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１．序
私は、東洋大学大学院紀要第44集、第45集掲載の拙論において以下のような諸問題につい
て考察した。マリー・ボナパルトによって「死にながらにして生ある母」物語と分類され、
また、リヴァイン夫妻によって「美女の死」物語と類別されたポウの初期散文群、
「ベレナ
イシィ」
（1835）
、
「モレラ」
（1835）
、
「ライジーア」
（1838）
、そして「アッシャー家の崩壊」
（1839）（私はこれらの諸作品群を便宜上「第一群」と呼んだ）から、
「群衆の人」
（1840）
、
「モルグ街の殺人」
（1841）
、
「マリー・ロジェの謎」
（1842）
、そして「盗まれた手紙」
（1844）
（「第二群」と呼んだ）へと至る変遷過程に着目し、前者の作品群から後者の作品群への移行
には構造的な必然性があるのではないかという仮説を提起した。
「群衆の人」と「モルグ街
の殺人」は、マリー・ボナパルトの分類によると、
「殺害された母の物語」
（Tales of the
「モルグ街の殺人」
、
「マリー・ロジェ
Murdered Mother）というジャンルに含まれ、他方、
１

の謎」
、
「盗まれた手紙」は、リヴァイン夫妻によると、
「探偵物語」
（Detective Stories）の
２

ジャンルに分類される。さらにこの「探偵物語」は、その作中においてデュパンという強烈
な個性をもったキャラクターが登場することから、
「デュパンもの」
（the Dupin tales/
stories）と一括されることもある。従って、
「第一群」から「第二群」への移行とは、諸ジ
ャンル間の移行であるとも捉えることができる。
こうした変遷過程を考察するにあたり、以下四つの問いを段階的に検討する必要があると
私は考えた。第一に、
「第一群」が共通項をもった作品の集合と分類しうる根拠を提示し、
第二に、
「アッシャー家の崩壊」が「第一群」の臨界点となる根拠を明らかにし、続いて、
臨界点としての「アッシャー家の崩壊」が「群集の人」と作品構造上において相同的である
根拠を導き出し、そして最後に、「群衆の人」と「デュパンもの」が同一の作品群を形成し
ている根拠を問うこと、である。そして、前々稿、前稿を通じて、この問いの第三段階まで
論じてきた。
本稿では、残された課題である最後の問い、すなわち「群衆の人」と「デュパンもの」の
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相似的関係について論じることになる。とりわけ、
「群衆の人」の翌年に発表され、
「デュパ
ンもの」の一作目でもある「モルグ街の殺人」に照明を当てることで、
「群衆の人」との比
較考察の対象にする。
「群衆の人」と「モルグ街の殺人」との相似的関係を明らかにする際、
前稿の考察で浮上した「語り手の視線」
、
「観察者的語り」
、
「不可解なもの」
、
「明るさと暗
さ」、「可視化と不可視化」などの諸関係も視野に入れていくつもりである。
だが、この二作品の相似性を追究することで、
「モルグ街の殺人」の作品がもつ固有性や
それ以降の「デュパンもの」との関係が見えてくるわけではない。したがって、相似性のみ
ならず差異についても視野に入れておく必要がある。先取りしてしまえば、ここで言及され
るだろう決定的な差異とは、それぞれの作品が抱える「不可解なもの」に対する態度、とい
うことになる。
「群衆の人」において、都市を徘徊する老人は不可解な存在として描かれ、
結局、老人の行動原理は謎のまま物語の幕は閉じる。他方、
「モルグ街の殺人」においては、
新聞メディアによって「異常な殺人」
（537）と称された解決不可能な難事件を、結局、名推
３

理家デュパンが謎を解くことで物語の幕は閉じる。すなわち、前者では不可解なものが不可
解なままであるのに対し、後者では不可解なものが理解可能なものに変化しているのである。
そして、この相反する態度が中心軸となって、
「群衆の人」から「モルグ街の殺人」
、それ以
降の「デュパンもの」へと作品構造が推移していくのである。
２．「群衆の人」と「モルグ街の殺人」における作品構造の相同性
これまで「群衆の人」と「モルグ街の殺人」との類縁性を指摘する論者は少なくなく、例
えば、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける第二帝政期のパリ」の中で「群衆
の人」という作品は「探偵小説のレントゲン写真のようなところがある」と述べているし 、
４

デイナ・ブランドはベンヤミンのこの言葉を引用し、上記のコンテクストを強調しながら、
「モルグ街の殺人」
（1841）を執筆する直前にポウは「群衆の人」
（1840）を書いたという事
「モルグ街の殺人」では「群
実が極めて重要であると提示し 、またマリー・ボナパルトは、
５

衆の人」において遭遇した状況、すなわち犯罪者は見えているが犯罪は見えていないという
状況が、犯罪は見えているが犯罪者は見えていないという状況に反転されている 、と相互
６

の作品構造を見事に喝破している。だが、これら一連の考察に言及するにとどめず、これら
の議論が示す道筋を辿りながら、二つの作品の相同性について明確にする必要があろう。と
いうのも、本稿では、その相同性をより明確にすることによってのみ、これら二作品におい
て、多くの要素が相同性を維持しながらも、差異化していくという構造的な必然性を探求す
ることができると考えているからである。
まず、作品の形式的な側面に目を向けてみよう。それは最も表面的であるがゆえに、しば
しば指摘するに及ばないと考えられる側面であるかもしれない（
「盗まれた手紙」の中でデ
ュパンは「知性はあまりにもあけっぴろげで、あまりにも自明な事柄を見逃してしまうのだ」
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（990）と言っている）
。
「群衆の人」のタイトルにはエピグラフが添えられ、物語の第一段落
７

の冒頭部は物語に対する注釈・メタコメンタリーとして機能している。また、
「モルグ街の
殺人」のタイトルにもエピグラフが添えられ、物語の第一段落から第五段落までの冒頭部も
物語に対する「命題」
（531）として機能している。この形式的な側面における合同関係が、
まず何よりも注目に値する相同性である。
しかしながら、ここで注意を促したい事柄は、その関係性そのものだけでなく、各作品の
冒頭部が各物語の枠組みを規定しているという事実そのことでもある。例えば、
「群衆の人」
の冒頭部で、
「読まれることをこばむ本」
（506）や「語られることをこばむ秘密」
（506）と
いう出来事を引き合いに出して、以降に語られるお話と平行関係を結ぶだけでなく、注釈と
して機能している冒頭部は、語り手と老人というテクスト内部の関係から、読者とこの作品
（「群衆の人」
）あるいは読者と実作者ポウというその枠外の関係へと階層関係を意識させる
ことになる。すると、冒頭部の注釈とそれ以降に語られる物語という作品構造に向ける実作
者ポウの自意識というものを無視することが難しくなってくるではないか。同様に、「モル
グ街の殺人」の冒頭部における、「解明する」
（528）ことに喜びを見出す「分析者」
（528）
、
・
・

・
・

「相手の心の中に飛び込み、同一化する」
（529）という分析者の特徴、
「何を観察すべきか」
（530）を体得し、そして「ゲームの外側にある事柄」
（530）からも適切な推論を行いうる分
析者という一連の言明から、以下に続くモルグ街の殺人事件の謎解きというお話だけでなく、
デュパンの推理という「ゲーム」の外側にある次元、つまりこの推理ゲームを読み、デュパ
ンに「同一化」し、デュパンとともに謎を「解明」する読者と、その読者の何を「観察すべ
きか」に敏感であったマガジニスト・ポウとの関係が次第に浮かび上がってこないだろうか。
しかも、本論で後に論じるように、実は、このポウの自意識こそが作品解釈上の分水嶺であ
り、またポウのアイロニー（自らが自らを裏切っていくあり様）を感知しうる局面でもある
のだ 。
８

次に、物語の諸設定に類似性はないかどうか確認してみよう。
「群衆の人」の舞台はロン
ドンであり、時代は特定されていないが、ロンドンの大通りを行き交う人々の詳細な描写か
らこの作品が書かれたのと同時代であると推定される 。つまり舞台は、1830年代から1840
９

年頃にかけてのロンドンということになる。
「モルグ街の殺人」の舞台はパリであり、時代
は「18―年」（531）とされているが、例えば、作中に言及されるパリ警視総監のG―氏が
実際に1831年から1836年までパリ警視総監であったアンリ＝ジョゼフ・ジスケである可能性
に従えば 、1830年代頃と設定されていても不思議ではない。1830年代から1840年頃のロン
10

ドンとパリという大都市が、各作品の中で重なり始める。
また、作中の登場人物たちの多くは都市を背景にして存在する人々である。
「群衆の人」
では、
「貴族、商人、弁護士、小売店主、株式仲買人」
（508）
、
「三流商社の下級事務員」
（508）、「一流商社の幹部社員」（508）
、
「掏り」
（509）
、
「賭博師」
（509）
、
「伊達男と軍人」
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（509）、
「ユダヤ人の行商人」（509）、「本職の乞食」
（509）
、
「素人の乞食」
（509）
、
「病人」
（509）、「内気な娘たち」
（510）
、
「街路の女たち」
（510）
、
「酔っ払い」
（510）
、
「パイ売り、荷
運び、石炭運び、煙突掃除、風琴流し、猿まわし、艶歌師、歌謡いと組で歌詞を売る人々、
粗末な服装の職人に疲れきった労働者」
（510）
、
「売り手や買い手」
（513）
、
「店主」
（513）
、
「観客」（514）
、
「がやがやしゃべりながら歩く十人、十二人の集団」
（514）
、
「ロンドン市民
の中でももっとも不遇な連中の一群」
（514）などなど様々な職業につく多数の人々が一群と
なって街路を行き交い、作品の中でその姿を現しては消えていく。
「モルグ街の殺人」では、
「サン・ドニ街の元靴直し」（534）の「シャンティリー」
（534）
、
「サン・ロック街の住人」
（537）、
「モルグ街」
（537）に住む「レスパネイ夫人とその娘のカミユ・レスパネイ嬢」
（537）、「洗濯女ポーリン・デュブール」
（538）
、
「タバコ屋ピエール・モロー」
（539）
、
「その
他多くの隣人たち」
（539）
、
「警官イジドール・ミュゼ」
（539）
、
「銀細工師アンリ・デュヴァ
ル」（540）、「料理店主オーデンハイマー」
（540）
、
「ドロレーヌ街のミニョー父子銀行頭取ジ
ュール・ミニョー」
（541）
、
「ミニョー父子銀行員アドルフ・ル・ボン」
（541）
、
「仕立屋ウィ
リアム・バード」
（541）
、
「葬儀屋アルフォンゾ・ガルシオ」
（542）
、
「菓子屋アルベルト・モ
ンターニ」（543）
、「医師ポール・デュマ」
（543）
、
「外科医アレシャンドル・エティエンヌ」
（544）などの顔ぶれはパリの街区に住まう様々な職業の人々であることがわかる。
さらに、登場人物のひとりでもある語り手はどうであろうか。
「群衆の人」の語り手は、
その「過去、家族、人付き合い」や「顔や体つき」の情報がテクストから消去され、名前す
11

12

ら与えられていない存在である。作中内の出来事に関与することはあっても、基本的には出
来事を観察する立場を維持しているようにみえる。しかし、以下の箇所で、語り手はアメリ
カ人であるらしいということが仄めかされている。
 それは狭くて長い通りだったが、そこを一時間ほども行ったり来たりしているうちに、
通行人の数も次第にへり、セントラルパークわきのブロードウェイの昼どきの平均的な人
通りぐらいになった―アメリカでいちばんにぎやかな都市の人口でもロンドンのそれと
くらべると、ざっとこれぐらいの差がある。
（512）
「モルグ街の殺人」の語り手もまた名前のない存在であり、パリにやって来てそこでデュ
パンと知り合いになったという情報以外その来歴は消去されている。この語り手も、基本的
にはデュパンの傍らに寄り添い、出来事を観察する立場にいる。さらに、
「フランス語の
affaireには、私たちの言葉affairにある軽々しい意味合いは、まだなかったのである」
（538）
という語り手の付言には、語り手を含む「私たち」がアメリカ人であることの示唆を含んで
いるようにみえる。
「群衆の人」の語り手は、通りを過ぎ行く人々を観察するとき、当時疑似科学として流行
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していた観相学や骨相学の知識を露にする 。
「モルグ街の殺人」の語り手も、冒頭部で「観
13

相学者ら」
（531）と直接言及していることや、さらに言えば、
「モルグ街の殺人」の初期原
稿には別の冒頭部が挿入されており、そこで観相学と分析能力についてより詳述されている、
という事実 によって、語り手とそれらの知との親和性が輪郭を帯びてくる。この結びつき
14

は、作者とテクストの位階において、ポウと観相学や骨相学の関係につながっていく。デビ
ッド・S・レナルズが観相学や骨相学を含む疑似科学一般とポウとの蜜月関係を炙り出した
ように 、ポウはそれら疑似科学の知識を共有していた同時代の言説を積極的にテクストに
15

盛り込み、大衆好みの題材を反映させるようなエコノミカルな創作技術を体得していたので
ある。
また、
「群衆の人」や「モルグ街の殺人」の創作素材としてポウが主に用いたのは、疑似
科学的言説だけでなく、ポウ自身その影響力を敏感に感じていた、1830年代初頭から沸き起
こった扇情的な書き物の言説や形式（convention）でもあった 。特に、この両作品の中心
16

に 透 け て 見 え る 構 図 は、 扇 情 的 な 書 き 物 の ひ と つ で あ る 大 衆 向 け の 犯 罪 物 語（crime
narrative/literature）であり、それは１ペニー新聞産業が勃興してきた時代において大流行
を博した物語形式であったのである 。ポウは、そのような流行の文学形式に目配りをしつ
17

つ、「群衆の人」の中で「ダイヤモンドと短剣」
（512）をもつ「老人」を「奥深い罪」
（512）
をもった類型的人物（犯罪者）として描き、
「モルグ街の殺人」では、扇情的である「異常
な殺人」（537）の犯人を「抜群の運動能力、超人的な筋力、野獣的な残忍性、動機なき殺
444444

（558）をもった殺人鬼として描いてい
戮、人間性からかけ離れたおぞましいグロテスクさ」
たことになる。しかしながら、レナルズが指摘するように、ポウは確かにそうした流行の素
材をもとにして作品を組み立ててはいるが、高度な知性と精神性を文学作品の中で確保する
ために、それら低級な扇情的な書き物と緊張感を保ちながら、そこから距離をとろうとした
のも事実であり、そしてそれゆえに、その緊張感の効果がデュパンという高度な知性と精神
「群衆の人」と「モルグ街の殺
性をもった作中人物の発現となりえたのである 。ともかく、
18

人」はともに、当時誰もが知っていたはずの犯罪小説の枠組みを借りて創作された可能性は
非常に高い、ということが確認できればよい。
そして最後に、もう一つ別の文学形式の要素について言及しておこう。
「群衆の人」につ
いてこれまで、リアリズムの要素とシュールリアリズムの要素の混合体であるとされたり 、
19

その語り手はそれまで紳士層をひとまとまりの誇張したカリカチュアとして体系的に記述し
ていたにもかかわらず、これらの都市の周辺的な人々に視線が及ぶと語り手の記述は、分類
化というよりもむしろ略図化に向かっている、と評されたり 、また、人々を見つめる語り
20

「モルグ街の
手の眼差しには他作品に比べて幻想的なところが少ない 、と指摘されてきた。
21

殺人」では、特定の年代を提示し、実在の地名や作中人物の固有名を列挙することによって
リアリズムの効果を生み出しながらも、デュパンと語り手の同棲する「フォブール・サン・
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ジェルマンの一画の閑散荒涼たる片隅に崩壊寸前のていで立つ古色蒼然、陰気きわまる屋
敷」（532）、世間から隔絶した二人だけの生活、夜な夜な二人が漫ろ歩くパリの描写によっ
てゴシック的な雰囲気を醸し出している。この屋敷は、
「度を越した古さ」
（400）をもつ
22

「陰鬱な」（398）アッシャー家の屋敷を髣髴させる。夜を嗜好するデュパンは、
「夜明けにな
ると」（532）居住する屋敷の鎧戸をすべて閉め、偽りの夜を作りあげる。その闇夜に浮かぶ
のは、灯された蝋燭が放つ「妖しくも幽けし光」
（533）であり、本物の夜が訪れると、デュ
パンと語り手はパリの「妖しい光と影」
（533）の中を散策するのである。この光と闇、ある
いは明るさと暗さというモチーフは、
「群衆の人」においても、ガス燈とロンドンを通して
用いられているのである 。
23

これまで、
「群衆の人」と「モルグ街の殺人」における作品構造の相似性について詳しく
論じてきた。取り上げてきた具体例から二作品の相同性がはっきりと確認されたが、実は、
この二つの作品にはとても折り合わない構造が容易に認められる。それは、
「群衆の人」に
おいては老人という謎が語り手にとって謎のまま物語が閉じていくのに反し、
「モルグ街の
殺人」においては到底解決できないと思われていた不可解な事件がデュパンによって解かれ
ることで物語が閉じていく、というこの構造である。そして、奇妙な事件が解決されるとい
うこのテーマの導入が、すなわち、謎を解き明かす張本人デュパンの登場こそが、
「モルグ
街の殺人」という作品の固有性なのである。したがって、デュパンというキャラクターが
「モルグ街の殺人」においてどのように機能しているのかを問うことが、上記二作品間の差
異を明らかにすることと同値になるだろう。
３．デュパンの機能
では、デュパンとはどんな人物なのだろうか、また、デュパンとは作品の中でどのような
機能を演じているのだろうか。テクストを通じて、デュパン像を再構成してみよう。
「モルグ街の殺人」においてデュパンは、C・オーギュスト・デュパンと名付けられてい
る。Cは「セザールCézar」の略記であるので、セザール・オーギュストということになる
「オーギュストAuguste」はラテン語のaugustusで
が、この名前はかなり珍しい 。加えて、
24

あるから、「威厳のある、高貴な」という意味である。一方、デュパンという姓はフランス
ではありふれたものである 。ところで、デュパンを造形するさい念頭に置いていたと考え
25

られる実在の人物は、アンドレ＝マリー＝ジャン＝ジャック・デュパン（1783-1865）であ
る、というのがこれまでのソース研究で最も啓発的な指摘だといえる 。彼はフランスの政
26

治家で、歩く百科事典と言われた著名な法律の専門家である 。すると、デュパンの「唯一
27

の贅沢品」（531）が「本」
（531）であり、語り手とデュパンの初対面が「図書館」
（531）
で、その理由が「偶然二人とも同じ稀覯本を探している」
（531-532）という説明を背景に、
政治家デュパンと推理家デュパンが重なりはじめないだろうか。セザール・オーギュスト・
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デュパンという珍しいと同時にありふれた姓名から、この人物が貴族であり、百科事典的な
知の権化だろうことがわかる。
「珍しいと同時にありふれた」という相反する性質は、
「二重
のデュパン」
（533）
、すなわち「創造的デュパンと分析的デュパン」
（533）というキャラク
ターの人格を暗示してもいるようにみえる。
確かにデュパンは、「名家」（531）の貴族である。厳密には「勲爵士」
（724）であると言
28

われているが、
「不運の連続によって凋落」
（531）した没落貴族として描かれている。また、
二人の屋敷がフォブール・サン・ジェルマンという貴族居住区にあるということも示唆に富
む 。没落貴族デュパンはパリの郊外で、世間とは一切縁を切った生活を送っている。指摘
29

すべき点は、デュパンがある場所の外側に存在しているということではなく、デュパンはパ
リというフランスの中心的な都市に住みながらも、その都市の郊外に住み、また、日中は外
出せずとも新聞によって時事に通じている一方、人工的な閉鎖空間を作り出すことによって
世間から隔たっているという存在のあり様である。
「中心にいると同時に周縁にいる」とい
う性質は、先に挙げた「珍しいと同時にありふれた」名前の性質と重なり、この矛盾した性
質こそがデュパンの特性であると考えられるのだ。
「珍しいと同時にありふれた」名前をもち、
「中心にいると同時に周縁にいる」というデュ
パンの特質は、明らかに、作品におけるデュパンの役割に結びついている。その関連を明確
にするために、次に、デュパンの機能を抽出してみよう。
テレンス・ホエイレンが指摘しているように、
「モルグ街の殺人」のデュパンは、金銭的
な報酬の引換えに犯人を暴くタイプの職業探偵ではなく、むしろ興味関心の対象は犯人を暴
くことではなく、謎の解明そのものであるという在野の思索家であり、彼にとっての報酬と
いえば金銭ではなく、
「モルグ街のあの殺人事件について知っている全ての情報」
（563）な
のである 。このように謎の解明を好み、分析能力を揮うことに喜びを感じるデュパンを、
30

語り手は「分析家」
（528）と呼ぶ。
「モルグ街の殺人」の冒頭部で、分析（analysis）とは
「もつれたものをほどく」
（disentangle）であるとされる。分析という言葉のこのイメージが、
語り手の「思考の道筋」
（535）を読み取るときにはその筋道を「歩み戻る」
（532）ことと表
現される。謎を解明することは、もつれあったものを元にほどいていく作業であるといえる。
OEDによれば、“analysis”は「戻る」を意味する接頭辞anaと「ほどく、ゆるめる」を意味
するlysisで作られている。いわば、謎の起源へと遡る運動と分解の運動が絡み合う行為が、
分析と呼ばれるものの本質であろう。そしてまた、
「遡及的かつ分解的な運動」によって表
現されている、思考しながら思考の根拠である足場を崩しかねないという批評的行為は、先
に挙げた「中心にいると同時に周縁にいる」というデュパンの特質に通じていはしないだろ
うか。デュパンが存在するこの危機的な場所においてのみ、分析という行為が生み出される
のである。
謎を解明することがデュパンの役割であるならば、
「群衆の人」と「モルグ街の殺人」と
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の連続性において、語り手はどのような役割を付与されているのだろうか。
「群衆の人」の
語り手は、都市の街路を行き交う人々を眺め、観察し、人々の表層的なコードに従って彼ら
を分類し消費する「遊歩者」である。また、遊歩者でありながら、遊歩者にはない性質をも
った都市の観察者でもある。遊歩者の特徴的な行為は、都市の諸事物を魅惑的なやり方で既
存のコードに還元するというものである。実際、
「群衆の人」の語り手にはそのような遊歩
者特有の行為に満ちているのではあるが、必ずしもその行為によってのみ特徴付けられるの
ではない。「群衆の人」の語り手は、その行為が無効になってしまう都市の現実、すなわち
不安や恐怖を惹起する群衆という存在に直面することで、その観察方法の限界を露呈させて
いるのである。新たな観察方法を生み出すことなく、
「群衆の人」の語り手は遊歩者的方法
の極限に存在しているのである。
「モルグ街の殺人」において、この既存のコードに還元できない事物といかに接触するか
という問題は、
「群衆の人」の語り手が「モルグ街の殺人」の語り手として維持されたまま、
デュパンというキャラクターの導入によって解消される。デュパンは、ゲームの内部にいな
がら「ゲームの外側にある事柄」（530）にアクセスする分析者と同じく、日常の領域外
（extra-ordinary, outré）の殺人、ドアの外側に存在する外国人（foreigner）
、犯人が密室か
ら外へと出た経路（egress）など「外側」に意識を向ける。そして、
「中にいながら外にい
る」という性質が謎を解き明かすのに必須な要件となる。
「群衆の人」の語り手は、不可解
な老人を「群衆の人」
（515）であると言いながら、その老人を追いかけさ迷い歩く自分自身
も「群衆の人」であることに気づかない。なぜなら、語り手はその老人を追いかけ謎を暴く
というゲームの内側にいるだけで、意識的に外側へ出ようと試みないからである。ところが、
「モルグ街の殺人」のデュパンは内側にいながら外側を意識することによって、自らの寄っ
て立つ基盤を揺るがしながらも、謎への突破口を切り開こうとするのである。したがって、
分析行為が可能となるのは、反省的な内と外の往復運動ということになる。
このように再構成されたデュパンにとって最も重要な性質は、
「中心にいると同時に周縁
にいること」や「遡及的かつ分解的な運動」という表現を通じて、自らの基盤を揺るがすよ
うな内と外の往復運動である。そこから議論をさらに一歩進めて、本稿第二節において「群
衆の人」と「モルグ街の殺人」の形式的な側面に目を向けた際に投げかけた問題、テクスト
内部の諸問題がテクスト外部へと横滑りしていくように形式化された作品の構造について思
い起こし、この内と外の往復運動が、読者と実作者ポウの階層の間でどのような緊張関係を
組織化しているのかを次節で考察したい。
４．デュパンのアイロニー
ポウは「モルグ街の殺人」を含めた一連の「デュパンもの」について、フィリップ・P・
クック宛の手紙で、
「デュパンもの」が知的に見えるのなら、その理由はその「方法らしき
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もの」（air of method）にあると冷静に分析し、効果を演出するために、すべて作り上げた
のだと告白している 。作品に対するポウのこの態度は、デュパンの方法に対する距離をと
31

った疑念である。つまり、テクストの階層では、不可解なものを解読するデュパンという存
在は遊歩者的存在の限界を超えるものとして提示されているにもかかわらず、テクスト外の
階層においてポウは、そもそもデュパンの方法に疑念を表すことで、彼の方法が既存のコー
ドによって回収されえない問題に対する万能薬であることへの留保を示唆していることにな
る。したがって、「モルグ街の殺人」は一種のかつぎ話（hoax）である可能性が視界に浮上
してくる 。かつぎ話であると仮定するならば、かつぐ相手は読者を想定しているはずであ
32

るから、ポウはこの作品を用いて読者をいかにしてかついだのかが疑問に思われてくる。こ
の段階になると、ポウと読者の関係に絡むポウの自意識に焦点が定まってきはしないだろう
か。
本稿第二節の冒頭にて「モルグ街の殺人」の形式面に見られる自己言及性について指摘し
たように、ポウは作品の自己完結性を避けるような裂け目を、読者に作品のメタ化・多層化
を誘う運動を、あからさまに作品内部に埋め込んでいる。作品内部の自己言及性を経由する
ことによって、分析者デュパンがモルグ街で起きた異常な殺人事件を解明するというお話か
ら、謎を解明するデュパンに同一化する読者とその読者を解明しようという作者ポウとの闘
争というお話へと階層化し始める。その闘技場にポウは裂け目を、まさにそれ自体を解明す
べき謎に仕立て上げ、一種の暗号として埋め込むのである。例えば、レスパネイ夫人とその
娘を殺害したオランウータンを表す“ape”
（565, 567）はポウのイニシャルを綴った“E.
（dupe）という動詞由来
A.P.”のアナグラムであり 、またデュパンという名前は「カモる」
33

であると指摘されている 。すると“ape”という語が用いられている文脈からも、その語
34

に含まれる「猿真似をする」という意味合いが強く引き出され、謎を解き明かすデュパンに
同一化している読者はただデュパンの猿真似をしているに過ぎないと仄めかす暗号になる。
また「カモる」デュパンは名人芸のような手つきで誰にも解明できなかった謎をつきとめる
のであるが、その方法も実は読者を騙し、かついでいるに過ぎないと仄めかす暗号になる。
ところで19世紀前半において暗号といえば、1822年のジャン＝フランソワ・シャンポリオ
ンによるロゼッタ・ストーン解読と1838年のサミュエル・モースによるモールス信号発明と
いう大きな歴史的事実があり、前者のアメリカン・ルネサンスへの影響や後者の暗号解読と
の関連についてこれまで詳しく論じられてきたが 、ここではポウもまたその19世紀アメリ
35

カという歴史を背景にして、1836年『南部文芸通信社』２月号と８月号に「自筆署名」
（“Autography”）、1841年『グレアムズ・マガジン』11月号と12月号に「自筆署名に関する
一章」
（
“A Chapter on Autography”
）
、また同年同雑誌７月号に「秘文に関して少し」（“A
Few Words On Secret Writing”
）というエッセイを書いていることを強調しておく。
「モル
グ街の殺人」が初めて世に出たのは、1841年『グレアムズ・マガジン』４月号である。自筆
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署名からその人の性格を解読するというポウの試みは、購読者の知的関心を引き起こそうと
してのものであるが、一方で、暗号解読というテーマがポウ自身の興味関心の対象であった
ことは、繰り返し回帰していることから見て、間違いない。そしてまた、自筆署名解読は形
態や表層から性質や深層を解明する方法であり、この方法はまさしく「群衆の人」の語り手
やデュパンに内在する観察方法でもあるのだ。
このように作品を暗号化することで自作品の歴史的延命作業を試みつつ、暗号解読を怪事
件の解明に分裂させることで、ポウは推理小説と呼ばれるジャンルへと接近する。しかしな
がら、暗号に満たされた作品は作品それ自体を多層化してしまい、謎解きというお話は作品
内部に留まることをやめ、自壊しながら作品の外へと開かれる。怪事件を解明するデュパン
という構造は、デュパンに同一化する読者を解読するポウという構造に転換され、そこにま
た別の謎が暗号のように舞い込んでくる。
ポウが念頭に置く読者には、ホエイレンによれば、
「理想的な読者」
（the Ideal Reader）
、
「恐るべき読者」
（the Feared Reader）
、
「資本を代弁する読者」
（the Capital Reader）の三
「理想的な読者」とは作家と趣味判断を共有している読者のことであり、
「恐
種類がいる 。
36

るべき読者」とは匿名的で集団からなる読者のことで、ポウは彼らを蔑むように、
「衆愚」
やら「デマに躍らされる人々」やら「大衆」と呼んでいる。最後の「資本を代弁する読者」
とは作家と読者を媒介する出版社の人々であり、かつ作家にとっての最初の読者であり、従
って、この「資本を代弁する読者」を通じて初めて、作家は「理想的な読者」と「恐るべき
読者」と関係が持てる、そのような読者である。ポウはこれらの読者をつねに意識しながら、
自らの作品の宛先を特定させる。
「資本を代弁する読者」と「理想的な読者」の趣味を同時
に満たそうと、作品を「分裂したテクスト」
（the divided text）に作り上げるポウは、
「売
行き」と「文学的価値」、すなわち「経済的価値」と「芸術的価値」
、
「大衆的な趣味」と
「批評的な趣味」を区別しつつ、葛藤し、創作するのだ 。だからこそ、この互いに反発し合
37

う価値観の裂け目を振り子のように行ったり来たりするとき、この相反する二者に対するポ
ウの態度が二重化するのではないだろうか。一つの作品の中に対立軸を置くよりむしろ、対
立する模様を重ね合わせることで、作品はアイロニカルになり、そしてポウ自身の創作にお
けるアイロニカルな身振りが二重写しになるのではないだろうか。するとポウの作品に「分
身」というテーマが夥しいほど溢れかえっているのは、まさにこの二重化という創作方法を
ポウが意識的に用いているからなのではないだろうか。
折り合うことのない価値判断と趣味判断を同時に作品の中で成就させようとするポウが立
っている地点は、
「珍しいと同時にありふれた」名前をもち、
「中心にいると同時に周縁にい
る」、そして「遡及的かつ分解的な運動」をするデュパンと同じである。読者の知的楽しみ
や大衆の趣味を満たすため、ポウはデュパンに同一化する読者に同一化するのと同時に、そ
の同一化を解除し、テクスト内部に自己言及性を持ち込み、デュパンというキャラクターの
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如何わしさをテクストに暗号化することで、読者に対し否定的な構えをとる。ポウのアイロ
ニーは、したがって、読者に対する相反する感情を抱え込むことによってテクストに亀裂が
走り、その裂け目を往復することから生じるのである。モルグ街という空間で演じられる不
可解な惨劇に纏わる様々なやりとりが、その舞台裏では、文学市場で行われる実作者ポウと
読者の血なまぐさい争いとなって現れてくるのである。
これまでの考察―「群衆の人」と「モルグ街の殺人」における作品構造上の相同性と差
異、デュパンの機能から見えてきた「モルグ街の殺人」の自己言及性とポウのアイロニー
―によって、本稿で解決すべき問いである「群衆の人」と「モルグ街の殺人」とのジャン
ル論的相似性と主題論的差異を示し、さらにデュパンというキャラクターの機能を明らかに
し、以降の「デュパンもの」への筋道をつけた。私の一連のジャンル論的研究は、1830年代
半ばから1840年代初めに渡るポウの作品群の中で、いわゆるゴシック小説の作品群、「ベレ
ナイシィ」
（1835）
、
「モレラ」
（1835）
、
「ライジーア」
（1838）
、そして「アッシャー家の崩
壊」（1839）から、
「群衆の人」
（1840）を挿み、いわゆる推理小説の作品群、
「モルグ街の殺
人」（1841）
、
「マリー・ロジェの謎」
（1842）
、そして「盗まれた手紙」
（1844）へと至るジャ
ンル上の変遷過程を考察することであった。この一連の研究を通じて私は、ジャンル間の移
行には語り（narrative situation）の変動が生じることを指摘し、本稿に至って、ポウのア
イロニーという問題へと接続することになった。また、ポウのアイロニーはテクストを分裂
させ、相反する価値をテクストに付与するのと同時に、作品の構造を不安定にし、新たな形
式を探求するというポウの創作メカニズムでもある。したがって、あるジャンルから別のジ
ャンルへと移行する創作メカニズムは、語りの変動とポウのアイロニーが大きく関わってい
るはずである。この二つの要素を主眼に置いて、今後は、他の小説群に取り組むことで、ポ
ウの詩学を究明するつもりである。
Bonaparte, 413-485.

１

	OEDによれば、
“detective”が「探偵」の意として用いられたのは1850年が初出であり、ポウ自

２

身「デュパンもの」を“detective stories”でなく“tales of ratiocination”と名付けていること
に注意すべきである。したがって、ポウはデュパンを「探偵」ではなく、「推理家」としてキャ
ラクターを造形していたことは明白であり、本論文のタイトルの「デュパン」の前に「探偵」で
はなく「推理家」をあてた所以でもある。
	Edgar Allan Poe,“The Murders in the Rue Morgue”in Mabbott, vol. II. 以下、Mabbottからの

３

引用は引用末尾にページ数を（

）内に示す。なお翻訳にあたっては、八木敏雄訳『黄金虫・黒

猫・アッシャー家の崩壊ほか五編』（講談社文庫、1971）と中野好夫訳『黒猫・モルグ街の殺人
事件他五篇』（岩波文庫、1978）を参考にした。
４

Benjamin, 27.

５

Brand, 79.

６

Bonaparte, 427.
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	Edgar Allan Poe,“The Purloined Letter”in Mabbott, vol. III. 翻訳にあたっては、八木敏雄訳

７

『黄金虫・黒猫・アッシャー家の崩壊ほか五編』（講談社文庫、1971）と中野好夫訳『黒猫・モル
グ街の殺人事件他五篇』（岩波文庫、1978）を参考にした。
	ポウ研究において「ポウのアイロニー」は、極めて重大な主題の一つであるようにみえる。大ま

８

かな流れをみると、G・R・トンプソン『ポウのフィクション―ゴシック物語におけるロマン
主義的アイロニー』
（1973）
、ルイス・A・レンザ「ポウの秘文的自伝」（1985）、ジョナサン・ア
ウエルバッハ「完璧な構図を歪めること―ポウにおける二重化と自白」（1989）、ハル・ブライ
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The Irony of Dupin the Detective:
A Genre Study of Poe’s Tales
MITO, Shunsuke
As paying attention to the change from the tales of“Berenice,”
“Morella,”
“Ligeia,”and
and“The Fall of the House of Usher,”
（I call the first group of tales）
, to those of“The
Man of the Crowd,”
“The Murders in the Rue Morgue,”
“The Mystery of Marie Roget,”
and“The Purloined Letter,”
（The second group）in a series of two previous papers, I have
so far discussed the following issue: the former tales naturally lead to the latter ones
structurally. Dividing the question into four parts so as to make the structural process
clear, I have dealt with the four topics step by step. These topics are as follows: firstly,
what makes the first group of tales one group with the same characteristics; secondly,
what makes“The Fall of the House of Usher”itself a turning point in the first group;
thirdly, how much“The Fall of the House of Usher”has in common with“The Man of the
Crowd”; lastly, what constitutes the structural and thematic linkage between“The Man
of the Crowd”and“The Dupin tales”
.
I have so far considered three of the four questions. Here in the paper, I explore the last
topic, that is to say, the close relationship of“The Man of the Crowd”to“The Dypin
tales,”and the difference as well. On the one hand, casting light upon the structure of the
two tales ––“The Man of the Crowd”and“The Murders in the Rue Morgue”–– I argue
that the two literary works show a striking similarity. On the other hand, out of the
similarity between the opening paragraphs of each tale and their narratives, actors and
events, settings in time and space, and literary conventions that the tales belong to, there
emerges a critical difference between these tales. The distinction lies in how much each
text commits themselves to a mysterious matter. Throughout the tale of“The Man of the
Crowd”the mystery remains unsolved, while in that of“The Murders in the Rue Morgue”
the crime is solved, and the criminal is identified.
I emphasize that the substantial difference plays a pivotal role in the development of the
former genre of the latter. In particular, the self-referential implications of the authorial
presence in the opening paragraphs of“The Murders in the Rue Morgue”and the function
that Dupin performs, help to make the dissimilarity discernible. Such a self-referential

― 315 ―

implication then opens up the irony that lurks in the figure of Dupin, and the selfconsciousness of Poe himself. In conclusion, I suggest that the irony not only contributes to
the evolution from the first genre to the second, but also to the development of Poe’s own
composition.
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