
ナサニエル・ホーソーンにおける黒人問題

齊 藤 忠 利

十九世紀の前半、いわゆる「アメリカ・ルネサンス」の行なわれた時

代は、黒人奴隷制反対運動（Abolitionism）の気運が盛り上がった時期で

もあった。従って「アメリカ・ルネサンス」を担った思想家や作家たち

が、黒人奴隷制の存否という、正にアメリカの国論を二分する問題に対

して、その態度決定を迫られたことは想像に難くない。また、この時期

にアメリカ文学史における「黄金時代」を現出させた偉大な思想家や作

家たちが輩出したことに関しては、その昔、古代イスラエル民族が「バ

ビロン捕囚」の苦難の中にあった時、イザヤ、エレミヤ、エゼキエルの

ような大預言者が登場したことが想起される。時代が人を育てる、とい

うことであろう。

ここでいささか意外に思われるのは、「アメリカ・ルネサンス」の重要

な作家の一人、ナサニエル・ホーソーン（Nathaniel Hawthorne）（1804

～1864）が黒人奴隷制に関して口を喊ざし、黒人奴隷制はアメリカ南部

の奴隷州の州権にかかわることであって、北部の自由州の介入すべき問

題ではない、という態度をとり続けたかに見えることである。ある論者

によれば、「ホーソーンは奴隷制の存在を知らずにいたという結論に至っ

たとしても、おかしくはないほどだ。この時期の主要なアメリカ作家で、

ホーソーンの想像世界ほど人種的に真っ白な想像世界に生きた者は無

かった。彼の有名な「闇の力」（ “power of blackness”）は、人種の問題

に全面的には及ぶことがなかった。その小説には黒人の作中人物は一人

も居らず、黒人種が存在していることを匂わせることも殆ど無い」とい
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うことになる。（Freimarck & Rosenthal 6）

しかしながら、寡黙であることは必ずしも、無関心であるということ

にはならない。何事かについて無関心であるように装うことは、実は、

口を喊ざしていることに殊のほか深く、こだわっている証左であるやも

知れぬ。そして我々は、ホーソーンがその深層心理において、黒人奴隷

制にこだわらざるを得なかった数々の理由があった、と主張する者であ

る。この小論は、その数々の理由を、ホーソーンの生い立ちや、代表作

『緋文字』（The Scarlet Letter）（1850）の中に探ってみることを目的とし

ている。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ナサニエル・ホーソーンは1804年にマサチューセッツ州の港町セイレ

ム（Salem）に生まれている。その先祖の中には、1692年の魔女裁判で判

事をつとめた者も居り、ホーソーンはそのことを大変に気に病み、名門

であった筈のホーソーンの家系が零落して、その家系の末端に自分のよ

うな「怠け者」（ “idler”）が生まれたのは、先祖たちの犯した罪の当然の

報いであろう、と自嘲気味に語っているが（Hawthorne Ⅰ 10）、ここ百

年ほどの間、ホーソーンの先祖たちが代々、船長をしていたことには言

及するものの、その船長たちの船がひょっとして、黒人奴隷を運んだか

も知れない可能性に触れようとはしない。

記録によれば、1638年2月26日にホーソーンの生地、港町セイレムの

船舶『ディザイア』号は、西インド諸島への七ヶ月の航海のあと、オー

ルド・プロヴィデンス〔ニカラガ沖の島〕に立ち寄り、そこから棉花と

煙草のほかに黒人たちを積荷として持ち帰っている。（Winthrop 4）また、

ホーソーンの祖父にあたるダニエル・ホーソーン（Daniel Hathorne）

（1731～1796）は、『ソールズベリィ』号の船長としてアゾーレス諸島の

ファヤール島への航海からセイレムに帰る途中、イギリスのリヴァプー

ルに立ち寄り、アイルランド生まれの青年を年季奉公人として傭ったが、

その船には二人の黒人奴隷が積み込まれていた。（Loggins 172）
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このようにホーソーンの生地セイレムは、同じく港町のボストン、奴

隷貿易の拠点リヴァプールの、小型のアメリカ版とされるニューポート

（Phillips 33）などと共に、早い頃から奴隷貿易に従事しており、代々、

船長をつとめたホーソーンの先祖たちがこれにかかわったことは否定で

きない。そしてそのことを知らずにいた筈がないホーソーンが、口を

拭って沈黙を守っていることは、いかにホーソーンが奴隷貿易に手を貸

した先祖たちを恥じていたかを暗示している。

また、セイレムの町はずれの、一種の被差別部落がアフリカとのつな

がりを示す地名で「ニュー・ギニア」（“New Guinea”）と呼ばれていたこ

とも（Hawthorne Ⅰ 8）、奴隷貿易と無関係ではなかろうし、ホーソーン

がセイレム税関の検査官として在任中に、「荷車一台ぐらいの密輸品」が

セイレムの港に陸揚げされることがあったとされるが（Hawthorne Ⅰ

15）、1808年以降は奴隷貿易がアメリカ憲法によって禁止されていたので、

黒人奴隷が密輸されるようになっていたことを考えると、この「密輸品」

の中に黒人奴隷が含まれていた可能性を考えることもできるのではない

か。なお、ここで、ホーソーンが奴隷貿易、黒人の存在にこだわってい

たことをさらに示すものとして、ホーソーンのボウドン・カレッジ時代

の同窓生であったホレイショー・ブリッジ（Horatio Bridge）（1806～

1893）の記憶にあったエピソードを紹介しておきたい。

その当時、ボウドン・カレッジには、医学部は別にして、唯一人の自

由黒人ラスワーム（Russwurm）が在学していた。ラスワームは後に、ア

フリカのケイプ・パルマス（Cape Palmas）の総督になった人であるが、

学生時代、村はずれのある大工の家に下宿していて、ブリッジはホー

ソーンと共にラスワームを訪れたことがあった。そのあとブリッジは何

度か、ラスワームを訪問しているが、ホーソーンはラスワームの肌の色

にこだわって、二度とラスワームを訪れることがなかった。ブリッジは、

その理由として、ホーソーンは肌の色に「神経質であった」

（ ‘sensitiveness’）ためである、と言っている。（Bridge 30）

このエピソードは、白人のニュー・イングランド人としてホーソーン

ナサニエル・ホーソーンにおける黒人問題
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が生理的に黒人を嫌っていたことを示す、と見ることもできるが、ホー

ソーンはその先祖たちが奴隷貿易で手を汚しており、そのことを秘かに

恥じていたために、生身の黒人と顔を合わせることをためらっていた、

と考えることもできる。

『緋文字』の語り手〔ホーソーン〕は、その物語の第一章で、

新しい植民地の建設者たちは、本来、どのような美徳と幸福の

ユートピアを企画していたにせよ、まず最初に、その処女地の一部

を共同墓地に、もう一部を刑務所の敷地にあてることが実際上の必

要事であると、いつも心得ていた。（Hawthorne Ⅰ 47）

と述べ、人間の「死」と「犯罪」とが人間存在を根底的に規定している、

とする認識を示しているが、この普遍的な事実をアメリカに即して考え

てみるとするならば、ユートピアを目指した筈のアメリカは、その植民

地時代の最初から、奴隷貿易という犯罪を免れられなかった、というこ

とになる。もしホーソーンが『緋文字』執筆の時点で、アメリカはその

国づくりと分かち難く、奴隷貿易で手を汚していたことにこだわってい

たとするならば、南北戦争のさなか、1862年の7月にホレイショー・ブ

リッジの客として一ヶ月、首都ワシントンに滞在して、南部連盟の捕虜

や「戦時禁制品」（ ‘contrabands’）と呼ばれた避難民の黒人奴隷たちを目

撃した、その見聞をもとに書かれた「主として戦争関連の事柄について」

（ “Chiefly about War-matters”）は、アメリカの国づくりの本質を透視す

るホーソーンの見事な洞察力を示している。

ホーソーンは書いている――

殆どの人に知られていないが、ピューリタンの子孫たちとヴァー

ジニアのアフリカ人たちを、なんとも奇妙に結びつける歴史的情況

が存在する。ピューリタンの子孫たちは、メイフラワー号の直系の

子孫として、我々の同胞であるが、その船の宿命的な子宮は、その

帝京国際文化　第 14号
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最初の航海でひと腹の巡礼者たちをプリマス・ロックに生み落とし、

次の航海では南部の土地に奴隷たちを生みつけた――なんとも奇妙

な出産だが、我々はそれに対して本能的な血縁意識を抱き、その奴

隷たちを血と破滅の犠牲を払ってでも救い出そうとする、抑えがた

い衝動に心をつき動かされているのだ。こういうことを明らかにす

ると、我らの神聖な船の性格が少々、傷つくやも知れぬが、その船

の白い子供たちに黒い子供たちの埋め合わせをして貰わねばならぬ

――これほどの二種類の奇形児が同一の母胎から生まれたことは絶

無だった！（Hawthorne ΧΧⅢ420）

つまり、ホーソーンは、アメリカの国づくりの矛盾もしくはディレン

マを、ひと組のグロテスクな奇形児の誕生というイメージで捉えていた

ことになり、ここに、ホーソーンが心ひそかにこだわり続けてきた黒人

の存在に関する、その「こだわり」が芸術的な表現を与えられることに

なった。

さて、代表作の『緋文字』は、よく知られているように、その夫よりも

ひと足先に植民地時代のボストンに渡った人妻ヘスター（Hester）が青

年牧師ディムズデール（Dimmesdale）と通じて不義の子パール（Pearl）

を出産し、姦通罪に対する処罰として「緋文字」（“A”）を着衣の胸に縫い

つけることを強いられ、その苦しみに耐えて生きる、という「人間の弱さ

と悲しみの物語」（‘a tale of human frailty and sorrow’）（HawthorneⅠ

48）である。「緋文字」の “A” は、物語の中では明示的に書かれてはいな

いものの、一義的には「姦通」（‘Adultery’）もしくは「姦婦」（‘Adulteress’）

の頭文字とされるが、従来、その多義性がいろいろと論じられ、物語自

体の中でも「有能な」（‘Able’）の意味を示すようになったとされているこ

とに始まって、「芸術家」（ ‘Artist’）、「アメリカ」（ ‘America’）、ヘスターの

姦通の相手ディムズデールのファースト・ネイム「アーサー」（ ‘Arthur’）

の頭文字である、とするなど、諸説紛々である。

しかしながら、この小論の主張にとってとりわけ重要な立論は、「緋文

ナサニエル・ホーソーンにおける黒人問題
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字」の “A” が「（奴隷制）廃止」（ ‘Abolition’）の頭文字ではないか、とす

るもので、その立場に立つ、似たようなタイトルの論考が二つ、発表さ

れている。（Madsen 255-259、Grossman 13-30）その論考に力を得て、こ

の小論では、ホーソーンが『緋文字』において本当に書きたかったのは、

不当にも奴隷とされてアメリカに運ばれたアフリカ黒人の母と娘の物語

であったのではないか、という仮説を立て、ヘスターとその娘パールを

黒人の女奴隷とその娘と仮定したとき、作品『緋文字』はどのような物

語として我々の前に浮上してくるかを、物語そのものに即して検討して

いくことにする。

まず、この物語の前提となる、物語には書かれていないヘスターと

ディムズデールの不義、この二人の馴れそめに関しては、ヘスターとそ

の夫チリングワース（Chillingworth）の結婚そのものが、二人の間には

親子ほどの年齢差があったことから、そもそも不自然であったこと、ま

た、ヘスターだけが一人でアメリカに渡り、知人も友人も誰一人いない

という、心細い植民地での生活の中で、頼りとすることのできるのはキ

リスト教の若い牧師であったことから、ヘスターが、人妻であるという

立場を忘れて一線を踏み越えたとしても、あながち非難するまでもない

のかも知れない。問題は、むしろ、そのような行為を死刑、もしくは

「緋文字」を押しつけて断罪せずにはおかないピューリタン社会の律法主

義ということであり、ホーソーンは『緋文字』において、そのような律

法主義を批判したとする伝統的な解釈は、それなりの説得力をもつ。

そのような解釈に対して、ヘスターをアフリカ黒人の女奴隷と仮定し

て『緋文字』を読もうとする立場から考えると、ヘスターと青年牧師

ディムズデールとの不義は、アメリカに運ばれたアフリカ黒人がキリス

ト教と出会った、もしくはキリスト教を押しつけられた、そのキリスト

教体験を示すものとなり、アフリカの神々を捨ててキリスト教に帰依す

ることは、聖書の神を捨てて他の神々に仕えることが「姦淫」、「姦通」、

「不義」とされた事実を反転させた「姦淫」、「姦通」、「不義」と言わなく

てはならない。

帝京国際文化　第 14号
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そして、ヘスターがその不義を告発されて拘留された刑務所は、リ

ヴァプールその他の、奴隷貿易の拠点となった港町の奴隷置き場であり、

黒人の女奴隷ヘスターはその奴隷置き場で不義の子、白人との混血児

パールを出産し、『緋文字』の第一章は、女奴隷のヘスターが混血の娘

パールを抱いて、奴隷置き場から引きずり出される場面から始まること

になる。

この議論をさらに進める前に、ヘスターをアフリカ黒人の女奴隷と仮

定する手掛りとなるものとして、『緋文字』におけるキー・ワードのひと

つとも言える「烙印」（ “brand”）という語に言及しておきたい。『緋文字』

の物語の執筆後につけ加えられたらしい長い序文「税関」（ “The Custom-

House”）の中で語り手〔ホーソーン〕は、そこで働いたセイレムの税関

の二階で発見したと称する布製の赤い “A” の文字を胸に当ててみたとこ

ろ、「完全に肉感的感覚というものではないにせよ、ほぼそれに近い強烈

さで、燃えさかる火のような熱さを感じた。まるでそれが布でできた文

字ではなく、灼熱の鉄でできた文字であるかのようであった」

（HawthorneⅠ31-32）と書き、烙印を押されたような体験を語っている。

もちろん、この “A” の文字を発見したというのは、ホーソーンの創作で

あるが、この語り手の言葉は、ヘスターの物語を知ったホーソーンが、

ヘスターの苦しみに共感し、その苦しみを自分自身の苦しみとして受け

取ったものと解釈できる。しかし、それと同時に、奴隷貿易の歴史にお

いて、しばしば、奴隷とされたアフリカ黒人たちが商品として混同する

ことを避けるために焼き印を押されていたことが思い出される。（Phillips

26）また、「緋文字」そのものが、いわばヘスターの胸に焼きつけられた

「烙印」であって、それをふまえて刑務所から引きずり出されるヘスター

を見た村人のひとりは、「少なくとも、ヘスター・プリンの額に焼きごて

で烙印を押すぐらいのことはしていただかないことには」（Hawthorne Ⅰ

51）と叫んでいる。

ところで、刑務所から引きずり出されたヘスターは、村の市場の西の

端、ボストンで最初のキリスト教会隣りの処刑台のところまで、娘の
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パールを抱きしめたまま、引き立てられて行く。この処刑台は、二、三

世代を経た歴史的遺物でしかないが、この物語の時点では、一種の「さ

らし台」で、犯罪者をその台の上に立たせ、首を固定して、一定時間、

公衆の見物に供する役割を果たしていた。へスターは、パールを抱いて、

木の階段を登り、この「さらし台」に立ち、群集の視線にさらされる。

『緋文字』の語り手〔ホーソーン〕は、「この清教徒たちの群にカト

リック教徒がいるとしたら、胸に赤子を抱いた、風変わりな服装と容姿

の美しい女性の中に、これまで数多くの画家たちが競って描こうとして

きた聖母マリア像を思い出させるような姿を見出していたかも知れない」

（Hawthorne Ⅰ 56）と書いて、ヘスターとパールの親子を聖母子像にな

ぞらえようとしているが、『緋文字』の中で重要な場所を占める、三度の

「処刑台〔さらし台〕」の場面は、『緋文字』の演劇的な側面を強調する論

者には、三幕物の演劇の山場、『緋文字』はこの三つの場面を軸として展

開する、と言いたいところであろう。

しかし我々は、アメリカに運ばれたアフリカ黒人たちが、奴隷商品と

して競売に付されたことを知っている。黒人たちは「競売の台」

（ “auction block”）の上に立たされて、値をつけられ、「売れるぞ、売れ

るぞ、売れた！」（ “Going! going! gone!”）と売られていった。その中に

は、子連れの女奴隷もいた筈で、母親がその子もろとも売却されたり、

母と子が別々に売りとばされることも稀ではなかった。〔現にアメリカ最

初の黒人女流詩人フィリス・ホウィートリィ（Phillis Wheatley）（1753？

～ 1784）は子供の頃、母親からは切り離されて、ボストンの商人ジョ

ン・ホウィートリィ（John Wheatley）に買い取られている。〕そこで

我々は、『緋文字』における「さらし台」の場面は、黒人奴隷の競売の場

面に当たる、と主張したい。

言うまでもなく、「さらし台」と「競売の台」は、それぞれ、犯罪者と

商品としての黒人奴隷をその台の上に立たせて公衆の視線にさらす、一

種の見せ物である点において共通のものがある。そして両者が殊の他、

残酷であるように見えるところは、犯罪者と黒人奴隷の人権を全く無視
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し、人間としての羞恥心を踏みにじることにある。「さらし台」では犯罪

者の首を固定して、その顔を被うことも許さず、他方、「競売の台」では

買い手が黒人奴隷の年齢や体調を確認するために、強引に口の中を〔と

くに歯を〕調べることはおろか、公衆の面前で黒人奴隷の衣服を ぎ、

身体の隅々まで念入りに点検するという、おぞましさであった。しかも

多くの場合、黒人奴隷は鎖につながれたままであって、文字通り、牛馬

や家畜の品評会さながらであり、値をつり上げようとする奴隷商人の売

り声、買い手の叫び声、罵声、無遠慮な笑い声などが、黒人奴隷たちの

心胆を寒からしめたに相違ない。「さらし台」の上のヘスターは、その首

を固定されることこそなかったが、「競売の台」の黒人奴隷同様、「千も

の容赦ない視線がすべて、自分に注がれ、その胸に集中している重圧に、

女としてできる限り耐えていた」（Hawthorne Ⅰ 56-57）

このような「さらし台」と「競売の台」の共通性に加えて、ヘスター

の黒人性を暗示する描写が『緋文字』の中には散見される。

まず、ヘスターの容姿は完璧な優雅さを備え、髪は緑なす黒髪、顔は

端正で、目鼻立ちが整っていて美しく、高い額で、黒い瞳、貴婦人のよ

うな威厳と気品があった、とされる。（Hawthorne Ⅰ 53）ヘスターが黒

髪であったということは、欧米の文学的慣行によって、ヘスターが男性

を誘惑して、破滅させる「ダーク・レイディ」（ “dark lady”）、「宿命の女」

（ “femme fatale”）の系譜に属する、というのが伝統的解釈であるが、黒

い髪や黒い瞳は、まぎれもなくアフリカ黒人のものであり、「貴婦人のよ

うな威厳と気品」も、ヘスターがアフリカの王族の出であると考えれば、

充分、納得できる。

また、ヘスターの異教性、異質性を暗示する表現も『緋文字』の随所

に見られ、「ヘスターの本性には、豊かで官能的、東洋風なところがあっ

た」（“She〔Hester〕had in her nature a rich, voluptuous, Oriental

characteristic”）（Hawthorne Ⅰ 83）とされる。この「東洋風」というの

は、「アメリカ・ルネサンス」に見られたオリエンタリズムを想起させる

が、それ以上に小アジアやアフリカとのつながりを考える方が説得的で

ナサニエル・ホーソーンにおける黒人問題
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はなかろうか。

ヘスターの娘パールに至っては、その異教性、異質性、悪魔性、野性

味などが終始、強調されており、パールが白人男性と黒人女性との「雑

婚」（ “miscegenation”）によって生まれていることは、疑う余地がない

ように思われる。たとえば、「悪魔の子、罪の象徴、その産物としての

パールは、洗礼を受けた子供たちの間にまじる資格がなかったのだ」

（Hawthorne Ⅰ 93）、「こういう小さな清教徒たち〔村人の子供たち〕は

偏狭きわまりない連中で、この母と子〔ヘスターとパール〕に、何か異

様な、この世のものではない、通常の流儀とはあい容れないものがある

ことを漠然と嗅ぎつけていて、．．．」（Hawthorne Ⅰ 94）、「子供〔パール〕

は母親以外の者にさわられたり、優しくされるのに慣れていなかったの

で、開いていた窓から逃げ出し、．．．きらびやかな羽根をした熱帯産の野

性の鳥のように、いまにも空に向けて飛び立つ気配」（Hawthorne Ⅰ 111）

といった描写や記述は、パールが黒人との混血による子供であると考え

ることで、説明されるであろう。

さらに、「ヘスターが耳にしたところによれば、宗教と政治の両面で

もっと厳しい道徳的締めつけの必要を感じていた人たちの一部に、ヘス

ターから子供〔パール〕を取り上げようという動きがあった」（Hawthorne

Ⅰ 100）ことも、黒人奴隷の子供は生まれると、しばしば、労働に駆り立

てられる母親の足手まといにならないように、その母親の手から取り上

げられて、畠仕事ができなくなった黒人老婆による「集団保育」で育て

られた、奴隷制時代の慣習を思い出させる。

そもそも、「姦婦」のレッテルを貼りつけられて、植民地時代のボスト

ンの共同体社会から疎外されたヘスターの立場――「彼女は現世の人間

たちの利害関係から離れていながら、実際にはそのすぐ近くに立ってい

て、まるで幽霊が馴染みの暖炉を再訪しても、もはや誰からも見られる

ことも触れられることもなく、家庭の喜びを共にして、ほほ笑むことも、

近親者と悲しみを共にして嘆くこともできず、かりにそういう禁じられ

た共感をうまく示すことができたとしても、ただ、恐怖とおぞましい嫌

帝京国際文化　第 14号

－ 10－



悪の情をかきたてるばかりといった存在であった」（Hawthorne Ⅰ 84）―

―その立場そのものが、白人中心的な奴隷社会の中に置かれた黒人奴隷

の立場を反映している。黒人奴隷たちは、白人優位のアメリカ社会の中

で疎外され、しかもその近くに置かれ、うっかり白人たちと一緒に喜ん

だり、悲しんだりして、白人たちに共感を示そうものなら、白人たちの

恐怖心、おぞましい嫌悪の念、もしくは反発心を目覚めさせてしまう存

在であった。

そして、そのヘスターを、彼女がパールを連れてボストンの通りを歩

いていると、ピューリタンの子供たちが後ろから少し距離を置いて、つ

いて来て、その意味もわからぬままに一語、罵声を浴びせかける――

「それゆえ、子供たちは先ず、ヘスターをやりすごしてから、少し距離を

置いて、ついて来て、甲高い声で囃したて、その意味もわからない言葉

を口にしたが、それが子供たちの口から、さりげなく飛び出してくると、

なおさらのこと彼女は、そら恐ろしい思いがするのであった」

（Hawthorne Ⅰ 85）

このエピソードは、アメリカ黒人が奴隷制時代はもとより、奴隷制が

廃止された後でも、その遺制としての制度的差別の中で、心ない白人た

ちから「黒ん坊」（ “nigger”）と、罵声を浴びせられてきた情況と通ずる

ものがある。20世紀に入って、1920年代の「ハーレム・ルネサンス」期

の黒人詩人カウンティ・カレン（Countee Cullen）（1903～1946）はその

小品「小事件」（ “Incident”）の中で、八歳の頃、ボルティモアの通りで、

同じ年頃の白人の少年から “nigger” と嘲けられて、心を傷つけられた悲

しい思い出をうたっている。（Cullen 15）

その一方ヘスターは、生長していく娘パールの中に、肉体的な欠陥こ

そ認められないものの、「この子を生んだ母親の罪に呼応する、なにか暗

く、野性的な特性を見出すことになりはしまいかと、つねに恐れていた」

（Hawthorne Ⅰ 90）パールが生まれる前から「ヘスターの激昴状態が、

胎内の子供に、その精神生活の光を伝達する媒体となっており、その光

はもともと、どれほど無色透明であったにせよ、介在する物質から深紅
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と金色の濃い染み、火のような光沢、黒い影、それに鮮烈な光を受けつ

いでいたのだった」（Hawthorne Ⅰ 91）このようにヘスターは、娘パー

ルがアフリカ黒人の血を受けつぎ、その黒人性が遺伝的にパールに伝

わっているのではないか、と危倶しているように見える。

もちろん、『緋文字』の中には、この小論の議論の前提とした仮説を覆

しかねない記述がある。その中で最も問題となるのは、ヘスターが最初

に「さらし台」に立った時、ヘスターがその子供時代からの来し方を回

想する場面である。その部分を引用してみると――

ともあれ、さらし台は、ヘスター・プリンに、その幸せな子供時

代から、これまで歩んできた全行程を見渡せる視点であった。その

みじめな高台に立っていると、ヘスターには古いイギリスの生まれ

故郷の村と両親の家とが再び見えてきた。（Hawthorne Ⅰ 58）

そして、それから両親の顔、結婚した夫の顔が見えてきて、ヘスター

は、ヨーロッパ大陸のある都市でその夫と結婚して、そこで新婚生活を

始めたことを思い出している。

つまり、ヘスターはイギリス出身で、アメリカに渡る前に、ヨーロッ

パ大陸のある都市で新婚の夫と暮らしていたことになる。そのヘスター

をアフリカ黒人の女性であるなどと、どうして考えることができるのか。

この難問に答えることは至難の業である。しかし、なんとか多少でも

説得力のある回答を出すために、ここでバジル・デヴィドソン（1915～）

の『ブラック・マザー』（Basil Davidson, Black Mother）（1961）に依りつ

つ、近代黒人奴隷貿易の歴史を一瞥しておきたい。

その歴史は、いわゆる大航海時代の黎明期、1441年にポルトガルから

出航した一隻の帆船がアフリカの西海岸沿いに南下し、未知の南方の国

の住民を何人か生け捕りにして、その航海の土産物としてポルトガル王

室のエンリケ皇子に献上した時から始まっている。しかし、ポルトガル

本国には奴隷に対する需要が無かったので、奴隷貿易は間もなく途絶え
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るものと思われたが、周知のように1492年にコロンブスが西インド諸島

〔カリブ海諸島〕の島々を発見し、その島々をスペインが植民地化し、砂

糖きびの栽培を始めて、その労働力としてアフリカ黒人を奴隷として導

入するに及んで、奴隷貿易はその規模を拡大していった。これを見て、

当時のヨーロッパの列強は、植民地の争奪戦をくり返し、イギリスは、

バルバドスやジャマイカの島々を植民地化して、奴隷貿易の主役に躍り

上がり、イギリス本国の港町リヴァプールは奴隷貿易の中継地点として

巨万の富を享受するようになった。その港の奴隷置き場には、アフリカ

から運び出されて、アメリカに送られることになる黒人奴隷たちが、奴

隷船の出航を待って、ひしめいていた。

このような奴隷貿易の歴史に照らして見ると、へスターがイギリス出

身であったとされる設定は、へスターがイギリス経由でアメリカに運ば

れたアフリカ黒人であったことを、いわばカモフラージュの手法を用い

て示そうとしているように思われてくる。さらにへスターがそこで新婚

生活を送ったとされるヨーロッパのある都市は、オランダのアムステル

ダムであった可能性が高い。オランダもまた、大西洋を渡って黒人奴隷

を運ぶ奴隷貿易に参入して、その手を汚しており、北アメリカ大陸、

ヴァージニア植民地のジェイムズタウンに、1619年、20人ほどのアフリ

カ黒人を運んで売り渡したのは、一隻のオランダ船であった。

もうひとつの難問は、物語りの「結び」（ “Conclusion”）で、その後日

談として語られていることである。ディムズデール牧師が「さらし台」

の上で、へスターに抱かれたまま息絶え、へスターの夫チリングワース

もその後を追うように死亡してから、へスターはパールと共に、ボスト

ンから姿を消す。しかし、へスターだけはボストンに戻って来て、その

晩年をボストンで過ごしている。パールはどうやら、イギリスではない

らしいが、どこかで結婚して、幸福に暮らしているらしい。このことを、

どう考えるか。

まず、パールの方から考えると、我々の仮説では、パールは奴隷の身

分から解放されて、自由黒人としてアフリカに帰っている。これは、
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1821年にアメリカ植民協会（American Colonization Society）によって、

アフリカ西海岸にリベリア植民地が設けられ、その翌年には一万五千人

のアメリカの自由黒人が送り返された事実を反映している。この時期、

アメリカでは、黒人問題の実際的な解決策として、黒人たちをアフリカ

に送り返すことがかなり真剣に考えられていた。ホーソーンが親友のホ

レイショー・ブリッジの『アフリカ巡航船日誌』（ Journal of an African

Cruiser）（1845）の編集を助けたのも、ひとつにはリベリア植民計画を支

持していたからであった。

しかし、当の黒人たちは、この植民計画に気乗りがせず、すでに馴染

んでいたアメリカの生活を捨てようとはしなかった。現に、奴隷制時代

の最も過激な文書として知られるデイヴィッド・ウォーカーの『ウォー

カーの訴え』（David Walker, Walker’s Appeal）（1829）は、リベリア植民

計画とは目障りな自由黒人をアメリカから追放して、残された黒人たち

を無知の中に押しとどめようとする陰謀である、として、これを激しく

批判している。そして結局、1861年に南北戦争が始まると、この植民計

画は沙汰止みとなった。

そこでへスターが、一時、ボストンから姿を消して、そのあとボスト

ンに舞い戻ってきたのは、物語の上では、「この地に彼女の罪があり、彼

女の悲しみがあった。そうであるのなら、彼女の償いもまた、この地に

なければならない」（Hawthorne Ⅰ 263）ということになるが、リベリア

植民が黒人問題の解決にはならないことを悟るようになったホーソーン

が、アメリカ黒人もまたアメリカ人であること、アメリカ黒人は「アメ

リカ土着の人間」（ “native son”）であることを、へスターがボストンで

その一生を終えるという形で、示そうとしたのではなかろうか。

次に、へスターが黒人の女奴隷であったとする仮説に基いて、彼女の

不義の相手、ディムズデイル牧師のことを考えると、旧約聖書の創世記

において、「信仰の父」アブラハムが女奴隷のハガルとの間にイシマエル

を儲けた故事が、まず、思い出される。そして何よりもキリスト教信仰

を標榜するアメリカがアフリカ黒人を奴隷化した、その犯罪性が問題と
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される。また、奴隷制時代に奴隷主がその所有する黒人の女奴隷に手を

出すことは稀ではなかった。現に、独立宣言を起草し、第三代大統領と

なったトマス・ジェファーソン（Thomas Jefferson）（1743～1826）が大

農園主として、その所有する女奴隷サリィ・ヘミングズ（Sally Hemings）

（1773～1835）との間に不義の子を儲けたことは、まぎれもない事実であ

り、アメリカ黒人の最初の小説ウィリアム・ウェルズ・ブラウンの『ク

ローテル――大統領の娘』（William Wells Brown, Clotel: the President’s

Daughter）（1853）は、その事実をもとに書かれた作品である。

『緋文字』の読者は当初、へスターに不義の相手の名を明かすように勧

告するディムズデール牧師が、実はその本人であったことを予想だにし

ない。しかし、そのことが最終的に明らかにされるに及んで、ディムズ

デール牧師が、へスターがその不義の相手の名を人前では口が裂けても

告白しようとしないことにつけ込んで、ひた隠しに隠し、パールに対し

ては実の父親であることを公言しようとしない、その優柔不断さ、欺瞞

性、偽善性に唖然とし、へスターがパールを抱いて「さらし台」に登っ

たとき、ディムズデールもまた、自ら進んで、「さらし台」に登り、へス

ターの傍らに立つべきであったと言わずにはおれないであろう。

このようなディムズデールの優柔不断さ、欺瞞性、偽善性は、へス

ターの物語を黒人の女奴隷の母と娘の物語として読んでみようとする立

場からすれば、キリスト教信仰を告白しながらアフリカ黒人を奴隷化し

たその犯罪性を認めようとしなかった白人優位のアメリカの歴史的状況

を見事に象徴するものとなる。

もっとも、そのディムズデール牧師にも一片の良心があると言うべき

か、罪意識に苦しむという内面の苦悩はあり、人知れず罪滅ぼしのため

の苦行に励むということがありはするものの、対外的には「聖職者」で

ある手前、白昼、へスターとパールと一緒に「さらし台」に立つことは

できず、深夜、人目を忍んで「さらし台」に登っている。

しかしながら、七年後に森の中でヘスターとパールに会い、へスター

から逃亡をすすめられたとき、ディムズデール牧師はこれを拒否し、ボ
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ストンで死ぬことを予感しながら、植民地の総督選挙のための祝賀説教

を行う日を迎える。そしてその折り、遅ればせながらディムズデール牧

師は、へスターとパールを呼び寄せて、七年前に一緒に登るべきであっ

た「さらし台」に登り、その胸に罪の「烙印」のあることを告白して、

へスターの腕の中で息絶える。このような物語の設定は、アメリカがア

フリカ黒人を奴隷化した犯罪を率直に認める必要があり、そのようなア

メリカはその犯罪によって死滅するほかはないが、それでもなお、アメ

リカの白人と黒人は奴隷制を通じて運命的に分かち難く結びつけられて

おり、アメリカは自らが奴隷化したアフリカ黒人の手によって見守られ、

辛うじて救われるかも知れない、ほのかな可能性を残しているのではな

いか、という認識を示そうとしている。

『緋文字』の語り手〔ホーソーン〕は、ディムズデールが「さらし台」

の上で、その今際の際に己れの罪を告白し、それまで頑なに拒んできた

パールの認知を公然と行ない、パールの方でも拒んでいた接吻をパール

に求めたとき、パールは喜んでその求めに応じ、彼に接吻をしたことを

もって、「呪文は解けた」（ “A spell was broken”）（Hawthorne Ⅰ259）と

書く。ここに至って、奴隷制がアメリカの歴史の上に落としていた汚点

は払拭され、アメリカは「アフリカ」―― “A” は「アフリカ」（ “Africa”）

の頭文字でもあった！――の呪い、呪縛から解き放たれることになるか

も知れないのである。その可能性を示唆するこのテーマは、その後、ア

メリカ南部の土地が奴隷制という悪業によって呪われているとして、そ

の呪いと、その呪いからの脱却の可能性を「ヨクナパトーファ・サガ」

（ “Yoknapatawpha Saga”）と呼ばれる連作のテーマとしたウィリアム・

フォークナー（William Faulkner）（1897～1962）に引き継がれている。

以上のように、へスターを黒人の女奴隷であるという仮説によって

『緋文字』を読んでくれば、その身許を隠してチリングワースと名乗り、

ディムズデール牧師の家庭医になりすますへスターの夫は、必然的にア

フリカ黒人であると考えたくなる。現に、チリングワースの「黒人性」

を匂わせる描写は、『緋文字』全体を通じて各所に見られ、「彼の浅黒い
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顔色」（ “his dark complexion”）（Hawthorne Ⅰ112）、「彼の背が低く、浅

黒く、ゆがんだ姿」（ “his low, dark, and misshapen figure”）（Hawthorne

Ⅰ136）、「微笑は彼をあざむき、あざけるように顔一面にちらついたので、

見る者は却って一層、彼の黒さを見ることができた」（ “the latter [the

smile] played him false, and flickered over his visage so derisively, that the

spectator could see his blackness all the better for it”）（Hawthorne Ⅰ169）

などがあり、彼がしばしば、それに擬せられる「悪魔」（ “Black Man”）

も、文字通りには「黒人」である。

この「黒人」チリングワースは一時、インディアン〔先住アメリカ人〕

の部族に捕らえられ、薬草についての知識を身につけるようになる。そ

のことに関しては、奴隷制時代に逃亡奴隷がインディアンの部族の中に

逃げ込み、そこで奴隷化されることがあったこと〔ウィリアム・フォー

クナーの短篇「紅葉」（William Faulkner, “Red Leaves”）（1930）は、そ

れをテーマとしている。〕が思い出されるし、チリングワースの薬草の知

識は、彼がアフリカで「メディシン・マン」（ “medicine man”）であった

可能性を暗示している。そしてへスターより一足遅れてボストンに姿を

現したチリングワースは、「さらし台」の上で「さらし者」となっていた

へスターを目撃し、へスターの不義を知って、その不義の相手をつきと

めようと決意する。その彼が、いち早くディムズデール牧師こそ妻の不

義の相手であることをつきとめ、身許を明かさないことをへスターに誓

わせて、ディムズデール牧師に近づき、その家庭医となって復讐を企む

という設定は、奴隷制時代の黒人奴隷が妻を寝取った白人の奴隷主に対

して復讐を試みるという、極めて現実味を帯びた物語を語ることになっ

てくる。

最後に、『緋文字』の時代背景となっている17世紀の前後、1698年か

ら1707年までの間にボストンの港からアフリカにむけて出航した船舶

〔明らかに奴隷船〕の記録が残されているが（Donnan 17）、『緋文字』の

中にも、奴隷船と覚しき船が何度か、ボストンに寄港していることを伝

える記述があることに言及しておきたい。
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たとえば、へスターがディムズデール牧師とアメリカを脱出すること

を考えたとき、「こういう選択を実行に移すのに好都合なことに、たまた

ま一隻の船が港に錨を下ろしていた。当時にあっては珍しいことではな

かったが、例のいかがわしい巡航船の一隻で、まったくの海の無法者と

まではいかないとしても、かなりの無責任さを発揮して、海上をうろつ

いていたのであった」（Hawthorne Ⅰ 215）

「いかがわしい」（ “questionable”）という形容詞は、この船が海賊船か

奴隷船であった可能性を暗示し、さらに「黒人の女奴隷」へスターが、

その船長や乗組員と顔見知りであったとされること（Ibid.）は、この船

が奴隷船であったことを一層、確証することになるのではないか。

また、ニュー・イングランドの祝日に広場に顔を見せた船乗りたちに

ついて、「当時の船乗りたちは、今日なら、海賊として糾弾されていたと

ころである。この問題の船の乗組員の場合は、. . .  、スペインの貿易船を

襲って略奪行為をした廉で、われわれの用語で言えば『有罪』であって、

現代の法廷でなら、首がとぶような判決を受けていたことだろう」

（Hawthorne Ⅰ 233）とする記述も、奴隷船同士の抗争を反映しているよ

うに思われる。

この小論の冒頭において指摘しておいたように、ナサニエル・ホー

ソーンは奴隷制の問題に触れることを避け、ボウドン・カレッジの同窓

生であったフランクリン・ピアス（Franklin Pierce）（1804～1869）の大

統領選挙用にその伝記『フランクリン・ピアス伝』（Life of Franklin

Pierce）（1852）を書いたときも、州権論を尊長して、南部の奴隷州に介

入すべきでない、としたピアスの立場を支持し、奴隷制を「悪」としな

がらも、その廃止は人為の及ぶところではなく、いつの日にか神の摂理

によって「夢のように消え失せる」であろう、と述べるに留まっていた。

（Freimarch & Rosenthal 70）

そのホーソーンにして、『緋文字』の中でこれほど黒人の存在にこだ

わっていたかに見えることは注目すべきである。その「結び」によれば、

一度、押された奴隷の「烙印」をその生涯の終わりまで消し去ることが
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できなかったへスターが死んだとき、二つ並んだ墓共用の墓石には、楯

形の紋所が彫りつけられていた。その紋章を紋章学のルールに従って解

釈すると、「黒い地に赤いAの文字」（“On a field, sable, the letter A, gules”）

と読める。（Hawthorne Ⅰ 264）これをさらに解読すると、「アメリカは

黒人問題で血を流す」ことになる、と読めるのではないか。そして果た

せるかな、「第二のアメリカ革命」南北戦争でアメリカは、奴隷制の存否

を争点のひとつとして、その血を流すことになった。
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〔本稿は、1999年5月29日、日本ナサニエル・ホーソーン協会第18回全国

大会（於松山大学）のシンポジアム「アメリカ・ルネサンスにおけ

る黒人の表象―「闇の力」再考―」において、講師として行なった

口頭発表に加筆・修正を加えたものである。〕
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