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１．序
東洋大学大学院紀要第43集に掲載された拙論「解体していくものの力学──ジャンル論的
ポウ研究」において私は、マリー・ボナパルトによって分類された「死にながらにして生あ
る母」やリヴァイン夫妻によって類別された「美女の死」というテーマの中に包括されるポ
ウの初期作品群、
「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）（「第一群」と呼んだ）から、「群衆の人」（1840）、「モル
グ街の殺人」
（1841）
、
「マリ・ロジェの謎」（1842）、そして「盗まれた手紙」（1844）（「第二
群」と呼んだ）へ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、つまり
ジャンル間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。この変遷
過程を考察するにあたり、第一に「ベレナイシィ」から「アッシャー家の崩壊」までの四つ
の作品を一つの作品群（ジャンル）とみなせる根拠を明らかにし、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示し、第三に、転換点と考えられる「アッシャ
ー家の崩壊」と「第二群」との橋渡しの役割を担っていると考えられる作品「群衆の人」を
結びつけうる根拠を導き出し、最後に、「群衆の人」と以後の「デュパンもの」（the Dupin
stories）を一つの作品群とみなせる根拠を問うこと、これら四つの問いを段階的に検討する
必要があると考え、前稿ではこの問いの第二段階まで考察することができた。
本稿では、分量の制約上前稿で論じることのできなかった残りの問いのうち第三の問い、
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」を結びつけうる根拠を論じる。先の論文で私は、
「ア
ッシャー家の崩壊」が「第一群」の転換点となった作品であるとした論拠として、二つの要
素を取り上げた。一つは、
「第一群」の先行する三作品に一貫して主題化されていた「ヒロ
インの死」と「生命の不滅」が「アッシャー家の崩壊」では重心移動し、「死」あるいは
「消滅」というテーマへと力点を変えていったというテーマの変化である。もう一つは、
「ア
ッシャー家の崩壊」に先行するそれら諸作品では物語の出来事 を体験者が語るという主役
1

（protagonist）による一人称の語りが用いられていたが、「アッシャー家の崩壊」では物語
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の出来事を観察する立場から語る「観察者的語り手」（observer-narrator）が導入されるよ
2

うになったという語りの構造の変化である。「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の各語
り手に焦点を当てることによって、この二つの変化が「群衆の人」においてどのように構造
化されているのかを探求し、
「群衆の人」と「デュパンもの」との接続点を明らかにする。
２．語り手の四つの視線
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の各語り手の典型的な特徴を浮かび上がらせるた
めに、三つの項目に分けて論じていくことにする。その三点とは、「観察者としての視線」、
「心奪われる事物への視線」
、そして「流れゆくものへの視線」である 。
3

２．１．観察者としての視線
「アッシャー家の崩壊」の語り手はロデリックを「少年時代の親友の一人」（398）と呼び、
4

アッシャー家の屋敷から「遠く離れたところ」（398）に住んでいると述べるときに自分自身
のことを仄めかす。語り手は作中人物（actor）であるにもかかわらず、出来事に積極的に
関わることもなく、ただアッシャー家の出来事を観察するためだけの存在であるようにみえ
る。一方、
「群衆の人」の語り手もまた、「アッシャー家の崩壊」の語り手のように、名前の
ない語り手（unnamed narrator）であり、語り手の「過去、家族、人付き合い」や、どのよ
5

うな「顔や体」をしているのかさえも知る手がかりはテクストから消えている。語り手が自
6

分自身について語るのは、以下の、物語の冒頭部分のみである。
それまでの数ヶ月、私は健康をそこねていたが、そのときはちょうど快復期にあたり、
倦怠とは真逆の爽快な気分──心の眼から膜が落ち、欲望が溌剌としてくるときのあの
気分になっており──知性も、いわば充電状態にあり、ライプニッツのいわゆる活発だ
が率直な理性、ゴルギアスの奔放にして軽妙な修辞がそうであるように、通常の状態を
はるかに凌駕していた。
（507）
7

しかしこの箇所にはほとんど情報がない。語り手がどのような歴史をもち、どのような風
体の人物なのかを想像するのは極めて困難である。「群衆の人」の語り手もまた、自らの歴
史や風体を排除し、都市ロンドンやそこに現れた「齢65か70くらいの老いぼれた男」（511）
を見つめる中身のない観察者（observer）として存在している。
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の語り手は共に観察者として物語に存在している
ことを指摘した上で、両者の観察方法を取り上げてみると、二者の類似性がより一層明瞭に
なる。
「アッシャー家の崩壊」の語り手はロデリックの顔を観察し、以下のように報告する。
死者のような顔色、大きく、うるみ、比類ない輝きを放つ眼、いくらか薄く、血の気は
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まったくないが、こよなく美しい曲線をえがく唇、ヘブライ型ながら上品で、その種の
型にはめずらしく幅のある鼻孔をそなえた鼻、みめよいできながら、角張ったところが
どこにもないところがいくぶん意志力の欠如を物語る顎、蜘蛛の巣よりもなお柔らかで
繊細な髪。このような特質が、こめかみ上部のなみはずれた広さとあいまって、容易に
は忘れがたい容貌を作り上げていた。（401-402）
この描写はロデリックの顔の細部に焦点を当てていると同時に、この描写そのものが当時
疑 似 科 学（pseudo-science） と し て 流 行 し て い た 観 相 学（physiognomy） や 骨 相 学
（phrenology）の記述に基づいており、その模倣であることを暗に示している。例えば、
1794年 ボ ス ト ン で は ス イ ス の 観 相 学 者 ラ ー ヴ ァ タ ー の『 観 相 学 小 論 』（
）が出版され、また1817年に出版された『携帯用ラーヴァター、観相学』
（

）は携帯用として愛用され、そして、

アメリカでは1830年代までで40以上の骨相学会（phrenological societies）が設立するほど
の流行であったということから判断するに 、当時の読者はこの描写をそのような学に基づ
8

く記述として受容していたであろうと推測できる。観相学というのは、「特に内側の性格や
人格と外側の身体的な結びつきに関する、顔の研究」であり、重要なことは、この疑似科学
9

的な記述を通じて語り手に付与される観相学的観察の方法である。つまり、語り手はロデリ
ックの顔という物理的な表層を、その表層に対応する心理的な深層へと還元することで、観
察する対象を確定するという方法なのである 。
10

そして、このような観察方法における表層と深層という一対の軸は、「群衆の人」の語り
手にも共有されているのに気付く。語り手は、コーヒーハウスのガラス越しに行き交う人々
を見つめながら、彼らの風采からその職業を分類し始める。
まず三流商社の下級事務員──彼らはぴっちりとした上着、ぴかぴかのブーツ、油でて
かてかの髪といったいでたちと横柄な口もとをした若者たちである。（508）
つぎに一流商社の幹部社員…着心地のよさそうな黒か褐色の上着にズボン、白のネク
タイに白のチョッキ、幅の広い頑丈そうな靴に厚手の靴下とゲートルなどで、すぐにそ
れと知れた。彼らはいずれもいくらか頭が禿ていて、その頭から右の耳が、長年ペンを
はさんできたせいか、妙な具合に張り出している。（508）
賭博師…服装はそれこそ多種多様で、ビロードのチョッキ、派手なネッカチーフ、金
メッキの鎖、金線細工のボタンといった、まずはまがいようもないペテン師のいでたち
から、どう見てもそれ以外には思えないほど入念に地味にしつらえた牧師風のいでたち
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まがいがある。
（509）
風采という表層から職業という深層へと還元するこの観察によって、語り手は有象無象の
集合体としての都市ロンドンを対象として確定する。この描写は、「アッシャー家の崩壊」
の語り手がロデリックを描写する際に用いた観相学や骨相学に加えて、チャールズ・ディケ
ンズの『ボズのスケッチ集』
（

1836）、ワシントン・アービングの『スケッ

チ・ブック』
（

, 1820）、そしてナサニエル・パーカー・

ウィリスのスケッチ集というイギリスとアメリカの文学的伝統（literary tradition）を下地
にしており、その模倣であることを暗に示している。ディナ・ブランドによれば、一つに、
当時はまだ国際著作権法が確立していなかったため人気のあるイギリスの雑誌や文芸作品が
アメリカでも印刷され、アメリカ人読者はイギリスの書物に触れる機会が十分にあった。と
りわけディケンズの作品は、アメリカで非常に人気を博していたという 。もう一つに、
11

1840年代までアメリカの都市の規模はロンドンやパリのような大都市（metropolis）ほどで
はなく、アメリカ人によるヨーロッパの都市の描写というのは、例えばイギリス人によるロ
ンドンの描写とは異なり、大都市への羨望やそれに伴う自国の大都市誕生を煽るナショナリ
ズムを誘発し、とりわけナサニエル・パーカー・ウィリスのスケッチでは「含意されたアメ
リカ人読者」
（the implied American audience）が想定されているという 。確かに「群衆
12

の人」の語り手はこう述べている。
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、公園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）
これらの側面から、当時の読者はロンドンが舞台である「群衆の人」を、「アメリカ人に
よる旅行スケッチ」
（American travel sketches）として受容していたのだろうと推測する
ことができる 。
13

アメリカ人によるスケッチというジャンルの語り手は、通常、自分が属しておらず、知ら
ない場所、あるいはロンドンやパリのような魅惑的な都市を「一歩引きつつも心奪われる観
察者」
（a detached and interested observer）として描く。同様に、「アッシャー家の崩壊」
14

の語り手は、ロデリックやアッシャー家の屋敷とその地所に興味を引き付けられ、「群衆の
人」の語り手は街路を行き交う通行人とそこに現れた老人に心奪われている。観察者として
一歩引きながらも、彼ら語り手は観察の対象に魅せられているという点において、「アッシ
ャー家の崩壊」と「群衆の人」の語り手はスケッチというジャンルの語り手と重なりあって
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いるようにみえる。
このように「群衆の人」がスケッチというジャンルと重なり合うとき、「群衆の人」の語
り手とスケッチというジャンルの語り手もまた接近し始める。スケッチの語り手は、「ぶら
ぶら歩きをし、俯瞰的に見わたす位置に立つ観察者の視点」から都市の生活を描写し、
「都
15

市の群衆をまるで無害で気晴らしとなるテクストであるかのように」読む。そして「都市の
16

観察者」
（urban spectator）としての語り手の存在様態は、シャルル・ボードレールが近代
17

という時代における芸術家の態度を特徴付けるために用いた「遊歩者」（ﬂâneur）と結びつ
く。なぜなら「遊歩者」とは「何の決まった目的もなく、都市を散策し、観察する人」であ
りながら、
「通行人の職業、性格、素性や生活様式」を判読できる力をもった存在だからで
ある 。さらに遊歩者の観察方法とは、「群衆を一連のタイプに還元しつつ、すでに目にして
18

いたり確定されたものを探し求め」たり、「予測を法則へとコード化することによって都市
19

の経験を体系づける」ことからも、遊歩者と「群衆の人」の語り手との類縁性が認められる
20

だろう。
しかしながら、遊歩者が読者に伝える群衆とは見た目ほどばらばらではなく、見た目ほど
政治的に脅威な存在ではない 、とする一方で、明らかに「群衆の人」では遊歩者が伝える
21

ような都市像、群衆像が疑問視されている。「群衆の人」の語り手は、群衆という魅惑的な
存在に心奪われながらも、あの老人との出会いを通じて群衆という形態に不安を抱いており、
物語の冒頭とエンディングに挿入された「読まれることをこばむ」（506, 515）という一貫し
たテーマから考えてみても、この作品には他者の問題が含まれているようにみえる。したが
って、
「群衆の人」の語り手は観察方法において遊歩者と似ているが、描かれる都市や群衆
においては異なっているという、ねじれた存在であることに留意したい。また、先に挙げた
1830年代のもっとも有名な遊歩者にして、「群衆の人」発表当時のもっとも有名な雑誌作家
ナサニエル・パーカー・ウィリスの描くロンドンというのは、広大で複雑な都市から容易に
消費できる心地よい印象の集まりへと変形させられることによって無害なスペクタクルと化
している 。この点から分かるように、「群衆の人」の語り手は、やはり容易に消費できない
22

老人に出会い、不安を引き起こすスペクタクルとして都市や群衆を見ているため、スケッチ
というジャンルの語り手とも異なった存在なのである。
また、観察者という立場においてスケッチというジャンルの語り手と「群衆の人」の語り
手には類似性が認められながらも、スケッチの語り手には表層を深層に還元するという観察
方法が強調されていない。
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の語り手は明らかにその
ような観察方法を用いて、観察対象を「分析する」という試みがなされている。「アッシャ
ー家の崩壊」の語り手は、その物語の冒頭部において、アッシャー家の屋敷を目にしたとき
の印象をしきりに分析し、その印象（表層）の原因（深層）を「解きがたい謎」（397）と結
論付ける。一方、
「群衆の人」の語り手は、街路に現れた老人を一瞥したとき、次のように
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述べる。
最初の一瞥の、そのとっさの間に、私は老人の表情が伝える意味を分析してみようとし
たが、そのときの私の頭に混沌として矛盾したかたちで湧きあがってきたのは、強力な
知性、警戒心、貪欲、吝嗇、冷酷、悪意、残忍、得意気、上機嫌、極度の恐怖心、強度
の──そして極端な絶望といった諸観念であった。私は異常に興奮し、驚愕し、魅せら
れた。
「なんたる奇怪な歴史が、あの男の胸に書きこまれていることか」と私はつぶや
いた。
（511）
「アッシャー家の崩壊」の語り手と同じように、その老人の表情（表層）を諸観念あるい
は老人の胸（bosom）の中（深層）へと還元し分析している。それぞれの語り手は意識的に、
眼に映る風景を読み解くべきテクスト、あるいは暗号とみなしているかのようである。彼ら
はつねに表層に生じている現象を深層の痕跡、兆候ととらえ、起こりうる出来事の予感の中
にたたずんでいる。
２．２．心奪われる事物への視線
「群衆の人」の語り手と「アッシャー家の崩壊」の語り手は、観察者としての視線を保ち
ながらも観察する対象へと心奪われていく態度（posture）をとる。「アッシャー家の崩壊」
の語り手は、アッシャー家の屋敷と沼に映る屋敷を観察しているときに沸きあがる幻想が増
大していくプロセスを、心理的な傾向性であるかのように「逆説的法則」（399）と名付ける
が、それでもなお観察対象に心奪われていく。
想像力を働かせて、私は本気で信じはじめていたのだった。建物と敷地あたり一帯に、
それらとその周辺の土地に固有な一種の雰囲気がよどんでいることを──また、その雰
囲気が空の大気とは縁がなく、朽ちた木々、灰色の壁、ひそみかえった沼などからにじ
み出ていた──どんよりとした、動きのにぶい、かすかに眼につく、鉛色をした有毒の
神秘的な靄である、と。
（399-400）
また、語り手がロデリックの顔を観察し、「観相学」や「骨相学」という学に基づいて詳
細に記述しながらも、その特異性に心奪われているのである。
その不気味な皮膚の青白さ、その妖しい眼の輝きが、何よりも、私をおどろかせ、畏怖
の念さえいだかせたのであった。その絹のような髪の毛も伸びほうだいに伸び、しかも
蜘蛛の巣なりにもつれもつれて、顔に垂れるというよりは宙に漂い、この奇異の感じは、
努力はしてみたものの、とうてい普通の人間についての観念とは結びつきそうになかっ
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た。
（402）
さらに語り手は、猛烈に風が吹く屋敷の外の様子をあたかも合理的な因果関係に基づくよ
うに、
「ありきたりの電気現象」
（413）や「あの沼の強烈な瘴気がこういうおぞましい現象
の原因」
（413）であると確定しながらも、その奇異な現象に心奪われている。
あきらかに旋風はこの付近で勢力を集結していた。というのは、風向きは目まぐるしく
急激に変化するのに、ちぎれ雲は遠くに飛び去ることなく、あらゆる方向から飛来して
ぶつかりあい、その生あるもののごとき速さが、きわめて濃厚な雲塊（それは建物の小
塔を圧せんばかりに低く垂れこめていた）にも妨げられずに、はっきりと見えたからで
ある。きわめて濃厚な雲塊にも妨げられずに、これが見えたと私は言ったが──月や星
がちらりとでも姿を見せたわけでも──また稲妻がひらめいたわけでもなかった。にも
かかわらず、われわれの周辺の地上のあらゆる物体ばかりか、騒ぎたつ巨大な雲塊の下
面までが、屋敷のまわりにただよい、それをすっぽりとおおいつくしている、あのかす
かに蛍光を発してはっきりと眼に見えるガス状態のただならぬ輝きに映えていた。（412）
他方、
「群衆の人」の語り手もまた、街路を行き交う通行人を「千差万別の容姿、服装、
態度、歩調、容貌、表情を細心に識別しながら眺めて」（507）いるが、「一般に紳士層と呼
ばれている階級から下にたどってゆく」（509）につれて一挙に関心の度合いを高める。
「い
っそう陰惨で深刻な考察の対象」（509）と呼ばれる階層の人々の描写は、明らかに、それま
での紳士層の描写と異なっている。
眼だけは鷹のように輝かせながら、他のあらゆる顔の造作には卑屈な表情をたたえるユ
ダヤ人の行商人。絶望に追いつめられ、やむなく夜な夜な施しを求めに出てくるまだま
しな物乞いたちをいまいましげにねめつける体格のがっしりした本職の物乞いたち。死
の手からもはや逃れるすべはないのに、ひょっとして思いがけぬ慰めや失ってしまった
希望にめぐりあえぬものかと、誰彼の顔を哀願するようにうかがいながら人混みのあい
だをよろよろと肩をすくめて歩く衰弱しきった蒼面の病人たち。長い労働のすえ、日暮
れてわびしいわが家へと帰るところを、ごろつきどもにじろじろと眺められ、憤るどこ
ろか涙ぐんで身をすくめ、直接に手を出されても避けるすべさえも知らぬような内気な
娘たち。
（509-510）
ジョナサン・アウエルバッハも指摘するように、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
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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（sketchy）に向
かっている 。このことは、語り手が表層を深層に還元する分析者から、そのような観察を
23

宙吊りにさせられた見物人へと変化してしまっていることを示しているようにみえる。分類
化の放棄をよぎなくされた語り手は、目にする光景をただ素描し、その光景に心奪われてい
る。そして、
「額を窓ガラスに押しつける」（511）ほど通行人に没頭した語り手は、群衆の
中にこれまで見たこともない表情をした老人に出会うや関心の度合いを最高潮に高め、表層
から深層へという語り手の観察をこばむこの老人に魅惑され、コーヒーハウスを飛び出し、
彼の後を実に１日まるまるかけて追いかけるのである。
前節において、スケッチというジャンルの語り手は「一歩引きつつも心奪われる観察者」
であると指摘した通り、
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の各語り手にはスケッチの
語り手と共通の存在様態がある。だが、スケッチというジャンルの語り手が自らのあるいは
想定される読者の興味関心のありそうな事物に心奪われながら、それらを観察するというつ
ねに安定的な立場から対象を描写するのに対し、「アッシャー家の崩壊」や「群衆の人」の
語り手たちは、一歩引いた観察者にいながらも、あるいは観察者としてとどまろうとしなが
らも、結局その観察を無効に付するような心奪われる対象に振り回されるという、つねに不
安定な立場から対象を描写している。この決定的な違いが生じているのは、スケッチが読者
に娯楽や安心感を与えることに主眼を置いている一方、「アッシャー家の崩壊」や「群衆の
人」は読者に不安を与え、判断を揺さぶることをその眼目としているからなのだろう。
２．３．流れゆくものへの視線
「アッシャー家の崩壊」の語り手は、屋敷に入り、ロデリックの書斎へと向かう途中の通
路で目にしたものについて、次のように伝えている。
まわりの事物──天井の彫刻、壁にかかるくすんだ色のタペストリー、床の黒檀のよう
な黒さ、歩くにつれてカタコト鳴り、幻燈のように変化する紋章入りの戦利品などは、
私には小さなときからなじみ深いものばかりであるが、あるいはそれに類したものばか
りであったのに──つまり、これらがみな私にはなじみ深いものばかりだとはすぐにも
納得できたのに──なおも不思議であったのは、そのありふれたものの姿が心にかきた
てる幻想のなじみのなさであった。（400）
この引用部では、廊下で目にした事物（表層）とその事物がかきたてる幻想（深層）につ
いて描写されているだけでなく、なじみある事物がなじみのない幻想へと切り替わる場面を
強調してもいる。語り手が屋敷の廊下を歩きながら目にする「幻燈のように変化してゆく」
（phantasmagoric）風景の中、足音が「カタコト鳴り」響く、「くすんだ色」、「黒檀の黒さ」
の明度の落ちた環境の中で、ありふれた事物が「なじみのない」（unfamiliar）な夢幻へと
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変わっていく。
また、強風が猛威をふるうアッシャー家の屋敷の外の様子を描写するさいにも、語り手は
流れゆくものに注視している。
あきらかに旋風はこの付近で勢力を集結していた。というのは、風向きは目まぐるしく
急激に変化するのに、ちぎれ雲は遠くに飛び去ることなく、あらゆる方向から飛来して
ぶつかりあい、その生あるもののごとき速さが、きわめて濃厚な雲塊（それは建物の小
塔を圧せんばかりに低く垂れこめていた）にも妨げられずに、はっきりと見えたからで
ある。
（412）
この異常な様子を「ありきたりの電気現象」（413）と科学的説明に還元することによって
ロデリックを安心させようとしながら、同時に自分自身の神経の高ぶりを和らげようとして
いる語り手は、ちぎれた雲が互いにあらゆる方向からぶつかりあうその様子が、「生あるも
ののごとき速さ」
（life-like velocity）と名付けることを通じて、自らの神経の高ぶりと語り
手に特徴的な観察方法の宙吊りを露呈させてもいる。
他方、
「群衆の人」においては、この作品自体が群衆という「流れゆくもの」に視線を向
けている。語り手は、コーヒーハウスのガラス越しに行き交う「巨大な人海の騒めきにすっ
かり魅せられ」
（507）
、表層と深層の分類法に基づき通行人を見つめている。「アッシャー家
の崩壊」の語り手が屋敷の廊下に出くわした事物をみるように、「群衆の人」の語り手もま
た街路を行き交う通行人を見る。
こういう連中のほかに、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、歌謡いと一緒に売り歩く人々、粗末な服装の職人に疲れきった労働者の多
種多様にいたるまでがいて、これらすべてが騒然たる雰囲気と異様な活気をかもし出し、
それが耳には不協和音をかなで、眼には痛覚をもたらすのだった。（510）
街路を様々な階層の人々の流れと、それを見る語り手の視線が紳士層からずっと下の階層
へと流れていくとき、アッシャー家の屋敷の廊下と街路が重なり始める。廊下に「カタコト
鳴り」響く不気味な足音は街路の雑踏の「不協和音」へと、「幻燈のように変化する紋章入
りの戦利品など」は街路を行き交う「多種多様な」人々へと、「壁にかかるくすんだ色のタ
ペストリー、床の黒檀のような黒さ」は語り手が街路を見つめる「夕暮れもせまる頃」
（507）から「夜」
（510）に渡る時間帯の暗さへと溶け合う。さらに、「ちぎれ雲は遠くに飛
び去ることなく、あらゆる方向から飛来して」ぶつかり合う「生あるもののごとき速さ」が
「突きとばされても、突きとばした人間にぺこぺこ頭をさげ、困惑しきった様子をする」
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（508）通行人の往来と重なり合う。
「アッシャー家の崩壊」の語り手がアッシャー家の屋敷
の廊下で眼にした流れゆくものを不気味なものと形容したように、「群衆の人」の語り手も
街路に流れゆく雑多な人々を「眼に痛覚をもたらす」ものと形容している。
さらに、語り手の視線を可能にする環境的な条件についても指摘しておいた方がよいかも
しれない。その条件とは、明るさと暗さである。「アッシャー家の崩壊」の語り手が数々の
展示品に出くわした通路は、
「入り組んでいて暗い」（400）のであり、「群集の人」の語り手
が観察する通行人の街路は「夕暮れもせまる頃」から夜への暗さの中にある。と同時に、明
るさが暗さに並置されるように共存してもいる。例えば、「アッシャー家の崩壊」の語り手
はロデリックの書斎に入ると、まず次のように部屋の中を報告する。
私が通された部屋はとても大きく、天井も高かった。窓は細長く、先がとんがり、黒
い樫材の床からはかなり高いところに位置し、部屋の内側からとても手が届きそうにな
かった。かすかに紅をさした光が格子のはまった窓からさしこみ、あたりのめぼしいも
のはかなりはっきりと見わけがついたが、部屋の遠くの隅々、円天井の格子作りの奥ま
ったところなどは、どんなに眼を凝らそうと、見えるものではなかった。（401）
暗闇の中の明るさとして機能している、上方に置かれた窓から差し込む「かすかに紅をさ
した光」が、
「群衆の人」においては「たそがれの薄光」（510）や「ガス燈の光」（510）に
置き換えられ、明暗という視線の条件が反復されている。しかし強調すべき点は、この明暗
という現象そのものだけでなく、この現れに意識的な視線を投げかけることによって露呈さ
れる、語り手の不安定な観察者としてのあり様である。「アッシャー家の崩壊」では、ロデ
リックの描く「非常に奥深い長方形の地下室あるいはトンネル」（405）が「地表からかなり
深くに」
（405-406）あり、また「出口」（406）も「かがり火」（406）も「人工的な光源」
（406）も見当たらないにもかかわらず、「強烈な光」（406）と「不気味で不自然な明るさ」
（406）で満たされているという。ここに、観察者としての語り手がロデリックの不可解さを
「言葉によって」
（405）解消しようとしながらも、そこから距離をとることへの困難さが浮
かび上がっている。また、語り手がロデリックの「迷妄の狂おしい影響」（411）を自覚する
ようになるとき、強風が猛威をふるうアッシャー家の屋敷の外の様子は、ロデリックの絵画
のように描写されていることに気付く。外は「夜」（412）であり、「きわめて濃厚な雲塊」
（412）が垂れ込め、そして「月や星」
（412）や「稲妻」（412）が目に見えないにもかかわら
ず、
「不自然な光」
（412）を発しているのである。
一方、
「群衆の人」では、
「夜が更けるにつれて」（510）、ガス燈が街路を照らし始め、「あ
らゆるものにぎらぎらと明滅する光」
（511）を放つ。そしてその街路の相貌は、「暗いなが
らに燦然」
（511）として描かれる。そして、この不気味な明暗の織り成す街路の中で、語り
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手があの不可解な老人と出会うことになるのは、まさに「アッシャー家の崩壊」の語り手が
ロデリックの不可解な迷妄に対峙したのと平行しているようにみえる。明暗という軸が、語
り手の視線の環境的な条件であると同時に、その軸に対して意識的な距離をとり始めるとき、
物語を駆動する機能と、語り手のその特異な観察者としての位置が前景化されてくるのであ
る。
３．屋敷から想像の都市へ
ここまでの考察で、
「アッシャー家の崩壊」と「群衆の人」の各語り手の典型的な特徴を、
三種類の視線を通して取りだしてきた。「群衆の人」の語り手は、遊歩者やスケッチという
ジャンルの語り手とは共通の資質をもちながらも異なる存在であると指摘してきたが、その
差異とは、表層を深層に還元することを強調した観察方法と、一歩引いた位置を維持しよう
と努めながらも心奪われる見物人へと揺れ動いてしまう不安定な立場にいる観察者の二点で
あることをもう一度確認したい。しかしながら、この差異としての資質は「アッシャー家の
崩壊」の語り手にもはっきりと認められる特徴である。すると、「群衆の人」の語り手と「ア
ッシャー家の崩壊」の語り手とはまったく同じ位置に立つ観察者なのだろうか。この問いに
向き合うために、明らかに異なる各作品の「舞台」（setting）の変化に着目する。「アッシ
ャー家の崩壊」の舞台は「人気のない地方」（397）に建つアッシャー家という屋敷であり、
「群衆の人」の舞台は、ロンドンという大都市である。
人気のない地方の屋敷から都市へという舞台の変化によって浮かび上がる、もっとも際立
った変化とは何だろうか。それは、作品に可視化された人々の数ではないだろうか。「アッ
シャー家の崩壊」に登場する作中人物は、語り手、ロデリック、マデリン、出迎えの召使い
が一人（400）
、ロデリックの書斎まで案内する従者が一人（400）、アッシャー家の侍医が一
人（400）の計六名であるのに対し、「群衆の人」では語り手、「貴族、実業家、弁護士、商
人、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）
、
「掏摸」
（509）
、
「賭博師」
（509）
、「伊達男と軍人」（509）、「ユダヤ人の行商人」（509）
、
「本
職の物乞いたち」
（509）
、
「まだましな物乞いたち」（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、歌謡いと一緒に売り歩く人々、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）などなど相当たる数の有象無象が登場している。都市を描写するのであれ
ばこれだけの人々が登場してもさしたる驚きではないかもしれないが、問題は「群衆の人」
に現れる人々の数によって逆照射される「アッシャー家の崩壊」に登場する人物の圧倒的な
数の少なさである。さらに言えば、「アッシャー家の崩壊」において本来存在すべき人々が
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不可視化されているということである。「屋敷」（398）と呼びうるアッシャー家に総勢六人
しか登場しない「アッシャー家の崩壊」が、都市の街路に出現する多種多様な人々に焦点を
置いた「群衆の人」へと変貌する結節点において、可視化と不可視化という軸が浮上してく
るのである。では、この軸の導入によって、「群衆の人」が直面する現れとは何であろうか。
アウエルバッハによれば、1839年から1840年に発表されたゴシック小説風作品である「ラ
イジーア」
、
「アッシャー家の崩壊」
、
「ウィリアム・ウィルソン」が読者から好評を得なかっ
たために、より直接的に小説の中に読者の問題を取り扱う方向へと転向していった理由を大
きく四つに区分して説明している 。第一に、1839年頃からポウは小説の修辞的な文体を一
24

般大衆向けに簡易化した。第二に、文体の簡易化に平行して、ポウの一人称の語り手は個性
を与えられたり、内省的であったり、語り手の想像上の分身に夢中になる、ということがな
くなりつつあった。第三に、この世のものとは思えない分身の形象が次第にまったく見られ
なくなり、もはや単純に語り手の強迫観念を反映するのではなく、物語の中で独立して行為
する、より実体的な存在が分身に取って代わるようになる。そしてポウの語り手は、ゴシッ
ク小説風作品発表以後の作品において、物語を反省的に操作するのではなく、自分の思考と
自分を取り巻く他者の思考と行為の関係を吟味することに関心を向けるようになってくる。
最後に、ポウはこのような語る主体と語られる対象の関係を自分と読者との関係を劇化した
隠喩として扱うようになる。アウエルバッハはさらに、ポウは読者という他者の恐怖を決し
て十分に抑えることができなかったけれども、この恐怖を明白な主題として扱う作品を書く
ことによって、なんとかその恐怖を外在化しようとしたという論点を出しながら、議論を進
めている。
この論に依拠し、さらに敷衍してみるならば、語り手が魅惑的で不可解な老人を追いかけ
ながらもその老人の正体を暴けないという「群衆の人」のあらすじには、語り手ポウと読者
の関係が透けて見えてくる。すると、語り手と老人が分身の関係にあるとする議論 は、そ
25

の一つ上の層において、語り手ポウと読者が分身の関係にあると考えることができるのでは
ないか。追いかけ続け、目の前に立ってみても、老人の心が読めなかったように、語り手ポ
ウにとって読者もまた老人と同じく「読まれることをこばむ」（506、515）存在なのではな
いだろうか。観察者的語り手は、遊歩者のように都市や群衆、不可解なものをテクストとみ
たて読解しつつも老人という謎に幻惑される一方で、語り手ポウは、自らのテクストを緻密
に構成していく過程において読者という謎に直面した名もなき自分自身を形成しているので
ある。
「アッシャー家の崩壊」における死あるいは消滅というテーマの出現と、そのテーマを語
るための装置としての観察者的語り手の導入が、「群衆の人」においてどのように構造化さ
れているのかは、次の二点にまとめられる。まず、死あるいは消滅というテーマは、「群衆
の人」において、その舞台である都市の中で群衆あるいは老人という不可解なものに形象化
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し、読者という他者へと転化していったのである。つまり、「アッシャー家の崩壊」の舞台
では可視化されなかった本来存在すべき人々が、「群衆の人」では都市という舞台を通して
描かれ、さらにそこから読者という他者の問題が可視化されたのである。そして、その他者
の不可解さを効果的に演出するために、また語り手と読者の分身関係という位相を作りあげ
るために、名前のない（unnamed）そして中身のない語り手が必要とされたのである。ア
ッシャー家の屋敷の中をさまよい歩く語り手もまた名前のない語り手ではあるが、屋敷では
出会うことのない人々、都市という空間に生じた群衆という形態を見つめ、さまよい歩く
「群衆の人」の語り手は、名前のない語り手であると同時に、匿名的な（anonymous）語り
手となる。それは、単なる物語における機能としての観察者的語り手というだけでなく、読
者という一般大衆が透けて見えてくるような社会的構築物としての語り手なのではないだろ
うか。そして、
「群衆の人」の翌年に発表された「モルグ街の殺人」（1841）において、観察
者的語り手と不可解なもの、明るさと暗さ、可視化と不可視化というコードがどのような配
置に収まるのかを考察することが、次の課題となるはずである。
1

「出来事」
（event）はe-vent（外へ-来る）であり、「ある状態からある状態への推移（transition）
」
（Bal, 5）である。状態推移を内から知覚するものを体験者、外から知覚するものを観察者と呼ぶ
ことができる。

2

前稿や本稿で語り手に付与された「観察者的語り手」（observer-narrator）という用語は、ナラ
トロジーの術語によって代用されうる。例えば、ミーケ・バルによると、作中人物でありながら
出来事から距離を保ち、その出来事を観察し、自らの視点からそのお話を語るというタイプの語
り手を「証人」
（witness）と呼んでいる（Bal, 28）。

3

語り手の特徴を輪郭づけるためにここでは便宜的に視線を三種類に区分したが、これらの視線は
独立して存在しているのではなく、相互に絡み合いながら存在し、語り手を構成していると指摘
しておきたい。

4

Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher, in Mabbott, vol. II. 以下、Mabbottからの
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、佐伯彰一・福永武彦・吉田
健一編『ポオ全集』第二巻（東京創元社、1969）の河野一郎訳と、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）を参考にした。

5

Auerbach, 21.

6

Ibid., 21.

7

Edgar Allan Poe, The Man of the Crowd, in Mabbott. 翻訳にあたっては、佐伯彰一・福永武彦・
吉田健一編『ポオ全集』第二巻（東京創元社、1969）の中野好夫訳と、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）を参考にした。

8

ポウ自身、1836年３月、雑誌『南部文芸使者』にてL・マイルズ夫人著『骨相学』の書評を執筆
している（

, 329-332）。またphysiognomyとphrenologyという言葉は、19世

紀の間、しばしば同じ意味で使われていたようである（
9
10

, 742）。

, 742.
このロデリックの描写を、ポウの観相術利用による「具体的な身体記述に神秘的な深みを与え
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る」典型例とする論者もいる（Reynolds, 244）。
11

Brand, 66.

12

Ibid., 66, 68-69.

13

Ibid., 66-68, 79-81.「ポウが『群衆の人』を書いた頃までには、ロンドンの広大さという話題はす
でにアメリカの雑誌におけるクリシェになっていた」（Brand, 69）。

14

Ibid.,67.

15

Ibid., 6.

16

Ibid., 6.

17

Ibid., 198, n.3.

18

Ibid., 6.

19

Ibid., 98.

20

Ibid., 98.

21

Ibid., 6.

22

Ibid., 67, 80.

23

Auerbach, 30.

24

Ibid., 53.

25

Quinn, 230. Davidson, 190. 柴田, 45-46.
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The Transition from Usher s House to the Imagined
City: A Genre Study of Poe s Tales
MITO, Shunsuke
This paper deals with a linkage between two tales by Edgar Allan Poe, The Fall of the
House of Usher （1839）and The Man of the Crowd （1840）. Although the former is
usually classiﬁed in the group of tales with the theme of The Live-in-Death Mother as
Marie Bonaparte called or the group called The Death of a Beautiful Woman including
Berenice,

Morella, and Ligeia, and some other tales as Stuart and Susan Levine

brought together, it proves to occupy the unique place in The Death of a Beautiful
Woman

tales in terms of the change of its theme and its narrative situation as my

previous paper has defined. As for the modification of the theme in The Fall of the
House of Usher, the theme of the death of each heroine consistently emphasized in the
previous three tales, Berenice,

Morella, and Ligeia, shifts to that of the death itself.

With this shift there emerges a new narrative situation, that is to say, the situation which
involves an

observer-narrator,

in

The Fall of the House of Usher,

because Poe

requires not a protagonist-narrator but observer-narrator in order to make it possible
to relate the impossible narrative of the death itself. The two key elements both constitute
The Fall of the House of Usher as the singular piece in the group of The Death of a
Beautiful Woman, linking it with The Man of the Crowd.
The similarities between

The Fall of the House of Usher

and

The Man of the

Crowd are to be explored through the way each narrator observes the objects around
them. I divide their characteristic observations into three types of gaze: gaze as an
observer,

gaze at absorbing objects,

and

gaze at the passing.

Clarifying the

diﬀerences between The Fall of the House of Usher and The Man of the Crowd, I
focus on the setting of each tale: the country mansion in the former, the city in the latter.
The transition of the setting from the country to the city results in a critical point for the
relation between

The Fall of the House of Usher

and

The Man of the Crowd.

I

consider from this perspective how the two elements noted in the preceding paragraph,
the theme of the death itself and the narrative situation of
structured in The Man of the Crowd.
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observer-narrator,

are

