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『タイピー』の亀裂

1つのエピソードを手がかりに

福岡和子

『タイピー』は所謂ベストセラーでこそなかったものの,メルヴイルにして

は異例といっていいほど大衆受けした作品であった。もっとも,それは,数回

にわたって修正,加筆,削除が施されたあげく,オリジナルの原稿から作品が

相当の変質を受けた上でのことであった。1846年2月に出されたイギリス版は,

出版元ジョン・マリの要求に応じて,原稿を託され渡英した兄が修正を施し,

さらにマリが雇った"リーダー"によって手が加えられたものであった。つい

で3月にワイリ・アンド・ハトナム社から出版されたアメリカ版は,イギリス

版に更に手が加えられたものとなっていた。出版の時期が差し迫っていたため

に,その際削除されたのはほんの数カ所にとどまったが,ワイリは満足せず,

メルヴイルにさらに徹底した修正・削除を要求して,7月に改訂版を出したの

である。以後,この改訂版がアメリカでの定本となる。それにしてもこの改訂

の徹底ぶりは,実に驚くべきもので,作品中の宣教師批判や政治情勢に対する

コメントの一切が削除されてしまった。処女作の出版にこぎつけるために,作

家はこのように次から次へと譲歩に譲歩を強いられていったのである。1)後年

メルヴイルは,ある作品を出すに際して,それが『タイピー』,『オムー』の作

者によるものであることは決して付記してくれるなと言ったという。それは,

その作品がそれら処女作とは全く違った種類のものであるという自負と同時に,

上に述べたような屈辱的な経過が常に想起されたからに違いない。

このように当時の読者の反発を招きそうなもの,その好みに合わないものを

すべて取り除いてしまった,いわば,骨抜きにされて口当りの良くなった作品

を読者がすんなり受け入れてしまうのは,当然と言えば余りに当然のことで

あった。彼等は専ら,主人公トンモ(Tommo)が捕鯨船,ドリー号を脱出した
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のも束の間,人喰い人種に捕まり,再びそこを脱出するまでのスリルに満ちた

冒険談として楽しむことができた。その上,そこには,未開の社会の様々な事

象がふんだんに紹介され,エキゾチックな御膳立ても十分であった。

しかし,現在,作者のオリジナル原稿はほぼ復元されており,我々は原形に

近い形で『タイピー』を読むことができる。従って,削除された部分を取り戻

した作品全体を,今一度あのような経過を余儀無くした当時の社会的コンテキ

ストに置いて読み直してみる必要があるだろう。例えば改訂版では,宣教師に

対する批判は全て削除されたのだが,これを元に戻し,メルヴイルの真意に耳

を傾ける事が必要である事は言う迄もない。が一方で,我々は一見非常に矛盾

した別の問い掛けをも行う必要がある。これからプロの作家を目指そうとする

メルヴイルが,出版社から繰り返し修正・削除を求められるほど,全く読者を

無視して処女作を書いてしまうなど本当に可能だったのかどうかということで

ある。

むしろメルヴイルは始めから全く相容れるはずのない目的を,一つの作品の

中で成し遂げようとしていたのではないだろうか。当時の社会(読者は当然そ

の構成員である)を批判することと,その読者に媚を売って作品を買ってもら

うこと-この明らかに相矛盾した二つの目的が,作品の中でどのような結果

をもたらしたか。以下,こうした問いを作品中の一つのエピソードを手がかり

として考えてみたい。

1

メルヴイルの文明批判,それはメルヴイル自身がポリネシア各地で目のあた

りにした文明人たち,特に宣教師たちの基本的姿勢を問いただすことから始

まった。が,それに詳しく立ち入る前に,まず,メルヴイルが太平洋の島々を

訪れたのは,原住民と白人との交流史上どういう時期にあたるのかを概観して

みる必要がある。

南太平洋の異教徒をキリスト教に改宗しようという試みは十八世紀の終わり

頃から始まった。1797年にソサイアティ・アイランドのタヒチに伝導の為の本

拠地が置かれ,『タイピー』の舞台であるマルケサス諸島にも,ここからイギ

リス人宣教師が派遣された。また20年ほど後にはサンドイッチ諸島からアメリ

カ人宣教師が派遣されたりしていた。が,いずれも「耐え難い屈辱」等に会っ
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て伝導は成功せず,メルヴイルが到着する以前に,マルケサス諸島からプロテ

スタントの宣教師はすべて姿を消していたのである。しかし,メルヴイルがヌ

クへヴァ(Nukuheva)を訪れたちょうどその頃,これまでの原住民の頑固な抵

抗を一気につき崩すと思われるような出来事が進行していた。1842年5月1日

タウアタ(Tauata)島占拠に始まり,6月2E]ヌクへヴァのアンナ・マリア湾

攻略に至って,マルケサス諸島はフランス艦隊によって占領されたのである。

そして,それまでなかなか伸展しなかったキリスト教の伝導がフランス軍の支

援を受けて一気に成功へと向かうのである。2)

一方,タイピー族による軟禁状態から脱出したメルヴイルはタヒチやホノル

ルにも渡って,原住民と白人との"進んだ交流"をみることになる。1778年1

月20日イギリス人キャプテン・クックによって発見されたとされるサンドイッ

チ諸島は,有能な王カメハメハ一世によって比較的平和な治世が保たれていた。

しかし,カメハメハ二世の即位後,1820年3月ニュー・イングランドから蕨初

の宣教師の一行が到着した。その後35年間にわたって次々と総勢150人以上の

男女がわたってきて,教会,学校,印刷所等を建てた。キリスト教(プロテス

タンティズム)が国教となり,次々と酋長たちは改宗していった。また,1827

年にはカトリックの宣教師もやってきて,1840年ホノルルに教会を建てて勢力

を伸ばした。このように,サンドイッチ諸島に於ては異教徒のキリスト教化は,

他に例をみないほどに"成功"したかにみえ,また,そう喧伝されたのである。

しかし,メルヴイルにはそうは映らなかった。

ポリネシアの島々において,偶像が倒され,寺が破壊され,偶像崇拝者が名ばか
りのキリスト教徒になった。するとたちまち,病気,悪徳が姿を現し,人々は時
ならぬ死を迎えた。その結果人口の減少した土地は,大挙して島に移住してきて
「真理」の普及を喧しく宣言する強欲な文明人たちから補充された。小椅麗な
村々,手入れの行き届いた庭,短く刈り込んだ芝生,尖塔,鐘楼が次々と建てら
れた。気がついてみれば,哀れな蛮人は,自分の祖先の土地に於て,しかも自分
の生まれた小屋が建っていた土地の不法侵入者となっていたのである。3)

これは一見したところかなり飛躍した論理のように聞こえるが,メルヴイルが

問題としたい点ははっきりしている。それは,文明化・キリスト教化はとりも

なおさず,文明国による非文明国の植民地化という結果を生んだということで

ある。原住民たちは,彼等の土地に侵入してきた白人キリスト教徒に,生まれ

育った土地を奪われてしまったのである。本来,信者一人一人の内面の領域に
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関わっている宗教を,イギリス,アメリカ,フランスなどの文明国が未開の地

をそれぞれの植民地にするためにうまく利用したのだと言ってもよい。あるい

は,既に述べたマルケサスのカトリック宣教師とフランス艦隊の関係に見るよ

うに,宣教師(キリスト教の布教)と軍艦(植民地化)は,それぞれの勢力を

拡張するために,互いに互いの力を必要とする相互依存の関係にあったと言っ

てよい。さらに問題なのは,植民地化が必然的に階級化を伴うという点である。

即ち,移住した白人キリスト教徒と原住民の関係が,征服したものと征服され

たものとの関係になるということである。それは,後者の奴隷化を意味してい

ることは言う迄もない。メルヴイルはそれを次の様に述べる。

私はホノルルを訪れる迄まさかこんなことが実際にあろうとは思いもしなかった。
原住民のうちわずかに生き残った者たちは,文明化されて観馬になりかわり,キ
リスト教に改宗されて,駄馬となってしまっていたのだ。4)

こうした表現が単なる比喩ではなく,文字通りの事実であることを強調するた

めに,メルヴイルは彼が実際に目撃した光景を詳しく伝える。それは,宣教師

の妻が「戴冠式に向かう女王然として」馬ならぬ年寄りと若者という一組の原

住民に馬車を引かせる光景である。あるいは,日曜日ごとに,優雅な教会の前

で,「裸の仕着せ」を身に付けた下男がご主人様の乗った馬車を引いて帰るべ

く待っている光景である。5)

以上のように,文明化=キリスト教化=植民地化=奴隷化という等式を現実

に見てしまったメルヴイルが,文明国の,そして宣教師たちの「レトリック」

の虚偽性に押さえがたい憤りを覚えるのは当然であった。

文明は「精神を教化」し,「精神を向上させる」-確かこういったのが定着し
た決まり文句だったと思うが-しかし,それで島民はより幸せになるだろう
か6)。

あるいは,

この輝かしい結果を見よ!-忌まわしい異教信仰はキリスト教信仰の聖なる儀
式に敗北し,洗練されたヨーロッパ人が無知な野蛮人に取って代ったのだ!ホノ
ルルを見よ!‥・これこそ聖書集会の雄弁な弁士にとって格好の話題だった。
彼等はこんな機会は必ず利用して伝導のレトリックを展開したのだ。7)

ここで言う「レトリック」(あるいは「定着した決まり文句」)を,単に宣教師

固有のものとして限定して考える必要はない。なぜならメルヴイルが宣教師の
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「レトリック」を問題にする時はいつでも,その使用を容認しているもっと大

きい社会的コンテキストを射程におさめていたように思われるからである。サ

クヴァン・バーコヴイッチによると,「レトリック」とは「一つの文化」の中

で機能するもの,即ち,「自分自身にも世界全般に対しても,自らの存在様式

を正当化するために,何世代ものアメリカ人によって紡がれ,はりめぐらされ

た意味の糸,」あるいは,一つの社会における「イデオロギー的合意」を反映

し,また,それに影響を与えるものなのである。8)とすれば,メルヴイルが偽

善性を暴こうとしているのも,単に宣教師のレトリックではなく,(彼等を含

めて,そして献金行為を通じ彼等の活動に資金援助をしている一般のキリスト

教徒をも含めて9))西洋のキリスト教国全般を支配している「イデオロギー的

合意」「意味の体系」であるということができるであろう。

そうした観点からメルヴイルが問題にした「レトリック」を読み返してみる

ならば,そこには当時のキリスト教徒たちが決して信じて疑うことのなかった

「意味の体系」が歴然としてくるはずである。キリスト教信仰が清らかで高尚

な信仰であるのに対して,異教は忌まわしく唾棄すべきものである。異教徒は

無知な野蛮人であって,キリスト教徒は洗練された文明人である。従って,無

知蒙昧な野蛮人を,彼等の高さにまで,「教化」し,「向上」させることがキリ

スト教徒の使命である・・・。ここには,異教徒たちを,彼等なりに彼等固有

の「文化」を存続させ,かつ享受している対等の存在と見る視点は全く欠如し

ている。その結果,メルヴイルがつぶさに見たとおり,異教徒たちは生活を破

壊され,生命を奪われ,彼等の土地に「文明人」の宗教,文化がそのまま持ち

込まれることになる。それは「文明人」の文化が優越しており,異教徒のそれ

は劣っているのだから当然である,いや,彼等にはそもそも「文化」等ありは

しないのだから・・・と。この様に白人キリスト教徒のいかなる行動もたやす

く自己正当化させていたのが,西洋キリスト教社会に広くゆきわたる「レト

リック」であった。

以上見てきた通り,メルヴイルの批判は軍隊や宣教師の個別の行為を批判す

るレベルにとどまらず,西洋キリスト教国に広く行き渡り,その社会を根底か

ら支える内在化した価値観や信念のレベルにまで向けられようとしていた。、と

すれば,出版社が作者にあれほど徹底した削除を要求してきた状況も理解でき

ないことはない。彼等が表向き心配したのは,ある特定の宗教組織からの反発



66 『タイピー』の亀裂

であることは確かだが,恐らく彼等がそれ以上に恐れていたのが一般読者の否

定的反応であった。一般読者がメルヴイルのこうした立場を受け入れる筈はな

かったからである。

2

ところで,言うまでもなく『タイピー』という作品は,前章でみてきた文明

批判のみで成り立っているわけではない。むしろ分量的には,冒険談を主筋と

すれば,文明批判を行う箇所はマージナリアといってもよい。現にメルヴイル

が出版社の要求をのんで,そうした箇所をすべて削ってしまっても,一見した

所ストーリー自身はそれ程の損傷を受けたようにはみえない。だからといって

この文明批判の部分を,単なる添え物として切り捨ててしまうわけにもいかな

い。既にみた通り,それなりに読む者を十分に納得させるだけの一貫したメル

ヴイルらしい主張を含んでいるからである。従って,まず我々としては『タイ

ピー』という一つの作品が,同じ一人の作者による二つの部分から成り立って

いることを確認した上で,次のことを敢えて指摘しなければならない。それは,

それら二つの部分に展開された言説には,時として明らかに矛盾としか思えな

い箇所があって,読者はその解決に困惑してしまうことがあるということであ

る。特に前章でみた文明批判に大いに共感を覚えた読者の場合にはなおさらな

のである。私は,以下,そのような矛盾を作品の"亀裂"という言葉で呼ぶこ

とにする。

その"亀裂"の一つが現れるのが,足の痛みも癒え,心の落着きを取り戻し

たトンモが,美しい乙女ファヤウェイ(Fayaway)と蜜月ともいうべきひと時

を楽しむくだりである。彼は湖で乙女たちとの泳ぎに興ずるが,それもつまら

なくなって自分専用のカヌーを作って貰う。ところが,タイピー族の間では女

性はカヌーに乗ることはタブーとして禁じられている。そこで,彼は官長を説

得して,フアヤウェイだけはそのタブーから外して貰い,彼のカヌーに乗るこ

とを認めて貰うのである。こんな風に"出来事"だけを紹介したのでは,とり

たてて言う程の事でもないように思えるかもしれない。にもかかわらず,この

シーンを読む時,私がどうしてもある種の困惑を覚えてしまうのはどういうわ

けだろうか。ここには恋する若者が,想いをかなえ得々として事のなり行きを

語るほほえましいエピソードとして済ますわけにはいかないものがあるように
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思えるからである。なぜ,このように幸せなエピソードが,読者にとって受け

入れ難い"亀裂"を作ることになるのかを説明するためには,語り手の言説を

詳しく迫ってみるのが一番である。

とうとう酋長は少し合理的になり,僧侶に相談して,どうしたらいいか考えてみ
ようといった。タイピーの僧侶がどうして良心に決着をつけたかは知らない。然
し,結果はそうなったのであり,とうとうファヤウェイは,ことカヌーに関して
はタブーの適用を免除してもらえることになった。こんな事はこれ迄にこの谷間
ではなかったことだろう。しかし島民達も,そろそろ少しは女性に対する礼儀を
教えて貰ってもいい頃であったし,私がその時見せたお手本が,いろいろ有益な
影響を生んでいくのは間違いない。実際,蓬しい男どもがカヌーですいすい行く
のに,美しい乙女がアヒルよろしく,水かきをしなければならないのは愚劣なこ
とである。10)

そして,この一件を語り手は「フアヤウェイの解放」("Fayaway'semancipa-

tionつという言葉で要約する。私には出来事そのものよりも,それをこの様に

語る語り手が問題なのである。言葉の障害のために彼は酋長が長々と説明する

タブーの由来や性質は全く理解できなかった。しかし,問題のタブーが,単な

る礼儀の次元ではなく,酋長と僧侶が慎重に審議しなければならない極めて宗

教的な次元に関わるものであるらしいことは十分承知しているのである。にも

かかわらず,そのタブーを破らせた事を彼が得々として語る裏には,彼の無意

識の優越感が隠されている,即ちタイピー族の宗教そのものが,非合理的で愚

劣なのであり,自分は人々をそれから"解放"してやっているのだという思い

である。「私がその時みせたお手本がいろいろ有益な影響を生んでいくのは間

違いない」という言い方が示す通り,カヌーの件は,取り組むべき全体のほん

の糸口でしかないのである。こうしてみる時,このエピソードは,無邪気な恋

の成就を語るものとは全く異なった趣きを呈し,我々を困惑に陥れてしまう。

というのは,非文明人や異教徒に対して西洋キリスト教徒が用いた「レトリッ

ク」が自ずと示していた優越意識-文明人は洗練されて進歩しているのだか

ら,遅れた,無知蒙昧な野蛮人を彼等の高さにまで「教化」し,「向上」させ

てやることが出来るという意識-が,他ならぬその「レトリック」の虚偽性

を批判したはずの語り手自身の「レトリック」にも現れているからである。

ところで,語り手の「レトリック」が示したこのような問題点に気付いてし

まうと,すぐ後の次のような記述を前にしても,我々はもはや素直に読み飛ば

すことができなくなる。
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ファヤウェイの解放のあくる日,私は湖で楽しいささやかなパーティを開いた
-乙女とコリコT)(Kory-Kory)と私だけの。私のかいがいしい従者は,家か
ら・‥いろんな物を持ってきた。その上,途中までは背中に私を乗せていた。
ちょっとした荷物だ。しかし,コリコリは身体の割りには力が非常に強いし,背
骨も決してもろくはない。我々は非常に楽しい一日を過ごした。私の忠実な従者
はせっせと椎を動かした‥・。11)

"bodyservant,""trustyvalet"という言葉が示す通り,いつのまにか語り手は

主従の関係に於てコリコリを見ていることが分かる。さらに,足の痛みが取れ

た今も,"下男"の背中に乗って湖に向かう語り手の姿は,原住民に引かせた

馬車に乗って散策するあの宣教師の妻の姿と果たしてどのような違いがあると

言えるだろうか。確かに,それぞれを語る視点は全く違う。前者は,楽しいピ

クニックの光景として,後者は,非人間的な醜悪な光景として,語り手は語っ

ている。にもかかわらず,人間と人間との関係という観点から見る時,この二

つの一見相異なる光景は,共通したものを持っている。白人が従者,下男と

なって,原住民を背中に乗せて運ぶということはあり得ないのだ。両者の関係

に於て優位に立つものはどちらであるかは,自明のこととしていささかの疑い

も持たれていない。少なくとも白人の側では。そして何よりも問題なのは,こ

の共通性に気付かず,二つの出来事を語ってしまった語り手ではないだろうか。

3

しかし,一体どうして語り手は自分が批判している筈の「レトリック」に自

らはまり込む事になってしまったのか。前にも言ったように,「レトリック」

は一つの社会に行き渡りその社会を根底から支える内在化した価値観や信念を

反映するものであった。従って,先の質問に対して先ず考えられるのは,語り

手は自分が生まれ育ってきた西洋キリスト教社会を批判する一方で,彼自身が

気付かないうちに,その社会の価値観なりイギオロギーを内在化させてしまっ

ていたのだということである。惜しみない賛辞を送った筈のタイピーの社会に

結局は住み続けることはできず,最後には逃げ出してしまうのもそのためで,

これはこれまでの『タイピー』論によく見られる議論であった。しかし私には

これで十分だとはとても思えない。削除された部分をも含めた形でこの作品を

全体として見た場合に浮き彫りになったあの奇妙な矛盾,亀裂,それらはもっ

と別の更に突っ込んだ説明を要求しているように思われるのである。しかし,
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すぐにその答えに入って行く前に,ここでもう一つのよく似た亀裂を紹介して,

先の問いに答える手がかりとしてみよう。

第二車で語り手は,彼等の船を出迎えるために泳いできた乙女たちを喜んで

迎える。

我々独身の船乗りにとってこれは何という素晴らしい光景だろう。これほど恐ろ
しい誘惑から逃れられることなどできるものか。何マイルも泳いで我々を出迎え
にやってきてくれたというのに,この無邪気な乙女たちを船外にはおり投げるな
ど誰が考えるものか。・‥こんな威勢のいい,有無を言わさぬ切り込み隊の一
団に乗っとられた船はあるまい。船が占拠された上は,我々は捕虜となって降伏
するより他はない。・‥夜になると船上では飲めや歌えの大騒ぎ,ありとあら
ゆる放蕩ぶりが繰り広げられた。船乗りたちの淫らな欲望は,ささやかな障害す
らなく,限りなく満たされた。哀れ,これら堕落のてほどきを受けた乙女た
ち。‥・このようにしてヨーロッパの文明人が彼女たちに容赦なく加えた破壊
行為を思うと人は涙を誘われる。12)

この一節の前半と後半との"亀裂"に気付いたのはウイリアム・シャルヴァト

である。前半では乙女たちが攻撃をしかけるもの,男たちは彼女等の誘惑の犠

牲者として措かれているのに対し,後半では乙女たちは男たちの欲望の哀れな

犠牲者と変化してしまっている。言い代えるなら,語り手が後半で非難してい

る行為が,前半では正当化されていると言ってもよい。同じ章の一つの文脈の

中にあって,同じ語り手による語りにみいだされるこの亀裂をどう解すればい

いのか。シャルヴァトは,これは小説作法にまだ未熟な頃のメルヴイルの過ち

だとした。即ち,ここには視点の混乱があると言う。前半でのメルヴイルは

1841年当時の自分,即ち,「恐ろしい」誘惑に晒された独身の船乗りの目から,

後半では1845年の社会的意識に目覚めた作家の昌から書いているという。13)

しかしこれだけではここに現れた"亀裂''がまだ十分に説明されていることに

はならない。私の考えでは,ここに現れているのは,時の経過や,作家の個人

的成長等ではなく,用いられたジャンルの特性なのである。未開の乙女たちと

西洋人との出会いが,特に引用の前半においてこのような描かれ方をしたのは,

メルヴイルが今(1841年ではなく1845年)利用している旅行記というジャンル

に則っているからなのである~。言い代えるなら,そのジャンルを読む読者の期

待を想定して書いているということである。第一章で語り手自身が,「マルケ

サス諸島」という名が喚起するものとして箇条書きで挙げている「裸の女たち

-人肉の宴会-ココナッツの林…・」14)は,旅行記,特に太平洋の未
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閑の地を旅して書かれた報告記には当然姿を現すものとして,予め読者が期待

をよせている素材と考えていい。島の魅力の筆頭に「裸の乙女たち」が挙げら

れている。この場合,当然読者は男性と考えていいだろう。西洋人の男性読者

が南海の旅行記を読む際に,意識するとしないにかかわらず,先ず現地の乙女

たちへの漠然とした性的な期待感があったことを示すものである。従って,引

用部分の前半は,処女作を世に問うて読者を掴んでいこうとする作家が,読者

の期待を満足させようとする言わば読者に媚びている文章なのである。ところ

が面白いのは,メルヴイルは同じ一節の後半,自ら膨らませた読者の期待に平

気で水をかけてしまうのである。問題は,自分が主張したい事が,読者を獲得

するために利用しているジャンルの特質と,相容れないものであることに,メ

ルヴイル自身気付いていない点なのである。

4

さて,第18章に於ける語り手の言説によって現れた亀裂も,今我々が見たの

とまさしく同質の原因によるものではないかと私には思われる。第18章におけ

るファヤウェイとトンモとのエピソードの事実性については,これまでも疑い

が持たれた。つまり,フィクションではないかと言うのである。現地に行って

調査したところ,タイピー族の谷間には彼等が戯れたという湖は発見されな

かったとも言う。15)事実かフィクションかはともかくとしても,はっきりし

ていることは,このエピソードが当時のアメリカ人読者なら誰でも知っていた

文学的素材,或いは常套的な御膳立てを十分意識したものであるということで

ある。白人男性(特に原住民に囚れの身となった旅行者)と,原住民の女性と

の"交流''は,19世紀前半或る一つのストーリーを通じて,アメリカの読者に

大変人気のあるテーマだったのである。それは,インディアンの娘,ポカホン

タスの物語である。その人気の高さは度外れたものと言ってよく,フィリッ

プ・ヤングの言い方を借りれば,その物語は「我々の文化に充満した」16)ので

ある。ジョン・デイヴイスというイギリス人船乗りが1806年『ヴァージニアの

開菰者たち』(朽雨ふ相加団=旬紬血)という"歴史小説"を書いてから,19

世紀前半ポカホンタスの物語は「洪水」のごとく,小説のみならず劇,詩など

の様々なジャンルにおいて次々と大量生産されたのである。ポカホンタスとは,

言うまでもなく,実在のインディアンの酋長の娘で,彼女の父に捕らわれの身
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となっていた白人ジョン・スミスがあわや殺されようとする瞬間,自分の身を

挺して彼を救ったとか,また,後には白人ジョン・ロルフと結婚し,キリスト

教に改宗し,名もレベッカと改め,イギリスに渡ったが,1617年22才(?)で

亡くなったことになっている。ただし,スミスを救ったという部分については,

当事者のスミスがそう書いているに過ぎず,その信憑性については疑問視する

むきもある。しかし,虚実はともかく,ポカホンタスの物語は19世紀前半装い

も新たに世に出るや,たちまちアメリカの読者(或は観客)の心を捕らえてし

まったのである。勿論,私はメルヴイルがこのポカンタスの物語をそのまま自

作の中に取り込んだと主張しようとしているのではない。ただ,タイピー族に

捕らわれて後の幽閉生活を描写する過程で,白人男性であるトンモと未開の娘

フアヤウェイとの"交流''を書き込もうとしたとき,メルヴイルの同時代に

あって(少年期,青年期を通じて)至るところで演じられ,歌われ,語られて

大人気を博している一つの物語-同じく白人男性と未開の娘との"交流''を

中心に据えた物語-を彼が何ら想起しなかったと考えるほうが不自然ではな

いか,と言いたいのである。既に述べたように,フアヤウェイとの"交流''が

事実でなくフィクションであるとしたら,メルヴイルの意図はもっと積極的な

ものであったとも考えられる。殺風景な事実報告である旅行記の中に,一つの

ロマンス,しかも読者受けすることには疑問の余地の無いロマンスを盛り込む

ことによって,多くの読者,しかも女性の読者をも引き寄せられるのではとの

計算が働いていたと言ってよいのではないだろうか。

アメリカン・インディアンのロマンスを下絵としたポリネシアのロマンス,

この私の主張を補強するものとしてここでエドウィン・ファセルの重要な指摘

に触れておきたい。17)彼はメルヴイルが『タイピー』の中でしばしばマルケ

サス人を"native"とか"islander"とか言った"neutrallanguage"では呼ばず,

savages''と呼んでいることに注目している。当時のアメリカの読者にとって

その言葉は直ちにアメリカン・インディアンを想起させる言葉だったと言う。

さらに77セルは,同じく『タイピー』において,メルヴイルがしばしばポリ

ネシア人とインディアンを「互いに交換可能なもの,或いは,全く同一の象

徴」とみなしていることを指摘し,これは単にメルヴイルの勝手な思い込みで

はなく,アメリカン・インディアンの発祥の地は太平洋海域とする,当時一般

に流布していた説に基づくところがあるとしている。このように見てくると,
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ポリネシアのロマンスを書くにあたって,ポカホンタスのロマンスが想起され

ることは極く自然な成り行きであったと考えられるのである。

しかし,そのロマンスの安定した人気の高さにこそ,メルヴイルにとっての

言わば落とし穴があったのではないだろうか。つまり,問題はそのロマンスの

持つイデオロギー性なのである。たとえフィクションとは言え,異民族間の

miscegenationには常に一種の不快感が伴った。特に自らの優越性を確信する

白人はそうである。このロマンスがジャンルの区別なく,常に大衆の人気を確

保することができた裏にはそれなりの理由があった。白人男性とインディアン

の女性という"危険''な関係を主題としながら,その扱い方の点でポカホンタ

スのストーリーには顕著なパターンがいつも存在していて,いわばその"危

険"に対する安全弁の役割を果したのである。例えば,彼女はインディアンの

父親に抗して,白人男性を救うために我身を危険に晒す。或いは飢餓の危機に

あったヴァージニア植民地に食べ物を届けたり,父の急襲を前もって通報した

りもする。また,ロルフとの結婚は,彼女が自らの宗教を捨てて,キリスト教

に改宗することが条件であった。ロルフは総督に結婚の許可を求める手紙を書

いて,彼女を改宗させることを約束したのである。その結果,ポカホンタスは

自分の宗教,親,故郷をすてて白人の夫とともにイギリスへ渡る。それは,イ

ンディアンから"白人",即ちエリザベス朝イギリスの"レイデイ"への変貌

の過程である。

ポカンホンタスのストーリーはヤングの言い方を借りるなら,「教会と国家

の為の完璧なプロパガンダ」18)と言いたくなるような特長を持っている。イン

ディアンの娘は,彼女の宗教,家族,衣服,習慣,名前すら捨ててキリスト教

化され,文明化され,"白人"に近くなった時初めて受け入れられたのである。

従って,十九世紀当時のアメリカ人がポカンホンタスの物語に感動したとすれ

ば,それはインディアンである彼女を認めたと言うよりはむしろ,白人である

彼等のよって立つ思考の基盤-白人の優位性,キリスト教の優位性,文明の

優位性など-の再確認と,満足感を得たからである。即ち様々な文学ジャンル

に演じられ,歌われたポカホンタスのストーリーは当時の文化を支える価値観

と緊密に結び着いていたのである。

以上で明らかになったように,先行する白人男性と未開の女性とのロマンス

には既に極めて微妙な問題が絡んでいたのである。メルヴイルにその意識が無
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くとも,この素材は常にそうした微妙な問題を引きずってしまうということで

ある。実際ファヤウェイの描かれ方を見ると,メルヴイルがこうした素材の扱

い方において,当時のルール(数多くあるポカホンタスの物語はその具体的な

マニュアルだったとすら言ってよい)に忠実に従っていることが分かる。絵に

描かれたポカホンタスは,大抵肌の色は「自」として,より厳密に言うなら,

「ヨーロッパ人よりは色黒だが,インディアンよりはずっとコーカサス系

に」19)描かれたと言う。フアヤウェイもまた膚の色は"light。li,。,,,目は

"strangeblue,"容貌は"Europeancast,"物腰はタイピーの自然に培われた気取

らない優美さを備えていたとされる。20)目を除いて,これは必ずしも彼女の

みに言えることではなく,実際タイピー人の殆どに言える特徴なのだが,この

外面的な特徴に見る限り,ファヤウェイは,白人とのロマンスに関わっても,

当時の読者の"notionsofpropriety"を傷つける心配は決して無かったと言え

るだろう。いや,そのロマンスのヒロインとして格好の資格を既に備えていた

と言うべきであろう。

が,それだけにとどまらず,他のタイピー人とは区別されて,白人の"恋

人"となるにふさわしい特性を付与されていく。

この優しい娘は早くから私の関心をひいていた。それは彼女が取り分け美しかっ
たからなのは勿論のこと,魅力的な顔つきが,並み外れて知性と慈愛を表してい
たからだ。恢りこんだ状況が特殊のものであった為に,私と友人がどんな精神状
態におかれているか,‥・彼女だけはよくわかっているようにみえた‥・。
彼女の立場にある人間からは予想されえないような優しい衝動に動かされている
のではと,私はもう少しで信じたい気持ちになった時もあったのである・・・。
私はフアヤウェイをこんなふうに好意的にみていたのである。21)

言葉を通してお互いが理解しあうのが殆ど不可能であるにもかかわらず,フア

ヤウェイだけには,白人たちが味わっている心の寂しさや苦痛を理解し得る

「知性と慈愛」があるというのである。しかし,語り手自身が慎重に選んで

使っている言葉(Seemedto,Iwasalmostledtobelieve,inthisamiablelight,in

myeyes)が示すように,それは単にトンモの側の思い込みである可能性が強

い。それは言い替えるなら,トンモの苦痛を理解し,哀れみと共感を寄せてく

れることが「知性と慈愛」の現れだとするトンモの側の専ら一方的な価値基準

に基づいているということである。それはちょうど,メルヴイルの同時代の女

流詩人M.M.Websterが,スミスの命を救った異教徒の娘ポカホンタスを,
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「天から飛んできた傲天使」("wingedseraphfromafar:')同じくLH.Sigourney

が,父親の奇襲をヴァージニアの人々に知らせたポカホンタスを「守護天使」

("guardianangel")等と表現したのと同じ事である。トウピーの失踪に関して

他のタイピー人が皆ごまかそうとする中にあって,フアヤウェイだけがトンモ

に真相を告げる。タイピー人の側からすれば,それは仲間への背信行為である

にもかかわらず,そのようには措かれない。白人への"sympathy"を持った彼

女は,タイピー族の中でも並み外れて「知性と慈愛」を備えた女性だったと言

うことになる。そしてそういう女性こそ白人の``恋人''として相応しいのはい

う迄もない。さて,このようなトンモとフアヤウェイの描き方-それは専ら

トンモの側の思考の枠組で措かれる-の延長線上に,我々が最初に疑問を呈

した「フアヤウェイの解放」があるのではないだろうか。白人の恋人となるに

は蛮人の娘は自分の属する部族の掟を破った上でなければならなかったのだ。

言ってみれば,「ファヤウェイの解放」は「白人男性と未開の娘」という素材

が求めるべくして求めた象徴的な出来事だったと言えるのである。

最初に我々が見た通り,『タイピー』を普くにあたって,当時の社会を根底

から支え,人々が疑うことのなかった価値観を批判することがメルヴイルの明

らかな目的の一つであった。しかし,ことフアヤウェイという原住民の女性を

措くことにあたって,メルヴイルは予想もしなかった重大な過ちを犯してし

まった。処女作出版に際して,読者受けをねらって持ち込まれた人気の素材が,

実は,作家自ら厳しく批判しているレトリック,或いは,イデオロギーと分か

ちがたく結びついていたのである。ほんのささやかな一つのエピソードのため

に,作品に否定しようのない亀裂が入ってしまったのである。ただし,これを

単に作者の未熟さとか,洞察の欠如のみに癌してしまうことはまちがっていよ

う。むしろ書くという行為に必然的に伴う社会性を象徴的に提示しているよう

に思われるのである。作品は読者-抽象的なユニバーサルな読者ではなく,

具体的な歴史上の時間を生きる読者-との関係の中で書かれる。又,作品の

中で扱われる素材も,真空の中に突如として生まれたものではない。作家が利

用するジャンル,素材,そして言語そのものが,既に複雑に絡みあった文化,

或いは,社会の産物として,既製の思考の枠組に絡み取られたものなのである。

上に見た「解放」という言葉が如実にそれを示している。そうした観点から見
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る時,『タイピー』以降,メルヴイルが単なる旅行記のジャンルに飽き足らず,

次々と新しいジャンルや素材を模索していくのも,まさしくそうした文学行為

の社会性を認識するプロセスであり,又,常に彼の気付かない処で網の目に取

り込もうとする社会への一つの挑戦行為であったと思われてくるのである。
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