの種々の寄稿者による記載に目を通すと，最も顕著なのはそれらの記載の多様性であり，こ
れは，「イングランドらしさ」が正確に記述するのが困難な用語であり，計り知れないほどの主観
的な意味と重要性を有していることを示している。
フランスの歴史家ピエール・ノラ（Pierre Nora）は「記憶の場」（“sites of memory”）を記憶の
環境（milieux）と場所（lieux）に区別する。国民性を象徴するもの（icons of nationhood）は，ノ
ラの言う記憶の場所，つまり静的で固定した記憶の場（例えば，場所，個々の文学作品，ある人物
や風景）だと見なすことができる。国民のアイデンティティについての議論や書きものの支柱とな
るのは，選択的で暗

・ ・ ・
示的な

・
これらのもののリストなのである。もしノラの記憶の場所をベネディク

ト・アンダーソンの想像の共同体としての国民の概念に結びつければ，帰属意識と共同体意識を創
造するために，おそらく権力者たちによって，1国民のあるイメージが繰り返して喚起される，と
いうことが分かる。また，世界におけるある地位を保つために，あるいは外国の関心を維持し観光
客を引き寄せるために，国民は他国民が持っているイメージをしばしば永続させ強化する。
『イングランド，イングランド』は現代の観光産業の諷刺であり，「イングランドらしさのリスト」
の観念をめぐる皮肉な構築物として読むこともできる。その結果，この作品は自意識の強いリスト
のリスト（list of lists）に変じている。
この小説は子供時代のマーサの人物像と国民のアイデンティティの観念を見つけ出そうとする彼

女の試みから始まる。学校では，マーサと他の子供たちは，歴史上の年代に含まれる規定されたイ
ングランドらしさの観念に慣らされる。彼らはそれらの年代を暗記してリズミカルな手拍子に合わ
せて繰り返すのを要求され，小さく愛国的な自動人形に変えられる。農業品評会に出品される農産
物の様々な部門をリストアップするとき，バーンズはこのような「条件づけ」（‘conditioning’）を
諷刺しているのである。農産物品評会は，このリストが示すように，ほとんど画一的に管理されて
準備されており，さらに典型的なイングランドらしさを代表している。「イングランドらしさ」は
国民のアイデンティティの硬直した指標を中心にして築かれ，それらの指標自体も人為的に構築さ
れ，極端なまでに押し進められ得るということを，この小説は非常に早い段階で示している。人為
的構築物としての国民というこの考えは，本小説の残りの部分でかなりの程度詳述されている。
国民のアイデンティティ形成の個人的レベルは，サー・ジャックの人物像においてさらに追究さ

れている。彼の出自はいくぶんか怪しげだと描かれており，彼は型にはまった上流階級のイングラ
ンド人男性のように見

・ ・ ・
えるように常に最善の努力をする。彼の行動は，よそ者かもしれない人の承



6― ―

商　　学　　論　　集  第 85巻第 3号

認されたアイデンティティ，帰属意識を求める不安な探索だと読むことができるだろう。これは国
民に関する固定観念に従った自己形成の事例であり，服装を通しての国民性の挑戦的な買い取りと
見ることができよう。
リストはイングランド，イングランドというテーマパークの実際の構想と建設においても重要な

役割を果たす。すべての島が系統的に点検され，その適合性について評定される。リストはまたそ
のテーマパークで出すべき「適切なイングランドの食べ物」（“proper English foodstuffs”）を検討し，
「美食小委員会」（“Gastronomic Sub-Committee”）によって認可される。計画されているテーマパー
クでは食べ物でさえ単なる食べものとは受け取られず，政治的メッセージをしみ込まされる。リス
トの概念は，イングランドらしさの典型についてのサー・ジャックの市場調査で最高潮に達する。
気に入らない項目をリストから抹消することによって，彼は即座に自分自身を新しい「国」の「創
造主」として指名し，国民のアイデンティティの標識の選択は，暴力的なまでに，主観的で選択的
であることを示すのである。したがって，彼はイングランドを再現しているのではなくて，単にそ
の非

・ ・
常に

・
個
・ ・ ・
人的な

・
異型を構築しているのだ。

この小説はボードリヤールによるポストモダニティの 3段階を完璧に応用している : それはシ
ミュレーション（テーマパークの建設）から始まり，それが現実と模像の間の境界の曖昧化に，そ
して最後にその境界の内部崩壊につながる。元の世界（イングランド自体）は模造品に取って代わ
られ，それがハイパーリアリティを生み出す。かくして，この小説はまさに真正性の概念を脱構築
して，いかに真正性が非真正性と密接に混じり合い，それに依存しているかを示している。
バーンズのリストの使用法は，国民のアイデンティティを描く単なるリストを超えている。自分

自身の以前の作品への自己言及性，パロディとパスティーシュのような多様な技法の使用，最初と
最後のセクションでのリアリズムから第 2セクションでのポストモダン的実験，加えて最終部分で
の牧歌的哀歌の再現への語りの様式の切り替えは，シミュレーションの観念へのバーンズの意識的
な関与を示している。小説全体それ自体が非常に巧妙な「リスト」になっているのである。
イングランドらしさの様々なリストの上に自分の小説を築くことによって，バーンズはこの観念

を嘲笑しているだけではなく，それらのリストがまさに人為的構築物だと暴露している。これらの
人為的構築物は，国

・ ・
民の

・
多
・ ・
少の

・
ス
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
テレオタイプを伝えるのを助けるかもしれないが，それ以上では

なく，それらのすべての欠点は認識されるべきである。このテーマパークは現代イングランドのミ
ニチュア版ではなくてむしろ過ぎ去った時代のイングランドの 1バージョン，したがって潜在的に
イングランドの神話版を提供する。その結果，愛国心とアイデンティティの意識をしみ込ませよう
と努力して，その代わりに過去をテーマパークへと変える観光産業，特に文化遺産産業の短所をバー
ンズは強調している。そして，テーマパークとは，人工的で，構築されていて，事実上高度に非再
現的なものなのである。
（2）　論評

バーベリックは，イングランド，イングランド人，イングランドらしさに関する問題意識の近年
の流行に着目し，その流れのなかで『イングランド，イングランド』を論じており，イングランド
人のアイデンティティの観点からの同小説の考察は時宜を得たものである。まずバーベリックは，
事物のリストを作成して国民性の定義に代えるという文化の論評者の伝統的な習慣を指摘し，イン
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グランドらしさについてのウェブサイトの記載内容の検討から，イングランドらしさの多様性と主
観性を確認する。
国民のアイデンティティに関する議論を支えるのは国民性を象徴するもののリストであるという

主張は妥当だと思うが，そのためにノラを援用する必要があったのだろうか。また，国民性を象徴
するものをノラの記憶の場所（静的で固定した記憶の場）と同一視するならば，時代によって国民
性の象徴が変遷することをどのように説明するのかが気になるところである。国民に関わる考察の
文脈でアンダーソンの想像の共同体を引用すること自体に新味はない。この小説が現代観光産業の
諷刺であるという解釈は私には首肯し難いが，作中での「イングランドらしさのリスト」の使用と
その重要性へのバーベリックの注目は啓発的である。
なるほど，子供時代のマーサのイングランドの州のジグソーパズル遊びと学校の歴史の授業での

年代と出来事の暗唱は，国民のアイデンティティの形成に寄与するものだが，これらは小説のなか
で諷刺されているのであろうか。また，郷愁をそそる農業品評会がイングランドらしさの一端を表
しているというのは納得できるとしても，穏やかな秩序と完全さを備えた出品農産物の部門リスト
が極端なまでに押し進められた国民のアイデンティティの硬直した指標であり，作者の諷刺の対象
になっているという主張には賛成できない。サー・ジャックの人物像における国民のアイデンティ
ティの個人的形成についての彼女の所見はおおむね説得力がある。
イングランド，イングランドの構想におけるイングランドらしさの典型のリストと「適切なイン

グランドの食べ物」のリストの重要性は否定できない。サー・ジャックによる国民のアイデンティ
ティ標識の選択の主観性と恣意性および「美食小委員会」による審査の政治性については彼女の指
摘のとおりであり，それゆえ「彼はイングランドを再

・
現しているのではなくて，単にその非

・ ・
常に

・

個
・ ・ ・
人的な

・
異型を構築している」という彼女の見解は的を射ている。

ボードリヤールのポストモダニティの 3段階説はこの小説の特に第 2セクションの一部に当ては
まると思われ，これは興味深い論点だが，残念ながらバーベリックは詳説していない。リストの概
念を敷衍することによって，バーンズの以前の諸作品への間接的言及，模倣に関わる多様な技法，
次々と切り替えられる語りの様式，のそれぞれをもリストとみなし，小説全体を自意識の強い巧妙
なリストのリストとする立論はユニークであり，一定の説得力を持っている。
イングランドらしさのリストとイングランドらしさの観念の人為的構築性を暴くこととそれらを

嘲笑することは別問題である。はたしてバーンズは一貫して後者をも行っているのであろうか。テー
マパークというものが人工的に構築されていて非再現的側面を有することや，イングランド，イン
グランドが伝統的で懐旧的であるということに異論はないものの，バーンズが観光産業（特に文化
遺産産業）の短所を強調することによって，それを諷刺しているという主張には納得できないとこ
ろがある。
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8.　 ベツァベ・ナバロ＝ロメロ「集合的記憶をもてあそぶ : ジュリアン・バーンズの『イングラン

ド，イングランド』と新労働党によるイギリスのイメージチェンジ」11

（1）　要約

トニー・ブレア（Tony Blair）の首相在任期間（1997-2007）というイギリスの特定の歴史的コン
テクストを念頭に置きながら，「国民」と「アイデンティティ」の概念―およびそれに続く「国民
のアイデンティティ」の構築―ならびに歴史の執筆過程がジュリアン・バーンズの『イングランド，
イングランド』のなかに反映されている様子を，私たちが理論的視座から見るのを助ける種々の学
問分野をこの分析は包含している。
最初に，アイデンティティは，「集合的」見地から，集団構成員間の「統一性」と「同一性」で

あると，また「構成員が自覚的に同一化する共有された集団の特徴」であると考える必要がある。
第 2に，国民の概念に関しては，「歴史，言語，文化そしてしばしば，含意により，血縁のような
表面上は客観的な特質によって結びつけられた『運命共同体』」を暗示する「文化国民」（“Kultur-

nation”）というドイツ語の概念を超えて，私たちはベネディクト・アンダーソンにより定義され
た「想像の共同体」という考えを検討すべきである。それによれば，国民のアイデンティティとは，
現在の政治的社会的状況に適応した想像上の都合のよい国民性の概念を，ある特定の時代において，
教え込むために永久に創り出される人工的な構築物であると主張できる。
国民の人工的な構築は，国民の歴史と，政府または政治エリートによって制度的に提示される「集

合的記憶」と，常につながっている。（歴史的な）物語の言説は，それが念入りに作り上げられる
過程で，省略と忘却，いわゆる「選択的記憶喪失」を伴う。築かれた現在と期待される未来との関
連において理想化された集合的アイデンティティと首尾一貫した集合的記憶を私たち自身に語るた
めに，国民の歴史記述の物語は構築され編集される。歴史の物語化は以前の事実を報告するための
別種の言説を構成する。この歴史の相対化において，文学は重要な役割を演じる。
近年しばしば議論されてきたイギリス（人）らしさ（Britishness）（以下，イギリスらしさと略記）

の定義についてのブレアのプロジェクトは，国民のアイデンティティのこのような「人為的な」構
築と再構築の一部だと解釈できるだろう。労働党の現代化計画は，国民性と，すなわち 21世紀に
おいてイギリス人であることが何を意味するのかということと密接に関連しており，イギリス国民
のアイデンティティが過去に「固定されて」いるという考えを非難した。イギリスらしさについて
の新労働党の考えは，ダイナミックで多文化的で革新的で若々しい国（という理想）によって特徴
づけられる現代のナショナリズムを鼓舞する企てであるように見えた。
新労働党政権の始めには，一新された見地から過去を再考し再解釈する必要性についての確信が

存在していた。しかし，ブレアの在任期間が進展するにつれて，また多文化的なイギリスのプロジェ
クトの失敗と認識されるもののあとで，「結束した社会」を構成するための努力がなされ，これが
イギリスの価値観と制度を賛美させた。この計画は単なる粉飾であり，イギリスはいまだに「新し
い皮袋に盛った古酒」（“old wine in new bottles”）であると主張する声によって，ブレアによる国

11 本項目の記述は Navarro Romero 241-61に関するものである。
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民のイメージチェンジは非難された。
労働党の何気ないスローガン「クール・ブリタニア」（“Cool Britannia”）は大衆文化の新英国を
象徴するキャッチフレーズになり，そこでは若い消費社会が 90年代終りごろの経済的推進力にな
ることになった。しかし，商業上の利点でもある，刷新されたイギリス国民のイメージの人為的な
構築はいんちきな見せかけだと考えられてきた。その理由は，イギリスのいの一番の観光収益はあ
の伝統的で，牧歌的に田舎風の，型にはまった国家表象から生じるからである。観光産業は，政治
エリートとともに，この国民イメージの構築に共同責任がある。なぜなら，それは実用的，経済的，
政治的な利益を有するからである。
この小説のなかでバーンズは，国民のアイデンティティの創出に焦点を当てて，歴史の構築のテー

マを探究する : 小説中のイングランドらしさの人工的創造は，観光産業において経済的に非常にも
うかる国民の紋切り型の収集によるイギリスでの「国民性」の体系的な構築を再現している。この
小説は，国民性の人為的創出を諷刺しながら，しかしその非真正性にもかかわらず集合的記憶を構
築する人間的必要性が存在すると述べながら，国民のアイデンティティの構築，もっと具体的には
イングランドらしさの構成の実例分析を提供する。さらに，国民のアイデンティティの被構築性に
ついてのバーンズの分析と労働党のニューブリテンの創出の間には直接のつながりがあると主張で
きるだろう。
自分の過去と記憶を再構築するマーサの試みを通して，バーンズは記憶のあてにならなさという

考えを表現し，過去は単なる「確固たる，捕えられるもの」ではなくて変更，修正，巧妙な操作の
対象になると述べている。個人的記憶の不確実な発端と，信用できない記録に基づいて築き上げら
れたテクスト的言説へと歴史を変える集合的記憶の形成との間にバーンズは隠喩的類似性を確立す
る。バーンズにとって，歴史は相対的，部分的，主観的で，しばしば意識的あるいは無意識的に操
作される。それゆえ，バーンズはイギリス史が牧歌的に教えられた学校時代のマーサの記憶を通じ
て歴史の都合のよい構築をパロディー化する。
真のイングランドらしさの構築過程で，ピットマンのチームは「記録された」歴史と国民のアイ

デンティティを描写する特徴を操作し変更する。これは，商業上の利害関係にだけでなくイングラ
ンドらしさはどうあるべきかについてのピットマン自身の概念にそれらを合わせるためである。
ピットマンは国民性の巧みな創造をそのおかげで世界が発展する自然な過程だと理解している。国
民性と歴史の人為性を表現するために，ピットマンによるイングランドらしさの操作はパロディー
化されている。しかし，本物で，無邪気で，真の国民の構築は決して存在したことがないのだから，
私たちはこの人為性を歴史執筆の「自然な」あり方だと考えるべきであるとバーンズは示唆してい
る。
小説の最終セクションで，歴史とアイデンティティの構築は避けられないとバーンズは結論づけ

る。田園的で牧歌的なアングリアのような国においてさえ，登場人物たちはその土地の歴史のいん
ちきな形成になおも寄与する。たとえ国民性と歴史は人為的で利害関係をもつ構築物であるにして
も，歴史はアイデンティティの創造にとって重要であり，それらはともに国民の心理的な安定と完
全さに味方するという考えに，国民の創造についてのバーンズの諷刺的肖像は収斂する。
総理大臣が新しく現代的な国についての自分の理想像を追求しようと大いに努力した時代の改造
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過程を諷刺する小説が設定されている歴史的コンテクストをブレアの現代化計画が具現している。
彼らの「イングランド／イギリス」は，世界におけるその役割とその国民性の意味を再考すること
が必要である危機的時代にある，という事実をブレアとサー・ジャックは認める。さらに，2人は，
政治エリートが国民のアイデンティティの構築を操作し，歴史が人為的に構成される次第を表して
いる。
国民の構築についてのブレアとピットマンの計画は，自分たちの国民がそうあるよう彼らが切望

する想
・ ・
像の

・
共
・ ・ ・
同体に基づいており，彼らの理想を実行するために社会の仕組みを変容させるもので

ある。ブレアの「クール・ブリタニア」とピットマンのテーマパークのような人為的構築物におい
ては，人工的な影響と操作が国民のアイデンティティと歴史執筆の定義を決定する。国民のイメー
ジの変換は，ミレニアムドームのような現代の国民の象徴の建設と一緒になって，ピットマンによ
るテーマパークとしての国民の構築の方向に向かう。ブレアのニューブリテンとバーンズの小説は，
国民のアイデンティティを定義する際の政治指導者の操作と主観性を例証しており，商業的および
政治的イデオロギー的利害関心のもとでは歴史は信頼できず国民のアイデンティティと集合的記憶
は人為的に構築されるという説を支持している。
ピットマンによる「自

・ ・
分た

・ ・
ちの

・
歴史」の制度化は，公認歴史家マックス博士により立案，改作さ

れた正史の提示によって，また国を代表する史的建造物の複製，伝説と神話の再現および国民の象
徴を通して達成される。現代イギリスのアイデンティティのブレアによる制度化に関しては，ミレ
ニアムドームの建設，ブリットポップやブリットアートのような現代の文化生産物の公的認知，お
よびイギリスらしさの博物館とイギリス国民の日を推進する意図が認められる。しかし，この現代
的な理想像にもかかわらず，新労働党のイギリスらしさは，サー・ジャックによって描かれた牧歌
的なまでに田園的で型にはまった伝統的なイングランドらしさに似たイメージに根を下ろしすぎて
いるように思われた。加えて，アイデンティティと歴史のこの人為的構築は，政府やピットマンの
ような社会の指導者によってだけでなく，観光市場に対する国民のアイデンティティの影響力に
よっても制度化される。ブレアのイギリスとピットマンのテーマパークは市場向きの国民の利用を
体現している。
バーンズの小説は，国民はこうあるべきだと政治エリートが考えるものがついには創造された現

実になるさまの実例を描いている。小説のなかでバーンズは，集合的記憶と国民のアイデンティティ
の不自然な構築を扱っており，たとえ集合的記憶がにせの人為的な作り事であっても，それは国民
のアイデンティティの構成と形成にとって必要であるということを示唆している。
（2）　論評

最初にナバロ＝ロメロは，自分の論文が，カルチュラル・スタディーズ，歴史記述，現代イギリ
ス史，批評理論，英文学のような広範囲にわたる学問分野を用いた学際的な研究であることを言明
し，バーンズの小説という文学的産物をブレアの現代化計画という政治プロジェクトに関連づける
ためにはこのような学際的な分析が不可欠であることを付言する。
ナバロ＝ロメロは，アイデンティティを集合的観点から定義し，国民に関しては，アンダーソン

による「想像の共同体」の考えにつくべきだと論じる。結局，国民のアイデンティティは，人工的
な構築物であり，現在の状況に順応した想像上の国民性の観念を教え込むためのものであるとされ
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る。これらは学問的に特に新しいものではないが，ナバロ＝ロメロが論文の冒頭で，集合的アイデ
ンティティ，国民，国民のアイデンティティの概念を明示的に定義していることは評価できる。
国民の構築は国民の歴史すなわち集合的記憶とつながっており，理想化された集合的アイデン

ティティと首尾一貫した集合的記憶を語るために国民の歴史は構築，編集されるという主張は，妥
当なものであろう。またナバロ＝ロメロは，歴史を物語ととらえることにより昔の事実を伝えるた
めの多様な言説が促され，歴史は相対化されると述べている。このような歴史の相対化において文
学が果たす役割の重要性に対する指摘は注目に値する。
次にナバロ＝ロメロは，イギリスらしさに関するブレアのプロジェクトを，国民のアイデンティ

ティの人為的な（再）構築の 1例として位置づける。労働党の現代化計画は国民性と深い関係があ
り，理想的国家像によって特徴づけられるナショナリズムを鼓吹する試みだった，という認識は適
切なものとして首肯できる。
ナバロ＝ロメロはブレアの現代化計画を跡づけて，政権発足当初の新しい視座から過去を再考，

再解釈する気運は，任期途中で，「結束した社会」を形成する努力に転じ，これによってイギリス
の伝統的な価値観と制度が賞賛されるようになり，イギリスは新しくなったように見えるが内実は
古いままであると主張する人々によって国民のイメージチェンジは批判された，と述べる。新たに
過去を再考，再解釈したとしても，それによって国民は短期間で変わるものではなく，また伝統的
な価値観と制度を軽視して「結束した社会」を築くことは難しい。新労働党の現代化計画について
の評価は，論者の立場によって様々であろうが，国民のアイデンティティのこのような人為的な（再）
構築は，短期的にはあまり実態の伴わない国民のイメージチェンジに帰結する可能性が高いように
思われる。
イギリス最大の観光収益が伝統的な国家表象から得られるとしても，若い消費社会が 90年代末
の経済的推進力になったのであれば，新しくなったイギリス国民のイメージの人為的構築は必ずし
もにせものの見せかけとは言えないのではないか。政治エリートも観光産業もイギリス国民の新旧
両方のイメージの構築に関与していると考えるのが妥当であろう。
この小説のテーマは歴史（集合的記憶）の構築とそれによる国民のアイデンティティ（国民性，

イングランドらしさ）の創出であり，小説と労働党によるニューブリテンの創案の間には直接の関
係があると，ナバロ＝ロメロは主張する。
マーサを通じて，個人的記憶の不確かな起源と集合的記憶の形成との間にバーンズが隠喩的類似

性を確立しているというナバロ＝ロメロの表現は言い得て妙である。バーンズにとって歴史は相対
的で操作されるものであるがゆえに，そのような歴史の構築をパロディー化するため，イギリス史
が牧歌的に教えられたマーサの学校時代が小説中で扱われているのだとする解釈も興味深い。
ピットマンは国民性の巧妙な創造をそのために世界が発展する自然な過程だと理解しているとい

う認識は正しいと思われるが，問題はどのような「国民性の巧妙な創造」も許されるのかというこ
とである。ピットマンによるイングランドらしさの操作はパロディー化されているが，バーンズは，
この人為性を歴史執筆の「自然な」流儀だと考えるべきであると示唆している，とナバロ＝ロメロ
は述べる。しかし，バーンズは，ピットマンによる操作を倫理的に是認し，歴史執筆におけるいか
なる種類の人為性も許容しているのであろうか。
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一見素朴なアングリアでも人々は歴史の人為的な形成に関与するのであるから，歴史とそれに基
づくアイデンティティの構築は不可避であり，それは国民の心理的な安定と十全さのためであると
いう結論的メッセージを，ナバロ＝ロメロは最終部から受け取っている。小説のなかではアングリ
アの住民たちへの攻撃性や辛辣さはあまり感じられないので，最終部をアングリアに対する諷刺と
考えるよりは，このように解釈したほうが理にかなっている。
この小説が設定されている歴史的コンテクストを提供しているのはブレアの現代化計画であると

ナバロ＝ロメロは主張する。ブレアとサー・ジャックの共通点として，イングランド／イギリスが
世界での役割と国民性の意味を再考する必要がある危機的時代にあるという認識，国民のアイデン
ティティの構築の操作および歴史の人為的な構成があげられている。ブレアのニューブリテンと
ピットマンのテーマパークの共通性として，ナバロ＝ロメロはさらに，想像の共同体に基づいてお
り社会の仕組みを変容させるものであること，また商業的および政治的イデオロギー的利害関心の
もとで国民のアイデンティティと集合的記憶が人為的に操作され構築されることなどに論及する。
論証は十分でないかもしれないが，これらはおおむね了解できる指摘であるように思われる。
ブレアのイギリスとピットマンのテーマパークの類似性が，歴史と国民性の人工的創造の制度化

の点にもあることをナバロ＝ロメロは論じている。しかし，ピットマンによる歴史の制度化に関し
て，マックス博士の役割が過大評価されているように感じられるし，現代的な理想像にもかかわら
ず，新労働党のイギリスらしさはピットマンによって描かれた伝統的なイングランドらしさに近い
イメージに基づきすぎていたという判断はもっと本格的な検証を必要とする。アイデンティティと
歴史の人為的構築の制度化は政府や社会の指導者だけでなく観光市場とも関わっているという指摘
は，そのとおりであろう。
ナバロ＝ロメロは，一方で，この作品をブレアの時代の改造過程を諷刺する小説と考えながらも，

他方で，集合的記憶がにせの作り事であっても，それは国民のアイデンティティの構成にとって必
要であるとバーンズは示唆しているのだと解釈している。だが，集合的記憶と国民のアイデンティ
ティの不自然な構築の必要性を認めながら，同時にそれをからかい批判するということは矛盾であ
る。歴史と国民性の人為的構築は人間社会の不可避的な営為だとしても，道義的に許容される場合
とされない場合が存在するのではなかろうか。

III.　結び

最後に，ここではこれまでの議論を整理し，まとめる。まず，第 IIセクションの「論評」部を
論文ごとに要約する。次に，「諸論文の方法論」などの 6つのトピックごとに第 IIセクションの主
として「要約」部を整理し，若干の考察を加える。

1.　「論評」部の要約

（1）　ニュニング

市場向きのイングランドらしさがピットマン社によって練り上げられる過程をたどるニュニング
の手際は見事である。『イングランド，イングランド』の詳細な検討のあとで，「過去に頼ってイン
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グランドらしさを構築するいかなる試みも必ずもう 1つの創られた伝統に帰着し，これは第 1に現
在と折り合いをつける手段として役立つ」ことが示されているとするニュニングの主張には説得力
がある。他方，この小説の第 3部を「ディストピア小説と牧歌的田園的イングランドへの後退との
奇妙な合成」と見なす読み方は挑戦的である。アングリア人たちは本物とコピーの合成であり，彼
らの生活のイングランドらしさは楽園でも真正でもないというニュニングの評言は，他の人々にも
妥当するであろう。「サー・ジャックによる古きイングランドの意識的復元」と「産業化以前の時
代へのアングリアの居心地よくない後退」を同一視するニュニングの見方にも私は賛成できない。
ニュニングはアングリアの村人たちに対して必要以上に批判的であるように感じられる。
（2）　コルテ

コルテはポストモダンの時代の観光客とにせの真正性との密接な関係を指摘する。俳優たちの役
柄への同一化を，真正性への願望の放棄がアイデンティティに及ぼす影響とみなし，死後のサー・
ジャックの複製を，個人のアイデンティティへの敬意の欠如に対する相応の復讐ととらえるコルテ
の見方は首尾一貫している。イングランド，イングランドでは，過去は歴史的深みと厳粛さを失い，
永久の同時性のなかで現在のための見世物となるというコルテの見解は的を射ていよう。だが，小
説のなかでマーサの歴史の授業はユーモラスに描かれており，もっぱら批判されているようには思
われない。コルテが，教会堂でマーサが得た一種の啓示を過小評価し，イングランド，イングラン
ドとアングリアの共通点を重視し過ぎているのも気になるところである。この小説が何かを批判し
ているとするならば，批判の対象は観光産業よりもむしろ「イングランドの観光産業化が生じるの
を可能にしたポストモダン的態度」であると考えるほうが適切ではあろうが，この小説の目的が批
判することだけでないのは言うまでもないであろう。
（3）　ヘンストラ

精神分析学を援用し，この小説を，マーサを中心とした「アイデンティティを構成する願望と憧
憬の心理的メカニズム」の探究とする点でヘンストラは独自の見地に立つ。ジグソーパズルをする
マーサの隠喩が国民への個人の心理的同一化を表すこと，農産物品評会のイメージが完全さへの
マーサの憧憬を象徴することなどについては，ヘンストラの指摘のとおりであろう。ジョンソン博
士の事例のように，見せかけが反復されて首尾一貫した「自己」になる様子を目にして，マーサは
ベッツィの最初の神話に敬意を表する必要性に思い至るとヘンストラは説く。このように，マーサ
の内面世界を綿密に辿る試みは有意義な努力である。ヘンストラの言うように，アングリアは「イ
ングランドの失われた起源をたたえる肖像」であり「有機的社会の古い神話に対する賛美」である
が，懐旧的以上の何かではない。ヘンストラが主張するように，自己を意識しないアイデンティティ
の復活により，小説中の諸問題の解決が図られているのならば，それは現代人にとって現実味のな
い夢想的な解決であろう。結末部の描かれ方と雰囲気や少なからぬ評者の否定的な反応はそのこと
を裏書きしているようにも思われる。　
（4）　ギニュリ

ギニュリは，多数の『イングランド，イングランド』論を参照し，比較的バランスのとれた議論
を展開している。しかし，バーンズの意図をやや重視し過ぎているように思われ，独自の主張をす
ることには慎重である。この小説の題名の間テクスト的反響に関する見解は興味深く，この小説が
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どんなジャンルに属しているかは追究に値するテーマであろう。小説第 1部のジグソーパズルのイ
メージが歴史と記憶の本質（歴史の融通性と記憶の当てにならなさ）の隠喩であり，その本質に基
づいて第 2部のテーマパークが創造されるというギニュリの読みは，一見異質に見える両部の主題
的なつながりを浮き彫りにする。ギニュリはこの小説を「ユニークで高度に独創的」と評価してい
るが，第 3部の解釈について態度をはっきりさせていないのは残念である。ギニュリは，バーンズ
の文学的著作全体のなかでこの小説を考察しており，バーンズの他の小説との類似点と相違点につ
いても意識的である。
（5）　ホームズ

ホームズは，この小説の攻撃対象を，観光産業ではなく，サー・ジャックのプロジェクトを推進
し，それに従業員と顧客を操作させる政治的経済的イデオロギーとする点で，洞察力がある。マー
サが牧歌的生活として脚色するのは子供時代のうち「父による家族の放棄より前」の部分とし，彼
女の本物の自我の探求がうまくいかないのは，社会的構築物である自己に本性を期待するからとす
るホームズの見解はもっともである。バーンズの「挿話」中の人間を救済するかもしれない人生の
3つの側面と，さびれた教会の場面でのラーキンからのエコーについてのホームズの指摘は啓発的
である。ホームズは，小説の最後の村祭りで浮かれ騒ぐ人々が見せるカーニバル的な生きる喜びを
肯定的に評価する。この見方は独自のものであり，一定の説得力を持つ。ホームズによれば，この
小説は，ワイト島で提示されるイングランドの虚偽性を中心に据え，ポストモダニズムの論理と技
法により，イングランドが自分の歴史に関する知識を失いつつあるさまを示す諷刺的空想小説であ
る。しかし，この要約的記述は，マーサの人生行路の物語をうまく組み込めていない。
（6）　ルービンソン

ルービンソンは，この小説を「テーマパーク小説」（テーマパークにおいて表されるハイパーリ
アリティを商品化する傾向をパロディー化するジャンル）の 1例とするが，この小説にはそのジャ
ンルに収まらない要素が少なからずある。大部分の人々は歴史に無知で真実は彼らにとって重要で
はないので，真実は彼らが望むどんなものにもなり得るという状況につけこんで，開発チームは最
も需要のある「真実」を創り出し大成功を収めるとするルービンソンの議論は明快である。バーン
ズは，つかめる純粋な真実は存在しないと示唆しながら，もし真実を放棄すれば，国とその歴史の
究極的な卑小化であるイングランド，イングランドのごときものの構築に加担することになると警
告しているとするルービンソンの解釈は，真実へのこの小説の微妙な態度を巧みにとらえている。
ルービンソンはアングリアを「イングランド，イングランドの堕落したポストモダニティへの賞賛
すべき代案」と考える。空想的で本物ではないというイングランド，イングランドとの共通点を持
ちながらも，アングリアにはバーンズのそれなりの共感が込められているように感じられる。
（7）　バーベリック

イングランド，イングランドの構想においてイングランドらしさの典型のリストと「適切なイン
グランドの食べ物」のリストは重要である。サー・ジャックによる国民のアイデンティティ標識の
選択の主観性と恣意性および「美食小委員会」による審査の政治性についてはバーベリックの指摘
のとおりであり，それゆえ「彼はイングランドを再

・
現しているのではなくて，単にその非

・ ・
常に

・

個
・ ・ ・
人的な

・
異型を構築している」というバーベリックの見解は的を射ている。リストの概念を敷衍し
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て，バーンズの以前の諸作品への間接的言及，模倣に関わる多様な技法，次々と切り替わる語りの
様式のそれぞれをもリストとみなし，小説全体を自意識の強い巧妙なリストのリストとするバーベ
リックの立論はユニークであり，説得力を持つ。だが，イングランドらしさのリストとイングラン
ドらしさの観念の人為的構築性を暴くこととそれを嘲笑することは別問題である。バーンズが観光
産業の短所を強調することによって，それを諷刺しているというバーベリックの主張には納得がい
かない。
（8）　ナバロ＝ロメロ

ナバロ＝ロメロは，この小説のテーマは歴史の構築と国民のアイデンティティの創出であり，労
働党によるニューブリテンの創案とこの小説の間には直接の関係があると主張する。ブレアの
ニューブリテンとピットマンのテーマパークの共通点の指摘については賛成できる点もあるが，論
証が不十分な点や首肯しかねる点もある。ピットマンは国民性の巧妙な創造を自然な過程だと理解
しているというナバロ＝ロメロの認識は正しい。ナバロ＝ロメロは，この作品をブレアの時代の改
造過程を諷刺する小説と考えながら，集合的記憶がにせの作り事であっても，それは国民のアイデ
ンティティの構成にとって必要であることをバーンズが示唆していると解釈する。だが，集合的記
憶と国民のアイデンティティの不自然な構築の必要性を認めつつ，それをからかい批判するという
のは矛盾である。歴史と国民性の人為的構築は人間社会の不可避的な営為だとしても，倫理的に許
容される場合とされない場合が存在するのではないか。一見素朴なアングリアでも人々は歴史の人
為的な形成に関与するのだから，歴史とそれに基づくアイデンティティの構築は不可避であるとい
う趣意をナバロ＝ロメロは最終部から受け取っている。小説ではアングリアの住民たちへの攻撃性
はあまり感じられないので，最終部をアングリアへの諷刺と考えるよりは，こう解釈したほうが理
にかなっている。

2.　「要約」部の整理と考察

（1）　諸論文の方法論

自らの論文の方法論について明示的であるのはヘンストラとナバロ＝ロメロである。ヘンストラ
は精神分析学の概念を援用する。他方，ナバロ＝ロメロは，自分の論文がカルチュラル・スタディー
ズ，歴史記述，現代イギリス史，批評理論，英文学のような学問分野を用いた学際的な研究である
ことを言明している。
（2）　諸論文のキーワード

それぞれの論文で使用されている主な重要語は以下のとおりである。
ニュニング : イングランドらしさ，真正性，文化的伝統の創出，イングランドの状態，記憶，国

民のアイデンティティ，本物とにせ物。コルテ :（文化遺産）観光産業，ポストモダニズム，イン
グランド人のアイデンティティ，真正性，歴史と文化遺産，テーマパーク，文化的記憶。ヘンスト
ラ : 個人と国民のアイデンティティ，（歴史的）記憶，イングランドらしさ，複製対原物，ノスタ
ルジア，純真さ。ギニュリ : 歴史と記憶，愛国心，イングランドらしさ，歴史のパッケージ化，真
正のものとシミュラークル，ハイパーリアリティ，アイデンティティ。ホームズ : 記憶のあてにな
らなさ，歴史，国民と個人のアイデンティティ，真正性，ハイパーリアリティ，ポストモダニズム，
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宗教と愛，カーニバル。ルービンソン : テーマパーク小説，ハイパーリアリティ，商品化，シミュ
ラークル，歴史，真実，想像の共同体，ポストモダニズム。バーベリック : イングランドらしさ，
国民のアイデンティティ，リスト，記憶の場所，観光産業，テーマパーク，ポストモダニティの 3

段階。ナバロ＝ロメロ : 国民のアイデンティティの創出，歴史の構築，集合的記憶，労働党の現代
化計画，観光産業，イングランドらしさ，記憶のあてにならなさ。
（3）　小説のジャンル

諸論文は，『イングランド，イングランド』がどのようなジャンルに属する小説であると考えて
いるのであろうか。バーベリックとナバロ＝ロメロはこの小説を諷刺ととらえている。また，コル
テは諷刺的ディストピア小説，ホームズは諷刺的空想小説とみなしている。ニュニング，ヘンスト
ラおよびギニュリは，小説の一部を諷刺的にとらえているが，小説全体に関してはジャンルを特定
していない。ルービンソンは，新ジャンル「テーマパーク小説」の 1例としている。
（4）　小説の性格規定

各論文がこの小説の性格をどのように定義しているのかをみてみよう。
バーベリックは，この小説は現代観光産業の諷刺であり，「イングランドらしさのリスト」をめ

ぐる皮肉な構築物としても読めるとし，コルテは，この小説は観光産業とその影響に関する諷刺的
ディストピア小説であると述べ，ルービンソンは，この小説はテーマパークにおいて表されるハイ
パーリアリティを商品化する傾向をパロディー化していると評している。これらは観光産業と諷刺
との関連からひとくくりにすることができる。ホームズは，この小説はイングランドが自分の歴史
についての知識を失いつつある様子を示す諷刺的空想小説であると論じる。この小説を諷刺的と考
えている点でこの論文は前 3者に近い。
他方，この小説は文化的伝統の創出が現在と折り合いをつける目的にかなうことを示していると

ニュニングは言い，この小説のなかでバーンズは国民のアイデンティティの創出に焦点を当てて，
歴史の構築のテーマを探究しているとナバロ＝ロメロは考えている。これら 2つの論文は文化的伝
統の創出と歴史の構築の類似性と創出への言及の点で共通性を持っている。
さらに，ギニュリは，この小説はマーサの私的物語を背景にサー・ジャックの冒険的事業につい

ての諷刺的な公的物語を展開するとし，ヘンストラは，バーンズは私的自己と公的役割の並置を用
いて，アイデンティティを構成する願望と憧憬の心理的メカニズムを探究すると述べている。上記
2論文は私的公的の区別の点では似ているが，ヘンストラのほうは精神分析を志向している。
（5）　アングリアの評価

アングリアをどう評価するかは論者によって大きく異なる。
ニュニングは，サー・ジャックによる古きイングランドの復元も産業化以前の時代へのアングリ

アの後退も，いかなる真正性にも到達しないとし，コルテは，最終部の笑劇的諸要素は，ワイト島
のイングランドの真正性と同じくらいアングリアの真正性が疑問視されるべきであることを示唆し
ていると述べている。両者はアングリアとイングランド，イングランドとの類似点を強調し，アン
グリアに対して批判的，否定的である。ギニュリは，アングリア人たちが名前，職業および所在を
変えており，これは第 2部における俳優たちの人格のずれとアイデンティティの混同を想起させる
と評している。これはそれほど批判的ではないけれども，前 2者に似た評価である。
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ナバロ＝ロメロは，一方で，アングリアでさえ登場人物たちはその土地の歴史のいんちきな形成
に寄与すると述べながら，他方で，たとえ国民性と歴史が人為的で利害関係をもつ構築物であるに
しても，歴史はアイデンティティの創造にとって重要であり，それらは国民の心理的な安定と完全
さに味方するという考えに，バーンズの諷刺的肖像は収斂するとも論じており，アングリアへの態
度は中立的である。
しかし，ヘンストラは，アングリアにおいてバーンズはイングランドの失われた起源をたたえる

肖像を，有機的社会の古い神話への賛美を描いていると言い，ルービンソンは，アングリアは本物
でないかもしれないが，イングランド，イングランドの堕落したポストモダニティへの賞賛すべき
代案であると述べており，両者はアングリアに対して好意的，肯定的である。また，ホームズは，
イングランドの歴史と神話の登場人物の仮装に関して，イングランド，イングランドでは表面的で
ポストモダニズム的な見世物文化になるものが，アングリアではバフチンが激賞した解放的特徴の
一部を有する大衆のカーニバルの形をとると評していて，これもアングリアに好意的である。
（6）　諸論文の結論

各々の論文の結論はどうなっているのであろうか。
バーベリックは，愛国心とアイデンティティをしみ込ませようとして，過去をテーマパークへと

変える観光産業，特に文化遺産産業の短所をバーンズは強調していると語り，コルテは，この小説
はイングランドの観光産業化が生じるのを可能にしたポストモダン的態度を批判していると述べて
おり，両者は観光産業あるいは観光産業化への批判的言及の点で類似している。ルービンソンは，
真正性や現実の死に関するすべてのポストモダン理論にもかかわらず，真実は放棄できないと考え
ていて，コルテと同様に（一部の）ポストモダン的なものに対して批判的である。
ニュニングは，この小説は「その歴史を誤解することは国民になることの一部である」というこ

とを例証しているとし，ナバロ＝ロメロは，小説のなかでバーンズは，集合的記憶と国民のアイデ
ンティティの不自然な構築を扱っており，たとえ集合的記憶がにせの作り事であっても，それは国
民のアイデンティティの形成にとって必要であることを示唆していると言っている。これら 2論文
は，正しくないと思われることが実は必要とされることであるという趣旨を共有している。
ギニュリは，この小説はユニークで高度に独創的だが，以前の小説で扱われた諸問題に取り組ん

でいる点で，バーンズの他の文学的著作と整合性を有するように見えると論じ，ホームズは，ポス
トモダニズムの物語技法が必ずしも「空虚なパロディー」に帰着するとは限らないことを示す情緒
的および知的深みをこの小説は持っていると結論づける。これら両者はこの小説への高い評価の点
で相通じるところがあるが，ギニュリのほうはバーンズの他の小説をも視野に入れてこの小説を考
察している。
ヘンストラは，マーサが自分のなかで沈黙させた諸々の疑問は読者にとって未解決のままであり

続けると述べ，この小説の問題提起性を示唆しながら，結論らしい結論を避けている。
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