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１．はじめに

ハーマン・メルヴィル（1819-1891）の第７作『ピエー
ル──曖昧なるもの』（Pierre; or, The Ambiguities, 1852）
の副題は何を意味しているのか？なぜ作者はこのような奇
妙な副題を付けたのか？作品の副題は通常，本題に具体的
説明を付加するものであり，メルヴィルの作品においても
同様である．『ピエール』以外の長編を第１作から総覧し
てみると──『タイピー──ポリネシアの生活を垣間見
て』（Typee: A Peep at Polynesian Life, 1846），『オムー──
南海の冒険談』（Omoo: A Narrative of Adventures in the 
South Seas, 1847），『マーディ──そこでの航海』（Mardi: 

and A Voyage Thither,  1849），『レッドバーン──初航海』
（Redburn: His First Voyage, 1849），『ホワイト・ジャケット
──軍艦内の世界』（White-Jacket; or The World in a Man-
of-War, 1850），『モービィ・ディック──鯨』（Moby-Dick; 
or, The Whale, 1851），そして『ピエール』後の『イズリエ
ル・ポッター──異郷での50年』（Israel Potter: His Fifty 
Years of Exile, 1855）と『信用詐欺師──彼の仮面劇』（The 
Confidence-Man: His Masquerade, 1857）──いずれも作品
の中身を紹介する簡明な文言を作者は副題として使用して
いる．しかし『ピエール』は例外的で，彼の全９作の長編
の副題の内で唯一謎めいて分かりにくいものとなってい
る．
『ピエール』のストーリー自体は単純である．田舎育ち
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──キーワードから読み解く「曖昧なるもの」──
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Melville’s Pierre （1）
── Unraveling Its Ambiguities by Keywords──

Hiroshi Igarashi

Abstract

A number of keywords scattered throughout Melville’s Pierre cast light on its enigmatical subtitle, “The Ambiguities,” and 
give us clues to the legitimate appreciation of the book. 

The first and introductory keyword is “milk” which hints that the fiction of Pierre evolved out of a rural scene in Redburn, 
where innocent and inexperienced 19-year-old Redburn fell in instinctive love at the first sight of a beautiful girl who served 
him “a bowl of milk.” In both Redburn and Pierre, the protagonists are initiated into the dark side of human reality through 
the fall of their sanctified fathers. The first half of Pierre is contrasted with its second half as the scene shifts from the country 
to the city, paradise being set against hell, ideals against realities, light against darkness, joy against woe, life against death as 
well as innocence against initiation.

The second keyword, “Knight” suggests the “Black Knight” Pierre confronts and starts fighting against in the first half 
of the story is identical with the “Invulnerable Knight” in the second half of the story, who is Melville himself. The third 
keyword, “heart” tells us that Melville pursues the heart in Pierre, which has a double meaning, i.e. quests for the charitable 
heart and the depths of the human psyche.

Other keywords collectively clarify the main streams and structures of the novel, “ambiguities” hinting at intrinsic 
unclearness of the book, the “wall” implying a barrier which encloses Christendom swayed by ambiguous “expediency,” 
“incest” intimating an ambiguous man-woman relationship between Pierre and his supposedly half sister Isabel, “silence” 
preceding and accompanying both bodily and spiritual death while it also contains ambiguities, and “Hamletism” evinced in 
Pierre’s critical attitude toward Christian society that practices ambiguous “expediency.”
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の無垢な青年ピエールが，突如現れた，シスターを名乗る
イザベルを，父の名を汚すことなく社会的に救済するため
に，可愛い許婚ルーシィと裕福な実家の父祖伝来の家督を
棄てて，イザベルと偽装結婚し，大都会に出て窮乏する作
家生活を送り，最終的に殺人を犯して破滅するというもの
であるが，この作品は決して読みやすく分かりやすくはな
い．メルヴィルの小説には思索的，分析的な語りが多い
が，『ピエール』の場合は特に，誇張された能書きにも似
た前口上が非常に多く，また長くて，そのことがこの作品
を読みにくく，また分かりづらくしている．したがって
『曖昧なるもの』という副題は，この作品の内容に関わる
ものであると同時に，その書かれ方を表しているとも受け
止められる．
私たち読者にとっての障壁は，しかし，曖昧な書かれ方
というより，内容面での曖昧さである．「曖昧な」という
語およびその派生形が，作品前半でピエールの亡父の肖像
画の笑みに言及して，またハーフ・シスター（異母姉）と
してのイザベルという存在に関して使用されるが，これら
はどちらかというと作品表層部の曖昧さを語るもので，作
品を理解する上での障害とはならず，本稿での考察対象で
はもちろんない．本稿の追究対象は作品の本質とテーマに
関わる曖昧さ，すなわち，作者の精神の竜骨の化身として
の主人公ピエールの前に立ちはだかる「曖昧なるもの」で
ある．作品の中ほどでナレーターは「曖昧なままに進行す
る一連の出来事が，それらの内包する曖昧さを開示するに
まかせよう（Let the ambiguous procession of events reveal 
their own ambiguousness.）」（P181）１）と語るが，メルヴ
ィルは『ピエール』で一体何を追求し，何を読者に対して
言おうとしたのか？作品中に点在する複数のキーワードを
糸口に作品の分析と解釈を通してこれを究明し，謎めいた
副題の奥にある実態を明らかにしたい．

２．『レッドバーン』から『ピエール』へ

第１のキーワードは「ミルク」で，『ピエール』を執筆
し始めた頃の作者がホーソーン夫人（Sophia Hawthorne, 
1811-1871）宛の手紙の中で発しているこの語が作品の全
体像を把握するための手がかりになる．メルヴィルは，出
版されて間もない『モービィ・ディック』に対する好意的
な評を私信に書いてよこしたホーソーン夫人への返信
（1852年１月８日付）で，『モービィ・ディック』を「一杯
の塩水」２）と言及しつつ，次の作品『ピエール』を「１杯
の田舎のミルク（a rural bowl of milk）」３）と呼んでいる．
この「１杯の田舎のミルク」というフレーズで即，思い起
こされるのが，彼の第４作『レッドバーン』の英国の田園
地帯での１場面である．そこでは，「私」レッドバーンが
リヴァプール郊外の村で３人の美しい娘たちがいる農家に
招じ入れられ，「１杯のミルク」（RB213）４）とバターマフ
ィンをご馳走になる．「１杯のミルク」を搾乳小屋からも

って来てくれた娘の唇を見ながらそのミルクを飲んで「私
は即その場で，その美人と結婚してもよかった！」
（RB213）と，さらには，私の向かいに座った３人の美し
い娘たちがバターマフィンを食べるのを見て「私はバター
マフィンになりたかった！」（RB214）と回想を綴る．
レッドバーンの年齢は明記されていないが，この作品は

作者が19歳から20歳になった頃の初航海での体験を基にし
て書かれているので，そのくらいの年齢と考えてよかろ
う．ピエールの年齢に関しては，19歳で「20歳そこそこ」
（P56）であることが作品中で数回述べられている．した
がって，レッドバーンとピエールの年齢と若さ加減の設定
は同じである．
しかし，『レッドバーン』では，主人公が美しい娘に性

的に魅かれて一目惚れした出来事は物語全体の流れの中の
１コマにすぎないが，『ピエール』では作者は一目惚れを
主人公の行動の動因とし，物語展開上の必須の契機にして
いる．『レッドバーン』では，美しい娘に一目惚れした主
人公が「もしかして彼女は一目惚れしたんだろうか？」
（RB214）などと勝手に一瞬思ってみたりもするが，２人
が言葉を交わすこともなく，主人公がその農家を立ち去る
ことによって，ぷつっと切れ，その晩，彼は船内の寝床で
「赤い頬とバラを夢見ながら」（RB215）眠り，「その後，
彼女たちに会うことはないし，うわさを耳にすることもな
いが，私の心を奪った美女たちのせいで今日まで私は独身
だ」（ibid.）と語ってこの場面を締め括っている．これに
対して『ピエール』では，２人が偽装結婚する旨をイザベ
ルに伝える際に「この瞬間に至るまでに起きたことのすべ
て，そして今後起きるであろうことのすべては…ぼくがき
みを初めて見た時にその運命的な端を発している」
（P191-2）とピエールは言う．つまり，美しい娘が出して
くれた「１杯のミルク」を飲みながら，その娘を一目見て
性的に魅了され，即，結婚したいほどの気持になった無垢
で未経験な青年レッドバーンの心理をピエールに移植して
増幅させ，虚構の物語化したのが『ピエール』なのであ
る．
メルヴィルは「ミルク」という語もしくは概念を『ピエ

ール』の４つの場面で使用している．まず，第１書での母
親メアリとの朝食の席上，ピエールは「ミルク３杯たの
む」（P18）と執事のデイツに注文するが，なかなかミル
クが運ばれて来ないのでピエールがいらいらすると，母メ
アリが「軟弱男（a milk-sop）になってはいけません」
（P19）と諫める場面．次に，酪農小屋で作業をしている
イザベルに会いに来たピエールの顔を見て異変を感じ取っ
たイザベルが「わたしの顔はゴルゴンなの？」（P189）と
尋ねると，「いいや…きみの顔は白い大理石を母親のミル
クに変えるだろう」（ibid.）とピエールが答える場面．３
回目は，物語後半でピエール，イザベル，デリィの３人が
乗った馬車が夜，ニューヨークのマンハッタンと思しき都
会に到着した際，ピエールが２人に都会の冷酷非情さを比
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喩的に表現して「12月に配達人の缶からミルクがあの敷石
に滴り落ちて凍るよりも早く，雪のように白いイノセンス
は凍りついてしまうよ．もしそれが貧困の内にここの街路
に倒れるようなことがあれば」（P230）と言う場面．最後
は，牢獄内で「おまえの胸に宿っているのは幼子のための
命ではなく，おまえとおれのための死のミルクだ！」
（P360）と言って，イザベルが胸間に隠しもっていた小瓶
から毒薬をピエールが飲む場面である．ミルクがこの作品
の主題ではないが，「ミルク」というキーワードは私たち
読者に，「１杯の塩水」である『モービィ・ディック』が
海と男性を描いたのに対して，「１杯の田舎のミルク」で
ある『ピエール』は陸の女性を描出対象にした作品だとい
うことをまず認識させるのである．
『レッドバーン』と『ピエール』に共通して現れるもの
はミルク以外にも複数あり，これらの類似点の検証は『ピ
エール』の正当な解釈と理解に不可欠である．まず，内容
面での共通項は，無知で無垢な青年の現実への開眼であ
り，その象徴的な事例として描出される出来事が，聖なる
父の偶像の瓦解である．レッドバーンは，亡き父が遺した
大切なガイドブックを手にリヴァプールの街を歩いて父の
足跡を辿ろうとするが，半世紀前に父が使用した古いガイ
ドブックはもはや役に立たないことが判明して，新たな現
実を認識する．ピエールは，父が結婚前にこしらえたと思
われる隠し子イザベルの存在をイザベル本人からの手紙に
よって知り，人生と世界の暗く悲しい側面に突然，目を見
開かされるが，ピエールの開眼はレッドバーンのそれと比
べて段違いに衝撃的なものとして描出されている．ピエー
ルが12歳の時に「紳士でクリスチャン」（P68）としての
良き評判を残して他界して以降，「人間の完全な善と美徳
の化身」（ibid.）として彼が神格化していた父の像が，イ
ザベルからの手紙によって一瞬の内に崩壊したさまを「こ
れまで疑うことのなかった世界の道徳的美は永久に逃げ去
った…おまえの聖なる父はもはや聖人にあらず」（P65）
と語り手は語る．
構成面では，『レッドバーン』の真中部分（全62章中の

第30章）にガイドブックの表題部が出現し，『ピエール』
の真中部分（全26書中の第14書）にはパンフレット“EI,”
（ギリシャ語で「もしも」の意）の表題部とその本文が挿
入されている．しかも，いずれの表題部もピラミッド型に
文字が配列されている．そして『レッドバーン』でガイド
ブックの出現以降，都会の悪と非情さと悲哀が描かれるの
に似て，『ピエール』ではパンフレットを境に物語の舞台
が楽園のような田舎から悲しみの都会へと移り，前半（第
１～13書）と後半（第14～26書）とに作品ははっきりと分
割される．『ピエール』の前半と後半の対比は，「女王のよ
うに」（P13）昼も夜も光り輝く田舎と「煙をすりこまれ
たような」（ibid.）太陽と「まがいもの」（ibid.）の星が出
ている都会の対比，昼と夜，明と暗，光と闇の並置，楽園
と地獄，理想と現実，イノセンスと開眼，喜びと悲しみ，

生と死の対置を形成している．
さらにメルヴィルは，それぞれの作品の物語進行中に，

いわば忽然と１人の人物を登場させるが，その登場のさせ
方が酷似している．『レッドバーン』では「１杯のミル
ク」とバタークッキーと農家の娘の話の直後に，ハリーと
いう女性的な青年を突如，登場させてレッドバーンと相棒
関係のような親交を結ばせる．『ピエール』ではパンフレ
ット直後の第15書に，それまで一度も言及がなかったのみ
ならず，親戚の存在の示唆さえまったくなかった物語の展
開の中に突如として，いとこグレンを登場させる．両者の
登場のタイミングは，一見，何の脈絡もなく忽然としてお
り，まるで巨大生物が海中から急に姿を現すかのようであ
るが，作者メルヴィルにとっては，前後関係と因果関係の
ある必然的な出現であろうと筆者は推察する．なぜなら，
ハリーもグレンも主人公の分身のようなものであり，女性
的なハリーとの親交は成就できなかった農家の美しい娘に
対する恋情の代替であろうし，グレンはパンフレットが提
唱する「有徳の便宜主義」（P214）の最悪の具現例であ
り，『レッドバーン』での人間憎悪者ジャクソンがそうで
あったように，作者メルヴィル自身の一部でもあるからで
ある．

３．追求対象は何か？

メルヴィルはこの作品で何を追求したか？それを知るた
めの糸口となるのが「騎士」というキーワードである．イ
ザベルの手紙を読んだ直後の青年ピエールの独白中には，
『モービィ・ディック』のマプル神父やエイハブ船長と軌
を一にする真実追求の精神姿勢がこう明言されている──
「己自身だけは残っている，少なくとも…己自身をもって
して，おれはおまえに対しよう！…今後は真実のみを知ろ
う．うれしい真実であろうが悲しい真実であろうが，おれ
は実態を知り，わが深奥の天使が命じることをやろう…運
命よ，おれはおまえと熾烈な一戦を交えよう…黒い騎士
よ，おまえは面頬を下ろしておれに対峙し，おれをあざけ
る．見よ！おれはおまえの兜を打ち抜き，おまえの顔を見
てやる，たとえゴルゴンだとしても！」（P65-6）
イザベルの手紙が伝える衝撃的事実を通じて人生と世界

の暗い側面の存在に開眼した彼は，今後はゴルゴンのよう
に醜悪な「真実」と「実態（what is）」を直視すると独白
している．ピエールの言う「面頬」や「兜」は，マプル神
父の言う「虚偽の面

おもて

」（MD48）５），およびエイハブの言う
「仮面」（MD164）と同一で，偽善を，すなわち，善と美
徳の装いを意味する．「真実」とは「実態」を意味し，サ
ドル・メドウズの楽園的理想世界ではなく作品後半の都会
での冷厳な現実を指す．そして「運命」は，自分の人生と
自分の生きる世界を意味する．
では「黒い騎士」とは何か？この独白の文脈に限って見

れば，「黒い騎士」は「運命」の擬人化と考えられるが，
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同時にこれは自分自身，つまりピエール＝メルヴィル自身
を指すと思われる．なぜなら，作品後半で作者メルヴィル
が主人公ピエールに職業作家としての現実の自身の姿を投
影して物語り始めた際，語り手＝メルヴィルは「自分をさ
らけ出さずに話したり書いたりすることはできない．不死
身の騎士の面頬もすり減る」（P259）と語るからである．
つまり，面頬はピエールというキャラクターでありペルソ
ナであり，その仮面がすり減り，職業作家としての自分の
真の顔が露出したことを，この語りは含意している．「不
死身の騎士」が「黒い騎士」の言い換えだとすれば，「黒
い騎士」とは作者メルヴィル自身以外の何者でもない．だ
とすれば，『モービィ・ディック』で作者が自己の内奥を
追求したように，『ピエール』でもやはり作者は自己の内
奥にあるものを探索するのである．
しかし「黒い騎士」が有形化された具象体として作品に
登場することはない．強いて言うなら，作者のもう１人の
醜悪な自分の顕現としてのグレンが「黒い騎士」のような
存在だが，作品前半はもちろん，グレンが登場して以降の
作品後半に限ってみても，グレンがピエールの終始一貫し
た追求対象になっているわけではない．『マーディ』では
終始，形象化されたイノセンスとしてのイラーが探求され
た．『モービィ・ディック』では一貫して白い鯨を追っ
た．では『マーディ』，『モービィ・ディック』と同様に真
実を追求する『ピエール』では一体何が追求の対象として
設定されているのだろうか？
『モービィ・ディック』出版直後のホーソーン（Nathaniel 

Hawthorne, 1804-64）宛ての手紙（1851年11月17？日付）
でメルヴィルは「リヴァイアサンが最大の魚ではない．私
はクラーケンなるものを聞いたことがある」６）と書いてい
るが，このクラーケンが『ピエール』での追求対象であろ
う．では，クラーケンとは一体何か？作品中の何を指すの
か？
メルヴィルは，ルーシィの母にピエールを「怪物殿（Mr. 

Monster）」（P329）と呼ばせることによって，ピエールが
化け物のような存在であることを暗示している．また作者
は，執筆する若き作家ピエールに，自らがエンケラドスと
なって，タイタンの山の断崖絶壁に対して己の身を打ちつ
け，憎しみを叩きつけながら襲いかかる幻覚を見させてい
る．そして，ホーソーンに宛てて（1851年６月１？日付）
「私はすべて自分自身について語っており，これは自己中
でエゴというものでしょう．認めます．しかし，どうしよ
うもありません．私はあなた宛てに書いていて，あなたの
ことはほんの少ししか知りませんが，自分自身のことはか
なり知っています．ですから，私は私自身のことを書きま
す」７）としたためている．以上３つの間接的証拠から推断
して，クラーケンなる怪物はピエール＝メルヴィル自身の
内にあるものを指すと見てとることができよう．
では，ピエール＝メルヴィル自身の内にあるものを追求
するとは具体的にどういうことか？作者メルヴィルはピエ

ール＝メルヴィルの何を追求するのか？イザベルとの第１
回面談の前に，彼女に対する処仕方を思案しながら「お
お，心なき，プライド高く，氷で鍍金されし世間よ，どれ
ほどおれはおまえを憎悪することか」（P90）と１人孤独
に思索を進めるピエールは，最終的に「心だ！心！それは
神に油を塗られしもの．おれは心を追求する！」（P91）
と決意する．この決意の文言から明らかなように，作者は
『ピエール』では「心」を追求するのである．

3.1　心の追求
作品のテーマに直結するキーワードは「心」である．先

に引用したホーソーン宛手紙（1851年６月１？日付）にメ
ルヴィルは「私は心を支持する．頭は犬どもにくれてや
る．頭のあるオリュンポス山のジュピター神より，心のあ
る愚か者になったほうがいい」８）と書いている．ここで彼
が言っている「心」とは慈悲深い心（benevolenceもしく
は charity）を意味しており，これがピエールの追求する
もので，作者はこの「心」を物語後半になって登場するチ
ャーリィ・ミルソープに地上的世俗的な水準で体現させて
いる．
しかし，ミルソープを登場させるまでの間，作者は，冷

たい心をもつ世間の愛なきさまを，イザベルとデリィを取
り巻く情況を通して物語前半で描いている．イザベルのケ
ースでは，彼女が慈善裁縫会の会場に入って行った際に，
周囲の女たちが「あばずれよ！」（P157）とささやき合う
などして「非人間性」（ibid.）と「広い世間の冷たさ」
（P158）で迎えたさまを彼女が回想してピエールに語る場
面で描出している．不義の子を産んで村から追放されるこ
とになったデリィに対する世間の冷酷さは，ピエールとフ
ォールスグレイヴ牧師との間の対話を通して語られる．ピ
エールが発する「デリィのような女性たちが，忌まわしい
世間の慈愛のなさと心なさによって日々不浄の世界に追い
やられるのを何が防いでくれるのですか？」（P163）など
の問いかけに「私は［そうした質問には］お答えしませ
ん」（ibid.）９）と応じるフォールスグレイヴ牧師に対して
ピエールは「デリィ・アルヴァーは追放されて，餓死する
か腐敗するかするのですね．しかも，神に仕える人がこれ
を黙認するのですね」（ibid.）と言って対話を打ち切るが，
デリィの置かれている情況は『レッドバーン』のリヴァプ
ール倉庫街の地下穴でレッドバーン以外の誰からも援助の
手を差し伸べられずに餓死して行った母娘たちの置かれた
情況に通じるものがある．
物語後半に入ると，ピエールとイザベル，デリィの３人

が到着した夜の都会の冷たさが，グレンの冷酷な仕打ちを
筆頭に，馬車の御者や投宿することになったホテルの主人
の言動を通して描かれる．そして，彼の紹介によりピエー
ルたちが元使徒教会内に住むことになるチャーリィ・ミル
ソープが登場する．彼は，『レッドバーン』でやはり都会
のリヴァプールで初めて物語に登場するハリーと，その高
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貴な血筋や人の好さと誇大妄想的発想をもつという点でよ
く似ている．ミルソープはピエールより２歳年長の幼友だ
ちで，ピエールの借金を自らの意思で進んで弁済してやっ
たり，重いものの移動など手伝えることがあったらいつで
も呼んでくれと申し出るなど，人の好い青年として描かれ
ており，ピエールは彼のことを「心が豊かで，頭は足りな
いが…ミルソープを創った神は，頭が過剰で心の足りない
ナポレオンやバイロンを創った神よりも善で偉大な神だっ
た」（P320）と評する．
ピエール＝メルヴィルはこの作品で「心」を追求した
が，その「心」，慈悲深い心をミルソープに体現させてい
るさまは，最終場面の牢獄内の情景描写で，ピエールの手
をとるミルソープの手をピエールが無言で握りしめて息を
引きとるという設定を作者が行っていることからも見てと
ることができよう．
チャーリィ・ミルソープがピエールに対して示す慈悲深

い心は，後の短編『２つの聖堂』（The Two Temples,  1854）
で語られる「真正のチャリティ（sterling charity）」
（TT315）10）に通ずる．この短編では，貧しい身なりの
「私」が，「聖堂１（Temple First）」であるニューヨーク市
内礼拝堂の日曜朝の礼拝に入れてもらえず，こっそりと入
った結果，警察に突き出されて罰金刑を受けたのに対し
て，「聖堂２（Temple Second）」であるロンドン市内の劇
の殿堂では，一文無しの「私」が土曜夜の宗教劇のチケッ
トを労働者階級の見知らぬ人からもらい，観劇中にはエー
ル売りの少年から「泡立つエール」をもらって「真正のチ
ャリティ」に浴したという話が語られ，メルヴィルの教会
批判とチャリティ観とが例証されている．
さらに，この短編での２つの聖堂の対比は，『ピエー
ル』での，かつて教会として機能していた使徒教会と，空
地を挟んで増設された賃貸事務所兼居住棟との対比に酷似
しており，２つの聖堂という発想の原型は『ピエール』の
中にあるのではないかと思われる．なぜなら，「聖堂１」
となる元使徒教会の搭屋には，パンフレット“EI,”の著
者で「非慈悲心（non-Benevolence）」（P290）を内に秘め
ているように見えるプリンリモンが住んでいるのに対し
て，それと対面する賃貸事務所兼居住棟の「聖堂２」には
慈悲深い心をもつチャーリィ・ミルソープとピエールたち
が住んでいるからである．

3.2　深層心理の探求
メルヴィルの言う「心」の追求には，しかし，２重の意
味がある．慈悲深い心の追求に並行して，深層心理の探求
であるが，そのことは，語り手が人間の心を「洞窟」や
「縦穴」に喩えていることから読み取ることができる．語
り手は，ピエールがイザベルの手紙を読んで暗い真実に開
眼すると同時に彼女を救うという「キリスト的心情」
（P106）を抱いたが，彼も所詮は「土くれでできた」
（P107）人間で，彼の行動の真の動機は彼もまだ知らない

別のところにあることを示唆しながら，「私は人間の洞窟
内を果てしなく蛇行する川を進む．どこへ向かおうが，ど
こに上陸することになろうが」（ibid.）と語る．そして「こ
の聖なる真実の書に何一つ隠しごとがあってはならない」
（ibid.）と言う語り手は，「死すべき人間ピエール」（P108）
も「普通の男の避けがたい性

さが

と宿命」（ibid.）を抱えてい
ることをほのめかす．ピエールはイザベルの女性としての
性的魅力に引かれて彼女を擁護しようと決心したのだが，
この意識下の動機の真実性は，その後のプロットの展開の
中で２人の間の近
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愛まがいの情景が折に触れて描出さ
れることにより明らかになる．
また，語り手は物語後半で，グレンの心理と行動を推し

量ると同時にピエール自身の心情を掘り下げながら，深層
心理を「縦穴」に喩えて「深く，深く，もっと深く，まだ
深く私たちは行かなくてはならない，人間の心を探求しよ
うとするなら．その中を降りて行くのは縦穴の中のらせん
階段を降りて行くようなもので，果てしなく，しかもその
果てしなさは，階段のらせん状態と縦穴の暗闇によって隠
されている」（P288-9）と語る．そして掘り下げた人間心
理の中から摘出してこの作品で作者が描出したものは，性
的情動と嫉妬である．
『モービィ・ディック』でも深層心理の探究と分析は行
われていた．語り手イシュメイル＝メルヴィルは41章「モ
ービィ・ディック」の最終パラグラフで「白鯨が彼ら［乗
組員］にとって何だったか，また，どのようにして，無意
識の内におぼろげながらも，白鯨が人生の海を遊弋する大
悪魔に思えたか──これをすべて説明することは，イシュ
メイルの行ける深さ以上に潜ることを意味する．くぐも
り，移動し続けるつるはしの音を聞いて，私たちの心の地
下を進む坑夫の縦穴がどこに通じるかを誰が語れよう
か？」（MD187）と述べた後，続く42章「鯨の白きこと」
で「私」イシュメイルにとって白鯨が何であったかを詳述
するが，その内容は白い色が人間の心理に与えるインパク
トの分析と例証になっている．
メルヴィルは最後の長編『信用詐欺師』中で「真摯な心

理学者たちは，これまでの失敗にもかかわらず，人間の心
を確実に知る方法に関して，まだ期待を抱いているのかも
しれない」（CM71）11）と書いているが，彼は「心理小説
家」（ibid.）の１人たらんとしていたと思われる．『マーデ
ィ』では，「私」タジがイラーの現地人養父を殺した真の
動機を探り，「自分が犯した殺人は，囚われている人を救
出するという高潔な動機によるものか，それとも，それを
口実に，美しい娘と仲良くなりたいという利己的な目的の
ためにこの乱闘騒ぎを起こしたのか」（M135）12）と自問
し，自責の念に襲われるさまをメルヴィルは語った．遺作
となった中編『水夫ビリィ・バッド』（Billy Budd, Sailor）
では，クラガートの心理を分析し，ビリィに対する彼の
「妬みと反感（envy and antipathy）」（BB77）13）を掘り下げ
るが，『ピエール』でメルヴィルは心理の探求を執筆上の
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テーマとし，ピエールの行動の動因としての性的情動を描
出するとともに，嫉妬心をルーシィ，イザベル，グレンの
言動を通して例示している．
メルヴィルは『マーディ』では失われたイラーを探し求
めた．『モービィ・ディック』では白い鯨を追撃し，憎悪
の銛を打ち込んで断罪した．そして『ピエール』では
「心」の追求，すなわち，慈愛の心の追求，および，生身
の人間の心の深奥，心理の深淵に潜む実体なき怪物クラー
ケンのごときものの探求を行い，これを仕留めようとする
のである．これらの３作品には真実探求の精神が共通して
流れているが，『マーディ』，『モービィ・ディック』と比
べて『ピエール』での探求は分かりづらく解釈しにくい．
なぜなら，『マーディ』では無垢と純潔の理念が目に見え
るイラーに具象化されていたし，『モービィ・ディック』
ではユダヤ・キリスト教の神の概念を後ろ盾とする白人キ
リスト教文明が目に見える白い鯨に化身されていたが，
『ピエール』では探求対象の「心」と深層心理が，客体と
しての可視の１つの具象体に集約的に転換されてはおら
ず，ピエールおよび他の登場人物たちの言動を通して現
れ，語り手の叙述を通じて暗示されるのみだからである．

４．鍵束

登場人物は全員，ある意味で作者のエージェントである
が，『ピエール』の最後に「大きな鍵束」（P361）をもっ
て登場する牢番もその１人と考えてよかろう．なぜなら
『ピエール』という『曖昧なるもの』を解明するための鍵
となる語が作品中に多数あるからであり，鍵束をもつ牢番
の登場がそのことを暗示しているように思われるからであ
る．いずれにせよ，すでに「ミルク」，「騎士」，「心」とい
う３つのキーワードを通して『ピエール』の全体像をとら
えた．以下に，この作品をさらに深く，かつ正当に理解し
解釈するためのキーワードに焦点を絞りながら，それぞれ
の視点から作品にアプローチする．

4.1　ambiguities

なぜメルヴィルは副題を『曖昧なるもの』としたのか？
彼はどのような意味で曖昧という語を使っているのか？副
題自体が大きなキーワードともなっており，この作品には
ambiguousおよびその派生形が計22個，21箇所で使用され
ている．内18個が，パンフレット“EI,”に至るまでの作
品前半部で使用されており，しかも，その内の半分以上に
あたる10個がピエールの亡き父とその椅子肖像画の顔の笑
みに言及して使われている．パンフレット“EI,”登場後
の作品後半部ではわずか４回しか使われておらず，しか
も，内３回は物語の終局部に集中している．
ピエールの父およびその椅子肖像画に対する使用は第４
書に集中している．まず，臨終の床にあるピエールの父の
精神が「曖昧に彷徨する」（P71）さまが言及される．続

いて，結婚前の父の椅子肖像画の顔が「やや曖昧に，あざ
けるように」（P80）こちらを見ている様子と，父の「人
柄や若い頃の生活の不明な部分に関する曖昧な考察」
（P82）をピエールがする様子が語られる．「奇妙な，曖昧
な微笑」（P83）をたたえた肖像画の顔は，ピエールに「微
笑は，すべての曖昧なるもの（ambiguities）を伝達する
ために選ばれし媒介だ．だまそうとする時，我々は微笑
む」（P84）と語りかけ，ピエールは「言葉では表現でき
ないヒントらしきものや曖昧なもの（ambiguities），そし
てはっきりしない暗示めいたもの」（ibid.）を肖像画から
感じ取る．そして，自分にハーフ・シスター（異母姉）が
いることを告げるイザベルの手紙を読んで，父の聖なるイ
メージを喪失したピエールは「もはや謎に満ちてはいない
が，まだ曖昧に微笑んでいる父の絵」（P87）を裏返して，
もう自分の目に触れないようにする．都会へ旅立つ前日，
黒鳥亭で，チェストに入れておいた「曖昧な，変わらぬ笑
み」（P196）をたたえた父の絵を再び目にしたピエール
は，その「微笑む，曖昧な肖像画」（P197）に描かれた父
の顔立ちとイザベルのそれとの間に類似性を見出して鋭い
嫌悪感を抱き，その絵を炉の火にくべて，「去りし物事や
逝った人にまつわる曖昧なこと（ambiguities）すべて」
（ibid.）とともに焼却する．このように，ピエールの父関
連の「曖昧さ」は，単純に，表面上の不明瞭さ，はっきり
しないさまを意味している．
父にまつわること以外の「曖昧さ」も同様で，文脈から

判断して，２重ないし多重の意味を含有する両義性や多義
性といったニュアンスをそこから読み取ることはできな
い．順を追って，一つひとつ検証してみよう．まず，物語
の開始直後に「［都会でなく田舎でピエールを生育させ
た］自然が彼［ピエール］にとって最終的には曖昧なもの
になったとしてもかまわない」（P13）と語り手は言う．
続いて，ピエールとルーシィに言及してこの語が使われる
が，正式に婚約する前の２人が置かれていた「曖昧で，は
なはだ好ましからざる状態」（P29）という表現からは，
不確かさと不明瞭さと疑わしさに加えて，いかがわしさの
意味合いも汲み取れる．同じいかがわしさの含意は「見知
らぬ若い女性たちを追う曖昧な行為」（P52）という言い
回しからも読み取れる．そして，ピエールから慈善裁縫会
で見た女の顔の話を聞いたルーシィがその夜一睡もできず
に枕元で耳にする「曖昧でおぼろげな妖精たちがヒースの
上で踊るワルツのメロディー」（P54）は，不明瞭で疑わ
しい出来事に対するルーシィの疑念と不安が奏でるもので
あろう．次に，イザベルに言及して使用される「曖昧さ」
には神秘と謎のニュアンスが含まれている．イザベルの手
紙を読んだピエールは「それまであった曖昧なるもの
（ambiguities）のすべて，神秘のすべてが，まるで鋭い剣
で切り開かれたかのように」（P85）感じるが，イザベル
との２度目の面談時には「はい寄り凝集する靄

もや

のような曖
昧さ（ambiguities）」（P151）が彼女を包み込むのをピエ
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ールは感じる．
物語後半で，ピエールのもとへ一緒に暮らすためにやっ
て来るルーシィへの嫉妬心からイザベルが口にする台詞は
「曖昧模糊」（P313）としていて，これはイザベルの真意
がはっきりしないことを意味する．作品終局部の「彼［ピ
エール］を取り囲むすべての曖昧なるもの（ambiguities）」
（P337），および「黒鳥亭で燃やした肖像画の復活」のよ
うに思える『異邦人』と題された作者不明の絵画の「曖昧
に微笑んでいる」（P351）顔，そして牢獄内でピエールが
言う「まだ曖昧だ」（P360）という台詞，いずれの曖昧さ
も，はっきりしないさま，不確かな状態を意味している．
メルヴィルは『ピエール』の副題をなぜ『曖昧なるも
の』としたのか？この疑問に答えてくれるのが，「曖昧な
ままに進行する一連の出来事が，それらの内包する曖昧さ
を開示するにまかせよう」という一文であろう．この一文
は，シスターと名乗り出たイザベルへの対処に心身ともに
かかり切りになって，その存在を忘れていた婚約者ルーシ
ィの生身の姿を思い出したピエールが自問する「ルーシィ
か神か？というすべてを包含する問い」（P181）の直後に
書かれている．メルヴィルは，このピエールの自問の提示
に続けて「ここでわれわれはベールを降ろそう．魂の名状
しがたい苦悶は描出できないし，悲哀も言葉では語れな
い．曖昧なままに進行する一連の出来事が，それらの内包
する曖昧さを開示するにまかせよう」（ibid.）と書いて第
10書を結んでいる．「ルーシィか神か？」とは，世俗の幸
福を選択すべきか，道徳的完全性を追求して神に殉じる非
世俗の方向を選択すべきか？世俗的楽園か世俗的地獄か？
現世での生か死か？といったほどの意味を含むと考えられ
る．加えて，ピエールに棄てられた彼女のその後の行動を
先取りして判断すると，ルーシィは神か？という意味合い
も含まれているかもしれない．多義解釈が可能な曖昧な問
いである．しかし，作者はその「すべてを包含する問い」
がもつ意味を読者に説明するつもりはないのである．さら
には，作品中の一連の曖昧なる物事を鮮明化するつもりも
ないのである．曖昧なる物事を曖昧なままに残すというの
が作者の意図であり，特にピエールとイザベルとの近
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愛めく関わり方は，この意図に沿って描出されている．
このように，『曖昧なるもの』とは，作品表層部では，
亡き父にまつわる疑わしきこと，出自のはっきりしないシ
スター・イザベルという存在，そして「曖昧なままに進行
する一連の出来事」を意味しているが，その奥の深層部で
は，パンフレット“EI,”が説く人生哲学である「有徳の
便宜主義」なるものの人生と人間社会にたいする曖昧な姿
勢，そして，牧師フォールスグレイヴのように美徳的にせ
よ，あるいは，いとこグレンのように悪徳的にせよ，「便
宜主義」を実践しているキリスト教人間社会の曖昧なあり
ようを指していると考えられる．なぜなら，物語終局部で
作者は「彼［ピエール］を取り囲むすべての曖昧なるも
の」を「八方に立ちふさがり，跳び越えることのできない

石の壁（stony walls）」（P337）と比喩的に言い換えている
からであり，「石の壁」はピエール＝メルヴィルを取り巻
く世間を意味しているからである．

4.2　wall

「壁」は前作『モービィ・ディック』のエイハブと『ピ
エール』のピエール＝エンケラドス，そして後の短編『代
書人バートルビィ──ウォール・ストリート物語』
（Bartleby, the Scrivener; A Story of Wall-Street, 1853）での
青年バートルビィをつなぐ比喩的なキーワードである．
「壁」とは何か？
「壁」の比喩は，まず『モービィ・ディック』で，信心
深く良心的で理性的なスターバックに向けて発せられるエ
イハブの次の台詞中で使用される──「打つなら，仮面を
打ち抜け！囚人は，壁を突き破る以外にどうやって外へ出
れようか？私にとっては白鯨がその壁で，すぐ目の前にあ
る．その向こうには何もないと思うこともある．だが，そ
れで充分だ…私はやつの内に，測り知れない悪意で強靭に
された法外な力を見る．その測り知れないものこそ私が憎
悪するものだ．白鯨が代理であろうが本尊であろうが，私
はその憎悪をやつに叩きつける」（MD164）．
エイハブ＝メルヴィルにとって彼を「囚人」として幽閉

する牢獄の「壁」とは何か？メルヴィルは，有色人種に対
する白色人種の優越性を肯定し，黒人奴隷制度を支持し，
アメリカ先住民族インディアンの駆逐と彼らの土地収奪を
是とする当時の一般的な白人アメリカ人の１人ではなかっ
た．多様な人種や民族と寝食を共にする捕鯨船に乗組んで
巡った太平洋の島々で，非白人社会，非キリスト教文明社
会の人々と生活を知り，世界人の視野を獲得したメルヴィ
ルにとって，偏見と独善性に満ちた狭隘な19世紀白人キリ
スト教文明社会の一方的な価値観と世界観の只中で生きる
ことは，牢獄で囚人生活を送るに等しかったであろう．
「壁」とは，メルヴィルがその中で生きる白人キリスト教
文明社会という無形の幽閉空間を囲む「壁」であり，その
社会を姿態化させて顕現させた白鯨は，善の仮面をつけた
悪，すなわち偽善の象徴であった．したがって，エイハブ
＝メルヴィルの前に立ちはだかる「壁」とは白人キリスト
教文明社会の偽善を意味している．
「出口なき，行き止まりの，盲

めしい

の死に壁が，探求する頭
すべてに最後にはぶち当たる」（MD521）と言うエイハブ
にとって，白鯨に化身した，ユダヤ・キリスト教の神の概
念を後ろ盾とする白人キリスト教文明社会の偽善は，突き
破らなければならない障壁であったように，ピエールにと
っては，彼を取り巻くキリスト教人間社会の曖昧な「便宜
主義」が障壁，すなわち「八方に立ちふさがり，跳び越え
ることのできない石の壁」となる．
メルヴィルは「石の壁」というフレーズを，デリィが神

に語りかける独白中でも使用するが，そこでは比喩的な意
味合いをまったく付与せずに，即物的，物理的に，ピエー
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ルたちの住む元使徒教会併設の建物の「石の壁」を指して
「神様，あなたはこれらの石の壁を通してお聞きになれ
る」（P321）とデリィに言わせているが，それはそれで意
味深である．なぜなら，ここでの「石の壁」はホテルや劇
場などの一般建築のそれではなく，元教会併設建築物のそ
れだからである．キリスト教会組織や制度に対するメルヴ
ィルの批判と忌避姿勢は首尾一貫しており，『タイピー』
や『オムー』での直截な言葉による糾弾や皮肉をはじめと
して，『マーディ』におけるキリスト教界の寓喩としての
陰鬱で醜悪なマラマ島の描出や『２つの聖堂』での冷たく
功利的な教会の姿勢の描出を通して，鮮明に発信されてい
る．このようにメルヴィルの作品群を通して流れている彼
のキリスト教界に対する否定姿勢は当然『ピエール』にも
流れており，したがって，真実と美徳を追求するピエール
にとっての障壁は，元使徒教会の冷たい「石の壁」によっ
て象徴されるようなキリスト教界の「便宜主義」であり，
その具現例としての，デリィの救済方法に関するピエール
の問いかけに「私は［そうした質問には］お答えしませ
ん」と応じるフォールスグレイヴ牧師の冷たく曖昧な「便
宜主義」であり，そして，グレンによって代表されるよう
な世間の冷たい「便宜主義」である．
ピエールがイザベルからの手紙を読んだ後，彼女との第
１回面談に行く前の時点で，作者はすでにこの作品を貫く
基本姿勢を表明している．「この地上の逃げ隠れする道徳
のご都合主義的な嘘や義務逃れ」（P107）──これらは牧
師フォールスグレイヴがすでにピエールと母の前で実証
し，後のパンフレット“EI,”が提唱する姿勢の産物であ
るが──に対する嫌悪の表明にとどまらず，さらに「神と
人間から永久に見棄てられ追放されるなら，おれは，神と
人間の両方に匹敵する力をもつことを宣言し，昼と夜とに
対して，天と地のすべての思想と事物に対して，自由に戦
いを挑む」（ibid.）と宣言する．つまり，ピエール＝メル
ヴィルは，パンフレットが提唱する「有徳の便宜主義」な
る曖昧な姿勢を初めから否定しており，さらに作品後半で
ピエールの幻覚を通して登場するタイタン，エンケラドス
のように戦う姿勢と意志を最初から鮮明に表明しているの
である．
執筆中のピエール＝メルヴィルが椅子に腰かけたままで
見る幻覚に現れるタイタンたちは，エンケラドスを先頭
に，「タイタンの山」──グレイロック山がモデルかと思
われる──の「断崖絶壁（the precipice’s... wall）」（P346）
に対して己の身を打ちつけ，憎しみを叩きつけながら襲い
かかるが，エンケラドスの胴体の上にはピエール自身の顔
があり，挫折，敗北と悲しみを予言している． ピエール
＝エンケラドスの行為は，白鯨に彼の憎しみを叩きつける
エイハブの行為と軌を一にしている．
『ピエール』の翌年に雑誌に発表された『代書人バート
ルビィ』では，筆写する仕事を放棄したバートルビィが完
全孤立して立ったままの姿勢で「煉瓦造りの死に壁（the 

dead brick wall）」（B28）14）を見つめ続け，「死に壁の夢想
（his dead-wall reveries）」（B29, 31, 37）に浸り続ける．刑
務所に収監されてからも彼は１人孤独に「死に壁に対面し
続け」（B44），最終的には「冷たい石」（ibid.）の「壁」
に頭をくっつけたまま死ぬ．彼は代書人になる前は，配達
不能の「死に文

ぶみ

（dead letters）」（B45）を処理する仕事を
していたという設定になっているが，これも意味深であ
る．「死に文

ぶみ

」とは，キリスト教界内の世間の人々の心に
届かない，つまり配達されえないメルヴィルの著作の暗喩
ではなかろうか．
エイハブは年齢的には50代という想定だが，ピエールと

バートルビィは青年の年代に設定されている．３者は
「壁」というキーワードで結ばれており，特にピエールと
バートルビィは共通点が多い．２人ともに最後は牢獄内
で，ピエールは服毒して積極的に，そしてバートルビィは
食べることを拒否して消極的にだが，死を選ぶ．１人はキ
リスト教界の人間たちの「便宜主義」という曖昧なる姿勢
に対して，白鯨のごとき白人キリスト教界の偽善を糾弾す
るエイハブのように果敢に戦いを挑むが，その「石の壁」
を乗り越えることはできず，もう１人は，そうした世間と
関わりをもつことを拒否することにより無抵抗の抵抗をす
るが結局，「冷たい石」で作られた分厚い「壁」を突破す
ることはできない．「壁」という比喩的キーワードを通し
て作者が最終的に描出するのは，克服不能な現実の「壁」
の認識である．

4.3　incest

ピエールとイザベルの曖昧な関係，男女としての，姉弟
としての，さらには仮装の夫婦としての２人の曖昧な関わ
り方を解明するキーワードが incestである．作者が incest
という語およびその派生形を使っている場面は２つだけ
で，半意識状態のピエールが見る夢幻の中に現れるエンケ
ラドスがピエール自身の顔をしていて，２代にわたる２重
の近親相姦から生まれたタイタンの息子であるという叙述
中と，画廊に展示されている『グィードのチェンチ』の模
写画の解説中のみである．
ピエールとイザベルの出会い，および心理的結合は，半

分血のつながった弟と姉としてではなく，独立した個体と
しての男と女として始まっており，初めて出合った際に２
人が男女として本能的に魅かれ合ったことが，それぞれの
口から語られる．イザベルは裁縫会の席で，ピエールの
「磁石のように引きつける意味ある視線」（P158）を感じ
て，顔を上げ彼の顔をまともに見つめ，家に帰って「衝
動」（P159）に駆られてピエール宛てに手紙を書いたと語
る．つまり，彼女は本能的反応から彼に手紙を書いたので
ある．一方，ピエールは，姉としてではなく女としての彼
女の「尋常でない肉体的磁性」（P151）に引きつけられた
のであり，「この瞬間に至るまでに起きたことのすべて，
そして今後起きるであろうことのすべては…ぼくがきみを
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初めて見た時にその運命的な端を発している」（P191-2）
という告白から容易に理解できるように，彼の心情と行動
の動因は，彼女を一目見て魅かれたことに，彼女に対する
一目惚れにある．
しかも，イザベルは異母姉という設定でありながら年齢
不詳で，ピエールより年上のはずだが幼子のように若い顔
をしている．彼女の「女性的可愛さ」（P140）と「天使の
ような子供っぽさ」（ibid.）は，ピエールにイザベルを姉
として見，姉と弟という関係で彼女に接することを困難に
させる．したがってピエールは「単なる弟の抱擁でイザベ
ルを抱き締めることは決して，絶対にできないだろう」
（P142）と感じるのである．
このように２人の関係は心理的に男女関係で始まってい
て，姉と弟のそれではない．しかし，彼女が異母姉である
ことが開示されることにより，心理的男女関係に姉弟の関
係が混入し，さらに偽装結婚をすることによって名目上の
夫婦という関係が付加される．語り手は「名目上，姉を妻
に変えるというピエールの…発想の隠れた萌芽は，それま
で母を姉さんと呼んでいたことに見出せたのかもしれな
い」（P176-7）と語るが，その「隠れた萌芽」は，のちの
フロイトが言うところのエディプス・コンプレックスや巷
間言われるマザー・コンプレックスの一種と考えてよかろ
う．なぜなら，語り手は，慈善裁縫会で見た彼女の顔が
「哀願するようで，美しく，情熱的な理想の聖母マリアの
顔」（P48）のようにピエールに取り憑いたと語っている
からであり，聖母マリアのイメージの中には母メアリに対
するピエールの思いが混入していると推量されるからであ
る．このように解釈を進めると，エンケラドスとは別の意
味での２重に近親相姦的な心理の流れをピエールの言動の
中に見てとることができよう．
ピエールとイザベルが演じる近
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愛的情景は，物語の
結末に至るまでの間に３度展開される．１度目は，彼女と
の１回目の面談開始時の夜の情景で，２人が初めて身体的
に接触する場面である．語り手はこの場面を「彼はかがん
で，彼女の額にキスした．彼女の手が彼の手をまさぐり，
一言も言わずに握り締めてくるのを感じる．彼の全存在
が，彼の手を握り締めている彼女の手の感覚の内に凝集す
る」（P113）と描いているが，２人が手を握り合うさま
は，通常の姉と弟というよりは通常の魅かれ合う男女とい
う感じである．２度目は，都会へと旅立つ前日の日中，２
人が偽装結婚することをピエールがイザベルに伝える場面
で，そこでは性衝動を奥に秘めた恋情を暗示する肉体的密
着が描出される──「彼の口は彼女の耳を濡らし，そのこ
とをささやいた…彼は彼女に燃えるような熱いキスを何度
もし，彼女と手をしっかりと合わせ，彼女の甘美で恐ろし
い受身の体を離そうとしなかった…２人はぴったりと体を
合わせて絡み合ったまま，無言で立っていた」（P192）．
３度目は，いとこグレンの冷酷な仕打ちに裏切られ，幼友
だちのミルソープが紹介してくれた元使徒教会の貧相な部

屋に入居したが，生活の資を稼ぐための執筆をまだ開始で
きないでいるピエールにイザベルが寄り添う夕暮れの場面
である．２人は１人用簡易ベッドに腰かけて体をくっつ
け，互いの体に腕を廻す．彼女が蝋燭を吹き消し，２人が
手を握り合うと，ピエールは性衝動と情欲に襲われ，「す
べては夢．ぼくらは夢見るという夢を見たと夢見ている…
どうして人は夢の中で罪を犯せようか？」（P274）と言
い，夕闇の中で無言で抱き締め合う．
なぜメルヴィルは，こうした近

イ

親
ン

性
セス ト

愛めく愛を描いたの
か？その理由は，近
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愛が不可能な愛，実行不可能な恋
情だからではないだろうか？『レッドバーン』でメルヴィ
ルは，一目惚れしたが達成しえなかった恋，果たせなかっ
た恋情，不可能な愛を寸描したが，そのレッドバーンの心
情を彼はピエールに移植して発展拡大させたのではなかろ
うか？なぜなら，ピエールはイザベルに対して「ぼくはピ
エールで，きみはイザベル．人間社会一般の広い意味での
ブラザーとシスターで，それ以上の意味はない」（P273）
と言っているからであり，そして，それにもかかわらず，
２人の間には真の意味での肉体関係はなかったと推断でき
るからである．
メルヴィルは1849年８月初めに結婚して，オールバニー

近郊の村からマンハッタンに転居した後も，自分の母親，
姉妹，弟と寝食を共にし続け，１年後ピッツフィールドに
移って以降もその生活形態は変わらなかったが，メルヴィ
ルの実生活の中に近
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愛めく情況を推量するための客観
的情況証拠はないし，仮にそのような情況があったとして
も，そのことがいかなる意味をもちうるだろうか？そうし
た根拠なしの疑念と推量をもって近
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愛という主題をお
ぼろげにとらえるよりも，「人間社会一般の広い意味での
ブラザーとシスター」の間の性愛として解釈するほうが論
理的で，かつ説得力をもつし，そうした解釈こそがこの作
品の存在理由を裏打ちするものであろう．なぜなら，３度
目の近
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愛的場面で，イザベルとの身体的密着により性
衝動と情欲を刺激されたピエールは「人間の道徳的完成と
いう究極の理念は的外れだ．半神は屑を踏むしだく．美徳
とか悪徳とかは屑だ！」（ibid.）と言い，そうしたことを
自分は書くとピエールは言うからである．意識上は「道徳
的完成」を求めてイザベルを救済しようと行動してきた
が，自分の意識下にある彼女に対する性衝動を自覚して苦
悶するピエールは，性に対する原罪意識を克服し，自然の
本能的な性衝動を肯定しようとする姿勢をこの台詞を通し
て表明している．さらに，美徳と悪徳は「１つの無から投
じられる２つの影（two shadows cast from one nothing）」
（P274）で「ぼくは１個の無だ．すべては夢だ…どうして人
は夢の中で罪を犯せようか？（I am a nothing. It is all a 
dream… How can one sin in a dream?）」（ibid.）と言うピ
エールは，美徳と悪徳という実体なき恣意的見方を，人間
存在の基底にある本能的な性に当てはめることはできない
という認識を語っていると考えられる．



五十嵐　博

58� 東海大学紀要海洋学部「海─自然と文化」

4.4　silence

メルヴィルの作品の多くは，冒頭の第１段落ないし第１
章中に，作品の主題に直結する鍵が置かれている．『ピエ
ール』前の作品では，『レッドバーン』の冒頭文に登場す
るモグラ皮製狩猟ジャケットが主人公レッドバーンの洗練
されていない心身のありようを表象し，その第１章の最終
段落で描かれる，亡き父が遺したガラス製帆船模型の破損
した姿は，主人公のロマンと幻想の瓦解を暗示していた．
『ホワイト・ジャケット』の冒頭文には当然のごとくに白
いジャケットが登場した．『モービィ・ディック』の第１
段落には死と虚無の象徴である棺が登場し，その第１章中
で，水に映るナルシスの幻像が「すべてを解明する鍵」
（MD5）として紹介された．『ピエール』後の『信用詐欺
師』の第１章には「愛…つけお断り［信用せず］（Charity
… No Trust）」（CM4-5）という人間不信を暗に表明する
掲示文が現れる．このように，メルヴィルの作品における
冒頭の第１段落ないし第１章は作品全体の正当な理解にと
って要となる重要な部分である．
では『ピエール』はどうか？『ピエール』の第１書で作
者は，まず，無邪気なピエールとルーシィを登場させ，続
いて主人公ピエールの出自と家系を語った後で，シスター
をほしがるピエールが母メアリをシスターと呼ぶ様子を描
くことによって，後のハーフ・シスター（異母姉），イザ
ベルの登場の伏線を敷いているが，特に重要なのは第１段
落で，そこで作者は，初夏の早朝の自然が微動だにせずに
「沈黙」の中に横たわるさまを語っている15）．この「沈黙」
が物語開始後の最初のキーワードである．
メルヴィルは，しかし，モグラ皮製狩猟ジャケットや白
いジャケットや棺と同様に「沈黙」をメタフォーとし，そ
れに何か特別な特定の意味を付与して『ピエール』を書い
たわけではなく，「沈黙」を１つの信号ないし標識として
使用しながら作品を書き進めたと解釈できる．なぜなら，
作者自身が書いているように「すべての深遠な物事と情動
は沈黙に先導され，沈黙に伴われる」（P204）からであ
る．換言すれば，何らかの意味を開示するのは「沈黙」そ
れ自体ではなくて，「沈黙」後に続く状態や行為，あるい
は「沈黙」の中で進行する状態や行為だからである．
『ピエール』は初夏の自然の「沈黙」で始まり，最終的
には，ハムレットが「あとは沈黙」という台詞を最後に息
絶えるのに対して，ピエールは牢獄内で「無言で手を握り
締めて（one speechless clasp）」（P362）絶命する．そし
て，冒頭の朝の「沈黙」と結末の夜の「無言」のしぐさと
の間に進行する物語の要所要所で作者は「沈黙」という言
葉を使用するか，あるいは「沈黙」の情景を描出するが，
物語前半では「沈黙」を死に関わるものとして，死の代名
詞のように使い，後半では曖昧さの表出として使用してい
る．以下に総覧してみよう．
物語前半で作者は，まず，イザベルの手紙の結尾に，彼
女の悲哀を墓に喩えて「もう書かないわ．──沈黙がこの

墓にはふさわしい」（P64）と記す．次に，ピエールが自
分の墓石にしたいと考えているメムノンの石は「深い森の
静寂がもつ深遠な意味の只中に」（P133）あると語り，そ
の石に対して「物言わぬ巨塊（Mute Massiveness）」
（P134）とピエールに呼びかけさせる．２回目の面談の終
わりには，ピエールとイザベルが共に「一言も発さずに
（without a single word）」（P162）パンと水を摂り，「一言
も発さずに」（ibid.）ピエールが彼女の穢れなき額にキス
して，「一言も発さずに」（ibid.）その場を去る情景を描
く．そして，ピエールが提案する偽装結婚にイザベルが同
意する際には，２人が近
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愛まがいに体を絡め合って抱
擁しながら「押し黙って立っていた（stood mute）」（P192）
情景を描出する．このように物語前半で作者は「沈黙」
を，心と精神と肉体の死，そして死にも等しい近
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愛の
先導者あるい随伴者として表出させている．
物語中間点の第14書の冒頭で作者は「すべての深遠な物

事と情動は沈黙に先導され，沈黙に伴われる」と語り，そ
れを例証した後で，都会への沈黙の旅路を疾駆する馬車の
沈黙する車内でピエールにパンフレット“EI,”を読ませ
る．こうした設定をすることにより作者は，そのパンフレ
ットのもつ意味の深さと重要性を暗示しているのである
が，同時に，この「沈黙」は，“EI,”が説く「有徳の便宜
主義」のもつ曖昧さ，唯一の正解というものをもたず複数
の答を抱えている曖昧で多義的な精神姿勢の表出としての
「沈黙」でもあろう．なぜなら，作者はパンフレットを“if
──”で切って終え，その続きを沈黙で包んでいるからで
あり，“if──”の後は，ケース・バイ・ケースのさまざ
まな想定と，それに応じた多様な答が可能だからである．
物語後半の開始後，馬車が到着した夜の都会は沈黙に包

まれている．そして作者は，都会到着後３日目の夜，元使
徒教会の夕闇の中でピエールとイザベルがぴったりと体を
寄せ合い抱き合いながら「黙して（hushed）」（P274）簡
易ベッドに腰かける近
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愛めく情景を描出するが，この
沈黙に続いて２人が何をしたか，あるいは，しなかったか
は語らず，不明で曖昧なままにしている．物語終局近くで
は，画廊に展示されている曖昧な笑みをたたえた作者不明
の『異邦人』を見て，イザベルが「見て！見て！…私の鏡
の中に映っていた顔とそっくり！」（P350）と言いなが
ら，同時に生前の彼女の父の顔を思い出し，一方，ピエー
ルは黒鳥亭で燃やした父の椅子肖像画を思い起こすが，ピ
エールはイザベルに「永遠に沈黙を守ろう」（P352）と言
う．そして「ピエールは沈黙した」（P353）ままで，「ど
うやってイザベルが自分のシスターだと分かったのか？」
（ibid.）と自問し，彼女が自分の異母姉であることに疑問
を抱き始める．このように，物語中間点から後半にかけて
の「沈黙」は，死の先導者ないし同行者というより，曖昧
なるものの表出となっている．換言すれば，パンフレット
“EI,”以降の「沈黙」の奥には「有徳の便宜主義」をはじ
めとする曖昧なるものが秘められているのである．
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4.5　Hamletism

『ピエール』の登場人物は血肉を付与された生身の個別
の人格として描出されてはいるが，『マーディ』や『モー
ビィ・ディック』の登場人物がそうであったように，何ら
かの概念の代表的体現者になっている．主人公ピエールが
体現しているものは，語り手が「高貴な若者たちの，高邁
な精神で戦うが常に破滅する性

さが

」（P136）と定義する「ハ
ムレット的性向ないしハムレット的精神（Hamletism）」
（P135）で，これが彼の在り方と作品の基調を知るための
キーワードになっている．
ピエールの人物設定は，パンフレット“EI,”を境にし
て，前半と後半とで色合いが異なる．前半は，楽園のよう
に緑と金色の陽光にあふれる田舎で可愛い許婚とデートを
し，美しい母と暮らす，裕福な領主の館の１人息子として
設定され，後半では，19世紀中葉のロウアー・マンハッタ
ン近辺と思しき都会の中心部で窮乏生活を送る青年作家と
して描かれる．青年作家としてのピエールには，この物語
が始まる以前に恋愛詩『熱帯の夏』で華々しくデビュー
し，すでに複数の作品を世に出しているという設定がなさ
れており，そこには『タイピー』でデビューしたメルヴィ
ル自身の姿が投影されている．そして厳冬のマンハッタン
の暖房のない部屋で執筆し続けるピエールの姿には，結婚
後にオールバニー近郊の村からマンハッタンに移り住んだ
メルヴィルが第３作『マーディ』を執筆していた当時の情
況が反映されている．しかし，田舎の貴公子としても，都
会の貧しい作家としても，首尾一貫してピエールはハムレ
ットと同様に，社会正義を追求する．
「ハムレット的性向」を賦与された主人公の物語を要約
すると次のようになる．純真な田舎の貴公子ピエールは，
異母姉の出現によって人生と世界の暗い隠れた部分に開眼
し，社会正義を追求するために自分の世俗的幸福を犠牲に
して彼女と偽装結婚し，都会の窮乏生活の中で生活の資を
稼ぐために本を執筆するが，出版社からも世間からも拒絶
され憎悪され，最後は殺人と自殺により破滅する．父を殺
して王位と母を奪った叔父の犯罪を断罪し，社会正義を追
及するハムレットとは意味合いが異なるが，ピエールの物
語は，意識下にイザベルに対する性的情動を潜在させなが
ら，道徳的社会正義を追求しようとした無垢な青年のぶざ
まな生きざまであり，悲劇である．
“Hamletism”というキーワードは，メムノンの石が象
徴するものとして語られている．語り手は，田舎の領地サ
ドル・メドウズにいた頃のピエールが，この巨石をメムノ
ンの石と命名し，これを自分の「墓石」（P133, 135）にし
たいと思ったりしたことを叙述しながら，「この悲しい
［メムノンの］伝説に私たちは古代世界のハムレット的精
神の体現を見出す」（P135）と語る．そして，古代のメム
ノンと近代のハムレット，および現代のピエールが似たよ
うな道を歩むことを示唆しながら，「メムノンの像が今日
まで残っているように，高貴な若者たちの，高邁な精神で

戦うが常に破滅する性
さが

も残っている」（P136）と結んでい
る．
さらに，『ハムレット』からの引喩もある．作者は「こ

の世の関節は外れている．なんと呪わしい因縁か，／それ
を正すために自分が生まれてきたとは！」（P168）という
ハムレットの独白を引用して，「忌まわしい世間の慈愛の
なさと心なさ」（P163）を矯正し，曖昧な「便宜主義」が
支配するキリスト教人間社会を是正しようとするピエール
の批判姿勢と心境を代弁させている．そして物語の終局
で，群集の只中でグレンが鞭でピエールの頬を打ち，それ
に対してピエールは即，銃を抜いて相手を殺すが，なぜ作
者はグレンに鞭を使わせたか？この設定の背後には「誰が
この世の鞭と侮蔑を耐え忍ぼうとするか（who would bear 
the whips and scorns of time）」（Hamlet, 3.1.70）というハ
ムレットの台詞が透けて見える．

＊　＊　＊　＊　＊

以上，８つのキーワード──「ミルク」，「騎士」，「心」，
「曖昧なるもの」，「壁」，「近
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愛」，「沈黙」，「ハムレッ
ト的精神」──の視点から『ピエール』にアプローチし，
作品が抱える「曖昧なるもの」の骨格を明らかにした．副
題『曖昧なるもの』とは，作品表層部の物語上では，ピエ
ールの亡父の過去や出自のはっきりしないイザベルという
存在，および「曖昧なままに進行する一連の出来事」を指
すが，しかし，その下の深層部では，「沈黙」という仮面
の背後に隠されている「便宜主義」，すなわち，パンフレ
ット“EI,”が説く「有徳の便宜主義」という人生哲学に
よる人生と人間社会に対する曖昧な対応姿勢，具体的に
は，牧師フォールスグレイヴのように美徳的にせよ，ある
いは，いとこグレンのように悪徳的にせよ，「便宜主義」
を実践している現実のキリスト教人間社会の曖昧なありよ
うを意味している．
次稿以降では，この作品の心臓部を形成する「真理の道

化」と「有徳の便宜主義」の対峙，および，天上の愛と地
上の愛の対置を論考する．
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要　　旨

メルヴィルの『ピエール』には多数のキーワードがちりばめられており，謎めいた副題『曖昧なるもの』を解明し，作
品を正当に理解するための手がかりとなっている．
導入的キーワード「ミルク」は，うぶな19歳の青年レッドバーンが「一杯のミルク」を出してくれた美しい娘に一目惚
れをする『レッドバーン』の田舎の一場面を拡大発展させ，虚構化したものが『ピエール』であることを示唆している．
『レッドバーン』でも『ピエール』でも主人公は，聖なる父の偶像の瓦解を通して，人間的現実の暗い側面に開眼する．
『ピエール』の前半と後半の設定は対照的で，田舎から都会へと舞台が移行するのに合わせて，楽園と地獄，理想と現
実，光と闇，喜びと悲しみ，生と死，そしてイノセンスと開眼が対比的に描かれる．
次のキーワード「騎士」は，物語前半でピエールが対峙し戦い始める「黒い騎士」が，物語後半で「不死身の騎士」と
して登場するメルヴィル自身を指すことを暗示する．３番目のキーワード「心」は，メルヴィルが『ピエール』で心を追
求することを，そして，これには慈悲深い心の追求と人間の深層心理の探求という２重の意味があることを教えてくれ
る．
他のキーワード群はこの小説の本筋と骨格を明らかにする．「曖昧なるもの」はこの書の本質的な不明瞭さをほのめか
し，「壁」は曖昧な「便宜主義」が支配するキリスト教世界を取り囲む障壁を含意し，「近
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愛」はピエールと異母姉と
思われるイザベルとの間の曖昧な男女関係を暗示し，「沈黙」は肉体と精神の死の先導者ないし同行者であると同時に曖
昧なるものを内に秘める．そして「ハムレット的精神」は，曖昧な「便宜主義」を実践するキリスト教人間社会に対する
ピエールの批判姿勢を表明している．


