
ポーの「裏切る心臓」における人間の真実と生き方の文化
－恐怖の幻想を中心として－

岡　田　春　馬

1943 年に発表された「裏切る心臓」（“The Tell-Tale Heart”）という短編は、

「黒猫」と共に、ポー（Edgar Allan Poe，1809 ～ 1849）の名作中の名作である。

従って、筆者は、この短編において、この恐怖の幻想なるものが、具体的に、い

かに追求されているかを、筆者自身の目を通じ、作品の内容に即して検証してみ

ることにする。

q 〈私〉なる人物の精神状態

語り手である、〈私〉（Ｉ）なる人物の精神状態が、犯行当時および現在、どん

なであったかは、次の引用で分かる。

True! — nervous — very, very dreadfully nervous I had been and am;... （p.303）

「本当なんです。絶対に、うそ偽りありません！あの時の私といったら、そり

ゃもう、単に神経質だなんていうもんじゃなかったんです。口では到底説明でき

ないほど、ひどく、実にひどく、恐ろしく神経質になっていたんです。また、現

在でも、そういう状態が続いているんです。」

上記の引用文の中で、“had been and am;...”というように、過去完了時制と現

在時制が一緒に使われているが、過去完了時制によって、我々読者は、〈私〉な

る人物が、過去のある時期から（もちろん、この作品を読んだ限りにおいては、
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その時期は明記されていないのではっきりとはしないのだが、恐らく、〈老人〉

の鋭い視線を感じ、腹の底まで見抜かれたと思い、どきっとした時からであろう

が）相当の不安と恐怖と憎悪でいらだっており、もちろん、犯行時は、極度の神

経過敏が極限に達しており、一種の〈狂気の〉（“mad”p.303）状態にあったと推

定される。また、現在時制によって、犯行後の現在は、精神的にも、また、情緒

的にも若干鎮静化し、本来ならば、〈私〉は過去の極度に神経の高ぶった興奮状

態から解放されている筈なのに、いまもなお犯行当時と同じように、激しい神経

過敏の状態が歴然
れきぜん

と続いているということが分かる。これによって、〈老人〉

（“the old man”p.303）に対する〈私〉の不安、恐怖、憎悪、怨念がいかに深刻

なもので、犯行時よりずっと以前からも、非常な神経質の状態が続き、いや、む

しろ、徐々にエスカレートしてきていたのではないかと想像される。

しかし、逆に、神経質の極限情況に達していたが故に、〈五感〉（“my senses”

p.303）は非常に〈鋭敏〉（“acute”p.303）になっていたし、わけても、〈聴覚〉

（“the sense of hearing”p.303）の方は、異常なまでに鋭くなっていたと考えられる。

w 老人殺害の動機

〈私〉なる人物が〈老人〉の殺害を決心したのは、ほかならぬ、〈老人〉の

〈禿鷹のような目〉（“the vulture eye”p.303）が原因であった。〈私〉がいったん

〈老人〉を殺害するという考えに取り憑かれたとなると、この考えは昼夜を問わ

ず、〈私〉の頭から離れなかった。では、その〈禿鷹のような目〉がいかなる目

であるかと言えば、少くとも筆者が判断する限りにおいては、別段、大して不気

味な目ではないように思われる。これは、次の引用で分かる。

One of his eyes resembled that of a vulture — a pale blue eyes, with a film over it.

（p.303）

「老人の目の一つは、禿鷹のような鋭い目に似ていた。また、それは薄青い目

で、眼球の上には、薄い膜がかかっていた。」
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しかし、〈私〉がこの〈禿鷹のような目〉でじっと見据えられたとなると、途

端に、全身の血が凍るような悪感で、ぞくぞくっとしてしまい、思わず、恐怖の

戦慄を覚えたので、〈老人〉殺害の考えが徐々にではあるが、〈私〉の心に定着し

ていった。この模様を引用で示すと、次の通りである。

Whenever it fell upon me, my blood ran cold; and so by degrees — very gradu-

ally — I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of

the eye for ever. （p.303）

「老人の片一方の、禿鷹のような鋭い目で、じろっと睨みつけるように、視線

を向けられた時はいつでも、途端に、全身の血が凍ってしまうようだった。それ

からというもの、だんだんと－もちろん、きわめて徐々にではあるけれども─ど

んなことがあっても、老人の生命を奪い取り、あの恐ろしい目から永久に免がれ

ることを決心したのです。」

従って、〈私〉の殺害の動機はただ一つで、老人の目だけに限られていた。こ

れは、次の引用で明白である。

I think it alas his eye! yes, it was this! （p.303）

「私は、殺害の動機となったのは、老人の、あの恐ろしい目だったと思います。

そうです、その原因は、まさに、それだったんです。」

我々の普通常識から考えると、例えば、〈私〉が老人の貯めこんだ小金を盗り

たいだとか、または、老人によって虐待されたとか、侮辱されたとかいった、い

わゆる、苦い目に遭わされたこともなく、いや、それどころか、むしろ逆に、

〈私は、その老人をとても愛しておりました〉（“I loved the old man.”p.303）と

いうことを考えると、いささか、頭の中が混乱し、理解に苦しむ。

しかし、ここで、禿鷹の目を想像した場合、そもそも、禿鷹というのは、動物
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の死肉を貪り食い尽くすといった猛禽で、およそ、優しさとか、品のよさという

ものから、かけ離れた存在である。つまり、無慈悲、冷酷の化身のような存在で

ある。従って、このような〈禿鷹のような目〉の鋭い視線を、ちらっとでも浴び

たような場合には、瞬間的に、食い殺されるかも知れんぞといった、恐怖の幻想

に駆られるものと想像される。つまり、生命に対する致命的危害を加えられ、無

残な殺され方で殺されるのではないかという、幻想的恐怖のために、身体中の全

神経が麻痺するのではあるまいかと想像される。従って、〈禿鷹のような目〉に

よって象徴される残虐性ということを考えると、実際には、この老人ははっきり

とした態度では示さなかったけれども、ちょっとした言動の端々から、一種のエ

ピファニーとして、〈私〉なる人物の超過敏なる鋭い感覚によって、感知されて

いたのではあるまいか。また、実際には、この老人はこういった残虐性の持主で

あったかも知れないが、それもあえて示さなかったのは、現実での二人の利害関

係で、算盤をはじいた上での老獪さによるものではあるまいかとも推察される。

e 殺害の第一段階（最初の七日間）

〈私〉が老人を殺害する前の一週間は、用意周到にして、かつ、最大限の慎重

を期した。〈私〉は老人を殺すなんていうことは、第三者から見れば、狂気の沙

汰に違いないと思われるので、〈私〉が実際とった方法を、読者に、具体的に示

せば、狂人なんかの仕業でないことははっきりすると考えて、次のように説明し

ている。

...You fancy me mad. Madmen know nothing. But you should have seen me.

You should have seen how wisely I proceeded — with what caution — with what

foresight — with what dissimulation I went to work! I was never kinder to the old

man during the whole week before I killed him. And every night, about midnight,

I turned the latch of his door and opened it — Oh, so gently! And then, when I had

made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all closed, closed,

so that no light shone out, and then I thrust in my head. Oh, you would have
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laughed to see how cunningly I thrust it in! I moved it slowly — very, very slowly,

so that I might not disturb the old man's sleep. It took me an hour to place my

whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed.

Ha! — would a madman have been so wise as cautiously — oh, so cautiously —

cautiously（for the hinges creaked）— I undid it just so much that a single thin

ray fell upon the vulture eye. And this I did for seven long nights — every night

just at midnight — but I found the eye always closed; and so it was impossible to

do the work; for it was not the old man who vexed me, but his Evil Eye. And

every morning, when the day broke, I went boldly into the chamber, and spoke

courageously to him, calling him by name in a hearty tone, and inquiring how he

had passed the night. So you see he would have been a very profound old man,

indeed, to suspect that every night, just at twelve, I looked in upon him while he

slept. （p.303）

「（こんなことを言うと）皆さんは、私が狂人だとでも思われることでしょう。

だけど、狂人には、何も分かる筈はないのです。そこで、皆さんに、ぜひ、この

私をお目にかけるべきだったんですが、そうすることができなくて残念です。と

いうのは、皆さんに、この私が、いかに賢明に事を運んだかということを、ぜひ

ご覧になってほしかったからです。つまり、いかに用心深く、また、いかに慎重

に、しかも、いかに私自身の感情を偽って、仕事にとりかかったかをです！私は

いままでに、あの老人を殺す直前の一週間ほど、老人に対して優しくしたことは

なかったんです。私は毎晩、真夜中を過ぎると、老人の部屋のドアの掛け金を外

して、ドアを開けたんですが、その際には、実にそーっと開けるように心がけた

んです。そして、それから、私が、かろうじて、私の頭が入る位ドアを開けると、

光がいっさい洩れないように、カンテラを、蓋をきちっと閉めたまま、そっと差

し入れて、それから、おもむろに私の頭を差し入れたんです。私がいかに巧妙に、

頭を忍び込ませたか、その模様をご覧になられたら、きっとお笑いになられた

（思わず噴き出してしまわれた）ことでしょう。私は老人の眠りを妨げないよう

に、ゆっくりと、実にゆっくりと頭を動かして、入れたんです。私がベッドで寝
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ている老人の顔が見えるまで、頭を完全にドアの透き間から入れるまでには、何
なん

と、たっぷり一時間はかかったのです。ははあ、狂人に、これほどの知恵を働か

すことができましたでしょうかな。そして、それから、私の頭がすっぽり部屋の

中に入ってしまった時、用心して蓋を開けたんです。しかも、その際には、用心

に、用心を重ねて、（というのは、蝶番がきーっという軋むような音をたてたか

らです）一本の細い光が、禿鷹の目に当たるまで、カンテラの蓋を開けたんです。

しかも、私はこういったことを七晩も続けてやったのです。しかも、毎晩、真夜

中にやったのですが、なんと、禿鷹の目は、いつも閉じたままだったのです。そ

んな理由で、その仕事は完遂することはできなくなってしまったんです。といい

ますのは、私を悩ませ、苦しめたのは、老人ではなくて、老人の邪悪な目、つま

り、凶眼だったからなんです。そこで、毎朝、夜が明けると、私は老人の部屋に

入って行って、大胆にも、老人に話しかけたり、元気のいい調子で、名前を呼ん

だり、昨晩はどんなあんばいで、お休みになられましたかなどと尋ねたりしたん

です。それで、もしも私が毎晩、真夜中の 12 時に、ドアを開けて、眠っている老

人の顔を覗きこんだりしたなどということに、老人自身が気づいていたとしたな

らば、それこそ、その老人は、よっぽど、ふてぶてしい奴だったに違いあるまい

ということになるのではありますまいか。」

r 殺害の第二段階（八日目の晩）

〈私〉は殺害計画の八日目の晩には、〈老人〉の部屋のドアを開けるのに、い

つもより一層の用心をし、時計の分針よりものろいスピードで、手を動かした。

〈私〉がドアの所に立って、少しずつドアを開けるのだが、〈老人〉自身は〈私〉

の密
ひそ

かな行為とか考えについては、まったく夢想だにしなかったようであった。

その時、〈私〉は思わず、自分の創意工夫と才気縦横ぶりに思わず独り悦に入り、

くすっと笑った＊。だが、その時、恐らくは、〈私〉のしていることによって起こ

った、ごく些細な音が〈老人〉の耳に聞こえたせいでしょうか、突然びっくりし

たように、ベッドの上で〈老人〉が身体を動かした。しかし、部屋の中が真っ暗

であったということもあってか、〈私〉はそんなことにはまったく気にせずに、
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少しずつドアを押し開けていった。〈私〉がドアから頭を入れ、カンテラの蓋を

開けようとした時、〈私〉の拇指が、不覚にも留め金の上で滑って、音をたてて

しまった。その瞬間、その〈老人〉はベッドの中から跳ね起きて、〈誰だ、そこ

にいるのは〉と、大声で呼んだ。しかし、〈私〉はいささかも、そんなことには

怯むことなく、じっと立ったまま、何も言わなかった。丸一時間、〈私〉は〈筋

肉〉（“muscle”p.304）一つ動かすことをしなかったが、その間に、〈老人〉が横

になるような音は聞こえなかった。〈老人〉の方でも、ベッドの上で、じっとし

て、きちんと正座したまま、聞き耳を立てていた。それは、丁度、〈私〉が七日

間にわたり、夜な夜な、〈壁の中にいた死番虫
シバンムシ

の鳴き声に聞き耳を立てている〉

（“hearkening to the death watches in the wall.”p.304）ようであった。

t 〈老人〉の呻き声

それから、間もなく、〈私〉の耳に〈かすかな呻き声〉（“a slight groan”p.304）

が聞こえた。それは単なる苦痛とか悲しみによる呻き声ではなく、死の恐怖に怯

えた時に、魂の底の底から湧き上ってくる、低い、押し堪
こら

えたような呻き声であ

った。この呻き声が、実際どのようなものであったかは、〈私〉には、実感をと

もなって理解できた。というのは、幾夜も幾夜も、世界中の人がみんな寝静った

真夜中に、〈私〉自身の心の底から、まったく同じような呻き声が湧き起こって

きた時、その呻き声の恐ろしい反響のせいか、更には、一層深まった恐怖のため

に、狂いそうになってしまったことがあったからである。

y 〈老人〉の呻き声に対する〈私〉の憐憫と冷笑

〈私〉には〈老人〉が死の恐怖に怯え苦しむ気持ちが、痛いほど分かったので、

内心では、つい、〈老人〉に対する憐憫の情が生まれた。しかし、〈私〉の心の奥

底では、〈老人〉にも、〈私〉と同じ苦しみを味わせてやることができ、復讐が叶

ったことに快感を覚えたので、こっそり、ほくそえんだ。このような〈老人〉の

苦しみが、どのようなものであったかは、次の引用で分かる。
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I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise, when he

had turned in the bed. His fears had been ever since growing upon him. He had

been trying to fancy them causeless, but could not. He had been saying to himself

—“It is nothing but the wind in the chimney — it is only a mouse crossing the

floor,”or“it is merely a cricket which has made a single chirp.”Yes, he has

been trying to comfort himself with these suppositions; but he had found all in

vain. All in vain; because Death, in approaching him, had stalked with his black

shadow before him, and enveloped the victim. And it was the mournful influence

of the unperceived shadow that caused him to feel — although he neither saw nor

heard — to feel — although he neither saw nor heard — to feel the presence of my

head within the room. （p.304）

「老人は、ほんのかすかな音が、一回聞こえただけだったんだろうが、ベッド

の中で寝返りを打ってからというもの、ずーっとベッドの中で目を覚ましたまま、

横になっていたことを、私はずーっと知っていた。それからというもの、老人の

恐怖は募るばかりであった。しかし、老人自身には、どう考えてみても、恐怖の

原因となるようなものは、全く思い当たらなかったが、どうしてもだめだった。

そこで、老人は独りで〈ありゃ、暖炉の煙突の中を吹き抜ける風の音にすぎない

んだとか、（なに、大したことはない）あれは床の上を走り回る二十日鼠の足音

位だろうとか、あるいは、偶々、１回だけ気まぐれに鳴いたコオロギの鳴き声位

だろう〉などと、高をくくって、独り呟いていた。老人は、このように、勝手に

あれこれと憶測して、極力自分自身を慰めるように努め続けたのだが、これらの

努力は、すべて、無駄なあがきに終ってしまった。そうです、事実、無駄だった

んです。というのは黒衣をまとった死神が老人に近づいてきた時、老人の前に黒

い影を落としながら、そっと忍び寄ってきて、今や哀れな犠牲者となった老人を

黒い影で、すっぽりと包みかぶせてしまったんです。従って、老人は、部屋の中

に差し入れられた私の頭の存在を、もっとも老人はもはや、見ることも、聞くこ

ともできなかった訳でありますが、実感として感知させたのは老人自身は全く気

づいていない、影の死神の力によるものであった。これは、老人にとっては、ま
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さに、気の毒という外はなかった。」

u ぱっちりと見開いた〈禿鷹のような目〉

〈私〉を恐怖のどん底に突き落し、死の恐怖の幻想を際限なく広がらせ、震え

上がらせたのは、外ならぬ、〈禿鷹のような目〉であった。従って、長い間、じ

っと忍耐強く待っていても、一向に、横になって寝る気配が感じられなかったの

で、とうとう痺
しびれ

を切らして、カンテラの蓋をほんのごく僅かに開けた時、〈禿鷹

のような目〉に、まるで〈蜘蛛
くも

の糸〉（“the thread of the spider”p.304）のよう

な〈ぼんやりとした一条の光線〉（“a single dim ray”p.304）が当たると、なんと、

その目は完全に見開かれていた。その時、〈私〉は、その見開かれた〈禿鷹の目〉

をはっきりと見ることができた。その時の〈禿鷹のような目〉が、具体的にどの

ようなものであったかについては、次のように描写されている。

... — all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled the very marrow in my

bones;... （pp.304 ～ 305）

「目全体は、薄ぼんやりした、つやのない青い色をしていたが、その目の上に

は、私の骨の髄までも凍らせるような、恐ろしくて、ぞっとするようなベールが

かかっていた。」

i 〈老人〉の心臓の音

〈老人〉の〈禿鷹のような目〉が開いたということは、〈老人〉の頭が警戒感

と言うか、恐怖感に苛
さいな

まれていたことを示す証拠である。従って、このような恐

怖感に相呼応するように、心臓の動悸も激しさを増してくるように思われた。最

初、〈私〉の耳に聞こえてきたのは、〈綿に包
くる

まれた懐中時計が刻むような低くて、

鈍くて、早い音〉（“a low, dull, quick sound, such as a watch makes when

enveloped in cotton.”p.305）であった。〈私〉はこのような老人の心臓の脈動を
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聞くと、まるで〈太鼓の音が兵隊の心を鼓舞して、勇気を振るい立たせるように〉

（“as the beating of a drum stimulates the soldier into courage ”p.303）、〈私〉の

怒りが一層激しく掻き立てられた。しかし、〈私〉はいかなる手段を講ずること

もなく、じっとしていたが、その間に〈老人の心臓の物凄く強い脈動〉（“the

hellish tattoo of the heart”p.305）は刻一刻と、更に一層、その度合いを高めてい

った。つまり、脈動は刻々早くなり、心音が大きくなっていったので、恐らくは、

〈老人〉の恐怖感は極限に達したものと思われる。丑満
うしみ

つ時の、しんと静まり返

った静寂に包まれた、古ぼけた家の中にあっては、ただでさえ、いままで長い間

〈老人〉の〈禿鷹のような目〉によって、さんざん神経を尖
とが

らせてきた〈私〉に

とっては、このような〈老人〉の心臓から聞こえる〈異様な音〉（“so strange a

noise as this”p.305）によって、〈私〉自身は〈どうすることもできない、つまり、

抑えがたい恐怖〉（“uncontrollable terror”p.305）に駆り立てられた。

o 〈老人〉の死期到来

〈私〉はこのような恐怖にも数分間じっと耐え、その場に立ちつくしていたが、

〈老人〉の心臓の鼓動の音がだんだん大きくなっていったので、きっと、心臓が

破裂してしまうだろうと思った。その時には、近所の人達にも、その破裂音は、

絶対、聞こえてしまうことになってしまうが、その場合はどうしようかという

〈一つの新たな不安（心配）〉（“a new anxiety ”p.305）に襲われた。

いよいよ、〈老人の死期〉（“The old man's hour”p.305）が到来した。そこで、

〈私〉は大きな叫び声をあげて、カンテラの蓋をぱっと完全に開けてしまって、

部屋の中に飛び込んだ。すると、〈老人〉もまた、たったの一回だけ金切声をあ

げた。その瞬間、〈私〉は機を逸することなく、〈老人〉をベッドから床の上に引

きずり降ろし、重いベッドを〈老人〉の身体の上に押し当てて、圧殺してしまっ

た。この時、事が余りにも首尾よく運んだことに喜んで思わず、にっこりほほえ

んでしまった。しかし、〈老人〉の心臓からは、何分間もの間、毛布ででも包
くる

ん

で、押し殺したような弱い音が聞こえてきた。しかし、〈私〉はこの程度の音な

らば、壁越しに、隣家の人の耳に聞こえることはあるまいと判断したので、いら
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いらしなかった。やがて、〈老人〉の心臓の鼓動も止んでしまった。しかし、〈私〉

は念には念を入れよとばかりに、死亡確認を行った。この模様を引用で示すと、

次の通りである。

I removed the bed and examined the corpse. Yes, he was stone, stone, dead.

I placed my hand upon the heart and held it there many minutes. There was no

pulsation. （p.305）

「私はベッドを片付けて、死体を調べた。そう、まさしく、老人は完全に死ん

でいた。私は老人の心臓の上に手を当てがって、何分間も、じっとそのままにし

ておいた。もちろんのこと、心臓の鼓動はまったくしなかった。」

〈私〉はこのようにして、自分の手で直接、〈老人〉の死を確認したので、も

う、これからは、あの〈禿鷹のような目〉に悩まされることはあるまいと、確信

した。

!0 〈老人〉の死体処理

〈私〉は〈老人〉の死体の頭と手足を切断し、寝室の床板３枚を外してから、

全部根太の間に投げ込んだ。死体を切断した時流れる血を、一滴たりとも零
こぼ

さな

いように、たらいを使って、万全を期した。また、３枚の床板も元通りにした。

!1 ３人の警官来訪

〈私〉が死体処理を完了したのは、午前４時で、まだ、真夜中のように暗かっ

た。時計のベルが午前４時を告げた時、玄関のドアをノックする音が聞こえた。

〈私〉は、もはや、何ら恐れるものはないという自信を持っていたので、軽やか

な心で玄関のドアを開けるために、階下に降りて行った。すると、３人の警官が、

実に物柔らかな態度で、来訪の目的を、〈私〉に対し、次のように告げた。
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A shriek had been heard by a neighbor during the night; suspicion of foul play

had been aroused; information had been lodged at the police office, and they ( the

officers) had been deputed to search the premises. （p.306）

「昨夜、隣家の人に、物凄い異様な叫び声が、１回だけ聞こえた。それで、殺

人事件でもあったのではないかという、疑惑がもたれたのです。そこで、警察署

の方に、情報が寄せられてきたんです。従って、自分達（３人の警官）が家と、

家敷を捜査するようにとの任務を帯び、派遣されてきた訳なんです。」

!2 〈私〉の余裕の不安

〈私〉は顔に微笑を浮かべながら、３人の警官を家の中に迎え入れた。そして、

〈私〉は警官に、叫び声というのは、実は、〈私〉自身が見た夢の中で張り上げら

れたものであり、また、爺さん、つまり、〈老人〉は目下のところ、田舎に行っ

ていて留守であると説明した。従って、〈私〉は警官を家中隈
くま

なく案内し、十二

分に調べさせた。更に、最後には、〈老人〉の寝室にまで案内し、異常のないこ

とを確認させた。また、自信の余り、寝室に椅子をもってきて、ここに坐って一

休みするようにとまで言ったりもした。その間、〈私〉自身は歓喜の余り、すっ

かり大胆になってしまい、〈老人〉の死体が置かれていた場所の真上の床の上に、

椅子を置いて坐った。

!3 〈私〉の余裕と〈耳鳴り〉

ところが、間もなく、〈私〉自身の顔が蒼白になり、警官達が早く帰ってくれ

ればいいなぁと思うようになった。そして、それから、頭痛までするようになり、

おまけに、〈耳鳴り〉（“a ringing in my ears”p.306）がするように思われた。そ

して、この〈耳鳴り〉が続いて、よりはっきりと聞こえるようになったが、その

中に、この〈耳鳴り〉は、なんと意外にも、耳の中から聞こえてくるのではない

ことが分かった。
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ところで、この耳鳴りは、恐怖の幻想と自責の念に怯え始めた、他ならぬ〈私〉

自身の心臓の鼓動による音であった。この鼓動を自覚するようになると、途端に、

〈私〉の顔は真っ青になってしまった。が、〈私〉は、このような恐怖を隠すため

の欺瞞行為に出た。

ところが、〈私〉はより流暢に、高い声を張り上げて、喋りまくってみたもの

の、心臓の鼓動の方は激しくなる一方であった。もちろん、３人の警官の耳には、

このような音が聞こえる筈もなかった。にもかかわらず、〈私〉は、より一層早

口で、しかも、より熱を入れて喋った。が、心臓の鼓動による音は、〈私〉の努

力とは裏腹に、徐々に、着実に大きくなっていった。そこで、〈私〉は立ち上が

り、高い調子で、激しい身振りを交
まじ

えながら、つまらぬことについて喋りまくっ

たが、心臓の鼓動による音は、着実に大きくなっていった。

!4 〈私〉の自責の念と恐怖の幻想による精神錯乱

このような〈私〉の欺瞞的努力にもかかわらず、心臓の動悸が刻々激しくなっ

ていったことの裏には、やはり、あの〈禿鷹のような目〉に対する恐怖心がもと

で、〈老人〉を殺害してしまったことに対する良心の呵責が生まれたと同時に、

この良心の呵責による恐怖の幻想が際限なく広がっていき、そのために、遂には、

精神錯乱状態に陥ってしまったからである。従って、〈私〉は、このように大き

くなっていく心臓の鼓動による音に耐え難くなって、〈警官達はなぜ、もう、そ

ろそろ帰ってはくれないのだろうか〉（“Why would they not be gone?”p.306）と

考え、いらいらし始める。〈私〉は警官を眺めていると、ついつい、激怒に駆り

立てられるかのように、床の上をあちこち憂鬱な気持ちで打ちひしがれ、重々し

い足どりで、しかも、大股で歩いた。にもかかわらず、心臓の鼓動による音は着

実に大きくなっていった。

ところで、〈私〉がこのような錯乱状態の深みにどんどん陥っていって、最後

には、とうとう耐え切れずに、自分の犯した殺人犯罪を、自ら、警官に自白して

しまうのだが、その過程については、次のように描写されている。
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Oh God! What could I do? I foamed — I raved — I swore! I swang the chair

upon which I had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose

over all and continually increased. It grew louder — louder — louder! And still the

men chatted pleasantly, and smiled. Was it possible they heard not? Almighty

God! — no, no! They heard! — they suspected! — they knew! — they were making

a mockery of my horror! — this I thought, and this I think. But anything was better

than this agony! Any thing was more tolerable than this derision! I could bear

those hypocritical smiles no longer! I felt that I must scream or die! — and now —

again! — hark! louder! louder! louder! louder! —

“Villains!”I shrieked, “dissemble no more! I admit the deed! — tear up the

planks! — here, here! — it is the beating of his hideous heart!” （p.306）

「えーい、畜生め、この俺に、一体、何ができると言うんだい。私は口角泡を

飛ばしたり — 精神錯乱状態に陥ったようにうわごとを言ったり、毒づいたりした。

私は、自分が坐っていた椅子を振り回して、床板の上で軋らせたりしたが、その

音は部屋中から聞こえ、絶えず大きくなっていった。その音はだんだん — だんだ

んと — より大きくなった！それでも依然として、男達（３人の警官）は楽しそう

に喋ったり、笑ったりしていた。彼らの耳に聞こえないなんていうことが、一体、

どうしてあり得るだろうか。全能の神に誓って言うが、そんなばかなことは、絶

対にあり得ない筈だ。彼らにはちゃんと聞こえている筈だ！。彼らは疑惑を感じ

ているに違いない。彼らには分かっている筈だ。彼らは、ただ、私の恐怖感を嘲

笑しているだけなのだ。このように私は思った — いや、現在でも、このように思

っている。しかし、いかなる苦しみも、この苦しみに比べれば、はるかに、まし

であった。そして、どんな苦しみでも、このような屈辱的嘲笑以外なら、耐える

ことができた。私は、もはや、あの偽善的微笑には我慢ができなくなった。私は

狂ったように絶叫するか、さもなくば、死んでしまうに違いないと思った。そし

て、今、 — 再びだ！— よーく耳の穴をほじくって聞くんだ！（あの、いやーな

音がまたしても）より大きく、より大きく、より大きく、より大きくなって！

（聞こえてきた）— 」
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「〈てめぇーら、しらばっくれるのもいい加減にしてくれんか！殺人罪を犯し

たのは、他ならぬ、この俺なんだ！— 床板を外
はが

してくれよ！ここ、ここのだよ！

（ずーっと聞こえてくる）あのいやらしい不快な音は、他ならぬ、老人の恐ろし

くでっかい心臓の鼓動なんだ！〉と私は金切り声を張り上げて言った。」

以上で、私は q～!4の項目のもとに、私自身の作品解釈を織り混ぜて、作品

内容を検証した。結論的に言って、この作品は、恐怖の幻想によって、読者にエ

ピファニィーと感動を与えるという効果を狙った短編である。従って、この短編

の最初の一行から、クライマックスを経て、最後の一行にいたるまで、たった一

語の無駄もなく、この効果と感動をもり上げるのに貢献している。この意味で、

「裏切る心臓」という短編は、ポーの理論を完璧なまでに実現させた、すばらし

い作品である。

ところで、検証にあたって、私自身が深い感銘を受けたのは、〈私〉なる人物

が完全犯罪を実現できたのにもかかわらず、最後には、〈老人〉殺害に対する自

責の念と恐怖の幻想に苛まれ、結局は、因果応報で、自らが犯した罪を皮肉にも

警官に自白せざるを得ない羽目に追い込まれるという自己破滅的生き方である。

というのは、このような〈私〉なる人物の異常心理の根底に潜む、グロテスクな

人間の真実と恐怖の幻想には、アリストテレスの言う、いわゆるカタルシスの効

用があると同時に、反面教師的意義を持っているように思われるからである。

この短編の中で一つだけ疑問点がある。それは〈老人〉と〈私〉なる人物との

関係である。この点については、作品の中では明示されていないのであるが、私

には、主人
あるじ

と下男の関係ではなかったかと想像される。従って、下男であった

〈私〉は主人の〈禿鷹のような目〉に恐れ慄いていたが、長い間、耐えに耐えて

きた。しかし、最後には、この〈私〉なる下男の忍耐も限界に達し、堪忍袋の緒

が切れ、窮鼠猫を噛むという結果になったものと筆者は考える。また、〈老人〉

の職業に関しても、作品の中では、いっさい説明がないので、はっきりしたこと

は分からぬが、こと金に関しては、因業な爺さんで、かなりの小金を貯めこんで

おり、しかも、老獪さにおいては人後に落ちない男であったろうと想像される。

また、貯めこんだ小金を盗まれないようにするという意味で、普通の人間の何倍
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もの、鋭敏な警戒本能の持ち主であったと想像される。このような〈老人〉の警

戒本能は、〈禿鷹の目〉によって窺い知ることができるのではなかろうか。

最後に、「裏切る心臓」に関連したことを、佐伯彰一氏が『ポー小説全集３』

（創元推理文庫）の「解説」（pp.372 ～ 373）中で述べているが、これはポーの短

編研究に、重要な示唆を与えてくれるものなので引用する。

「いかにも、ポオは、真実や倫理的な善から独立した美の世界、想像力の世界

の意味と価値について終始語りつづけたに違いない。しかし、理論上は、世紀末

の芸術至上主義者たちと軌を一にするような、割り切れた美の自律性について語

りながら、ポオには終始、いわば背後から忍びよる影のごときものがつきまとっ

ている。それは一たん切り捨てたはずの倫理性の影であり、良心の余興であって、

たとえば『黒猫』や『告げ口心臓』の中に、あるいは『天邪鬼』や『アモンティ

リャアドの酒樽』の中にも、みとめ聞きとらざるを得ない所のものである。とこ

ろで、これ又意識家ポオの最初から企図した「効果」であったろうか。そうだと

直ちに言い切ることは難かしかろう。ポオは、意識的には、倫理の問題を切り捨

て、追放したはずのものの影が、意識の背後からひそかに忍びよって、己の構築

する人工的な世界に、くまどりをあたえ、立体的な深みを賦与してくれることに、

この意識家が気づかなかった、ということがあり得るだろうか。ポオは読者に対

する一切の「効果は計算することが出来、またさるべきだと言い切っていた。し

かし、一切の計量を精密になし終えた後にふと誘いこまれてくる何ものかをポオ

もまた信じていた。そう信じていたからこそ、あの『構成の原理』におけるよう

に、安んじて人騒がせな自己分析に — 人騒がせなだけに、一面的で皮相でもある

「こけおどし」のいたずらに耽
ふけ

り得たのではあるまいか。少くともぼくは、この

自意識家の意識の極限に、ふと忍びこむ無意識という劇をぬきにしては、ポオの

本質は語り得ないと思う。自己陶酔の好きな、過去のロマンチックな読者は別と

して、現代の大方の読者にとって、ここにこそ、もっとも切実な関心をそそるポ

オの問題性が存するのではないか。」

＊ Upon the eighth night I was more than usually cautious in opening the door.
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A watch's minute hand moves more quickly than did mine. Never before that night

had I felt the extent of my own powers ─ of my sagacity. I could scarcely contain my

feeling of triumph. To think that there I was, opening the door, little by little, and he

not even to dream of my secret deeds or thoughts. I fairly chuckled at the idea; per-

haps he heard me; for he moved on the bed suddenly, as if startled. （p.304）

「８日目の夜、私はドアを開けるに際しては、いつもより以上に用心し、細心

の注意を払った。従って、恐らく、懐中時計の分針といえども、私の手ほどには

ゆっくりと動くことはなかったでありましょう。私が自分自身の創意工夫、つま

り、才気縦横がいかに優れたものであるかを、はっきりと実感したのは、生れて

この方、その夜がはじめてであった。もはや、私にはこのような成功の喜びで溢

れる気持ちを、到底、抑えることはできなかった。私が老人の寝室まで来て、ド

アを少しずつ開けているにもかかわらず、肝心の老人は、私の秘密の行動と考え

については、全く夢想だにしていないということを考えると、私は思わず、もっ

ともなこととして、くすくすっと含み笑いをしてしまった。そこで、恐らく、老人

の耳に、私の、このくすくす笑いの声が聞こえたのでありましょう。というのは、老人

は、突然、ベッドの上であたかもびっくりしたかのように、体を動かしたからである。」

上記の引用で分かるように、この作品の中では、〈老人〉は〈私〉が〈くすく

すっと含み笑いをした〉時の、かすかな声の音で、はじめて、〈私〉なる得体の

知れない存在に、恐怖を感じたようになっている。しかし、私は真夜中に、〈老

人〉の寝室のドアを少し開け、中を覗いたその瞬間に、何となく怪しげな気配を

感じ、おぼろげながら気づいたものと推定する。その理由としては、まず第一に、

この〈老人〉はふだんからなかなか用心深い男で、いつも鎧い戸をしっかり締め

た、完全防備の密室の真暗闇の中で寝ていたことがあげられる。第２には、〈老

人〉の〈禿鷹のような目〉である。つまり、禿鷹の本能は人間の本能など比較に

ならぬほど、鋭敏なものであったことからも推察されるのだが、この〈老人〉が

〈禿鷹のような目〉をしていたということから、普通の人間の何倍もの、鋭敏な

警戒本能の持ち主であったであろうということが想像されるからである。
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