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　　　　　寓意と象徴の問

ホーソーンにおけるロマンスの意味について一

高　橋 勤

一。はじめに

　ホーソーンの作品についてロマンスの意味

を問うとき，私たちは，「中間領域」（“燕e瞭al

territory”）という言葉をまず思い起すだろ

う。周知のように，ホーソーンは7劾S侃7妨

二二7の序文のなかで，ロマンスの情況を現

実と想像の「中間領域」と定義しており，日

常的な事物が月の光によって神秘性をおびる

過程に喩えているω。私たちは，このロマンス

の「中間領域」を，時にはゴシック・ロマン

に見られる怪奇趣味に結びつけ，時にはテー

マやイメージの曖昧性という視点から論じて

きたのではないだろうか。つまり，光と闇，

昼と夜，町と森というイメージの視点から論

じ，あるいは，罪と三三，愛と孤独，現在と

過去というテーマの観点から捉えてきたので

はないだろうか。そして，このテーマやイメー

ジにおける「中間領域」をロマンスの本質と

考えてきたのである。

　この小論において指摘したいのは，ホー

ソーンの「語り」の技法における曖昧性とい

う問題である。ホーソーンの意図的な文体表

現が，ロマンスの「中間領域」を作り上げ，

その効果を劇的に高めているという事実であ

る。特に，ホーソーンの作品においてしばし

ば問題とされるアレゴリーとシンボルの問題

に触れ，ロマンスの意味について考察したい

と思う。

二。アレゴリーとシン求ル

　ロマンスにおける象徴という問題について

考えるとき，私たちが陥りやすい誤りは，作

品の中に特定のシンボルを探しだし，それを

「語り」のコンテクストから切り離してしまう

ことである。たとえば，銑6Soα7癖ゐ6舵7の

中のシンボルは，Aという文字であり，パー

ルであり，森であるといった見方だ。私たち

が問題にしなければならないのは，むしろ，

ロマンスという「語り」の技法における象徴

性ではないだろうか。Aという文字がなにを

意味するかということではなく，どう意味す

るかという「語り」の過程が問題なのである。

ホーソーンは，ロマンスの「中間領域」につ

いて，日常の事物が月の光によって精神化さ

れ，「その実体をなくし，知性の産物と化して

しまう」（‘‘they　seem　to　lose　their　actual

s簸bstance，　and　becorne　thiτ1gs　of　i捻tellect”

CE1：35）12）過程であると定義しているのだが，

すると，ロマンスを創造することは，現実の

世界を精神化し，象徴化する過程でもあった

はずである。ロマンス＝象徴という図式がこ

こに成立している。そして，現実の世界を想

像の世界に移行させる「語り」の過程こそ，

象徴的技法と言えるのではなかっただろうか。

　ロマンスにおける象微の意味を問うとき，

日常の事物を精神化するという意味において，

それはシンボルにもアレゴリーにも該当する

だろう。周知のとおり，H：yatt　Waggonner

は，ホーソーンの語りの技法について，「シン

37



2 餐穿語文イヒ論究7

ボリズムとアレゴリーの間の領域」（“a

realm　between　symbolism　and　aUegory”）（3＞

に位置すると述べている。そうすると，ホー

ソーンのロマンスにおけるアレゴリーとシン

ボルというもう一つの「中間領域」を説明す

ることにより，ロマンスという語りの本質に

新たな洞察を加えることができるのではない

だろうか。

　アレゴリーとシンボルの比較については，

過去さまざまな議論が展開されてきた。古く

はロマン派の詩人から現代の批評家に至るま

で，この両者の比較を試みているのだが，そ

の云わんとするところはほぼ一致している。

かりに，ロマン派の詩人であるSamud　T．

Coleridgeの主張と，現代を代表する批評家

Paul　de　M躁の主張をここに並べてみると，

その類似性に驚かされるだろう。

翼ow　an　allegory　is　b蔵t　a　tra簸slatio簸of．

abstract　notions　into　a　picture　language，

which　is　itself　nothirlg　but　an　abstractio貧

from　objects　of　the　senses：＿On　the　other

hand　a　symbo1。．．is　characterized　by　a

tra貧sl鷺cence　of　the　special　i且the　individ－

ua1，0r　of　the　general　in　the　special，　or　of

the　universal　in　the　genera1；above　a1ユby

the　tra薮sl観cence　of　the　eternal　thro疑gh　a貧d

in　the　tempora1．　It　always　partak：es　of　thε

reaiity　WhiCh　it　renderS　inteliigible；and

while　it　enunciates　the　whole，　abides　itself

as　a　living　Part　in　tha．t　unity　of　which　it　is

the　representative．（Samuel　T．　Coiα量dge，

殿6S如忽s規6％月山％％認より）㈲

Allegory　apPears　as　dryly　ra．tiorlal　ar｝d

dogmatic　ia　its　reference　to　a　meaning　that

it　does　not　itself　consti加te，　whereas　the

SymbOI　iS　fOunded　On　an　i籍timate　簸n気ty

between　the　image　that　rizes　up　before　the

senses　and　the　supersensory　totality　that

the　image　suggests．（Paul　de　Man，8伽4一

脇∫α脈動s麦9配より）（‘）

ここでColeridgeとde　M訟がともに主張し

ている点は，象徴の過程において，指示する

ものと指示される内容との間の“unity”とい

う問題だろう。アレゴリーにおいては，指示

するものと指示される内容との問には歴然と

した距離があり，いっぽう，シンボルでは，

両者の聞に有機的な結びつきがあると言い換

えてもいいと思う。そして，このアレゴリー

における抽象性とシンボルにおける具象性と

いう問題が，近代の詩論のなかで大きな位置

を占めてきたことは言うまでもない。

　一般的な見方をすると，アレゴリーとは，

ある道徳的な言説を提示するために物語の枠

組みを用いる手法である。そこにおいて，登

場人物はしばしば擬入化され，あるいは平板

なタイプとして用いられ，教訓的な言説を読

者にわかりやすく伝えることを意図している。

アレゴリーの手法を用いた代表作にJohn

BunyanのPゴ忽γ鋤誘P％og廻∬があり，クリ

スチャンという名の主人公が「落胆の沼」や

「虚栄の市」やさまざまな誘惑を克服し，神の

栄光に到達する過程が描かれているのは周知

のとおりであろう。

　このように，アレゴリーでは抽象的な観念

性に重きが躍かれるのに対して，シンボルに

おいては，入物やイメージはそれ独自の意味

をもつものとして機能している，と遇えるだ

ろう。そして，シンボルの場合には，その語

りのコンテクストのなかで観念的な意味が暗

示され，それを理解することはおもに読者の

解釈に委ねられるのである。Richard　Chase

は，アレゴリーとシンボルの区別を次のよう

にまとめている。

Pure　aユlegory　（if　it　can　ever　be　isolated　as

such）assumes　two∫ixed　discourses　　a

la登guage　of　static　s呈9嚢s　and　a　set　of　trut｝ユs
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寓意と象徴の間 3

to　which　they　refer．　h　allegory　the　sig捻s　or

symbols　have　little　or薮。　ex童ste難ce　apart

from　their　paraphrasable　mea簸ing。　Alle－

90ry　f10UriSheS　beSt，　Of　COUrSe，　When　eVery－

one　agrees　on　what　truth　is，　when　1茎之erature

is　regarded　as　exposition，難ot　as　discovery．

Asymbolic　or　symbolistic　li£erat駿re

resPonds　to　disagreements　about　theむ．雛th．

亙之purports宅。　discover　or　create　truth，欺e

Coleridge’s“imaginatio貧．”．．．Thαs　a　poet重c

SymbOi　nOt　Only　mea貧S　SOmething，　lt　IS

somet鎖ng　　　nameiy，　a簸　　a蔑tonomous

truth　whic豊has　bee捻dlscovered撫the

process　by　which　the　symbo1¢merged　iR

the　c幟ex七〇f　the　poem．．．．Rather，　it

SUggeStS　SeVerai　mea鍛ingS．（6）

ここにおいて，チェイスは，アレゴリーとシ

ンボルの対比を，抽象に対する具象明示に

対する暗示，意味の統一一性に対する多様性だ

としている。さらに，アレゴリーにおいて，

その意味内容を容易にパラフレイズすること

が可能であるということ，またシンボルを理

解することは，“discovery”の過程であるとい

う指摘にも，私たち大きな啓発を受けるだろ
う。

　しかし，こうした批評家の指摘にもかかわ

らず，私は，アレゴリーとシンボルという手

法は安易に比較できるものではないと考えて

いる。というのも，両者は語りにおける二つ

の，全く異なる側面を指し示しているからで

ある。アレゴリーの重要な特質は，おそらく，

その象徴性にあるのではなく，その物語性に

あるのではないだろうか。指示するものと指

示される内容が明確に呼応するという象徴の

過程にあるのではなく，宗教的な教義や政治

のイデオロギーという物語性を，喩えの事物

が忠実に指示しているという事実ではないだ

ろうか。アレゴリーという手法は，宗教にお

ける信仰と懐疑という物語を，政治における

正義と悪の闘争という物語を，比喩的に描き

だす手法なのだ。

　一方，・シンボルにはこうした物語性は欠落

している。チェイスの指摘にあるように，シ

ンボルとは，語りのコンテクストの中から観

念的な意味が生成される過程を指示している

のであり，アレゴリーの物語性とは無縁のも

のなのである。このように，アレゴリーとシ

ンボルは，語りにおける全く異なる二側面を

意味しているのであり，短絡的に比較されう

る内容のものではないことを確認しておく必

要があるだろう。

　さらに，アレゴリーとシンボルは択一的な

手法ではなく，同一の語りにおいて用いられ

うるものだとも言えるだろう。そして，ホー

ソーンのロマンスにおいて，この二つの手法

が微妙に融合し，語りの効果を高めている事

実に注目したいのである。

三。ホーソーンの誤マンス論

　Daniel　Hoffma貧は，ホーソーンにおける

ロマンスの手法をアレゴリーだと説明してい

るω。作品のなかで問題を提起し，真理を示唆

する手法としてアレゴリーを用いた，といつ

のである。おそらくホフマンは，ホーソーン

の作品において，ロマンスの虚構性がアレゴ

リーのもつ物語性に大きく依拠していること

を見抜いていたのだろう。ホーソーンにとっ

て，物語を過去に設定することは，ただ単に

ロマン’スの虚構性を高め「伝説のようなモヤ」

（“lege磁ary　mist”CE2：2）を作品に投げか

けるばかりではなく，アメリカのピューリタ

ンが抱いていたアレゴリカルな物語性（たと

えば，罪一苦悩一聴罪という物語）に回帰す

る手法でもあったのだろう。過去の物語とい

う虚構性は，つまるところ，アレゴリーの物

語性によって創り上げられていたのである。

ホーソーンは，“Rappaccini’s　Daughter”のな

かで，自己の作風について“i卿eterate　love
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娃 言語文化論究7

of　aUegory”（CE10：91）と，皮肉をこめて語っ

ているのだが，ホーソーンはここでアレゴ

リーの物語性を作品の枠組みとしたことを示

唆していたと思われる。

　また，“inveterate　love”と皮肉めいた日調

で語ったところに，ホーソーンのアレゴリー

に対するアンビヴァレントな感情が潜んでい

たことも事実だろう。ホーソーン自身，アレ

ゴリーという手法が時代おくれで，時には滑

稽味をおびた文学形式であることを熟知して

いたし（8），銑6召b％s6の「挽6　S606％Gαろ♂6s

の序文では，ロマンスにおけるアレゴリカル

な抽象性と教訓性を，次のように批判してい

る。

When　roma簸ces　do　really　teach　a町thing，

or　produce　any　effective　operatio簸，　it　is

usually　through　a　far　more　subtile　process

than　the　ostensible　one。．The　Au出or　has

considered量t　hardly　worth　his　while，　theτe－

fore，　relentlessly　to　impale　the　story　with

its　mora1，　as　with　an　iro簸rod－or　rather，

as　by　sticking　a　pi捻　through　a　butterfly

一一一
狽?ｕｓ　at　o鍛ce　depriving　it　of　life，　and

ca昼sing　it　to　stiffen　in　an　u捻gainly　and

unnatural　attitude．（CE2：2）

ロマンスが道徳的な効果を生み出すとしたら，

それは明自な道徳の表現によるものではなく，

「もっと微妙で曖昧な手法によるもの」だと言

うのである。つまり，ホーソーンは，ここで

アレゴリーの明白な道徳性と抽象性を否定し，

シンボルの具象性と暗示性を主張しているの

だ。ホーソーンはさらに7物S6αγ観し6舵7

の序文のなかで，ロマンスの本質についてこ

う語っている。

The　somewhat　dim　coa1－fire　has　an　esse往

tiahrlfluer｛ce　in　producing　the　effect　which

豆would　describe．　It　throws　its　unobtrusive

ti捻ge　th∫oughout　the　roGm，　with　a　faint

rudd呈Ress　upon　the　walls　a鍛d　ceili貧g　arしd　a

reflected　gleam　from　the　polish　of　the　fur－

niture．　This　warmer　light　m捻gles　itself

with　cold　spirituality　of　the　moonbeams，

and　COmmUniCateS，　aS　it　Were，　a　heart　and

sensibilities　of　h礁maR　te簸derness　to　the

forms　which　fa捻cy　s慧mmo貧s叩．　It　con－

verts　them　from　snow－images　into　me簸a磁

wome貧．（CEI：36）

ホーソーンのロマンスおいて「月の光」が重

要な要素であることは，前にも触れたとおり

だが，この一節では「月の光」と「暖炉の火」

が対比されている。「月の光」によって象徴さ

れる「冷たい精神性」と「暖炉の火」によっ

て表わされる「人間的な心と優しい感性」と

の対比は，アレゴリカルな抽象性とシンボリ

カルな具象性との対比と理解できないだろう

か。つまり「冷たい精神性」によって描かれ

たアレゴリカルな陰画の世界に「人間的な心

と優しい感性」を与え，“snOW－images”（雪

人形）を生身の入間に変えるシンボリカルな

描写こそロマンスの本質と言えるのではない

だろうか。

　ホーソーンの作品に“The翫ow一亙mage”

という短篇があるのは，周知のとおりだろう。

ある雪の日，二人の子供が雪人形を作ってい

ると，その入形が少女に変身し子供と一緒に

遊ぶ，という物語である。想像力のかけらも

ない現実的な父親により，暖炉の前に座らさ

れた少女は，雪に戻り溶けてしまうだが，私

はこの作品が文字どおり“snow－irnage”でし

かなく，象徴性に富んだロマンスに成りえて

いないと思う。なぜなら，この雪人形から生

まれた少女は，一つのタイプとして平坦に描

かれているに過ぎず，人間的な感性も心理的

な洞察も与えられていないからだ。この
“snow－image”は「暖炉の火」の前で，象徴的

な人物に変貌するのではなく，寓意的な人物
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として文字どおり溶けてしまうのである。

　擬入化された入物やテーマの抽象性をアレ

ゴリーの特質と仮定すると，ホーソーンの短

篇のなかで寓意性の強い作品には，“Fancy’s

Show　Box”，“The　Man　of　Adamant”，

“Egotism；or，　the　Bosom　Serpent”，“The

Minister’s　Black　Veir’，“The　Birthmark”，

“The　Celestiai　Railroad”，“The　Christmas

Ban．quet”，’“Earth’s　Holocaust”，“The　Great

Carbuncle”，‘‘Dr．　Heidegger’s　Experi－

ment”，“Lady　Eleanor’s　Ma濾e”，“The

Maypole　of　the　Merrymount”などが挙げら

れるだろう。“：F麗cy’s　Show　Box”という作

品には，主人公の罪の意識をめぐって
Fancy，　Memory，　Conscienceという三人の

擬人化された人物が登場し，その手法は中世

の道徳劇を彷彿させるし，“The　Man　of

Adama鍛t”という作品では，石のように冷た

い心を持った男が，愛を拒絶し，文字どおり

石と化して死ぬという過程が寓話的に述べら

れている。“Egotism；or，　the　Bosom　Ser－

pent”では，入間のエゴや罪という観念が「心

の蛇」という比喩によって描きだされ，罪の

普遍性というテーマが間われている。ホー

ソーンはこの作品について，銑6ん彫留袖

八碗幼。盈にその原案をこう書き記している。

“Asnake，　take鞭加to　a　ma難’s　stomach　and

nourished　there　from　fifteen　years　to　thirty

－five，　torme簸ting　him　most　horribly．　A

ty茎）e　of　e掩vy　or　some　other　evil　passion”

（CE8：22）。このようにアレゴリーでは，作者

の意図する言説が物語の枠組みを借りて提示

され，教訓的な道徳によって締括られるのが

一般的で，読者はこの言説を忠実に解釈する

ように促される。

　一方，象徴性の強い作品には，一般的にホー

ソーンの短篇の代表作といわれる“Young

Goodman　Brown”，“My　Kinsman，　Major

Mol三neux”，“Roger　Malvin’s　Buria1”，

“Rappaccini’s　Daughter”などが含まれると

思う。これらの作品の中で象徴的な効果を作

り上げているものは，心理的な洞察と鮮明な

イメージの組合せであり，暗示的な語りの手

法ではないだろうか。アレゴリーの抽象性や

道徳性に対して，シンボルでは現実性と暗示

性が強調され，テキストの意味は読者の解釈

によって創造されるのである。

　Erich　Frommは，夢や儀i式や神話という一

連の事象を「象徴的言語」と定義し，その特

性を「衝撃の強さ」（‘顎t鋤slty”）と「連想」

（“associatioバ）にあると言っているが（9），

ホーソーンのロマンスについても同じことが

言えるのではないだろうか。ブラウンによる

悪夢的な森の体験，ロビンが目撃したモリ

ヌー少佐をめぐる暴動，ロジャーをめぐる因

果とルーベンによる息子の殺害，そしてジョ

ヴァンニのベアトリーチェに対する愛と憎悪。

この悪夢のような「衝撃の強さ」と「連想」

の効果がロマンスという「象徴的言語」の本

質なのである。

匹。「若いグッドマン。ブラウン」

　“Yo雛ng　Goodman　Browバは，アレゴリカ

ルな枠組みのなかで物語が語られている。こ

の物語は，主人公のグッドマン・ブラウンが

人間の悪に開眼する物語だと要約することも

できるだろうし，宗教的な解釈をすれば，主

人公がキリスト教会から迷い，フェイスつま

り信仰から離れて，悪魔の蹟治する荒野に入

る物語だとも理解できるだろう。たとえば，

“Young　Goodman　Brown”に描かれた森の

シーンは，“Roger　Malvi且’s　B∬ial”の場合と

は対照的に，その実体性が希薄である。

“Roger　Malvin’s　Buria1”に描かれた森は，フ

ロンティアの森としての実体性があるのだが，

“Young　Goodman　Browゴ，の森は象徴的に

描かれ，「道徳的な荒野」という意味の一面性

が強調される。しかし，この物語の効果を高

めているものは，このようなアレゴリカルな
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抽象性ではなく，暗示的な語りによる意味の

多様性と感覚的なイメージによって作られる

悪夢のような現実性なのである。

　この森の描写に見られる「目に見えぬ群衆」

（‘‘αnseen　m簸1titude”CE10：82）　という言葉

に注目したいと思う。ホーソーンはしばしば

「群衆，多数」という意味で“multitude”という

語を用いるのだが，この作品では特にロマン

スの手法について示唆に充ちた雷葉でもある

ように思われる。つまり，この作品に描かれ

た森という情景は，寓意的な固定した意味の

世界から，象徴的で多様な意味，すなわち「多

数」の世界への移行を示唆するからである。

それはボードレールのいう多様なイメージに

充たされた「象徴の森」にも比較できるかも

しれない。この森においてブラウンは道徳が

錯綜する「多数」の意味に直面するばかりで

なく，この語りそのものが暗示的な効果とイ

メージの交錯によって「多数」の象徴的な意

味を生み出すのである。ブラウンは森の中で

敬慶なGoody　Cloyseの姿を見て愕然とする

が，その驚きの言葉に“aworld　of　meaning”

（CE1α8のがあると描かれるのも単なる息急

め綾ではない。

　隠に見えぬ群衆」という言葉は，まずブラ

ウンが森の中で出会う罪深い「群衆」の伏線

として描かれる。この森では聖者と罪人が混

沌として戯れ，ブラウンが従来抱いてきた道

徳的な価値観は崩壊する。ブラウンの心の中

で善と悪は倒錯し，自己の罪に直面した彼は，

群衆に「忌まわしい同胞意識」（“loaths◎me

bro出e痛ood”CEI◎：86）を抱くのだ。ブラウ

ンの心は信仰と懐疑，罪と良心の間を揺れ動

き，その道徳的な曖昧さが“10athsome

brotherh◎od”という撞着語法によって表現

されるのである。

　また読者にとって，“u聡ee簸m嘘i撫de”と

は，森の中の視覚的，聴覚的イメージによっ

て織り成される意味の多様性と理解できない

だろうか。木々の軋む音，風の轟き，野獣や

インディアンの叫び声，森にこだまするブラ

ウンの絶望的な笑い，黒ミサの中で燃えさか

る炎，浮かび上がる群衆，そして響く賛美歌。

こうした多様なイメージが「恐怖にみちた調

和」（“awf滅harmony”CE10：84）という撞

着語法で描かれる。ブラウンとフェイスが悪

の洗礼を受ける赤い水は，周囲の火に赤く映

しだされているだけなのか，罪を暗示する血

のしみなのか，生け蟄の平なのか，それとも

地獄の炎なのか。この鮮明なイメージの連鎖

と暗示的な描写が，物語に悪夢のような戦標

感を与え，ロマンスの効果を高めているので

ある。～貧see簸multi加（量e”，“10athsome

brothe山ood”，“awful　harmony”という撞着＝

語法によって描かれた悪の誘惑と嫌悪，多様

性のなかの統一，そして夢と現実の相克がこ

のロマンスの本質なのだ。

五。語りの象徴牲

　ホーソーンのロマンスにおける文体は，

けっして平明なものではない。しかしながら，

イメージの鮮明さにおいて，あるいは心理的

な洞察の提示において，極めて明晰な文体で

あることは否めないだろう。また，ホーソー

ンは時として，この文体の明晰さを放棄し，

錯綜した文体を用いることによって，意図的

に読者の反応を操作しているのも事実である。

つまり，テクストの意味内容と表現の問にズ

レを産み出し，読者の反応を遅らせ，宙吊り

にする効果を狙っているように思われるので

ある。そして，テクストと読者のあいだに作

られた，この語りの空間を，ホーソーンのロ

マンスにおける重要な特質とすることはでき

ないだろうか。

　F．0．Matthiess磯はホーソーンの語りの

技法について“the　device　of　multiple

choice”と言い（10），　Yvor　Wintersは“the　for．

mula　of　altemative　possibilities”と指摘して

いる（11）。つまり，ホーソーンの語りは多様な
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意味の可能性を提示し，読者に選択の自由を

与えるというのである。「読み」の過程におけ

る読者の逡巡と意味の発見が，ロマンスの効

果を高めているということだろうか。

　こうした指摘をうけて，Ri磁arad　H：arter

Fogleは，“Young　Goodm麗Brown”の文体

について，ホーソーンが意図的に情景の描写

を曖昧にし，人生の神秘と不可解さを暗示す

ると指摘しているα2）。たしかに，作者は
‘‘

唐?ｅｍ” C‘‘奄盾盾求h，‘‘apPear”，‘‘it　is　s農id”，‘‘as

if”という表現を用いて，主観と客観，夢と現

実の境を曖昧にし，読者に判断を委ねるかた

ちで，ロマンスの「中間領域」を創り上げて

いる。　　　　　　　　’

　さらに，ここで指摘したいことは，ホーソー

ンが否定的な表現を用いることによって，意

図的に文体を錯綜させている事実である。

“Young　Goodman　Browバにおいて，読：者は

ブラウンが体験した森のなかの悪夢的な光景

を次のような錯綜した文体によって追体験す

る。

The　blue　skly　was　still　visible，　except

directly　overhead，　where　this　black　mass　of

cloud　was　sweepi敷g　swiftly　northward

Aloft　i録the　air，　as　if　from　the　depths　of　the

cloud，　came　a　co捻fused　and　do観btful　sound

of　voices．　Once，　the　iiste鍛er　fa簸ded　that　he

could　distinguish　the　accents　of　tow欝’s

－peoPle　of　h三s　ow捻，　me貧and　women，　both

pious　and　ungodly，　many　of　whom　h¢had

met　at　the　commu捻io簸宅able　a磁had　see捻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

others　riot：ing　at　the　tavern．　The　next

mome就so　indistinct　were　the　so積nds　he
　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

doubted　whether　he　had　heard　aught　but

the　murmur　of　the　oid　forest，　whisperi貧g

without　a　wind．　Then　came　a　stronger

swell　of　the　familiar　tones，　heard　daily　i捻

the　sunshi薮e　at　Salem　vi11age，　but　never

untll　now　from　a　cloud　of　night．　There　was

Gne　VOiCe，　Of　a　yOU葺g　WOma難，厩teriむ9

1ame蹴atiO鷺S，　yet　With　a聡u簸Certai簸SOr・

rOW，　and　e鑑rea宅ing　fOr　SOme　faVOr，　WhiCh，

perhaps，　it　wo報d　grieve姦αto　obtain；a簸d

all　the　unsee難multit簸de，　both　saints　and

Si簸nerS，　Seemed　tO　e無COUrage　her　OnWard．

（CE10：82，下線筆者）

ブラウンが悪魔の誘惑に対抗して天を仰いだ

とき，そこに黒い雲の塊がよぎる。この不吉

な予感は，“black　mass”が「黒い雲の塊」で

あると同時に「黒ミサ」を暗示することによっ

て一層深まるだろう。さらに，“except”，
‘‘

р盾浮b狽?ｕｒ，，　ζ‘indistinct，，，　4ζdo1ほbted，，，　‘‘b穫t

never” C“福モ?ｒｔａｉバ，㌔薮seeバといった否定

的な表現が繰り返され，この情景が曖昧なも

のとなるばかりでなく，一旦肯定した意味を

同時に否定することによって，読者の理解は

宙吊りにされる。ブラウンにおける信仰と懐

疑という心の曖昧性が，森の情景の曖昧性に

象徴化され，さらに決定不可能な文体表現と

して表されていると解釈できないであろうか。

　Wmiam　York　Tl磁a11は，文学的な象徴に

は「決定不可能な」意味が含まれ，「見せる」

作用と「隠す」作用が同時に働くと指摘して

いるが醐，より正確に言うと，テクストと読

者の間に作られるこの「決定不可能な」空聞

が，語りの象徴性を作り上げていると雷える

だろう。ア加S60γ観琵飽7の語り手が，　A

という二文字を発見して，それを「神秘的な

象徴」（“the　mystic　symbol”）と呼び，「私の

感性に微妙に伝わるのだが，心の分析では捉

えがたい」（“subtly　communicating　itself　to

my　sensibilities，　b魏t　evading　the　analysis　of

my　mind”CEI：31）と言うとき，ホーソーン

は象徴の「見せる」作用（“communicatねg”）

と「隠す」作用（“evadiれg”）を十分に理解し

ていたにちがいない。そして，その文学的な

象徴というものが，言語という理性的な心の

働きでは捉えきれず，唯一「決定不可能な」
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8 雷語文化論究7

表現によってしか読者に伝達されないことを

示唆していたのではないだろうか。

　“Young　Goodm3n　Brown”の森の描写に

おいても，この「見せる」作用と「隠す」作

用の拮抗によって，象徴的な語りの空間が創

られている。青い空が「まだ見えて」（“still

visible”）いながら，にわかに黒い雲がたちこ

める。ブラウンは町の人の声を「聞き分けら

れた」（“distinguish”）ような気がするのだ

が，その声も「とても曖昧な」（“so　indis－

tinct”）ものになってしまう。「聞き慣れた」

（“familiar”）はずの声も，いまは夜の雲の中

からしか聞こえてこず，そこにいるはずの群

衆の姿も「目には見えない」（“u盤een”）の

だ。この一節には，昼と夜，光と影，街と森，

信仰と罪，というホーソーンのロマンスに特

徴的な要素がすべて含まれているのだが，そ

うしたイメージを有機的に結びつけ象徴の効

果を高めているのが，「見せる」作用と「隠す」

作用によって創られた語りの空間だと思うの

である。

　こうした曖昧な文体表現は，情景描写を曖

昧にするばかりではなく，また読者の選択の

自由を示唆するばかりではなく，その決定不

可能性によって読者の反応を不確かなものと

し，一時的にせよ，宙吊りにしてしまう効果

をもっている。そして，「読み」という行為の

なかで生まれる読者の期待や戸惑い，テクス

トに対する読者の逡巡や反応の一時的な停止，

こうした読者の体験もロマンスの重要な側面

ではないだろうか。

　丁勉　Soσ7♂6≠　五6＃6γの“The　Custom

－House”の中に，語り手が緋文字を発見し，そ

れを胸に当てる場面がある。

It　seemed　to　me，一the　reader　may　slnile，

but　must　not　doubt　my　word，一it　seemed

to　me，　the簸，　that　I　experienced　a　sensation

not　altogether　physica1，　yet　almost　so，　as　of

buming　heat；and　as　if　the　letter　were　not

of　red　cloth，　but　red－hot　iro貧．　I　shuddered，

and　i貧vohntarily　let　it　fall　upon　the　floor．

（CE10：32，下線筆者）

Aという一枚の布切れが，「燃えるような熱

さ」（“bumi貧g　heat”）を感じさせ，そこに潜

んだ情熱と悲劇の予感を連想させる，この「中

間領域」がロマンスの本質であることは言う

までもない。そして，この象徴的な語りの効

果を高めているものは，“it　seemed　to　me”，

“as　of”，“as　if”という断定を避ける表現の

繰り返しであり，その暗示性なのである。そ

れは単に主観と客観の曖昧性というテーマの

問題ではなく，「読み」の過程において，読者

がテクストの表現とその意味内容との問にズ

レの空間を体験するということである。この

一節について，読者は作者が言うように笑う

こともその信愚論を疑うことも許されない。

読者はColeridgeが言うように，不信感を宙

吊りにしたまま（そして読者反応を宙吊りに

したまま），作者の語りのなかに引き込まれて

いく。そして，読者が体験するこの表現の遅

延の効果が，この一節の重要な意味なのであ

る。

　ホーソーンの文体においてさらに注目した

いことは，否定表現の多用ということである。

それは上に挙げた一節でも解るように，“嶽ot

altogeth創physica1，　yet　almost　so”，“not　of

red　cloth，　but　red－hot　iron”という否定表現

によって読者の反応を二転三転させ，読者を

宙吊りにする効果を産み出している。こうし

た否定の表現は，断定的な否定ではなく，二

重否定や撞着語法に代表されるような，肯定

しながら一方で否定するといった曖昧な否定

であり，その決定不可能性によって読者の反

応にズレを産み出す働きをする。ホーソーン

は，象徴性の強い作品のなかでしばしば“not

unlike，’，　‘‘not　absolutely”，　‘‘not　quite，’，

“neither．．』or”，“nor．．．but”という表現を

繰り返し用いているが，こうした否定表現も
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読者の反応を操作する効果を狙った表現では

ないだろうか。

　ここに一例を挙げると，“Roger　Malvin’s

Buriai”の留頭に次のような一節がある。

The　mass　of　granite，　rearing　its　surface，

fifteen　or　twenty　feet　above　their　heads，

WaS　nOt　mlike　a　gigar｝tiC　gfaVe－StOne，

upon　which　the　veins　seemed　to　form　an

inscription　i貧forgotten　characters．（CE10：

338，下線筆者）

再度“not　unlike”という表現を繰り返してい

るのである。

The　thicket，　into　which　Reube捻had　fired，

was　near　the　summit　of　a　swell　Iand，　and

was　clustered　around　the　base　of　a　rock：，

which，　i敷the　shape　and　smoothness　of　one

of　its　surfaces，　was　not　unlike　a　gigantic

grave－stone．　As　if　refユected　in　a　mirror，　its

likeness　was　in　Re姐be貧，s　memory．（CE10：

356，下線筆者）

ホーソーンは，この一節において自然の風景

を描写しながら，ロジャーの死にまつわる象

徴的な風景をさり気なく暗示する。そして，

この現実の世界からロマンスの世界への橋渡

しをするのが，“not　u貧like”という曖昧な否

定的表現ではないだろうか。大きな岩が墓石

に似ていたのか，それとも似ていなかったの

か，読者は一瞬判断をためらうことだろう。

この一瞬の宙吊りにされた読者の反応が，次

に導入される“grave－sto員e”，“inscription”，

“forgotten　characters”という象徴的な描写

の効果を大きく高めているのである。しかも，

ホーソーンがこの曖昧な表現を意図的に用い

たことは疑いの余地がない。物語の結末部に

おいて，ルーベンが息子サイラスを殺害して

この大きな岩の前に停むとき，ホーソーンは

六。結語

　ホーソーンの作品においてシンボルを論じ

ることは，ただ単に森や黒雲といった特定の

シンボルを論じることであってはならないだ

ろう。こうした個々のシンボルは，他のイメー

ジと有機的に結びつき，さらに暗示的な修辞

によって象徴的な語りを作り上げている。

　ホーソーンにおける文体表現の曖昧性を問

うことは，ロマンスという語りにおける象徴

性を論じることにほかならない。現実の世界

を想像の世界に移行させるロマンスの象徴的

な過程は，ただ単にテーマやモチーフによっ

て構築されるばかりではなく，「読み」という

行為のなかで読者とテクストの相互作用に

よって創られる空間なのである。
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