
序

　レイモンド・カーヴァー（Raymond Carver 1938-88）は，作品中で印象的な食事をしばし

ば描いている。従来のカーヴァー研究もそれらの食には度々言及しており，たとえばユーイン

グ・キャンベル（Ewing Campbell）は「ささやかだけれど役に立つこと」（“A Small, Good 

Thing”）の結末のパン屋のシーンで描かれるパンをキリスト教的な文脈で捉え，人間同士の和

解と絶望からの救済という宗教的なアレゴリーとしての作品の性質を補強するものだと指摘して

いる（55）。柴田元幸はキャンベルの議論を踏襲して同作品のパンを論じる一方で，様々なカー

ヴァー作品に描かれる食のイメージを紹介しながら，「食べるという行為はカーヴァーにとって，

人間関係の困難さや微妙さを描くのにうってつけの営みであるとともに，それが一日三度行われ

るごく日常的な営みであるという点において特権的であった」（210）と述べている。これらの議

論からは，現代アメリカの労働者階級の日常をリアリスティックに描く上で，作品のテーマや雰

囲気を効率的に読者に伝達する文学的なツールとして，カーヴァーが食のイメージを利用してい

ることが伺える。

　しかし私たちは，食のあり方すなわち私たちが何を，どのように食べるべきかという問題

が，すでに日常生活における個人的な選択を超えた政治性を有していることに留意すべきで

ある。古くは1960年代から，高まる環境意識を背景に，ヒッピーたちが化成肥料と大規模農業・

大企業主義に対するアンチテーゼとして有機農業による自給自足に取り組み，1980年代以降は

ファスト・フードを代表とする現代的な食のあり方への問題提起としてスロー・フード運動が世

界的な広がりを見せている（鈴木145）。ファスト・フード産業を消費者保護と労働問題，環境問

題と結びつけて批判するエリック・シュローサー（Eric Schlosser）の『ファストフードが世界

を食いつくす』（Fast Food Nation 2001）は映画化され，大きな反響を呼んだ。また，マイケル・

ポーラン（Michael Pollan）は，食の系譜学とも言うべきルポタージュ『雑食動物のジレンマ』

（The Omnivore’s Dilemma 2006）などの著作において，歴史的・文化的文脈から逸脱した現代的

な工業食のあり方に疑問を呈している。これらに代表されるフードスタディーズの言論空間では， 

食の生産と消費のあり方が経済，階級，歴史，環境問題など様々な地平で議論される。“Personal 
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is political”というフェミニズムのスローガン同様，日常的で個人的なものとしてみなされがち

な食もまた，政治的なものとして捉え直す必要があるのである。

　文学研究の領域においても，アリソン・カルース（Allison Carruth）による『グローバル・

アペタイト』（Global Appetite 2013）や彼女とエイミー・L・ティグナー（Amy L. Tigner）の共

著である『文学とフードスタディーズ』（Literature and Food Studies 2018）などの仕事に代表され

るように，食と文学の相互関連性への関心は高まりつつある。このように見てみると，先行批評

において度々言及されてきたカーヴァーにおける食も，昨今の社会的・政治的文脈に照らして再

解釈する必要があるのではないか。特に2000年代以降，栄養学的見地からだけでなく，それが及

ぼす社会的，文化的，環境的インパクトが問題視されているジャンクフード本稿では，工業

化され，脱自然化され，伝統的な食文化のコードから逸脱した加工食品をジャンクフードとして

考えていきたいを，カーヴァーがどのように作品中で描いたのかについては，これまでのカー

ヴァー研究ではほとんど言及されてこなかった。作品中のあらゆるモノに象徴的な意味づけを求

める彼の創作手法を鑑みれば（McCaffery and Gregory 107），カーヴァーが描くジャンクフー

ドが作品を批評する上で一定の重要性を有していることは間違いない。本稿ではポーランによる

現代的な食への批判や，藤原辰史の「食の衰微」についての議論を参照点としつつ，カーヴァー

作品に描かれる工業化されたジャンクフードが，現代的な消費社会に取り込まれた登場人物の荒

廃した日常を象徴的に示していることをまず指摘したい。

　カルースによれば，アメリカ文化の食を取り巻く想像力は，一方に牧歌的な，他方に工業的な

食糧生産・消費のイメージという二項対立を中心に構造化されている（12）。カーヴァーの作品

に描かれる食のイメージもまたこの対立構図に大枠として準拠しており，それらはこの両極を

往還することで，総体として彼の食に対する政治的なスタンスを明らかにしているように思われ

る。本稿ではカーヴァー作品においてジャンクフードと対照的に描かれるパストラルな食の理想

を考察することで，グロテスクな食のイメージによって逆説的に浮かび上がる，彼のエコロジカ

ルな自然観を考察したい。

Ⅰ．現代アメリカ社会における「食の衰微」

　現代アメリカの食と聞いて私たちの多くが思い描くのが，アメリカ中どこで食べても代わり映

えのしないハンバーガーやステーキであったりするように，アメリカの食の最大の特徴はその画

一性にある。アメリカの食文化について綿密な考察を行なった東理夫は，アメリカの食の画一性

の背景として，入植後に限られた食材や調理法によって限定的な多様性しか持ち得なかったアメ

リカ料理の歴史的な成立過程を挙げている（469）。その上で東は，「どんな金持ちでも結局は自

分たちと同じものを食べている。そうやって，貧富に対する憤懣を解消する。それが，アメリカ

人にとって一種の救い」（718）なのだと述べ，アメリカの食の画一性の背景に機会均等と平等と

いうアメリカの政治的理念の存在を指摘する。

　しかしながら，歴史および文化的要因を重視する東の議論において，幾分センチメンタルにア

メリカの平等主義へと結び付けられる現代アメリカの食の画一性の問題は，アメリカの食品産業

の問題点を指摘するジャーナリストのポーランの議論においては，より深刻な色彩を帯びる。ポー

ランはアメリカの食卓やスーパーマーケットに並ぶ食材のほとんどが，工業的に生産されたトウ

モロコシに依存していることをはじめとして，巨大なアメリカの食品産業がアメリカの食の画一
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化を通して利潤をあげていることを問題視している。彼によれば，1950年代以降，石油から生産

される化学肥料によってトウモロコシを基盤とする食糧生産がアメリカ全土で拡大し，現在スー

パーマーケットに並ぶ食品のうちトウモロコシを原料に含まないものはほとんど見られなくなっ

ている。本来草食であるはずの畜産動物も遺伝子組み換えトウモロコシを飼料としているため，

その肉を日常的に食する現代のアメリカ人の身体のほとんどがトウモロコシ由来のc-13という炭

素同位体によって構成されるまでになっているという（『雑食動物（上）』33）。このようなトウ

モロコシを基盤とする食糧生産は，化学肥料の大量投下とそれに伴う土壌汚染や畜産動物の健康

の毀損，ひいては見かけ上安価で高カロリーの食材を消費するアメリカ市民に，肥満や糖尿病と

いったリスクをもたらしている。栄養学者のマリオン・ネスル（Marion Nestle）の推計によると，

不適切な食品選択に起因するアメリカ人の年間死亡者数は，アメリカの死亡者数の 5 分の 1 を占

めている（433）。現代アメリカの食品産業が抱えるこのような問題について，ポーランは，食品

企業の利潤の最大化を目的としてアメリカ政府がトウモロコシの生産に莫大な補助金を出してい

るために，このようなトウモロコシ依存が是正されることなく続いていると指摘する（『雑食動

物（上）』146）。

　このように見てみると，アメリカの食の画一化は，東が述べるような歴史的・文化的なレベル

のみならず，人々が口にする食品の物質的な構成要素のレベルにおいても顕著であることが分か

る。ポーランが問題とするのは，巨大な食品加工企業による食のトレーサビリティの意図的な不

透明化と，消費者の健康と家畜や土壌の健全性を犠牲とした，食を通した搾取の構造である。そ

のような不自然なプロセスを経て生産され，日々の労働に勤しむ国民によって消費されるアメリ

カの食は，本来摂取されるべき多様な食品から個性が奪われ，味覚的にも視覚的にも，さらには

栄養学的にも画一化・均一化されることで，大企業にとっては格好の利益追求手段となる一方，

消費者にとっては単なる労働のためのカロリーの摂取という行為に限りなく近づいてゆく。

　自然のサイクルに組み込まれた前近代的食糧生産から，石油をエネルギー源とする工業的な食

糧生産システムへの移行に伴う食の脱自然化を，藤原辰史は「食の衰微」と呼ぶ。彼は著作『ナ

チスのキッチン』において，十分な食料を与えられなかったアウシュビッツの囚人たちが，自ら

の肉体に含まれる脂質とタンパク質を燃焼させることで強制労働のためのエネルギーを生産せざ

るを得なかった状況を指して，「人間の中に台所を埋め込」んでいたと表現している。彼はその

一方で，当時の一般家庭におけるドイツ人主婦が，極限まで効率よくシステム化された台所で労

働者のエネルギー再生産を担わされていたことを「台所の中に人間を埋め込む」ことと表現する。

　　　　　「人間の中に台所を埋め込むこと」と「台所の中に人間を埋め込むこと」それぞ

れ台所の合理化を強制させられた囚人と主婦は，なるほどたしかに，まったく次元の

異なる存在である。［...］しかしながら，私は，この両者のあり方に，近・現代人が

求めてきた食の機能主義の究極的な姿を認めざるをえない。どちらも，人間ではなく

システムを優先し，どちらも，「食べること」という人類の基本的な文化行為をかぎ

りなく「栄養摂取」に近づけているのだ。（藤原『ナチスのキッチン』420）

ここでは強制収容所とキッチンという一見対照的な両者の中に，現代的な食の衰微という共通点

が見出される。現代的な食の脱自然化という観点から考察すれば，強制収容所という例外状態と

一般市民の台所とは対極にあるのではなく，地続きのものとして認識されうるのである。

　このようにみてみると，ポーランと藤原の議論に共通するのは，現代社会における食が自然の

サイクルから逸脱していることへの問題意識だといえよう。食とは本来光合成から始まり，カロ
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リーを効率良く摂取するための食物生産と，加熱や発酵などを組み合わせた化学反応を利用した

調理，さまざまな酵素と体内棲息細菌による消化・吸収，土中細菌による排泄物の分解のプロセ

スに至るまで，自然界の物質的なサイクルに全体として組み込まれたものだった。そのような食

が工業化され，ただカロリーを摂取するだけの不自然な行為へと貶められていること，そしてそ

の背景に現代消費文明の効率主義的なシステムがあることを，ポーランと藤原は問題視している

のである。

　私たち人間を私たちの消化吸収を助けてくれる腸内細菌叢も含めたオーソドックスな捉え

方で自然と対峙する存在として捉えた場合，食とは本来，呼吸・排泄と並んで，人間が自然

との間に取り結ぶ物質的交換関係の最前線を形成する行為だといえる。しかし脱自然化によって

もたらされる現代的な「食の衰微」は，自然界の食材生産の場と消費の場とを分断することで，

今や消費者が触れる幅広い品目の食材を浸潤している。便利で手軽に入手・調理できるという利

点を有する反面，生産・加工・流通のプロセスが不透明化された現代的食品には，自然を逸脱し

た加工プロセスによる不自然さ，有機性でなく無機性，個性でなくシステム化された均一性といっ

た，一種グロテスクなイメージがつきまとう。本稿では以下，このような「食の衰微」のイメー

ジがカーヴァーの作品中でどのように用いられているかを考察したい。

Ⅱ．カーヴァー作品における「食の衰微」

　カーヴァーは現代アメリカ労働者階級の日常をリアリスティックに描いたことで評価されて

きたが，彼の作品のいくつかは，現代的な「食の衰微」を批判的に捉えるポーランや藤原の問

題意識を20年以上先取りする形で労働者階級の日常的な食のありように反映させているように

思われる。例えば，アルコール依存症の泥沼にはまってゆく中年男性を描いた短編「注意深く」

（“Careful”）では，主人公のロイドがハムとフルーツジュースとシャンパンに依存しているこ

とが語られる。妻に家を追い出されて賃貸の屋根裏部屋に住む彼の部屋には粗末なキッチンがあ

るが，彼がバーナーを利用するのは時々湯を沸かしてインスタントコーヒーを入れる時だけであ

る。ある日，彼は朝食にドーナツを食べてシャンパンを飲むという常軌を逸した食事をとるが，

妻と別れてからというもの，彼は食習慣も含めて非日常的な経験が続いているために，この貧相

な朝食についても特段の疑問を持たなくなっている。

　　　　　There’d been a time, some years back, when he would have laughed at having a 

breakfast like this. Now there didn’t seem to be anything very unusual about it. [...] 

He’d had doughnuts and champagne for breakfast. So what? (Where I’m Calling 
from 216)

ロイドの生活ぶりを鑑みれば，ここでの“champagne”は本物のシャンパンというよりは発泡

性の白ワインと考えるのが自然である。いずれにせよ宵越しのドーナツにスパークリングワイ

ンを合わせる朝食は，それぞれの食品が持つ文化的なコードを無視しており，ハムやフルーツ

ジュース，インスタントコーヒーといった加工食品に依存する彼の食生活は，調理という行為が

本来持つべき文化的な側面から逸脱したものである。彼の食習慣のグロテスクさは，作品の主題

である彼の結婚生活の破綻と，アルコール依存症のため失業し，ブレッドウィナーとしてのジェ

ンダー・ロールを果たせない彼の，幾分古風な理想的男性像からの逸脱を強調するツールとして

作品内で機能している。
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　労働者階級に属すると思しき主人公ジャックと妻メアリーが，友人夫婦とマリファナパー

ティーに興じる短編「アラスカに何があるというのか」（“What’s in Alaska?”）においても，

不自然な食のイメージが理想的家庭像からの逸脱に対する登場人物の不安に重ね合わされてい

る。友人宅には彼らの子供がいるにもかかわらず，ジャックとメアリーらは彼らのことを全く気

にかけておらず，「注意深く」でのロイドの家庭崩壊と同様，本作においても登場人物の精神的

な荒廃が作品の主題として前景化される。ジャックとメアリーはパーティーに先立ち，食料品の

買い出しに出かけるが，彼らの文化的な貧困を象徴するように，買い物リストにはクリームソー

ダやポテトチップス，トルティーヤチップス，オニオン味のクラッカー，U-Noバー（チョコレー

トバー），ポプシクル（アイスバー），M&Mチョコレート，などのジャンクフードが並ぶ。特に

クリームソーダやポプシクル，M&Mチョコレートなどは大量の着色料を含んだグロテスクさを

喚起し，彼らの食の不自然さを強調している。

　貧しい家庭は安価でハイカロリーの食材に依存せざるを得ず，アメリカにおける食は社会階層

のもっとも明確な指標であると述べるリサ・ミラーの言を引くまでもなく，何を食べるかという

選択あるいはそもそもその選択の機会を奪われていることは，個人の社会的・文化的階

層と密接に結びついている（Miller Para.10）。多くのフード・スタディーズの文献が，自社の食

品を消費者にできるだけ大量に売るために，食品会社がその資本力を生かして議会へのロビー活

動をはじめ，さまざまな合法的・非合法的手法を駆使していることを指摘しているが1，ジャッ

クとメアリーはそのようなマクロな経済システムのカラクリを認識するだけの世界観を持ち合わ

せておらず，スーパーの商品棚に並ぶ安価なジャンクフードを貪る。なぜその食品が安価に提

供されているのかという社会的・政治的背景に目を向けることなく，その食品を“the goodies”

（Where I’m Calling from 57）と呼ぶ登場人物たちの姿は，その世界観の狭さゆえに自らが置かれ

た社会的立ち位置を把握できぬまま巨大資本によって搾取される下層労働者の姿を反映してい

る。

　「注意深く」と同様に，「アラスカに何があるというのか」においても，ジャンクフードのイメー

ジの背景に理想的家庭像からの逸脱が示唆されている。作品の冒頭ではメアリーがアラスカでの

仕事のオファーを受け，新天地における新たな人生に期待して喜ぶ二人の姿が描かれるのだが，

このことは彼らが現在の生活に不満を抱えていることを逆説的に示している。午後 3 時に仕事か

ら帰宅するジャックは非正規の低賃金労働に従事しており，新しい靴を購入してすぐに店頭で新

品に履き替え，歩きながら足元を見て喜んでいる彼の姿からは，靴の購入という些細な贅沢が大

きな意味を持つ彼らの家計の苦しさを読み取ることもできる。このような経済状況は，彼らの夫

婦関係にも暗い影を落とす。マリファナに酔ったメアリーが友人夫婦の夫とキッチンで抱き合う

姿を目撃したジャックは，マリファナによる恍惚から一気に覚めて塞ぎ込んでしまう。ウィリア

ム・L・マグリーノ（William L. Magrino）は本作の主題をジャックの「将来とパートナーの不

貞に関してのパラノイア」（83）であると指摘しているが，そのようなジャックの不安は，新品

の靴にクリームソーダをこぼしてしまうというショッキングな出来事として具現化する。“It’s 

(the shoe) done for. [...] That cream soda will never come out.” (Where I’m Calling from 62）とい

うジャックの絶望的なセリフは，そのような不自然な色素を摂取する彼らの食のグロテスクさを

読者に改めて強調すると同時に，ジャンクフードによって象徴的に示されるジャックの不安が，

この先も彼につきまとい続けるであろうことを予期させる。

　新品の靴を汚してすっかり意気消沈したジャックは，当初喜んでいたアラスカでの新生活に対
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しても，悲観的に捉えるようになってしまう。

　　　　　“What about Alaska, you guys?” Carl said.

　　　　　“There’s nothing in Alaska,” Jack said.

　　　　　“He’s on a bummer,” Mary said.

　　　　　“What’ll you guys do in Alaska?” Carl said.

　　　　　“There’s nothing to do in Alaska,” Jack said. He put his feet under the coffee 

table. Then he moved them out under the light once more. “Who wants a new pair 

of shoes?” Jack said. (Where I’m Calling from 63)

ここでジャックは自分を取り巻く社会的現実について，暗い洞察に達している。彼は，アラスカ

に場所を移したとしても自分自身の生活レベルが劇的に向上することはありえず，結局はアメリ

カ経済の底辺で現在と代わり映えのない生活を送る他ないということを悟っているのである。

　このように，「アラスカに何があるというのか」はジャンクフードと「食の衰微」という不吉

でグロテスクなイメージを通して，資本主義社会において安価な労働力として搾取される労働者

階級の荒廃した日常を描き出している。現代社会の食が帯びるこのような政治性は，近年活発に

なりつつあるフード・スタディーズと，それを基盤とした食の文学研究の中心的議論でもある。

カルースは文学が食を描くことの政治的意義とは，作家たちがマクロからミクロまで様々なレベ

ルにおいて，食にまつわる社会的現実を描き出すことができる点にあると指摘している（5）。カー

ヴァー作品における食もまた，ジャンクフードを消費する登場人物の遠景に食の生産・流通シス

テムにおける権力格差と社会的不公正という政治的問題を浮かび上がらせることで，将来への展

望の持てない下層労働者の日常的な経験を強調しているのである。

Ⅲ．パストラルな食とエコロジカルな自然観

　以上，カーヴァー作品が，「食の衰微」のイメージを登場人物のグロテスクな日常に重ね合わ

せていることを確認してきた。本稿では以下，カーヴァー作品に描かれる，「食の衰微」とは対

照的な，パストラルな食のイメージを確認していきたい。アメリカにおけるフード・スタディー

ズの第一人者であるカルースが，アメリカの食をめぐる想像力の中に，「食の衰微」の代表的事

象である工業的食糧生産の対立項として牧歌的な食の理想化を位置づけていることはすでに述べ

た。質素・倹約を旨とするピューリタニズムに根ざすアメリカの自然食崇拝は，菜食主義を提唱

したベンジャミン・フランクリン（Benjamin Franklin）の理想に端を発し，ブロンソン・オル 

コット（Bronson Alcott）らによる「フルーツランド」のような自給自足コミューンの試みを経 

て，1960年代にはヒッピーたちが食品企業の営利第一主義に反対して展開したオーガニック食に

基づくライフスタイルの称揚した事例などにも見られ，アメリカ社会の歴史と伝統に深く根差す

ものである2。

　アメリカ社会の工業化に沿うかたちで脱自然化されてきた食のありかたが問題視される一方

で，その対立項としてのパストラルな食を理想化する二極化の傾向は，カーヴァー作品におい

ても顕著である。彼は前節で述べたようなグロテスクな食のイメージを，現代アメリカの社会的

病理を象徴するものとして意図的に文学的ツールとして利用していたように思われる。なぜなら

彼は，いくつかの作品とりわけ彼にとって自身の心情／信条の吐露が可能となる詩というメ

ディア（Bonetti 59）において自身が理想とするパストラルな食のあり方をしばしば描き出
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しており，そこでは従来の批評ではほとんど触れられてこなかった，彼のエコロジカルな自然観

が浮かび上がるからである。

　カーヴァーの詩「鷲」（“Eagles”）では，散歩中の語り手の足元に，鷲が取り落とした獲物の

魚が空から降ってくる。語り手はそれを持ち帰り，調理して食べる。

　　　　　I picked up the fish. 

　　　　　That miraculous ling cod.

　　　　　Came home from the walk and

　　　　　why the hell not?cooked it

　　　　　lightly in oil and ate it

　　　　　with boiled potatoes and peas and biscuits.

　　　　　Over dinner, talking about eagles

　　　　　and an older, fiercer order of things. (Where Water Comes Together 120)

その「奇跡のようなキンムツ」を油で軽くフライして，茹でたポテトとえんどう豆，それに丸パ

ンを添えて食べたという食事の様子は，質素ではあるものの，動物と人間，自然と文明といった，

社会で一般的に共有されている対立項をシームレスに接続する。「産業経済の長くわかりにくい

供給の鎖は，私たちに自然との繋がりを忘れさせ」ると述べるポーランは，食品会社が生産地と

消費地の距離いわゆるフード・マイレージを極端に長くすることによって食品加工の過

程をブラックボックス化することを現代的な企業戦略のひとつとして問題視している（『人間は

料理をする』（下）248）。対照的に，この詩において賛美される食のイメージにおいては食品の

出所と消費の場所が極めて近接しており，食を通じて自然と人間を結びつけるカーヴァーのエコ

ロジストとしての側面をかいまみることができる。

　ここでカーヴァーと自然との関係について整理しておきたい。自然に対するカーヴァーの向き

合い方については，チャッド・リグルスワース（Chad Wriglesworth）が“Carver’s spirituality 

[...] depend(s) on ineffable encounters with nature rather than the spoken word”（144）と述

べ，教義的なキリスト教よりも一種神秘主義的な自然崇拝にカーヴァーが傾斜していたことを指

摘している。彼は“For Carver, flowing water was a sacred voice of active hope. [...] [H]e did 

not confine the healing presence of rivers to his own life but used the voice of water to guide 

his characters as well”（145）と述べ，カーヴァーにとっての川が単なる自然の一部ではなく，

癒しをもたらす聖性を帯びた存在であったと指摘する。確かに，そもそも釣りを生涯の趣味とし

て楽しんだカーヴァーが，自然，とりわけ川に対する特別な親しみと畏敬の念を抱いていたこと

は間違いない。しかしながら，釣りを主題とする詩「川」（“The River”）において川への恐怖

を吐露する語り手の心情を描いているように，カーヴァーにとって自然とは単に癒しをもたらす

ものであるにとどまらず，人間／非人間を問わず，自身の生存の是非が問われる闘争の場でもあ

る2。自然界この場合は海と空における闘争と，そこからのおこぼれに預かった語り手

の僥倖をユーモラスかつ真摯に描いた「鷲」において，「太古からの，荒々しいものごとの秩序」

と表現される冷徹な自然の法則への畏敬の念こそが，カーヴァーの自然観の底流をなしているの

ではないだろうか。

　人間の食の基盤となる肥沃な土壌を賛美した詩「畑」（“The Fields”）は，カーヴァーの想像

力が，そのような自然の法則に準じた物質的な循環サイクルを射程に収めていたことを示してい

る。この詩では，近眼の，おそらくは老境に差し掛かった語り手が，散歩の途中に目にする畑の
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すばらしさについて語る。

　　　　　There’s nothing I like better now than to walk into

　　　　　a freshly turned field and kneel and let the soft dirt

　　　　　slide through my fingers. I’m lucky to live

　　　　　close to the fields I’m talking about. (Ultramarine 130)

柔らかいにも関わらず指の間をすり落ちるきめの細かさを持つ土の描写は，豊富な養分と水は

けの良さを併せ持つ良質な土壌を想起させる。この肥沃な土を表現するにあたって，彼は“a 

freshly turned field”によって土壌改良に人間の手が一定の度合いで入っていることを示唆しつ

つも，人間的に管理された農地を指すことの多い“soil”ではなく，それよりも幾分野性味を感

じさせる“dirt”という語を用いることによって，この畑が自然の物質的サイクルの範疇に留まっ

ていることを示唆している。このことを裏付けるように，語り手は続く描写の中で，このような

肥沃な土壌の再生産が土中の有機物の分解を担うさまざまな生物によって担われていることに言

及する。

　　　　　My eyesight is failing. But if I move

　　　　　up close and look carefully, I can see all kinds of life

　　　　　in the earth. Not just worms, but beetles, ants, ladybugs.

　　　　　Things like that. I’m gladdened, not concerned with

　　　　　the sight. (Ultramarine 131)

ここで語り手が賛美しているのは，人間が鍬を入れ，土中に酸素を供給することで促進される分

解と土壌の再生産の有機的なプロセスである。ここでは様々な蠕虫や昆虫が土壌に含まれる枯葉

や枯れ草，根，そして他の生物の死骸を食べ，消化し，排泄することで土壌が再び肥沃になる過

程が示唆される。また，視力の衰えつつある語り手が“I can see all kinds of life”と語るとき，

そもそも目で見ることのできない土中の菌類，例えば大気中の窒素を土壌に固定する根粒菌など

をも語り手の想像力の中に読み込むことも可能だろう。ここでは，語り手の賛美する畑の肥沃さ

と，それを担う自然界のさまざまな分解者たちの存在が結び付けられているのである。

　カーヴァーが「食」の基盤となる作物の生成に必要不可欠な「分解」の過程に着目しているこ

とは，彼が自然界の物質循環のサイクルに意識的であったことを示すという点で非常に重要であ

る。藤原は「分解の哲学」において以下のように述べ，私たちが生成や生産よりもむしろ，物質

循環のプロセスにおける腐敗や分解の過程により注目すべきだと指摘している。

　　　　　生物の死骸や排泄物などの有機物は，節足動物や菌類や細菌類によって分解される。

植物は，原則として有機物を根から吸収できない。これらの生物の働きによって，死

骸や排泄物などの有機物がアンモニア態窒素や硝酸態窒素のような無機物になること

で，ようやく植物は窒素分を吸収できる。分解者がいなければ，この地球の主権者は，

国王でも，国民でも，アメリカ合衆国でも，ましてや，ネグリたちのいう＜帝国＞で

もなく，ただのゴミとなり，地球の表皮はたちまちゴミで溢れる。［...］「生成」に対

して「腐敗」はいつも日陰者だ。にもかかわらず，腐敗は現存する時空間を裏から支

える平常的な現象であり，生成とはむしろ例外現象なのである。（「分解」119）

石油エネルギーを大量に投下することによって，土壌を光合成から分解に至る自然のサイクルか

ら独立させ，そこからカロリーを効率的に抽出し，繊維分をほとんど含まない加工食品を大量に

生産しては消費する（あるいは余剰生産物を廃棄する）工業的な「食」のあり方に対し，カー
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ヴァーの詩「畑」は，自然の循環プロセスに含まれる分解の過程に着目する。最終的に語り手は，

“And what’s it matter if the winter snow piles up / higher than fences, then melts and drains 

away / deep into the earth to water what’s left of us?” (Ultramarine 131) という箇所において，

自らの死体もまた自然界で分解されるプロセスを想像する。

　藤原によれば，分解とは，あるものがあるものを「食べる」ことに究極的に集約される。

　　　　　分解とは，壊しすぎないようにした各要素を別の個体の食事行為やつぎの何かの生成

のために保管し，それに委ねることであり，それゆえ分解は，各要素の合成である創

造にとって必須の前提基盤である。究極的には，分解論とは食論，すなわち，脱領域

的かつ拡張的に「食現象」を再考することにほかならない。［...］分解の作用は，こ

の意味で，人間とそれ以外の生物とを，「食べること」を蝶番として，シームレスに

つなげるダイナミックなものである。（『分解の哲学』317-318）

このようにみてみると，「畑」は人間の食と土壌との関係のみならず，人間の死が分解者の「食」

を介して新たな再生産へとつながる契機を想起させる。この作品が収録された詩集Ultramarineは

カーヴァーの死の 2 年前に発表されたもので，この時期のカーヴァーはまだガンの告知を受けて

いなかったにもかかわらず，死を受容する姿勢を固めていたという（Sklenicka 650）。読者に食

のあり方に関する示唆をもたらすこれら 2 編の詩からみたカーヴァーの自然観は，自然の物質的

循環サイクルを円環的な構図で捉え，食と死と分解のイメージのなかに人間の存在を位置付ける，

エコロジカルで唯物論的なものであったと言えるだろう。

結論

　1938年にワシントン州の片田舎に生まれたカーヴァーは，1950年代以降のアメリカで食の規格

化・画一化が本格化する前の食文化を知る最後の世代のひとりであった。また，彼は幼少期より

釣りや狩猟を通して自然と向き合う自分なりの姿勢のようなものを体得していたように思われ

る。そもそも彼の執筆活動は，子供時代，釣りについて書いた文章を母親にタイプさせ，『フィー

ルド・アンド・ストリーム』（Field and Stream）といったアウトドア雑誌へ投稿したことが始ま

りだった（Simpson and Buzbee 33）。これまで述べてきたようなパストラルな食と自然の物質

循環のイメージを詩に描き出すカーヴァーは，本質的にエコロジストの側面を持つ作家だったと

言えるだろう。

　レヴィ＝ストロースは，「料理は自然から文化への移行を示すのみならず，料理により，料理

を通して，人間の条件がそのすべての属性を含めて定義されており［...］死ぬことのような

属性ですらそこに含められている」（239）と述べる。カーヴァーの詩において食物をもたら

す鷲が「大昔の絵のように，あるいは太古の記憶が蘇ったかのように」（120）と形容されている

ように，カーヴァーにおける自然と密接につながった理想的な食とは，レヴィ＝ストロースが先

住民族の神話に見出したような，人類が火を利用して調理を始めた太古の時代と地続きのものと

して捉えられている。また，自らの死を近い将来に予期した語り手が，自分の亡骸が分解され，

土壌に還元され，再び食料の収穫を可能にする土地の再生産へと繋がるイメージを語ることもま

た，カーヴァーが食という文化的行為と，その基礎となる自然の物質的循環サイクルに一種の畏

敬の念を抱いていたことを物語る。

　そのような彼が，現代的な「食の衰微」に対して批判的な眼差しを向けるようになったのは極
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めて自然なことだった。下層階級の搾取とグロテスクな日常を映し出す，カーヴァー流の文学的

ツールであるジャンクフードのイメージは，現代的な「食の衰微」に対する彼のエコロジカルな

問題意識とパストラルな食の理想を逆説的に浮き彫りにしているのである。

註

 1 ．アメリカの工業的食糧生産と経済のシステムとの密接な関係について端的にまとめた代表的

な文献として，ポーランの『雑食動物のジレンマ：ある 4 つの食事の自然史（上・下）』を

挙げておく。

 2 ．フランクリンやオルコットらによる理想的な食のあり方の知的・倫理的探求は，ティグナー

とカルースによるLiterature and Food Studiesの第 3 章（“Virtuous Eating: Utopian Farms 

and Dietary Treatises”）に詳しい。1960年代におけるヒッピーの食文化については，鈴木

透『食の実験場アメリカ：ファーストフード帝国のゆくえ』第 3 章（「ヒッピーたちの食文

化革命：蘇生する健康志向とクレオール的創造力」）を参照。

 3 ．カーヴァーにおける釣りのイメージについては，拙著“What We Talk about When We 

Talk about Fishing: Manhood in Raymond Carver’s Fishing Stories”参照。

※本研究は科研費（20K00418）の助成を受けたものである。
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Abstract

The Degradation of Eating and the Ecological View
of Nature in Raymond Carver

Takeshi Kurihara

　　Today's discourse of the contemporary experience of eating―that is, what we should 

eat and how our foods should be produced―is a highly political issue rather than merely a 

matter of personal taste and choice. What Tigner and Carruth call “gastropolitics” refers 

to the various social activism for “food justice” and wide-ranging academic discussions, 

including gastronomy, sociology, cultural studies, environmental criticism, and other related 

disciplinary fields. In the 1960s, mirroring the increasing public attention to ecological 

concerns, hippies took on their attempt to realize a self-sufficient diet in their communities 

as an alternative to industrial agriculture with the widespread use of chemical fertilizer. 

Growing social awareness of the various problem caused by the fast-food industry gave 

worldwide momentum to the slow food movement in the 1980s and the popularity of 

locavorism. Following these activisms, the multitude of publications on the experience of 

contemporary eating since around the 2000s took shape as an interdisciplinary academic field 

known as “food studies,” such as Eric Schlosser's Fast Food Nation (2001), Michael Pollan's 

The Omnivore's Dilemma (2006), and Amy L. Tigner and Allison Carruth's Literature and Food 
Studies (2018). Our ordinary daily act of eating and choosing food is political. It should be 

understood as a part of a larger social environment, as the feminist activists in the 1960s once 

said, “Personal is political.”

　　When considered in this context, Raymond Carver's representation of eating and food 

calls for sociopolitical examination and should be reinterpreted under the new light of food 

studies' discourse. The preceding studies on Carver overlooked how his fiction employed the 

image of junk foods, which have been socially condemned from nutritional, sociocultural, and 

environmental points of view. This study connects Carver's use of grotesque images of junk 

food to his lower-class characters' daily experience of poverty and their social positions as 

captives of capitalist exploitation in reference to Pollan's criticism against the contemporary 

food industry and Tatsushi Fujihara's thought-provoking discussion on the degradation 

of modern eating. In the analysis, this grotesque portrayal of junk foods and the unnatural 

culinary practice of characters ironically uncover Carver's ecological view of nature. In the 

final section of this paper, I will examine how Carver's ideal of pastoral food is seamlessly 

interconnected with the nature inhabited by various non-humans by exploring his two poems, 

“Eagles” and “The Fields.”


