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『白鯨』
プロットとアンプロット

福岡和子

『自鯨』1)(1851年)をプロットとイデオロギーとの観点から考えてみようと

いうのが,この小論のねらいである。のっけから"プロット"と"イデオロギ

ー"という,批評家によって定義がさまざまに異なっているやっかいな用語を

持ち出してしまったが,とりあえずここでは次のような意味で用いることをま

ず断っておきたい。すなわち時間軸に沿って先へ先へと進められて行く連続し

たアクション,いわゆる直線的展開を,ここでは"プロット''と呼ぶことにす

る。したがって,それは始まりを持ち,何らかの形の帰結を持って終わる。一

方,"イデオロギー"という用語については,マルクス主義者の用いる軽蔑的

意味合い,すなわち「間違った意識」2)ではなくて,「社会に共有される暗黙の

価値意識とか,現実にたいする心的傾向」といった程度の意味で使うことにし

たい。以上の定義には論述を進めるに従って適宜修正を加えなければならなく

なるだろうが,差し当たりは十分である。

さて『自鯨』という大変長大な作品は,例えばヘンリー・ジェームズの長編

群とはまったく異質な作品であることはいまさら言を侯たない。後者が,各部

分がジグソーパズルのコマのように,一つでも欠けると作品の統一と調和に影

響を及ぼすような,あらかじめ練りに練られた構成を持っているとすれば,

『自鯨』はそれとは全く異なり,各コマはパズルの枠組みを簡単にはみ出して
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しまい,その絵をややもすると混乱に陥れ,時には,全く違った絵を作り出し

てしまいかねない,実に種々雑多な要素から成り立っているのである。本論で

は,作品を構成しているそのようなさまざまな要素の中から,上に定義を与え

た意味でのプロットを主軸として展開する部分と,そのような直線的な流れに

抗い,時には全く無視して語られる部分,言わば"アンプロッド'とでも呼ぶ

べき部分とに注目してみたいのである。一つの作品の中に混在するプロットと

アンプロット,この違いは単に技巧上の違いに過ぎないのか,また作者はどう

して一つないしは二つのプロットを主軸として作品を展開することに満足せず,

作品の統一を破壊してまでそれを中断してしまうのか。そこにはどのような必

然性があるというのか。このような疑問は,『自鯨』という作品を読むとき,

読者は避けては通れない疑問であると思われる。そこでまずわたしは,作品に

おいてプロットを軸に展開され,一つの統一体を構成している部分を選び出し,

そこに上記の疑問を解く鍵が隠されていないか検討を加えてみたい。

まず第9章のマップル牧師の説教である。わたしはこの説教を一つのプロッ

トを持つ``物語''3)として考えてみたい。実際,ローレンス・ブェルによると4),

19世紀前半,教会で行われる説教は,それまでとは趣を変えて,``教義に基づ

く解説''から``物語的叙述"へと変化しつつあったらしい。プェルはこれを

「文学と宗教の相互浸透」と呼んでいる。マップル牧師の場合も,そうした当

時の傾向に違わず,聖書のヨナ書を主題としているものの,実に文学的という

かドラマチックな説教である。説教壇を船に見立てて縄ばしごを上って行く始

まり方を見ても,牧師はなかなかの演出家でさえある。説教そのものには,登

場人物が交わす会話や,人目を避けて恐怖におびえるヨナの行動や心理の具体

的描写や,金さえ受け取れば誰であろうと乗船を拒まない船長のことなど,極

めてリアリステックな物語的叙述が随所に見られる。
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しかしわたしがこの説教を物語と見なすのは,そうしたいわば文学的描写の

せいであるだけでなく,何よりも牧師自身が次のように自分の説教を要約して

いるからなのである。

これは,罪,頑なな心,突然目覚めた恐怖,速やかな罰,悔い改め,祈り,そして最

後にはヨナの救いと喜びで終わる物語である5)。

神はヨナに背徳の町ニネベヘ行き,「40日を経たら町は滅びる」という神の

言葉を伝えよと命令する。この命令に背いて,船に乗って逃げようとしたヨナ

についての説教は,まさにこのとおりの順序に忠実に進行していく。その順序

が運転したり,そこからはみ出した爽雑物は一切入り込んではいない。すなわ

ち牧師の要約は,彼の語ろうとする説教(物語)のプロットそのものなのであ

る。鯨に飲み込まれたヨナは,直ちに神に祈り,鯨の体内から吐き出されて救

われる。「始め,中,の出来事は,結末に向かってすべて手際よく貢献し,収

束を迎えるのである。」6)この意味で,マップル牧師の説教は物語として完結

した統一体を成しているということができるのである。

しかしここでこの説教をそれが下地としたヨナ書と比べてみると,意外なこ

とに気づく。聖書に忠実であるはずの説教は,実はヨナ書の後半部分,第3章

第4章を完全に欠落させているのである。第3章では,鯨から救われたヨナが

今度は命じられた通り,こネベへ行き人々に主の言葉を伝える。すると王を初

めとして人々は,直ちに悪い道を離れ断食に入ったので,神は「彼らの上に下

そうと言われた災いを思い返してこれをおやめになった。」第4章では,その

ような神に非常に腹を立て文句を言ったヨナに対して,神は日よけ用のトウゴ

マを作り,それをすぐに枯らしてしまうことによって,次のような教えをたれ

る。「あなたは労せず,育てず,一夜に生じて,一夜に滅びたこのトウゴマを

さえ,惜しんでいる。ましてわたしは12万あまりの,右左をわきまえない

人々と,あまたの家畜とのいるこの大きな町こネベを,惜しまないでいられよ
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うか。」

この箇所に関して神学上の十分な知識はわたしにはないが,少なくともここ

では,ヨナは自分の怒りや不満を直接神にぶつけ,神は神で自分の行為を人間

にも解るロジックと言葉で具体的に説明していることはわかる。欽定訳聖書で

は,第4章には「予言者の教育」という章題がつけられている。神は直接ヨナ

と対話関係を結ぶことによって教育を施しているのである。

さてどうして以上の部分が,マップル牧師の説教(物語)からは欠落してし

まったのか。その答えは,恐らくヨナ書の後半部から浮かび出てくる神の像が

牧師の説教の伝えようとするそれとは大いに異なっていたからに違いない。

「神が我々にさせたもうことはすべて,我々にとって苛酷なのだ。-そのこ

とを覚えておきなさい-それゆえ神はしばしば我々に対して説いて事をさせ

ようとするのでなく,頭ごなしに命令するのだ。もし神に従うのなら,我々は

自分に背かねばならない。」7)ことを分けて説明しようとする神,改心すれば

哀れんで罰することをやめる神は,牧師の言う神とは程遠い。このことに気づ

いている牧師は,ヨナ書の後半部分を完全に抹殺してしまったのではないか。

言い方を変えれば,上に引用したプロットに沿って物語を構築しようとする牧

師にとっては,後半部分は全く余計なものでしかなかったのである。物語の完

結性は,削除によって初めて成り立っている。すなわち,物語化は,まさしく

排除,抑圧として作用しているということができる。

以上のことに気づいてみると,冒頭でいったんしておいたプロットの定義で

はすでに不十分であることがわかる。ちなみにへイドン・ホワイトは,プロッ

トに次のような定義づけを与えている。「プロットとは関係の構造であって,

それによって一つ一つの出来事は,統合された全体の部分としての意味を付与

されるのである。」8)プロットのなかの一つ一つの出来事は,単に時間的継起

においてたまたま並んでいるのではない。作者は自分が持っている,あるいは

信じている"意味体系"を"準拠の枠組み"としながら,それらの出来事に意

味づけを行い,因果関係において捉え,一貫性や終結を与えたりする,すなわ
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ちプロット化するのである。つまりプロットは,作者の物事を概念化する際に

働く思考の枠組み,言い換えれば,広い意味でのイデオロギーと緊密に結びつ

いているのである。

マップル牧師の場合,人が鯨に飲み込まれ助かった事件を"神による罰と救

い''と捉える。彼にそのような意味付けを行わせるものは,言うまでもなくブ

エルの言う「キリスト教イデオロギー」9)であるし,より厳密に言えば,カル

ヴイニズム信仰であることは言うまでもない。彼の語る物語はその信仰の例証.

解説であるというよりは,カルヴィニズム信仰が,意味付けの原則,あるいは.

統合の原則として働いて,物語のプロットを成立させていると言った方がより

正確であろう。したがって我々が先に見たように,物語に一貫性を与えるため

には,その意味付けに抵触するもの,その枠組みをはみ出すものは排除されて

しまうのである。厳罰を下すと言っておきながら,軟化してやめてしまうよう

な神様では困るし,また改心して救われておきながら,またしてもふて腐れて

「こんなことなら生きているより死んだ方がましだ」と神に文句をつけるよう

なヨナでは困るのである。

前章で述べたことを,もう一つの物語,54章の「タウン・ホ一号の物語」

を取り上げてさらに確認してみたい。この物語は,イシュメルがリマでスペイ

ン人の友人に語ったことになっているが,マップル牧師の場合と同様,イシュ

メルは単に航海で耳にしたことを伝えていると考えてよい。タウン・ホ一号の

船員が決して他に漏らさないことを条件にタシュテゴに話し,それをタシュテ

ゴが寝言で漏らしてしまい,その結果ピークオド号の船員らが知ってしまった

ことになっているからである。したがって物語の語り手は,イシュメルという

より,間に介在した船員たちと考えてよいのではないだろうか。つまり,"語

り手''は,『白鯨』の語り手イシュメルとは切り離して考えることが可能であ
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ろう。実際この物語は,『自鯨』とは別に独立した短編として出版されたとい

う経緯を持っているのである10)。

この物語においては一連の出来事が,起こった通りの順序に,つまり,時間

軸に沿って展開されているのみならず,一つの定まった視点から意味付けられ,

関係付けられて,終結を迎えていることは明瞭である。しなくともよい挑発行

為に出て,一連の出来事を引き起こした航海士ラドニーには,「運命づけられ

た」,「神意によって運命が定められた」,「殺されるべく神々によって烙印を押

された」,といった特徴的な修飾語句が常に付きまとう。そして彼に復讐を誓

った平水夫ステイールキルトが結局何も手を汚さないまま,ラドニーは自鯨モ

ウビィ・ディックによって殺されてしまう。それを語る語り手の言葉も注目に

値する。

神秘的な宿命により,ステイールキルトがしたかもしれない破滅的行為を,天が彼の

手から取り上げて自ら犯したかのように思われた11)。

あるいは,

不可思議な宿命がこの事件の全過程に働いていたのだ。まるでこの世の計画が練られ

る前に,実はその筋書きが書かれていたかのように12)。

つまり,ひょっとしたらそれぞれの間になんの関係もなかったかもしれない

個々の出来事の間に,語り手は天の配剤を認めているのである。言い換えれば,

事件のプロットの全過程を予め仕組んだ仕掛け人としての神の存在を読んでい

るのである。あるいはそれはまた次のようにも言い換えることができよう。語

り手による物語化の試みを可能ならしめたのが,カルヴィン主義の要である運

命予定説であったと。ここでも牧師の場合と同様,物語のプロットとカルヴィ

ニズム信仰とは切っても切り離せない関係にある。そもそも物語が始まる前に,
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語り手イシュメルは次のように述べている。「タウン・ホ一号の話は,時とし

てある人々に突然襲ってくると言われているあの神の審判が,ある不可思議な

転倒した形で下ってしまった事態を,モウビィ・ディックという鯨に漠然と関

連づけているように思われたのである。」13)

ところで我々は先に,物語化はイデオロギーと緊密に結び付いていること,

また,物語としての一貫性や完結性が成立するためには,そのイデオロギーと

抵触するものは排除され,抑圧されることを指摘した。とすれば,「タウン・

ホ一号の物語」の場合はどうであろうか。それを考えるうえでヒントになるの

が,今引用したイシュメルの説明に現れた「転倒した」という言葉である。読

者はそれに続く物語を読んでも,すぐにはその言葉の意味を理解することが難

しいのではないだろうか。というのは,物語自体は,ラドニーが鯨によって殺

される結末へと必然的に進むぺく仕組まれていて,一見そこにはなんら矛盾が

ないように読めるからだ。しかしこの物語を,メルヴィル晩年の作『船乗り,

ビリー・バッド』(死後出版,1924年)と読み比べてみるなら,我々にはその

意味が直ちに了解されるはずである。

ここに『船乗り,ビリー・バッド』を持ち出したのは,ステイールキルトと

ラドニーの関係が,ビリーとクラガートのそれに酷似しているからである。ど

ちらも後者が普段から前者に故のない憎しみを抱いており,あるとき挑発行為

に出て殴られる,あるいは殴り殺されてしまうからである。しかし周知のごと

く,ビリーの場合は,上官を殺した罪を負わされ処罰されてしまうのに対して1

ステイールキルトは鞭打たれるものの,まんまと船から逃げてしまい,一方上

官の方は鯨に殺される。まさにこの違いこそ,「転倒した」という言葉が灰め

かしているものなのではないだろうか。タウン・ホ一号上で起こった出来事は,

実は物語として全く別の結末があり得たこと,すなわち,どんな理由があった

にせよ,上官を殴り,仲間を巻き込んで反乱を起こし,あげくの果てに船を捨

ててしまったのであってみれば,船の掟にしたがって制裁を受けるのはステイ

ールキルトの方であったことは,『ホワイト・ジャケット』や『船乗り,どリ
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ー・バッド』を読んだ読者なら解るはずである。言い換えれば,神はそうした

この世の仕組みを「転倒して」ラドニーに審判を下したのである。以上のこと

は物語作者にとって,もう一つの別の物語を書くことも可能であったことを示

唆しているのではないだろうか。しかしプロットがカルヴィニズムと結び付い

たとき,そうした創作上の可能性は,完全に抑圧されてしまったのだと言うこ

とができる。冒頭で注意しておいたように,そのことに気づいて「転倒した」

という言葉を思わず差し挟んでしまった『白鯨』の語り手イシュメルを,「タ

ウン・ホ一号の物語」の語り手と切り離して考えなければならないゆえんであ

る。そして恐らく『船乗り,ビリー・バッド』という作品は,そのとき抑圧さ

れてしまったもう一つの物語を,晩年になってメルヴィルが蘇らせたのだとい

うことができるかもしれない。

前章ではわれわれは作品内の二つの"物語"を取り上げて,プロット化とイ

デオロギーとの関係を見てきた。物語化の過程において,一つの結末へ向かっ

て強力な推進力となり,また拘束力ともなって働いていたのは,カルヴィニズ

ムというイデオロギーであった。言うまでもなくそれら二つの物語の作者であ

るメルヴイルにとって,その存在は極めて深刻な問題として意識されたに違い

ない。作者の意図にかかわりのないところで,創作の方向を決定してしまいか

ねないイデオロギーの存在は,作家として大変な脅威をおぼえた筈である。も

ちろん上記の二つの物語にはそうした脅威は表面だって現れてはいないが,

"エイハブの物語''には,紛れも無く作家がそのことを深刻に受け止めていた

ことを思わせるものがある。

言うまでもなく"エイハブの物語"とは『自鯨』そのものではない。そこか

らイシュメルの鯨学の章などを取り除いた,エイハブを主人公として,クリス

マスの船出から悲劇的結末に向かって直線的に進んで行くプロットを軸に構成



『白鯨』 59

された部分のことである。しかもそのプロットの書き手はエイハブその人だと

いってもおかしくない。44章で大きな海図を拡げ,「空自の部分に鉛筆でゆっ

くりしかも着実にさまざまな線を書き加えている」エイハブの姿こそ,白鯨に

復讐を遂げるという「己の魂のあの偏執狂的な想念をより確実に達成しようと

して」14),自分がこれから辿ることになるプロットをわき目も振らず一心に練

っている姿と見ることができる。船主たちにも本当の目的は隠し,フェデラー

たちを密かに乗り組ませ,エイハブはすべて用意周到にこの航海を仕組んだだ

けではない。彼は航海の途上その直線的進行を阻むものは,無視し暴力的に押

さえ込んでしまう。息子を捜すレイチェル号の船長の依頼も,また「ものを言

わぬ獣を相手に怒り狂うなど神を冒漬することだ」15)として,復讐を思い止ど

まるように言うスターバックの嘆願にも,エイハブは全く耳を貸さない。

この世における悪の存在を黙って容認する神を憎悪し,時にはその神と等身

大の自我を声高に主張し,またある時は何でもやってのける自由を豪語したエ

イノ＼ブは,以上見たように,自ら仕組んだ筋書きを,そのとおりに実現しつつ

あるのだという絶大なる確信を抱いていたに違いない。ところがその彼がモウ

ビィ・ディック追跡の直前一三二章に至って,次のような心情を吐露してしま

う。

わたしはあらゆる自然の情やあこがれに逆らってまで,このように常に己を追い立て,

駆り立て,急き立て続け,わたし自身の本来の自然の情にあっては,あえてやる勇気も

ないようなことですら無謀にもいつでもやってのけようとしている。これは一体,身を

隠し人を欺くどんな主人が,また,いかなる残酷で苛酷な皇帝がわたしに命令するから

なのか。エイハブはエイハブなのか。この腕を上げているのはわたしなのか,神なのか,

はたまた誰なのか。しかし,あの大いなる太陽が一人では動かず,天の使い走りでしか

なく,一つの星すら何か見えない力によってしか回らないのであってみれば,わたしの

この小さい心臓は神によらずしてどうして鼓動を打つことができようか。この小さい頭

脳もまた神によらずして何かを思考することができるというのか。天によって人はあの

揚錨磯のようにこの世界をぐるぐる回転させられ,運命がそのてこ棒というわけだ16)。
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自分がプロットを書いていると信じて疑わなかったエイハブが,ここにいた

って,実は自分ではなく神がその書き手であったと認めてしまったのである。

言い換えるなら,神に挑戦していたはずのエイノ、プは,ここですべてを統べる

神の存在を,そして自分の辿っているプロットを予め仕組んでおいた神の力を

認めてしまったことになる。またそれは,彼のプロットが運命予定説的思考に

梯め捕られてしまったと言い換えることもできる。どうしてそのような,いわ

ばエイハブの敗北とでも言いうることが起こってしまったのであろうか。

それは,自鯨によって片足を食いちぎられるという悲惨な出来事が,エイハ

ブに神に対する信仰を喪失させてしまったのだ,というよりも,神を愛するこ

とから神を憎悪することへと180度反転させてしまっただけに過ぎなかったか

らではないのか。わたしはこれまで"宗教"や"信仰''と言う言葉をわざと避

けて,"イデオロギー"という言葉を好んで用いてきた。それは特にエイハブ

を論ずる場合には,``ィデオロギー''という言葉が内包しうる意味の広さが,

我々により適切な概念装置を与えてくれると考えてのことであった。正統的キ

リスト教徒からみれば,エイハブは信仰を喪失してしまったように見えるであ

ろうが,実はエイハブはキリスト教的イデオロギー,つまり,クリスチャンが

物事を捉える思考の枠組みからは一歩も踏み出さず,その精神構造はそのまま

保持したまま,愛から憎悪へと反転したに過ぎなかったと言えるのではないだ

ろうか。

例えば,エイハブの有名な次の言葉はそれを端的に表している。

日に見えるものはすべて,ボール紙の仮面に過ぎない。しかし,一つ一つの出来事に

は,何か知らないが筋道の通ったものが,筋道の通らぬ仮面の背後から,その特徴の鋳

型を押し出しているのだ17)。

このエイハブの言葉からは"神"という言葉が消えてはいるものの,それを

補えばキリスト教的思考と何ら変わってはいない。この世のすべての現象の背
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後にそれらを知ろしめすもの,即ち,「筋道の通ったもの」の存在を前提とし

ているのである。エイハブのいらだち,憎悪は,姿を"隠した"神を執拗に追

い求め,再び兄いだしたいとする願望と愛情との裏返しの感情であると言うこ

とができるのである。そういえば航海の間中∴ある種の拘束感,閉塞感にエイ

ハブは苦しみ続けている。例えば,今引用した言葉のすぐ後には,「人間,何

かをぶち壊すのであれば,その仮面をやれ。囚人は壁をぶち壊さなければ,ど

うして外に出られるのか。」と続く。このいきなり出てくる「囚人」という言

葉は,エイハブの抱く拘束感を最もよく表している。エイハブを閉じ込めてい

るものは,彼が最後まで脱しきれなかったいわゆるキリスト教イデオロギーだ

ったと言えるのではないだろうか。

これまでプロットを柱とした物語部分に焦点をあててきたのだが,我々には

まだ冒頭で``ァンプロット''と名付けた部分の検討が残っている。すでに述べ

たように,『自鯨』は即"エイハブの物語''ではないのである。作品の途中で,

イシュメルが登場人物として自ら経験した冒険をそのままに語る語り手から,

登場人物としては殆ど姿を消してしまい,ピーコツド号で起こる出来事を語る

だけではなく,"鯨学''に薙蓄を傾け該博な知識を披露していく,殆ど作者そ

の人と見なしてもよい語り手へと移行してしまうことは周知の事実である。し

かしこのイシュメルの変化は,"エイハブの物語"の直線的進行を繰り返し妨

害し,出版以来多くの読者をいらだたせ,時にはうんざりさせてきたことも否

定し難いであろう。小説のたいていの読者は直線的プロットに慣れ親しみ,そ

れが迎える大団円に期待して小説を読む。しかし語り手イシュメルは,その期

待に逆らい続け,しばしば唐突にプロットの流れを止めてしまうのである。

そこで我々が抱いた疑問は,どうしてメルヴィルは,一方で直線的に進行す

る"エイハブの物語''を語りながら,他方でそれを妨害する形で"鯨学"を展
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関するという,二重の小説構成を企てたのかということであった。それに対し

て,今次のように答えることができるのではないだろうか。メルヴィルは彼の

作品が一つの支配的イデオロギーに吸収され,統合されてしまうのを拒否した

かったのだと。すでに見てきたように,直線的プロット化はその構成,意味付

けにおいて,イデオロギーと密接に結びついていた。従ってメルヴィルが読者

の期待に反してまであえて直線的プロットを中断させる語りを選んだのは,単

なる手法上の実験ではない。一一九世紀中庸という彼が生きた時代にあって,ま

たアメリカというキリスト教社会にあって,隠微ではあってもなお強力に働き

かけてくるキリスト教イデオロギーから,作家としていかに自由でありうるか

それを考えた末の選択であったのだと言うことができるのではないだろうか。

エイハブがしばしば苦しんだ拘束感から解放され,作家としての自由を保持す

るためには,始め,中,終わり,と整然と一貫性をもって終結する構築物を破

壊してかかること,それこそメルヴィルにとってはどうしても直面しなければ

ならない課題だったのである。

それでは次に,こうしたイシュメルの``自由"への試みが具体的にどのよう

な語りを展開することになったのかを見てみたい。それは単に"エイハブの物

語"の直線的進行を妨害するという形をとっただけではないのは言うまでもな

い。

一つにはそれはコンベンショナルな物語の否定として現れる。

人生において着実に前進(progress)して後戻りはしないなどということはない。わ

れわれは固定した段階を一つ一つ前進し,最後に休止するのではないのだ18)。

ここでいう"progress"とは,独立戦争以来アメリカ国家を勢いづけてきた

"進歩''の概念ではなく,物語のプロットを指すものとして考えるべきであろ

う。イシュメルは人生を一つの物語として見る常套的立場,すなわち「幼児期

における無意識状態」,「少年期の無思慮な信仰」,「青年期の疑問,懐疑,不
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信」を経て,「成年の"もしや"と考えて辿り着く安らぎ」という人生のプロ

ットの虚偽性を暴いているのである。彼によれば,人はこの4幕を辿って安ら

かに眠りにつくのではなくて,-一つの人生のうちで同じ四段階のプロセスを繰

り返し辿るのであって,「二度と錨をあげる事のない最後の港」は兄い出せな

いというのである。このいわばサイクリックな"物語"においては,始め,中,

終わり,という構成は当然破綻をきたし,従ってもはや物語とは言えないこと

になる。言い換えるなら,イシュメルはここで,懐疑の末に辿り着く信仰の復

活という,キリスト教的イデオロギーに基づく物語の結末を拒否したのだとい

うことができる。

以上のような物語の拒否は,112章の「鍛冶屋の恥ずべき物語」にも見て取

ることができる。そもそもこの話は,信仰復興運動と結び付いた社会改革運動

の隆盛に伴って,1820年代より盛んに書かれ,また演壇からも説かれたいわ

ゆる"禁酒文学"のジャンルに属するものである。それはアル中に苦しんだ主

人公が,聖書を読んで敬虔な家族によって支えられアル中から立ち直る,とい

う典型的なプロットを持っていた。しかし1840年代ごろからは,教訓的なも

のから扇情的なものへと調子を変え,アル中のもたらす害悪そのもの-家庭

の崩壊,犯罪など-を事細かく描くようになったという19)。「鍛冶屋の恥ず

べき物語」もその流れに沿うものであるが,我々にとって興味深いのは,やは

り禁酒文学の典型的プロットの否定として語られていることである。「喜びの

4幕と,いまだ大詰めを迎えないで連綿と続く悲しみの5幕,という人生のド

ラマ」20)。家族に支えられてのハッピー・エンディングを迎えるどころか,鍛

冶屋は「唯一の望ましい結末である死」すらも与えられず,エイハブの言うよ

うに当然気が狂ってもおかしくない状況にありながら,悲惨な姿をさらして

綿々と生きながらえ続けるのである。こうして鍛冶屋の話も,結末を欠いた物

語として,つまり五幕の幕が下りない劇として語られているのである。言い換

えるなら,エイハブが「おまえが気が狂うことができないとは,神はおまえを

まだ憎んでいるのか。」とつぶやくように,キリスト教的イデオロギーの枠組
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みの中では説明のつかない物語として,それは語られていると言うことができ

るであろう。

しかしイシュメルによる"自由"への挑戦は,以上のように単に常套的プロ

ットを否定する段階に止まっているものではない。最後に我々は``ァンプロッ

ト"部分の持つ,もっと積極的な特徴にどうしても触れておかねばならない。

イシュメルは自らの語りについて次のように要約する。

幹から枝が生え,枝から小枝が伸びる。そのように豊かな主題においては,いくつも

の章が生まれてくる21)。

注意深い無秩序こそが真の方法であるような企てもある22)。

コロニュの大伽藍が未完の搭上にクレーンを立てたまま残しているように,わたしも

この鯨学の分類を未完成のままにしておきたい23)。

一本の線ではなく,何本もの枝葉が伸びるような豊かな語り,硬直した秩序

ではなく,注意深い無秩序,完成ではなく未完成,これらこそ``鯨学"の語り

の特性をほとんど言い切っていると言ってよいだろう。語り手は,予め敷き詰

められた「鉄道のレール」(ェイハブの用いる比喩)の上を真っすぐに走って

これまた予め定まっている終着点に着くのではなく,己の創意の赴くままに,

語りの枝葉をさまざまな方向に延ばす自由を存分に駆使することができるので

ある。

我々はさらにもう一つ重要な特徴を付け加えておかねばならない。すでに見

たように直線的プロット化は,物語を支配するイデオロギーに抵触するものを

排除,抑圧することによって,一貫性,整合性を保とうとする傾向があった。
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これに対してイシュメルの語りは,むしろ複数の相異なる翠考を模索し,その

間に相互の交歓の可能性を探ろうとする。言い換えるならば,他者性を抑圧し

てしまうのではなく,他者との対話の関係を結ぼうとするのである。「僕のこ

とをイシュメルと呼びたまえ」という異例な読者への呼びかけに始まって,そ

うした特徴はさまざまな章に独特の雰囲気を作り出しているが,ここではその

典型的な例として,105章「鯨の大きさは減ずるか-鯨は滅亡するか」を取

り上げることにする。

そこでは10以上のパラグラフが続いた後,「固体としての鯨に死滅はあって

も,種としての鯨は不滅である。」24)という一応の結論が引き出される。しかし

非常に興味深いのは,そこに至るプロセスにおいて,それらのパラグラフが,

すべてイシュメルの思考のプロセスを形成しているというより,章題の掲げる

問題を巡って,意見を異にする人々が参加するシンポジウムの観を呈している

のである。いくども「しかし」という言葉を繰り返しては始まるパラグラフの

一つ一つが,そのシンポジウムの発表者それぞれが主張する意見であり,105

章全体はそれらの意見交換の様相を呈していると言ってもおかしくない。もち

ろんそれは次のようにも言い換えることができる。イシュメルがさまざまの反

論を想定してそれらと討論を交わしているのだと。イシュメル一人の語りのな

かに,博物学者,捕鯨業者,歴史家などの立場や考え方の異なる人々の意見が

抹殺されるのではなくて,すくいあげられ,併置され,討論に参加させられる。

討論,対話,それこそマップル牧師の説教において封じ込められ,欠落させら

れたものではなかったか。「不滅の鯨はなお生き延びる」であろうとするイシ

ュメルの結論は,決して押し付けがましいものではない。数値に基づいた字間

に与するか,捕鯨業者の経験に頭を下げるか,あるいは,「かつて鯨はクレム

リン宮殿の上を泳いでいた。ノアの洪水では,ノアの方舟を侮っていた。」25)な

どと言ってのけるイシュメルの途方もない想像力をともに楽しむか,そのいず

れに与するかは,読者にも自由が残されているということができるのである。
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最後に誤解のないように言っておく必要があるのは,エイハブがピーコツド

号上で全く孤立して白鯨追跡の一人芝居を演じていたわけではない。イシュメ

ルもその他の船乗りたちも,船長の復讐の誓いに声を合わせ協力することを約

束したのである。言い換えるなら,イシュメルその人も,エイハブを拘束した

キリスト教イデオロギー,あるいは神を中心とする考え方(theocentricsys-

temofunderstanding)から,全く自由であったわけではない。彼がマップル

牧師による説教壇の演出や説教の意味を直ちに了解してしまうことからも分か

るように,キリスト教イデオロギーにどっぷり浸かった人間なのである。もち

ろん作者メルヴイルについても同じことが言える。ウォルター・ハーバート

Jr.は,克明な伝記的研究に基づき,メルヴイルその人が子供時代から,母親

やその一族のカルヴィニズム信仰と,父親のリベラルな立場,言い換えるなら,

正統的キリスト教と,ユニテリアニズムとのあいだに引き裂かれ,それがメル

ヴィルの心理的苦痛を生じさせていたことを指摘している。しかし,我々が見

てきたように,少なくとも『白鯨』を書き終えたとき,作家としてのメルヴイ

ルは,そのような桂椅からの自由を,創作活動によって獲得していたと言うこ

とができるのではないだろうか。
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