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Abstract
 

To Melville,to write was his“substitute for pistol and ball”just as“to get to sea”was to Ishmael,the narrator
 

of Moby-Dick.Melville wrote from the very beginning of his literary career,what lies behind the specious good or
 

evil,always seeking the truth behind the deceptive appearances of the world and people.

In his first novel Typee,Melville severely criticized the19 century Christian civilization of the white race in
 

explicit language,describing the vices inflicted by the civilized white race upon the innocent natives of the Polynesian
 

islands.He contends that the natives were not at all savages in the beginning but the invasions and enormities
 

perpetrated by the white race in the name of Christian civilization made the natives savages.His final say was“the
 

white civilized man”was“the most ferocious animal on the face of the earth.”

Melville’s denunciations of the White Christian civilization were symbolized in the characters and stage settings
 

of Moby-Dick with the white whale in the center.The white whale can be a symbol of many a thing depending on
 

the reader’s viewpoint,but apparently it is a symbol of the White Christian civilization when it is reviewed through
 

the reading of Typee.

1. はじめに 真実を追求する姿勢

本稿は，ハーマン・メルヴィル（Herman Melville,

1819-1891）の処女作『タイピー ポリネシアの生活を

垣間見て』（Typee; or, a Peep at Polynesian Life,1846）

のなかに散見される白人キリスト教文明糾弾の記述を通し

て，彼の代表作『モービィ・ディック 鯨』（Moby-

Dick;or,The Whale,1851）に出現する「白鯨」の象徴的

意味を浮き彫りにしようとするものである．

メルヴィルは，一般には『モービィ・ディック』 日

本では『白鯨』 の作者として知られており，この海洋

長編小説が執筆されたマサチューセッツ州ピッツフィール

ドの元自宅の銘板には「船乗りで神秘家，『モービィ・デ

ィック』（ピッツフィールドで執筆）他の海洋物語作家」

（Mariner and Mystic,Author of Moby Dick (Written in
 

Pittsfield)and Other Tales of the Sea）と刻まれている．

『モービィ・ディック』の物語が始まるニュー・ベッド

フォードの街には，1832年建立の船員礼拝堂（Seamen’s
 

Bethel）が残っており，その入口ドア脇には「ハーマン・

メルヴィル『モービィ・ディック』の捕鯨者礼拝堂」

（The Whaleman’s Chapel of Herman Melville’s Moby
 

Dick）と書かれた看板が，小説の７章「礼拝堂」（The
 

Chapel）の冒頭の一文 を書き写した板とともに掛けられ

ている．また，礼拝堂の２階には，小説に登場する船首形

の説教壇を模した説教壇がある．この船員礼拝堂の管理者

から筆者が受けた説明によると，『モービィ・ディック』

を読んでここを訪れた人々から「なぜ船首形の説教壇がな

いのか 」という問い合わせが相次いだため，既存の説教

壇に替えて作られ設置されたとのことである ．
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船首形の説教壇は，メルヴィルの想像の産物であり，こ

れを比喩として作品に登場させたメルヴィルは「そう，世

界は一艘の船のようなもので，船出しているものの，その

航海は終わっておらず，説教壇がその船首である」（Yes,

the world’s a ship on its passage out,and not a voyage
 

complete;and the pulpit is its prow. Moby-Dick,Ch.8,

p.57.) という一文で，８章「説教壇」（The Pulpit）を締

めくくっている．

そして，これに続く９章「説教」（The Sermon）で，

その船首形説教壇に立つマップル神父の口を通してメルヴ

ィルは，彼の精神姿勢を明快に読者に伝える．神父は，ま

ばらな会衆に向かって「乗組み仲間の皆さん」（ship-

mates）と呼びかけながら，良心の呵責に苦悶するヨナの

寓話を話し，そこから我々が肝に銘じるべき教訓は「虚偽

のに面
おもて

に向かって真理を説くこと」（“To preach the Truth
 

to the face of Falsehood!” ibid.,Ch.9,p.68.）であり，

「真理のためには何の容赦もせず，元老や裁判官の衣の下

からも罪を引き出し，すべての罪を殺し，滅却し，撲滅す

る者に喜びがもたらされる」（“Delight is to him, who
 

gives no quarter in the truth, and kills, burns, and
 

destroys all sin though he pluck it out from under the
 

robes of Senators and Judges.” ibid.,Ch.9,p.69.）と語

りかける．

このマップル神父の台詞全体は，キリスト教という枠内

で解釈すれば，「愛は不義を喜ばずして真理を喜ぶ

『コリント人への第１の手紙』13章６節」（Charity...rejoiceth
 

not in iniquity,but rejoiceth in the truth  1 Corinthians

13：6）という愛の精神を説いたものと考えられる．と同

時に，「虚偽の面
おもて

に向かって真理を説く」という神父の台

詞は，メルヴィルの真実追求の精神姿勢そのものを語って

いる．白鯨への復讐に燃えるエイハブ船長も，これと同じ

精神姿勢を乗組員に向けて語っている．作者メルヴィルの

代弁者の一人として物語の初めに一度だけ登場したマップ

ル神父が，エイハブ船長に姿を変えて再び登場するかのよ

うである．エイハブのいう「仮面」は，神父のいう「虚偽

の面
おもて

」である．

「目に見えるものはすべてボール紙の仮面にすぎない．

が，一つひとつの出来事の中で，つまり，生の営みという

疑いようのない行為において，何か分からぬが理にかなう

ものが理不尽な仮面の背後からその顔貌を現す．もし打つ

意志があるなら，その仮面を打ち抜け 」（“All visible
 

objects,man,are but as pasteboard masks.But in each
 

event  in the living act, the undoubted deed  there,

some unknown but still reasoning thing puts forth the
 

mouldings of its features from behind the unreasoning
 

mask. If man will strike, strike through the mask!”

ibid.,Ch.36,p.236.）

さらに『モービィ・ディック』の翌年に書かれた『ピエ

ール 両義性』（Pierre; or, The Ambiguities,1852）で

も，これと同一の精神姿勢が宣言されている．この作品で

は，物語の初めのほうで，聖人のように思っていた父親に

隠し子が，自分にとっては異母姉がいることが判明したと

いう情況設定の下で，青年ピエールにメルヴィルは次のよ

うに独白させている．

「今後，私は真実のみを知ることにする．うれしい真実

であろうが悲しい真実であろうが，私は実態を知ろう．．．

黒い騎士よ，お前は面頬を下ろして私に対峙し，私を嘲

る．見よ 私はお前の兜を打ち抜き，お前の顔を見てや

る．たとえゴルゴンの顔だとしてもだ 今後は隠れたもの

だけを見る．そして一生私だけの隠れた生の中で生き

る 」（“Henceforth I will know nothing but Truth;glad
 

Truth,or sad Truth;I will know what is...Thou Black
 

Knight,that with visor down,thus confrontest me,and
 

mockest at me;Lo!I strike through thy helm,and will
 

see thy face, be it Gorgon!... henceforth I will see the
 

hidden things;and live right out in my own hidden life!”

Pierre,Book Ⅲ,pp.65-66.)

ピエールのいう「面頬」や「兜」は，エイハブのいう

「仮面」，神父のいう「虚偽の面
おもて

」と同一である．

メルヴィルの真実を追求する姿勢は一貫しており，処女

作『タイピー』における，白人キリスト教文明の罪悪を糾

弾する記述中に既にはっきりと現れている．『タイピー』

を読むことにより，メルヴィルのいう「虚偽の面
おもて

」，「仮

面」，「兜」とは，白人キリスト教文明の偽善であることが

鮮明化する．

2. 時代背景 白人キリスト教文明諸国による

世界植民地化の進行と鎖国日本

メルヴィルの生きた19世紀は，白人キリスト教文明国家

群による世界植民地化が進行中であった．彼の作品には，

ポリネシアの島々 タヒチとその周辺およびハワイ

そして鎖国中の日本が登場する．メルヴィルが船乗りとし

て太平洋を動き回った1840年代前半は，フランスがタヒチ

を併合（1842年）し，さらにアメリカによるハワイ併合

（1854年）への道が整えられていた時期にあたり，また鎖

国日本にアメリカ捕鯨船の寄港地を求めてペリー黒船艦隊

が来航（1853年）する約10年前であった．

メルヴィルは1840年代前半の３年半余を太平洋で過ごし

た．この時期，アメリカの捕鯨業は日本沖の大抹香鯨漁場

で全盛期を迎えていた．彼が捕鯨船に乗り組んで海に出た

のは1841年１月初めで，１年半後の1842年７月初めにマー

ケサス諸島のヌクヒヴァに寄港した折に，その捕鯨船から

脱走し，４週間その島に滞在した．その後，タヒチ島，モ
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ーレア島へと移動し，そこから別の捕鯨船に乗り組んで日

本沖の大抹香鯨漁場に向かい，1843年５月，当時サンドイ

ッチ諸島と呼ばれていたハワイ諸島に入港した．ハワイに

３ヶ月半滞在後，今度は水兵としてアメリカ軍艦に乗り組

み，1844年10月，ボストンに帰港した．

帰国してから２年後の1846年に彼は，ヌクヒヴァ島に滞

在した４週間の体験をベースにした処女作『タイピー』を

世に出した．『タイピー』は，「私」メルヴィルが捕鯨船を

脱走して食人種と呼ばれる現地人たちと暮らした後，その

島を脱出するまでの話であるが，その話の中で折にふれて

メルヴィルは，フランスをはじめとする白人キリスト教文

明国家によるポリネシアの人々に対する悪行の数々を具体

的かつ詳細に語っている．

フランスによるタヒチ併合は1842年９月９日の出来事で

あったが，ちょうどその頃にメルヴィルはヌクヒヴァ島を

脱出してタヒチ島に着いたようで，『タイピー』の「付録」

をメルヴィルは，

「この本の著者がタヒチに着いたのは，フランス人の不

正な陰謀が完遂された，まさにその日だった．女王の留守

の間に，フランス人は，巧妙に作成された協定文書を配下

の族長らに承認させ，これによって女王は事実上，退位さ

せられたのである」．（The author of this volume arrived
 

at Tahiti the very day that the iniquitous designs of the
 

French were consummated by inducing the subordinate
 

chiefs, during the absence of their queen, to ratify an
 

artfully drawn treaty, by which she was virtually de-

posed. Typee,Appendix,p.334.)

という一文で書き出し，フランスによるタヒチ併合を「海

賊のようにタヒチを奪い取った行為」（this piratical sei-

zure of Tahiti  ibid.）と非難している．

また，当時アメリカの捕鯨業は日本沖合を抹香鯨の一大

漁場としてその全盛時代を迎えていたので，捕鯨船に乗り

組んでいたメルヴィルは，当然，日本にも言及している．

『タイピー』では，物語が始まって「私」が捕鯨船を脱走

する前の時点で次のように日本に言及している．

「私がこの船を離れてから３年以上が経過したが，この

船はまだ太平洋を航行中で，ほんの数日前の新聞報道によ

ると，現在サンドイッチ諸島に寄港しているところで，こ

れから日本沿岸へ向かうとのことである」．（...though
 

more than three years have elapsed since I left this same
 

identical vessel,she still continues in the Pacific,and but
 

a few days since I saw her reported in the papers as
 

having touched at the Sandwich Islands previous to
 

going on the coast of Japan. ibid.,Ch.4,p.58.)

『タイピー』ではこの１回きりだが，『モービィ・ディッ

ク』では実に16個所で日本が出てくる ．

次の２つの引用は，白鯨への復讐の物語とは直接の関係

はないが，メルヴィルが捕鯨船に乗り組んで太平洋を航海

した当時の鎖国日本に関わる記述である．１つ目は，捕鯨

業を擁護し，その利点や功績を列挙している24章「弁護

人」（The Advocate）の中で，鎖国日本を開国するのは

捕鯨船だと語っている箇所だが，これは1853年のペリー来

航の予告となっている．

「もし，二重にかんぬきを掛けている，かの地，日本が，

外国人を迎え入れるようになるとすれば，それは専ら捕鯨

船の功績として認められることになるであろう．というの

は，すでに捕鯨船は日本の門戸に差しかかっているからで

ある」．（If that double-bolted land, Japan, is ever to
 

become hospitable, it is the whale ship alone to whom
 

the credit will be due;for already she is on the threshold.

Moby Dick,Ch.24,p.158.)

もう１つは，メルヴィル（1819-1891）とジョン・万次

郎（1827-1898）が同時代人であることを思い起こさせる

次の記述である．

「しばしば捕鯨船は奇妙な漂流者たちを拾い上げる．彼

らは板材や難破船の破片やオールにつかまったり，捕鯨用

ボート，カヌー，流された日本の平底船などに乗ったりし

て，外洋の波間をのたうち漂っているところを発見される

のである」．（... and the ships themselves often pick up
 

such queer castaway creatures found tossing about the
 

open sea on planks, bits of wreck, oars, whaleboats,

canoes,blown-off Japanese junks,and what not. ibid.,

Ch.50,p.334.)

メルヴィルが，アクシュネット川を挟んでニュー・ベッ

ドフォードの対岸にあるフェアヘイヴンから捕鯨船アクシ

ュネット号に乗り組んで出港した同じ1841年に，万次郎は

大蛇行する黒潮に流されて鳥島に漂着した後，アメリカの

捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助された．万次郎は1843

年から1846年の３年間をフェアヘイヴンで暮らし，メルヴ

ィルは1844年にボストンに帰港した．万次郎はメルヴィル

より8歳年下だが，２人は同じ太平洋とニュー・イングラ

ンドの空気を吸っていたことになる．

日本沖は，白鯨追撃の航海で要となる位置に設定されて

いる．まず「私」イシュメイルが海に乗り出す前にニュー・

ベッドフォードの捕鯨者礼拝堂に入って目にする大理石の

銘板の１つに日本が記されている．

「故エゼキエル・ハーディ船長の聖なる思い出に捧ぐ．

1833年８月３日，日本沿岸にて抹香鯨によりボートの舳先

において殺さる．．．」（Sacred to the memory of the late
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Captain Ezekiel Hardy,who in the bows of his boat was
 

killed by a sperm whale on the coast of Japan,August

3 ,1833... ibid.,Ch.7,p.51.）

さらに，エイハブを船長とするピークォド号はかつて日

本沖で台風に遭遇して３本のマストを失い，エイハブ自身

も日本沖で白鯨のために脚を失ったことが，以下の３箇所

の記述と台詞から明らかになる．まずイシュメイルが，ピ

ークォド号の現在の３本マストが日本の木でできているこ

とを説明する．

「その船の３本のマストは，最初のものは日本沖での大

風に折られて海に消えたため，日本沿岸のどこかで伐採さ

れた木で作られた現在の３本マストは，ケルンに眠る３人

の老王の硬直した背骨のごとくに直立していた」．（Her
 

masts－cut somewhere on the coast of Japan,where her
 

original ones were lost overboard in a gale－her masts
 

stood stiffly up like the spines of the three old kings of
 

Cologne. ibid.,Ch.16,p.101.）

続いて，ピークォド号の船主の１人が，もう１人の船主

に次のように問いかける．

「他ならぬこのピークォド号が日本沖の台風で３本マス

トを海にもっていかれた時，エイハブ船長とともに乗り組

んでいたあの航海で，お前さんは死と審判のことを思わな

かったのか 」（“...when this same Pequod here had her
 

three masts overboard in that typhoon on Japan, that
 

same voyage when thou went mate with Captain Ahab,

did’st thou not think of Death and the Judgment then?”

ibid.,Ch.18,p.130.）

そして，ゲイ岬出身の老インディアンの言葉として「彼

（エイハブ）は日本沖で脚をへし折られた」（“he［＝

Ahab］was dismasted off Japan” ibid., Ch. 28, p.

178.) ことが明かされる．

物語の後半に入るとエイハブは，白鯨に再び遭遇するた

め「大捕鯨シーズンに間に合うべく，日本の沖合遠くに達

する」（gain the far coast of Japan,in time for the great
 

whaling season there  ibid.,Ch.87,pp.550-551.）計画

に沿って船を進め，台湾とフィリピン諸島の間に差しかか

った時には船長室で地図を広げて日本を見据えている．

「スターバックが目にしたエイハブは，東洋諸群島の全

海図と，もう一枚，日本列島 日本本州，松前，四国

の長い東海岸を描いた分海図を眼前に広げていた」．

（Starbuck found Ahab with a general chart of the
 

oriental archipelagoes spread before him;and another
 

separate one representing the long eastern coasts of the

 

Japanese islands－Niphon, Matsmai, and Sikoke.

ibid.,Ch.109,p.681.）

このように，当時アメリカ捕鯨業にとって一大抹香鯨漁

場だった日本沖が，白鯨追撃の目的地に設定されているの

である．

3.『タイピー』に見る白人キリスト教文明糾弾

『タイピー ポリネシアの生活を垣間見て』の初版は

ロンドンで『マーケサス諸島の或る谷に住む土人たちの間

で暮らした４ヶ月間の物語 ポリネシアの生活を垣間見

て』（Narrative of a Four Months’Residence among the
 

Natives of a Valley of the Marquesas Islands;or,a Peep
 

at Polynesian Life）というタイトルで出版されたが，そ

の後ニュー・ヨークで出版された際には主タイトルが，マ

ーケサス諸島の言葉で「人肉愛好者」（a lover of human
 

flesh  Typee,Ch.4,p.60.）という意味の Typeeに変更さ

れた．

ストーリーは単純で，暴君のような船長に奴隷のごとく

に酷使されることを耐え難く思っていた「私」が，ヌクヒ

ヴァに寄港した捕鯨船から脱走し，緑なす島の山に分け入

り，脚に怪我をしながらもタイピー族の住む谷に辿り着

き, 彼らの中で暮らし始めるが，最終的には“Home”と

“Mother”への回帰心情に駆られながら谷と島を脱出す

る，というものである．

実際には４週間の滞在をメルヴィルが４ヶ月に誇張して

設定した理由は，話に説得力をもたせるためであったと考

えられる．なぜなら『タイピー』21章の「この諸島に関す

る出版物の記述の不正確さ」（Inaccuracy of Certain Pub-

lished Accounts of the Islands）という小見出しの下でメ

ルヴィルは，マーケサス諸島に関するある本に書かれてい

る情報とその著者を次のように批判しているからである．

その本に書かれている情報は「人間の生贄が毎日料理され

て祭壇に供されているとの印象を読者の心に残すべく計算

されている」（... calculated to leave upon the reader’s
 

mind an impression that human victims are daily cooked
 

and served up upon the altars... ibid.,Ch.24,p.235.）

が，その本の著者は「たった１つの島にわずか２週間だけ

とどまり，しかも毎晩船内で寝泊りした人」（a man
 

who...was only at one of the islands,and remained there
 

but two weeks,sleeping every night on board his ship...

ibid.）であり，その情報には「意図的ではないにせよ，

まやかしが多々ある」．（there is a vast deal of uninten-

tional humbuggery... ibid.）

４週間のヌクヒヴァ島滞在体験をベースにして書かれた

『タイピー』は，ノンフィクションとフィクションが合体

したような作品になっており，出版された19世紀中葉当時

は，未知な部分が多い南海の島の物語として評価されたよ
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うである．しかし出版後160年を経た21世紀初頭の今日の

視点から見ると『タイピー』は，白人であるメルヴィルが

食人種とか野蛮人と呼ばれる人々のなかで暮らしながら文

明を見つめ直し，白人キリスト教文明がもたらした害悪を

糾弾した書としての評価を受けてよいであろう．

メルヴィルにとって，書くという行為は弾丸を撃つ行為

に等しかった．『モービィ・ディック』の冒頭で語り手イ

シュメイルは「海に出ることは，私にとって拳銃と弾丸の

代わりだ」（...to get to sea...is my substitute for pistol
 

and ball. Moby Dick, Ch. 1, p.1.）と語るが，『モービ

ィ・ディック』を執筆することは，メルヴィルにとって

「わが魂の船」（my soul’s ship  ibid.,Ch.135,p.810.）に

乗って魂の航海に出ることであり，「拳銃と弾丸の代わり」

だった．同じことが彼の処女作『タイピー』にもいえる．

メルヴィルは『タイピー』で多くの弾丸を放った．『タイ

ピー』で放たれたそれらの弾丸を，つまり白人キリスト教

文明に対する糾弾の数々を５つの項目に分類して以下に列

挙する．

●道徳の汚染

物語が始まって，メルヴィルが最初に批判するのは，白

人文明人がもたらす道徳的荒廃である．ヌクヒヴァ湾に入

った捕鯨船を歓迎するために泳いで来た現地の娘たちを相

手に乗組員たちが船内で繰り広げる酒池肉林の乱痴気騒ぎ

を見て，メルヴィルは白人文明人による道徳的汚染を嘆

く．

「私たちの船は今や乱痴気騒ぎの舞台と化した．乗組員

たちの不浄な欲望の際限なき充足を妨げるものは何一つな

かった．つかの間中断することはあったが，船が湾内に停

泊している間中，乗組員たちは俗悪，破廉恥な酒色に溺れ

た．ああ，哀れな蛮人たちよ，こんな道徳的汚染にさらさ

れるとは 純真で疑うことを知らない彼らはいとも簡単に

あらゆる悪徳に染まってしまう．ヨーロッパ文明人による

仮借なき破壊の惨状は人として嘆かわしい．大洋の只中に

あってまだ発見されていない島に住み，白人との接触によ

って穢されていない人々は数倍も幸福である」．（Our ship
 

was now wholly given up to every species of riot and
 

debauchery. Not the feeblest barrier was interposed
 

between the unholy passions of the crew and their
 

unlimited gratification.The grossest licentiousness and
 

the most shameful inebriety prevailed,with occasional
 

and but short-lived interruptions, through the whole
 

period of her stay. Alas for the poor savages when
 

exposed to the influence of these polluting examples!

Unsophisticated and confiding, they are easily led into
 

every vice, and humanity weeps over the ruin thus
 

remorselessly inflicted upon them by their European
 

civilizers.Thrice happy are they who, inhabiting some

 

yet undiscovered island in the midst of the ocean,have
 

never been brought into contaminating contact with the
 

white man. Typee,Ch.2,p.50.）

●フランスによるマーケサス諸島とタヒチ占領

次にメルヴィルは，フランスがマーケサス諸島を武力に

より占領し，続いてタヒチ島を武力と策謀により奪取した

経緯を語り，その行為を「重大な人権侵害」（a signal
 

infraction of the rights of humanity  ibid., Ch. 3, p.

52.），「極悪非道行為」（the enormity  ibid.）と糾弾し，

「文明がもたらした結果によって，その文明が評価され

るとしたら，世界の未開の地と私たちが呼ぶ所は，そのま

ま変わらないでいたほうが良いと思われる」（...were civi-

lization itself to be estimated by some of its results, it
 

would seem perhaps better for what we call the barba-

rous part of the world to remain unchanged. ibid.,pp.

52-53.）

と結んでいる．

●真に野蛮で残虐な者は

「‘野蛮人ども’という表現が，どれほど頻繁に間違って

使われていることか 」（How often is the term‘saveges’

incorrectly applied! ibid.,Ch.4,p.64.）とメルヴィルは

いう．彼の目から見て，本当の野蛮人は白人文明人であ

る．白人文明国からの軍艦だけでなく民間の船も太平洋で

残虐行為を働いているとメルヴィルは書いている．

「南海の非攻撃的な島民たちに対する極悪非道行為は信

じ難いほどだ．こうしたことは本国ではまず公にされな

い．地球の端っこでの出来事であり，隅っこでこっそり行

われていて，暴露する者は誰もいない．だが，そこには多

数の小さな貿易船がいて，太平洋の島々を航行しながら冷

酷に略奪・拉致・殺戮を行っている．その非道さは，そう

した船の罪深き肋材が海底に沈められて当然と思えるほど

だ」．（The enormities perpetrated in the South Seas
 

upon some of the inoffensive islanders will nigh pass
 

belief. These things are seldom proclaimed at home;

they happen at the very ends of the earth;they are done
 

in a corner,and there are none to reveal them.But there
 

is,nevertheless,many a petty trader that navigated the
 

Pacific whose course from island to island might be
 

traced by a series of cold-blooded robberies, kidnap-

pings, and murders, the iniquity of which might be
 

considered almost sufficient to sink her guilty timbers to
 

the bottom of the sea. ibid.,Ch.4,p.63.）

「初めに白人文明人による残虐行為があり，島民たちは
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復讐のために野蛮人と化した．太平洋の島民たちはもとも

と野蛮だったのではなく，侵略者によって野蛮にさせられ

た」という趣旨の説明をメルヴィルはしており，本当の野

蛮人は白人文明人であると，白人文明人が最も野蛮だと結

論付けている．

「彼らが食人種になるのは，敵に対する復讐心を満たす

時だけである．私は問いたい．単なる人肉食が，文明開化

されているイングランドでわずか数年前に行われた慣例的

行為を残虐さの点ではるかに上回っているのかと．イング

ランドでは，有罪宣告を受けた裏切り者が，たぶん嘘をつ

き，愛国心にもとる行為をしたなどの極悪の罪で有罪とな

った者が，大きな斧で首を刎ねられ，はらわたを引きずり

出されて火の中に投げ入れられた．さらに，その体は八つ

裂きにされ，刎ねた首とともに槍で刺して，人の集まる場

所に陳列され，腐りただれるままに放置されたのである．

死をもたらす道具の発明に私たちが際限なく発揮する悪

魔的技能，戦争遂行時の復讐心，その結果もたらされる荒

廃した惨状．これだけでもう，白人文明人が地球上で最も

獰猛な動物だということをはっきりさせるのに充分であ

る」．(... they［＝cannibals］are such only when they
 

seek to gratify the passion of revenge upon their
 

enemies;I ask whether the mere eating of human flesh
 

so very far exceeds in barbarity that custom which only
 

a few years since was practised in enlightened Eng-

land:－ a convicted traitor,perhaps a man found guilty
 

of honesty,patriotism,and suchlike heinous crimes,had
 

his head lopped off with a huge axe,his bowels dragged
 

out and thrown into a fire;while his body,carved in four
 

quarters, was with his head exposed upon pikes, and
 

permitted to rot and fester among the public haunts of
 

men!

The fiend-like skill we display in the invention of all
 

manner of death-dealing engines, the vindictiveness
 

with which we carry on our wars, and the misery and
 

desolation that follow in their train, are enough of
 

themselves to distinguish the white civilized man as the
 

most ferocious animal on the face of the earth. ibid.,

Ch.17,p.180.）

●キリスト教の名の下で行われる悪行

物語の中ほどの17章でメルヴィルは「幸福の谷」

（‘Happy Valley’）に生きるタイピー族の至福を，文明開

化されたヨーロッパ人と比較しながら考察している．要約

すると，豊かな自然の恵みに囲まれていて自由で純粋なポ

リネシアの未開人やインディアンをヨーロッパ文明は不幸

にする．その好例をハワイに見て取ることができると彼は

いう．そして物語が終りに近づく26章でメルヴィルは，白

人キリスト教文明が北米大陸，ポリネシア，そしてその典

型例としてハワイで犯している悪行を開示し，断罪してい

る．

まず，アングロサクソンが北米インディアンを根絶しつ

つある状況に言及している．

「野蛮人を文明人にするのはよいとしても，恩恵をもた

らし，害悪をもたらすな．未開の異教の風習は撲滅されて

も，異教徒たちを殺すな．アングロサクソン人の群れは北

米大陸の大半から異教を一掃した．が，同時に，赤色人種

の大半をも掃討した．文明は未開の異教崇拝の名残をこの

地上から消しつつあり，同時に，どんどん少なくなってい

る不幸な異教崇拝者たちをも消しつつある」．（Let  the
 

savages be civilized,but civilize them with benefits,and
 

not with evils;and let heathenism be destroyed,but not
 

by destroying the heathen.The Anglo-Saxon hive have
 

extirpated Paganism from the greater part of the North
 

American continent; but with it they have likewise
 

extirpated the greater portion of the Red race.Civiliza-

tion is gradually sweeping from the earth the lingering
 

vestiges of Paganism,and at the same time the shrink-

ing forms of its unhappy worshippers. ibid.,Ch.26,p.

266.）

続けて，ポリネシア諸島でも同様なことが進行中だと書

いている．

「ポリネシア諸島では，偶像が倒され，神殿は破壊され，

偶像崇拝者が名ばかりのキリスト教徒に改宗されるやいな

や，病気，悪徳行為，早死が発生する．人口が激減した地

に強欲な文明人の群れが植民し，土地を奪い，真理が前進

したとわめきたてる」．（Among the islands of Polynesia,

no sooner are the images overturned, the temples
 

demolished, and the idolators converted into nominal
 

Christians, than disease, vice, and premature death
 

make their appearance. The depopulated land is then
 

recruited from the rapacious hordes of enlightened indi-

viduals who settle themselves within its borders, and
 

clamorously announce the progress of the Truth.

ibid.,Ch.26,p.266.）

そして，メルヴィル自身がサンドイッチ諸島 現在の

ハワイ諸島 の中心地ホノルルで目撃した光景を描いて

いる．

「私は決して忘れることができない．健康そのもので赤

ら顔の淑女然とした人物である宣教師の妻が，何ヶ月間も

の間，毎日毎日，小さなゴーカートのようなものに乗って

戸外へドライブに出かけるのだが，その車を，イチジクの

葉を除けば生まれたままの姿をした２人の島民，１人は白
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髪まじりの老人でもう１人は不真面目そうな若者に引かせ

ていた」．（...I shall never forget a robust,red-faced and
 

very lady-like personage, a missionary’s spouse, who
 

day after day for months together took her regular
 

airings in a little go-cart drawn by two of the islanders,

one an old grey-headed man, and the other a roguish
 

stripling,both being,with the exception of the fig-leaf,

as naked as when they were born. ibid.,Ch.26,p.267.）

しかも「宣教師の妻は，車輪がぬかるみにはまっても，

上り坂に差しかかっても，車を降りず，現地語で“引け

ー 引けー ”と怒鳴りながら，必死に引っ張っている島

民の頭を大きな団扇
うちわ

の柄で叩
たた
く」 とメルヴィルは描写し，

続けて，ホノルルにあるアメリカ人の教会の日曜礼拝に来

る白人たちが乗る馬車を引くのは，馬ではなくて，裸同然

の姿をした島民たちであることを明らかにしている．

一部の宣教師・布教活動事業の運営方法・ふしだらな白

人植民者・寄港する船などのすべてが罪悪をもたらしてい

ると語るメルヴィルは，次のように締めくくっている．

「一言でいうと，ここサンドイッチ諸島では，私たちが

野蛮人と呼ぶ人々の間に何らかの形で文明が持ち込まれた

事例すべてで見られるように，文明はその悪行をまき散ら

し，その恩恵は与えなかったのである」．（In a word,here

［＝ in the Sandwich Islands］, as in every case where
 

civilization has in any way been introduced among those
 

whom we call savages,she has scattered her vices,and
 

withheld her blessings. ibid.,Ch.26,p.270.）

●未開人 vs.白人文明人

物語の始まりでメルヴィルは，勲章で飾り立てられた豪

華な衣装を身に付けたフランス人提督と，身体に入れ墨を

施し裸同然の原住民の長とを見比べて，「ほとんどすべて

のものに対して必要を感じていなし，厄介な世事からも隔

絶されているのだから，野蛮人のほうがより幸福なのでは

ないだろうか 」（... insensible as he is to a thousand
 

wants,and removed from harassing cares,may not the
 

savage be the happier man of the two? ibid.,Ch.4,p.

66.）と自問する．そしてタイピー族とともに暮らして，彼

らが「陽気で，怠惰で，天真爛漫な人生」（a merry, idle,

innocent life  ibid.,Ch.24,p.236.）を送っていることを

知ったメルヴィルは，

「今のまま，幸福かつ天真爛漫な未開の異教徒，野蛮人

でいたほうがよいであろう．哀れなサンドイッチ諸島民の

ように，真の宗教行為を何一つ経験することなくして名ば

かりのキリスト教徒になり，文明生活のもたらす害悪，悪

行の犠牲にされるよりは」（Better will it be for them for
 

ever to remain the happy and innocent heathens and

 

barbarians that they now are, than, like the wretched
 

inhabitants of the Sandwich Islands,to enjoy the mere
 

name of Christians without experiencing any of the vital
 

operations of true religion,whilst,at the same time,they
 

are made the victims of the worst vices and evils of
 

civilized life. ibid.,Ch.25,p.249.）

と結論付けている．

さらに身体的側面においても未開人，自然人のほうがよ

い，優れているとメルヴィルはいい，白人文明人を辛辣に

評している．

「仕立屋の巧妙な工夫を剥ぎ取られて，エデンの園の身

なりで前に立って出るとしたら，文明人たちというのは，

猫背で，ひょろ長い脚をして，ツルのような首をもつ何と

も可哀相な従僕集団ように見えることだろう 詰め物をし

たふくらはぎやパッドを入れた胸，科学的に裁断されたパ

ンタロンは何の役にも立たなくなり，その結果は実に嘆か

わしいものとなるだろう」．（Stripped of the cunning arti-

fices of the tailor,and standing forth in the garb of Eden
 

what a sorry set of round-shouldered,spindle-shank-

ed, crane-necked varlets would civilized men appear!

Stuffed calves, padded breasts, and scientifically cut
 

pantaloons would then avail them nothing,and the effect
 

would be truly deplorable. ibid.,Ch.25,p.248.）

メルヴィルは『モービィ・ディック』の物語の中ほど

で，語り手イシュメイルの口を通して次のように述べてい

る．

「キリスト教世界と文明から長い期間追放された人は，

神の御手によって置かれたときの状態，つまり野蛮と称せ

られる状態に必然的に立ち返る．本物の鯨捕りはアメリカ

北東部インディアン・イロクォイ族と同様の野蛮人であ

る．私自身，野蛮人であり，食人種の王にしか忠誠を示さ

ず，しかもいつでも反逆する用意がある」．（Long  exile
 

from Christendom and civilization inevitably restores a
 

man to that condition in which God placed him, i.e.,

what is called savagery.Your true whale-hunter is as
 

much a savage as an Iroquois. I myself am a savage,

owing no allegiance but to the King of the Cannibals；

and ready at any moment to rebel against him. Moby

-Dick,Ch.57,p.393.)

捕鯨船に乗ってニュー・イングランドを離れてから１年

半後に南太平洋の未開の島に寄港した際に船を脱走し，そ

の島の食人種と呼ばれる人々としばらく暮らした後，結局

彼らのもとを去ったメルヴィルが自分自身を振り返って語

っていると解釈できよう．
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4.『タイピー』を通して見る「白鯨」

処女作『タイピー』でメルヴィルは直截な表現で白人キ

リスト教文明を糾弾したが，『モービィ・ディック』では

直接的な非難の言葉と併せて，さまざまな比喩と象徴を使

って間接的に，やはり同じ白人キリスト教文明とその偽善

を追撃している．

『モービィ・ディック』における白人キリスト教文明批

判は，まずイシュメイルの言動を通して表現される．物語

が始まってイシュメイルに続いて登場するクィークェグは

タイピー族と同種の人間であるが，イシュメイルは「酔っ

ぱらったキリスト教徒とよりは，しらふの食人種と寝たほ

うがいい」（Better sleep with a sober cannibal than a
 

drunken Christian. Moby-Dick,Ch.3,p.34.）と考え，

潮吹き亭の部屋の１つしかないベッドを２人で分け合って

眠ることにする．翌日，捕鯨者礼拝堂から部屋に戻って暖

炉の前でクィークェグと２人きりで無言で座りながらイシ

ュメイルは次のように考える．

「そこに彼，クィークェグは座っていた．彼の無関心な

姿勢は，文明化された偽善や温和な口ぶりの欺瞞が宿らぬ

天性を現していた．．．異教の友をもってみようと私は思っ

た．キリスト教徒の親切はうわべだけの儀礼にすぎないと

分かったのだから」．（There he sat,his very indifference
 

speaking a nature in which there lurked no civilized
 

hypocrisies and bland deceits... I’ll try a pagan friend,

thought I,since Christian kindness has proved but hol-

low courtesy. ibid.,Ch.10,p.73.）

こうしてイシュメイルは，非白人であり非キリスト教徒

である人間と友情を結ぶことになる．その翌日，ニュー・

ベッドフォードからナンタケット島へ向かう船の上で，仲

良く並んで立っている白人のイシュメイルと浅黒いクィー

クェグに対して他の船客たちが驚きと嘲りの視線を投げか

けるが，その様をイシュメイルは「まるで白人は，白く塗

られた黒人以上に何か高貴なものででもあるかのようだ」

（as though a white man were anything more dignified
 

than a whitewashed negro  ibid.,Ch.13,p.87.）と皮肉

る．人種差別という言葉は物語の中で一度も使用されてい

ないが，アメリカ南北戦争前の有色人種に対する差別意識

が強烈だった時代にメルヴィルは，その差別意識を痛烈に

批判していた．

語り手としてのイシュメイルは42章「鯨の白さ」（The
 

Whiteness of the Whale）で，多くの事例を引きながら白

い色のもつ意味を追究しているが，その中で彼は白人種に

も言及し「この白の優位性は人類自体にもあてはまり，肌

黒い種族すべてに対する申し分なき支配的地位を白人に与

えている」（... this pre-eminence in it［＝whiteness］

applies to the human race itself, giving the white man
 

ideal mastership over every dusky tribe  ibid.,Ch.42,

p.273.）と述べる．この章の最後が「白子鯨はこれらすべ

ての象徴であった．してみればこの烈火のごとき追跡に何

の不思議があろうか 」（And of all these things the
 

Albino Whale was the symbol.Wonder ye then at the
 

fiery hunt? ibid.,Ch.42,p.283.）と締めくくられている

のを見れば，メルヴィルが白鯨を白人種の象徴としても設

定していたことは一目瞭然である．

D.H.ロレンス（D.H.Lawrence,1885-1930）は白人種

という側面から白鯨をとらえて，彼の洞察を次のように表

現している．

「メルヴィルは知っていた．自分の属する人種が有罪で

あることを．自分の内の白人の魂が，白人による一大新時

代が，そして自分自身が有罪で死の宿命を背負っているこ

とを．．．ではモービィ・ディックとは何か それは白人種

の内奥に棲む血的存在，われわれの根源的血的性
さが
だ」．

（Melville knew. He knew his race was doomed. His
 

white soul, doomed. His great white epoch, doomed.

Himself,doomed...What then is Moby Dick?He is the
 

deepest blood-being of the white race;he is our deepest
 

blood-nature.)

白鯨は，読む人により，また読み方によって，自然・

神・善・悪などさまざまなものの象徴となりうる．白鯨は

多面的にとらえられなければならない．登場人物によっ

て，またストーリーの展開局面によって，その象徴的意味

が多様に変動するからである．作品の登場人物は皆それぞ

れ作者メルヴィルの一部を担い，彼の一面を体現してい

る．作者メルヴィルは，語り手イシュメイルであり，「虚

偽の面
おもて

に向かって真実を説く」マップル神父であり，マッ

プル神父が語るところの良心の呵責に苦悶するヨナでもあ

り，そして「仮面を打ち抜け」と説くエイハブでもある．

白鯨の白色は，エイハブのいう「仮面」であり，神父の

いう「虚偽の面
おもて

」であり，イシュメイルのいう「文明化さ

れた偽善」の象徴である．その「文明化された偽善」の事

例が65章「料理としての鯨」（The Whale as a Dish）の中

で語られている．イシュメイルは，ヨーロッパにおける鯨

食の歴史を開陳した後で，陸上の白人たちが，一方で鯨を

殺して食べることを嫌悪しながら，もう一方で同じ動物で

ある牛を殺して食べたり，美食のために鵞鳥に対して残酷

な行為を働いたりしている偽善と欺瞞的行為を痛烈に批判

している．

「土曜の夜にでも肉市場に行ってみて，殺した四足動物

を吊るした長い列を見上げている生きた二足動物の群れを

目にしてみよ．その光景には食人種も仰天するのではない

か 食人種 誰が食人種ではないのか 来たるべき飢饉に
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備えて，痩せこけた宣教師を塩漬けにして貯蔵したフィー

ジー島人のほうがまだ我慢できよう．最後の審判の日に

は，鵞鳥を地面に縛り付けて肥大化させた肝臓をパテ・

ド・フォワ・グラにして喜んで食べている文明開化のグル

メのあなたより，将来の飢饉に備えたあのフィージー島人

のほうがまだ許されるだろう」．（Go to the meatmarket
 

of a Saturday night and see the crowds of live bipeds
 

staring up at the long rows of dead quadrupeds.Does not
 

that sight take a tooth out of the cannibal’s jaw?Canni-

bals?who is not a cannibal?I tell you it will be more
 

tolerable for the Fejee that salted down a lean mission-

ary in his cellar against a coming famine;it will be more
 

tolerable for that provident Fejee, I say, in the day of
 

judgment,than for thee,civilized and enlightened gour-

mand,who nailest geese to the ground and feastest on
 

their bloated livers in thy pate-de-foie-gra. ibid.,Ch.

65,pp.433-434.）

メルヴィルが白鯨に付与した象徴的意味の中心部分を理

解するために私たちが最も注目すべきところはラスト・シ

ーンの舞台設定である．そこにメルヴィルは巨大な白鯨と

対峙する反白人キリスト教文明の象徴群を集束させてい

る．

白鯨との死闘の最終場面で，白鯨に逆襲された本船は沈

んでいく．船は何の象徴か 船長エイハブは「私の良心は

この船の竜骨の中にある」（“... my conscience is in this
 

ship’s keel.” ibid.,Ch.109,p.682.）とか「三
み
度
たび
わが魂の

船はこの航海に出る」（“For the third time my soul’s ship
 

starts upon this voyage” ibid.,Ch.135,p.810.）といっ

ていた．つまり船は良心の象徴であり，魂の化身である．

その船にピークォドという「今は絶滅したマサチューセッ

ツ・インディアンの高名な部族の名」（the name of a cel-

ebrated tribe of Massachusetts Indians,now extinct
 

ibid.,Ch. 16, p.100.）をメルヴィルがつけたのは，白人文

明がもたらしたインディアンの絶滅にメルヴィルが深い良

心の痛みを感じていたことを表明するためだったのではな

いだろうか 沈みゆく船の３本マストは，鎖国して白人キ

リスト教文明の侵入を拒絶している日本の沿岸で伐採され

た木で作られている．３本のマストには３人の銛打ち

太平洋の食人種であるクィークェグ，アメリカ・インディ

アンのタシュテゴ，そして黒人のダグー が登ってい

る．３人とも非白人であり非キリスト教徒であり，いずれ

も白人キリスト教文明の犠牲になっている種族出身であ

る．海中に没しつつもアメリカ・インディアンのタシュテ

ゴが赤色の旗をメインマストの頂に打ちつけながら，一羽

の盗賊鷗
シー・ホーク

を道連れに，反白人キリスト教文明の象徴群を乗

せた良心と魂の船は沈む．

メルヴィルは，処女作『タイピー』で直截な言葉で糾弾

した白人キリスト教文明を『モービィ・ディック』では巨

大な白鯨に化身させ，それに対する糾弾の言葉の数々を登

場人物たちや舞台装置に象徴化させたのである．

『モービィ・ディック』を執筆し始めた頃にメルヴィル

はピッツフィールドに農場を購入し，土中から先住民イン

ディアンが使用した矢じりをたくさん見つけた彼は，その

地所をArrowheadと名づけた．メルヴィルにとって『モ

ービィ・ディック』は弾丸もしくは鋭利な矢じりのような

もので，自分自身を含めた白人種のキリスト教文明とその

偽善に向けて放ったのである．

註

１）７章「礼拝堂」の冒頭の一文は次の通り In this
 

same New Bedford there stands a Whaleman’s
 

Chapel, and few are the moody fishermen, shortly
 

bound for the Indian Ocean or Pacific, who fail to
 

make a Sunday visit to the spot.（ここニュー・ベッド

フォードには捕鯨者礼拝堂なるものがあり，まもなくイ

ンド洋や太平洋へ向かおうとする漁夫たちは憂鬱な気分

になり，ほとんど皆が日曜の礼拝にここを訪れる．）

２）本稿の冒頭で言及したマサチューセッツ州ピッツフィー

ルドのメルヴィルの元自宅の銘板に刻まれている文言と

ニュー・ベッドフォードのSeamen’s Bethelの看板の

内容や管理者の説明は，筆者が2004年春に現地を訪れた

際の記録に基づく．

３）『モービィ・ディック』のテキストはHerman Melville,

Moby-Dick;or,The Whale（New York:The Modern
 

Library, 1944）を使用し，引用には章と頁数を付した．

訳出にあたり阿部知二，宮西豊逸両氏の既訳を参考にし

た．

４）テキストはHerman Melville,Pierre;or,The Ambigu-

ities（Evanston and Chicago:Northwestern Univer-

sity Press and The Newberry Library,1971）を使用

し，引用には編と頁数を付した．

５）『タイピー』のテキストはHerman Melville,Typee;or,

a Peep at Polynesian Life（Penguin Books,1972）を使

用し，引用には章と頁数を付した．

６）『モービィ・ディック』のなかで日本が言及されている

16箇所の内，８箇所を本文で取り上げた．残り８箇所を

以下に列挙しておく．

●mountainous Japanese junks(Ch.16,p.101.)

●“...we are nearing Japan...”(Ch.109,p.681.)

●impenetrable Japans(Ch.111,p.693.)

●Launched at length upon these almost final waters,

and gliding towards the Japanese cruising-ground,the
 

old man’s purpose intensified itself.(ibid.)

●Penetrating further and further into the heart of the
 

Japanese cruising ground, the Pequod was soon all
 

astir in the fishery.(Ch.114,p.703.)

●Now,in that Japanese sea,the days in summer are as
 

freshets of effulgences. That unblinkingly vivid
 

Japanese sun seems the blazing focus of the glassy
 

ocean’s immeasurable burning-glass.(Ch.118,p.716.)
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●... in these resplendent Japanese seas the mariner
 

encounters the direst of all storms,the Typhoon.(Ch.

119,p.719.)

●“The land is hundreds of leagues away, and locked
 

Japan the nearest.”(Ch.123,p.737.)

７）［ ］内の語は筆者が補ったものである．以下同じ．

８）「 」内はメルヴィルの描写（Typee,Ch.26,p.268.）を

筆者が要約したもの．

９）D.H.Lawrence, Studies in Classic American Litera-

ture,Penguin Books,1971,p.169.
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要 旨

メルヴィルにとって書くという行為は，『モービィ・ディック』の語り手イシュメイルにとっての「海に出ること」と

同様に，「拳銃と弾丸の代わり」だった．彼は，作家としての人生を歩みだした当初から，見せかけの善悪の背後にある

ものを書き，われわれの目に映る世界と人間の虚偽的な外観の背後にある真実を常に追究した．

処女作『タイピー』で彼は，19世紀の白人キリスト教文明を直截な表現で痛烈に批判し，文明開化された白人種がポリ

ネシアの島々に住む純真な原住民たちに浴びせた数々の悪行を書き記した．原住民たちは初めから野蛮人だったのではな

く，キリスト教文明の名において白人種が犯した侵略行為と極悪非道行為によって野蛮人にさせられた，とメルヴィルは

主張する．そして「白人文明人が地球上で最も獰猛な動物だ」と結論付ける．

白人キリスト教文明を糾弾するメルヴィルの声は，代表作『モービィ・ディック』の登場人物たちや舞台設定に象徴化

されていて，その中心に白鯨がいる．白鯨は読む人の視点によっていろいろなものの象徴になりうるが，『タイピー』を

通して見るとき白鯨は，はっきりと白人キリスト教文明の象徴として映る．
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