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グレアム・グリーン『力と栄光』を読む 

 

◆ はじめに 

『第三の男』の原作者としてしか知らなかったグレアム・グリーンが、カトリックの信仰

者として、小説を書いていたことを知って、正面から取り組んでいることが予想された"The 

Power and the Glory"(1940, Penguin Classics)を読んだ。日本語訳では題名が『権力

と栄光』とされているが1、主の祈りの結びに付加されている栄光唱からとられている言葉

なので、このレポートでは『力と栄光』としたい。 

グリーンは、初期には自らの小説を、エンターテイメント作品("thrillers")と、文学作品

("novels")に分けていた。『力と栄光』は後者の代表作品である。また、グリーンは、「『力

と栄光』は、主題に対して書いた小説として唯一のものである」と述べている。 

遠藤周作の『沈黙』(1966)に大きな影響を与えたということだが、『沈黙』を読んだのが

20 年以上前でほとんど覚えていないので、幾つかの目立った共通点に気づいた他は、比べ

て読むことはできなかった。『沈黙』は「西洋と日本の思想的対立を鋭くえぐり出す長編小

説」等と評されているだけに、「西欧的なるものと日本的なるものの対立」などと聞くとす

ぐに疑わしく思う者としては、いずれ丁寧に読み比べて考えてみたいものだと思う。 

◆ 作品の背景 

『力と栄光』は、グリーンが 1938 年 3 月から 4 月にかけてメキシコで行った取材旅行を

もとに書いた小説である。五週間かけてラバに乗って一人旅をしたタバスコ州とチアパス

州が舞台になっている。「英国エリザベス朝以来の苛烈なカトリック弾圧」と言われたメキ

シコにおける宗教弾圧の取材が目的だった2。 

メキシコにおけるカトリック弾圧は 1860 年の独立以来、教会財産の国有化や政教分離を

めぐって断続的に起こっていたが、最も苛烈だったのは Plutarco Elias Calles の下におい

てであった（1924-28 年に大統領、その後も 1935 年まで実質的支配者として権力を振る

った）。カレスは 1917 年憲法で制定されたものの厳密には施行されていなかった「政教分

離」の諸法令を実施しただけでなく、刑法を新たに強化して教会への弾圧の手を強めた。

例えば、公共の場で司祭服を着るだけで 500 ペソ(当時の 250 米ドル)の罰金、政府批判を

口にした司祭は 5 年間の投獄など。これに加えて、州によっては、さらに厳しい州法が作

られ、施行されたのだった。 

                                                   

1 , 2004, , 1959,  
2 1936 "Wee Willie Winkie"
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その結果、1926 年から 1934 年の間に 40 人の司祭が殺害され、4500 人いた司祭は外国

への追放、除籍、暗殺などによって 1934 年までには 334 人に減らされ（政府が認可した

司祭の数）、1935 年には 17 の州でひとりの司祭もいない状態になったという。 

なかでも最も酷かったのが、『力と栄光』の舞台となった、Tomas Garrido Canabal が知

事として権力を振るったタバスコ州においてであった（1920-24, 1931-34）。『力と栄光』

に登場する「赤シャツ団」はカナバルによってカトリック教会に対するテロのために組織

された私兵集団で、後には「赤シャツ団」にメキシコ市でカトリック活動家の殺害を命じ

たことが原因でカナバルは当時任ぜられていた農業大臣の辞職を余儀なくされてコスタリ

カに亡命することになった。小説に書かれている通り、カナバルのもとで、タバスコ州の

全ての教会は閉鎖され、司祭は殺害されるか、結婚を強制されるか、州から追放された。

なおカナバルは、「共産主義革命の実験場」の名を他州と競い、農業政策、社会政策に力を

入れ、メキシコで二番目の州として女性参政権を実現した理想主義者でもあった。 

『力と栄光』の「警部(lieutenant)」はカナバルがモデルであると考え

られる。なお、「ウィスキー司祭(whiskey priest)」という表現はカナバ

ルがプロパガンダでしばしば使っていたものである。「警察署長(Chief 

of Police/Jefe)」には"Jefe Maximo"を自称したカレスに少しは重ねら

れているところがあるのだろうか。警察署長という立場にありながら法

を平気で破ってウィスキー司祭が聖餐のために手に入れようとしたワ

インを飲み干してしまう姿は、法を恣意的に解釈し、変更するカレスの

姿を映しているのかもしれない。 

グリーンは、この取材旅行のルポルタージュを"The Lawless Roads"(米国でのタイトルは

"Another Country")として 1938 年に発表しており、『力と栄光』の多くの登場人物はそ

こで描かれた実在の人物に基づいているようである。（なお、"Ways of Escape"(1980)で

は『力と栄光』の執筆について振り返っているということだが未読。） 

メキシコで宗教に関する様々な制限が撤廃されたのはようやく 1992 年になってからのこ

とで3、今もなお聖職者の公職への被投票権はないということである。私は 2002 年に

YMCA 世界大会の仕事でメキシコに行ったことがあったのだが、今回、このレポートを書

くために調べるまで、メキシコは植民地時代から今に至るまでカトリック国であると単純

に思い込んでいて、その宗教政策について全く知らずにいた。メキシコ YMCA に対して抱

かされた深い不信感4の背景の一端が今になって分かって、恥ずかしい思いである。 
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◆ 構成と粗筋 

第一部は、主人公のウィスキー司祭を中心に話が進められず、複数の視点からの断片的な

短いカットが重ねられ、作品の舞台となる世界が立体的に浮かび上がるようになっている。

イギリス人移民の視点から行きずりのウィスキー司祭の姿が描かれ（1 章の歯医者のテンチ

氏、3 章のバナナ農園で働くフェローズ一家）、“体制”の視点から状況が描かれ（２章の新

体制の権力者、旧体制の敬虔で富裕と思われる市民の一家、および“転び伴天連”ホセ）、

また、これらの人々の小さな物語が語られる。 

第二部に入ると、第一部とは打って変わって、ウィスキー司祭を主体としてドラマが展開

しはじめ、少しずつ警部に追い詰められていく様子がサスペンス仕立てで語られる。1 章は

子をなした間柄のマリアのいる村で、そして生まれ故郷のカルメンに向かう道で。しかし

途中で、“ユダ”の The half-caste / The Mestizo と出会ってしまったために故郷に入る

ことは諦められる。そして、2 章はタバスコの州都 Villa hermosa、3 章は牢獄、4 章は隣

のチアパス州に向かう死の雰囲気が漂う道を、それぞれ舞台としてドラマが展開する。5 

なお、これを早川書房版の訳者の齋藤数衛は「官憲からと神からの二重の逃亡」と要約し

ているが、よくもそのようなミスリーディングな誤りを述べ立てたものである。「神からの

逃亡」などという主題が設定されえるのは脇役のイギリス人移民の物語においてであろう。 

第三部は、州境を超えて、かつての日々に戻ることを一瞬夢見させるような短い日々を過

ごし（1 章）、しかし“ユダ”に従って再び州境を超えて“バラバ”（アメリカ人犯罪者）か

ら末期の罪の告解を聞こうとする（2 章）、そして、そこで待ち構えていた警部に護送され

てタバスコの州都に戻り（3 章）、警部との対話で結ばれる（4 章）。 

第四部は、再び第一部と同様、脇役の視点でウィスキー司祭の処刑が物語られて結ばれる。

二人の子ども、コーラルとルイスに起きた変化に救いの希望が暗示されているようである。 

はじめに外国人移民の視点から語り始めることは、これから展開する“もうひとつの世界”

に読者を引き込んで異化を経験させるための工夫にもなっているのだろう。 

主人公は、小説の最後に至るまで名前を呼ばれない。ほとんどが第三人称の代名詞で(“he”)

あるいは”the priest”で示され、第一部や第四部で脇役の視点から語られているときは”the 

(little) man”（その男）、”the stranger”（そのよそ者）、” the man in the drill suit (the man 

in drill)”（その作業服の男）などで示される。作中人物の呼びかけでは”Father”である。

匿名のまま、呼称を変えながら語ることで、視点の移動を明確にして、物語の多声性を印

象づけ、映画的に情景が浮かび上がらせているように思われる。 

脇役も何人かは重要な役割を与えられながら匿名のままである。登場人物に固有名詞を与

えずに語ることは、読者に目撃者としての位置を与える効果を上げているように思われる。

福音書でもしばしば固有名詞が与えられないが、グリーンはそれを意識したのだろうか。 
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◆ 主題について 

「信仰と不信仰の間で揺れ動く心の動き」が描かれているとか、「神はどこにいるのか」が

探究されているといった感想を散見するが、そのようなことは問題にされていない。主人

公は、終始、自らの信仰の核心を揺るぎなく保持している6。遠藤周作の『沈黙』とは、設

定は似ていても、主題は異なる。 

小さな上昇志向と小さな見栄で忙しく働いていた平凡なひとりの司祭が7、逃げ出すほどの

ことはないとぐずぐずしていていてただひとり残され、最後のひとりであることの「誇り」

が免責論理として働いて自堕落になって酒におぼれるようになり、子までなす。そして、

ついに追い詰められたところから、物語は始まる。 

初めは、彼は「静かな過去の名残り」のあれこれを身に帯びたままである。死の床にある

母のために医者を探しに来た子どもの求めに「役に立たない」ことを意識しつつも応えて、

脱出を可能にするサンタ・クルズ行きの船に乗ることを断念した場面が、これから始まる

彼の道行きを暗示する。 

我が子の住む村でついに警察に追い詰められ、按手五周年の記念に贈られたアタッシュケ

ースを捨てた辺りから8、この道行きははっきりした輪郭を持ち始める。思惟においても次

第に「静かな過去」に意味を持っていたものが捨てられていく9。かつて忙しさのうちに埋

没していた「憐れみ」が、「過去の名残」がひとつずつ手放されて貧しさのうちに追い込ま

れるほどに、司祭を司祭として動かす唯ひとつの動因として立ち現れてくる。読者に不快

感と嫌な予感を与えずにはおかないメスティーソにつきまとわれるなかで、不思議なほど

にウィスキー司祭の姿は清明さを増し、ついにはイエスの姿が重なるようになる。ウィス

キー司祭の道行きは、イエスの十字架の道行きの輪郭をあらわにしていくのである。 

最後に至るまで人間的な弱さはそのままでありながら、“貧しく”なるほどに10、彼の自己

                                                   
6 ◎“But at the centre of his own faith there always stood the convincing mystery - that we were made in 
God's image. God was the parent, but He was also the policeman, the criminal, the priest, the maniac, and 
the judge….”(p.101) 
7 ◎“a youngish man in a Roman collar sat among the women. You could imagine him petted with small 
delicacies, preserved for their use in the stifling atmosphere of intimacy and respect. He sat there, plump, 
with protuberant eyes, bubbling with harmless feminine jokes.” (p.21) 
8 ◎“He sighed: it had been quite a good case: one more relic of the quiet past.. Soon it would be difficult to 
remember that life had ever been any different. .. The papers were there; reluctantly he let the case fall -a 
whole important and respected youth dropped among the cans - he had been given it by parishoners in 
Concepcion on the fifth anniversary of his ordination.” (p.80) 
9 ◎“The simple ideas of hell and heaven moved in his brain; life without books, without contact with 
educated men, had peeled away from his memory everything but the simplest outline of the mystery.” (p.65) 
10 ◎“He was a man who was supposed to save souls. It had seemed quite simple once, preaching at 
Benediction, organizing the guilds, having coffee with elderly ladies behind barred windows, blessing new 
houses with a little incense, wearing black gloves .. It was as easy as saving money: now it was a mystery. He 
was aware of his own desperate inadequacy.” (p.82) 
◎“He had given way to despair - and out of that had emerged a human soul and love - not the best love, but 
love all the same.” (p.100) 
◎“Again he was touched by an extraordinary affection. He was just one criminal among a herd of criminals. 
He had a sense of companionship which he had never experienced in the old days when pious people came 
kissing his black cotton glove.” (p.128) 
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意識とは関係なく、彼は、神の「力と栄光」を現す者となっていることに読者は気づかさ

れる。読者は彼においてキリストの神秘を見る。ウィスキー司祭が「聖人」になっていく

わけではない。絶えず恐れと苦しみにさいなまれ続けるのであり、捕まって州都の刑務所

にたどり着いたときには全ての希望を失ってしまうほどである。11 

処刑の前夜、ウィスキー司祭は「奇妙な夢」を見る。聖堂において、祭壇で司祭がミサを

立てているのを前にして、それと無関係に食事を貪り食べている夢である。食べ終えた時、

“バラバ”のアメリカ人に殺害されたと思しきコーラルが現れ、「父」のワインを彼の杯に

満たす。聖堂にモールス信号の音が響き始める。「ニュース、ニュース、…」と。この夢が

暗示するものは明らかであろう。目がさめたウィスキー司祭は、溢れるような希望の感覚

を取り戻している。そして、再び脇役の視点で語られる最終章で“復活”が告知される…。 

齋藤数衛は、ウィスキー司祭の物語がイエスの生涯に「似せて書かれた」という見方に対

して、「そうした読み方はあまりほめたものではないし、慎むのが当然だと思われる」と言

いつつ、似ている点を挙げてみせている。「キリストに似せて書かれた」どころではなく、

グリーンは、キリストの神秘を歴史的な文脈において現実化しようとしたと理解されるべ

きであろう。グリーンは「憐れみから生ずる堕落」を主題として書いたことを明言してい

るのであり、それは言葉を換えれば「受肉」に他ならないのだから。 

ところで、グリーンの「堕落」という皮肉な言葉遣いが、坂口安吾のそれと共鳴するのは

偶然であろうか。 

「人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことに

よって人を救ふことはできない。人間は生き、人間は墜ちる。」（『堕落論』, 1946/4） 

「我々はこの歴史的カラクリに憑かれ、そして、人間の、人性の、正しい姿を失ったの

である。…ニセの着物をぬぎさり、赤裸々な心にならう、この赤裸々な姿を突き止め見

つめることが先づ人間の復活の第一の条件だ。」（『続堕落論』, 1946/12） 

ペトロの信仰告白(マルコ 8:29)の如き「私は司祭だ」という告白によってこの小説の分水嶺

をなしている獄中の場面における次の一文は、『力と栄光』の執筆動機そのものに思われた。 

「彼はいつも、敬虔な女性の宿命について心を煩わせていた。敬虔な女性は、政治家に

負けず劣らず、幻想を食べて生きている。彼女たちがあまりにもしばしば、頑迷なまで

に自己に満足し、愛する気持ちをまるで持たずに死を迎えるため、彼は彼女たちのこと

を思って恐れていたのであった。何が善いことなのかについての彼女たちの情緒的な観

念を取り去ることは、それができることならば、義務なのであった。」（p.127 私訳） 

                                                                                                                                                     
◎“Now he felt useless. He was a criminal and ought only to talk to criminals.” (p.132) 
11 ◎”God is love. I don't say the heart doesn't feel a taste of it, but what a taste. The smallest glass of love 
mixed with a pint pot of ditch-water. We wouldn't recognize that love. It might even look like hate. It would 
be enough to scare us - God's love. It set fire to a bush in the desert, didn't it, and smashed open graves and 
set the dead walking in the dark. Oh, a man like me would run a mile to get away if he felt that love 
around.”( p.199-200) 


