
．はじめに

ホーソーンの夥しい数の作品の中で 緋文字 が最も評判がよく、米文学においても第一

級の評価を得ていることは言うまでもない。罪の苦しみに悶える主人公たち、罪を犯し世間

の白眼視に耐えながらも人間的に成長するへスター、クライマックスにおける罪の告白、復

讐の鬼となり悪魔的変貌を遂げるチリングワース等、ドラマチックな場面が次々と展開され

読者に与える衝撃は大きい。翌年に出版された 七破風の屋敷 は 罪と報復 をテーマと

した長編で、これに劣らずなかなかの力作である。 緋文字 が全体的に見て動的なもので

あるのに対し、 七破風の屋敷 は家とその周辺が舞台となっており、どちらかと言うと静

的なものだ。しかし物語の中には幾つかの絵画的場面が挿入され、陰気な屋敷に差し込む明

るい要素も混じっていて明暗の調和も考慮されており、静かな中にも美しい場面が展開され

ている。その点においては前作よりも優れているかもしれない。
）しかしながら ジェイムズも“

）と指摘しているように、不備な点も見受

けられることは確かだ。七つの破風をもった屋敷が物語の中心だが、外面的には苔むして荒

廃しておりかつての栄華の跡をとどめてはいないし、家の中はというと陰鬱極まりなく、田

舎娘フィービーの明るさは目立つものの、過去の幻影に苦しむ兄妹は影のように暗い存在

だ。女主人も含め屋敷全体が怪奇的様相を呈しており、一読して怪奇小説かと思わせる節さ

えある。それはともかくとして、結末の部分の安易さ（？）は読者ならだれでも気づくはず

であり、専門家たちが口をそろえて言及するところだ。
）若い二人は恋人同士というよりも、常に一方が他方に対して疑惑を抱
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いており、その関係は何となくぎくしゃくしたものだ。ジョバンニやベアトリーチェとはま

た違っており、二人には愛の語らいがあまりなく恋人同士を意識させる場面が少ない。その

二人が突然結ばれるのである。これまでこのような疑問に、数多くの批評家たちが解明しよ

うとしのぎを削り、彼らなりに解釈を試みてきた。本稿では時代との関連を考えながら、問

題の解決に一つの光を投じてみたいと思う。

．時代との関係

第一章においては古いピンチョン家の歴史や伝説が述べられており、我々はここで遠く隔

たった過去の世界を意識させられる。それは決して栄光に満ちた輝かしいものではなく、高

慢や貪欲、不吉な呪いとその結果とも思えるピンチョン家の没落の歴史である。この部分は

序章ともいえるもので、ホーソーンはまずピンチョン家の忌まわしい 過去 について語

り、次いで第二章からは重圧のもとに苦しむ子孫たちの姿に光を当てて物語を構成してい

る。

内容を理解するには第一章は不可欠だが、本当の物語は第二章から始まっている。

─ ）ヘプジバー・ピン

チョンという一人の老嬢の紹介で幕が開く。彼女は古い屋敷に一人暮らしで、長年の間、世

間とは全くの没交渉に暮らしてきた。 歳を過ぎてもなお独身、これまで交際や楽しみには

ほとんど無縁の哀れな隠遁者だ。彼女が寝床から起き上がってお化粧をし読者の前に姿を現

すのだが、何やら深いため息をついており、彼女にとって特別な一日が始まろうとしている

ことは我々にも予期できる。敷居のところでぐずぐずしており、作者は女主人公ヘプジバー

の登場にえらく時間をかける。誇り高い貴婦人が、駄菓子屋の女主人に成り下がる姿をさら

け出すのにためらいを感じているのだ。
）生活の資を得るためとはい

え、名家の虚名に縛られて貴族的生活に慣れていたヘプジバーにとって、小売店主としての

生活は耐え難い試練だ。そのギャップはあまりにも大きい。意を決して開店するものの、最

初の顧客を待つ彼女の姿を作者はユーモアと同情を込めて描く。店へやって来る客たちに

ちょっと目を向けてみると、母親の言いつけで買い物にやってきた女の子、怠慢な亭主を持

ちひどく窶れた女、体中に悪臭をただよわせる酒癖の悪い男、丸々と太った近所に住む赤ら

顔の主婦、貴族のなれの果てを一目見ようと好奇心に駆られて来た意地悪な女。客たちは彼

女の体面など少しも気に掛けてはいない。彼らの粗野な態度と辛辣な言葉に、ヘプジバーは

淑女としてのプライドを傷つけられてしまう。

彼女は高みから見下ろしていたが、勇気をふり絞って臨んだ世界はこれまでとは全く違う

異質のものだ。そこは下層階級にいる雑多な人々が住む、かつて経験したこともない世界で
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ある。第三章においては、一般大衆の生活の断片が多く見られる。ホーソーンはここで落ち

ぶれた貴婦人に粗野な連中を近づけることによって、我々に二つの世界を提示している。一

種の貴族的世界と、下層階級からなる庶民的世界だ。そうした二つの世界の接点となってい

るのが、貴婦人ヘプジバーが恥辱を忍んで開業した一文菓子店なのである。 ジェイムズ

も言っているように、これが物語の中で重要な意味を持っている。

）屋敷の内部と外の世界を結ぶパイプラインとして一文店を設定したことは、こ

の作品をことのほか成功に近づけている。物語を書くにあたって、呪われた古屋敷と過去の

報復に苦しむ人々を描くことだけが作者の意図ではなかったはずだ。ホーソーン自身、家の

歴史や伝説が織り込まれているこの物語をもっと明るいものにしたいと願っていたのだか

ら、それには外界との接触も当然必要となってくる。店へやって来る客たちは、がさつな態

度で身分も卑しく、曲がりなりにも令嬢として育ったヘプジバーとは肌が合わない。彼女は

現実世界に著しく不適応である。しかし一文店の開業は、高い敷居を越えた現実世界への貴

重な一歩であることは確かだ。そこには数多くの困難が待ち受けていたが、ヘプジバーには

また収穫もあったのだ。次の例文を御覧いただきたい。

）

これは最初の客である小さな腕白小僧から、初めて実利的成果をあげたときの彼女の感覚

である。汚らしい銅貨は由緒ある家柄を傷つけるが、それにもまして彼女に喜びや活力を与

えている。小さな銅貨は神秘的な力をもった ）にも等しく、肉体的にも精神的

にも彼女に強力に働きかけ、一日の活力源である朝食をおいしくさせるのだ。それは新しい

時代の新鮮な感覚とも言えるのだ。

店の最初の客は小さな小僧だが、その前に一人の訪問客があった。ヘプジバーの好意で屋

敷の一角に住居を許されているホールグレーブだ。彼は素性の知れない青年で、ヘプジバー

にも過去の経歴はよく分からない謎の人物だ。そんな彼が何の前触れもなく訪れ、彼女に祝

福をおくる。
）ホールグレーブはヘプジバーを懸命に励ますが、架空の貴族と

してのプライドがいまだに捨てきれない彼女と違って、時代に即した考えをもっており、新

しい時代の到来を力説する。

）
）
）
）



─ ─
）

ホールグレーブは年の割に思慮深く、人生経験豊かで、どのような境遇にあっても決して

自己を失わない。銀板写真を研究しており、ちょっと謎めいた存在の芸術家だ。彼はヘプジ

バーとその兄、そしてフィービーにある種の興味を抱いており、あまりに落ち着き払った冷

静な態度で彼らを観察吟味している。可能な範囲で助力はするものの、愛情が深まるという

ことはなく、常に一定の距離をおいて見守る。フィービーはそんな彼の態度に疑問を抱く。

）ホールグレーブには、ホーソーンの芸術家的一面が隠されていることは間違い

ない。しかしカヴァデイルやラパチーニ博士ほど顕著なものではないだろう。ホーソーンの

芸術家像を論じることが小論の目的ではない。それよりもホールグレーブはこの物語におい

て、もっと大きな役割を担っている。

）

ジェイムズが ）と称す

るように、ホールグレーブはこの物語において最も斬新な考えをもっている。過去を嫌い、

伝統や格式にとらわれず、自分の運命は自分自身で切り開く、言わば独立独歩の精神によっ

て生きようとする新しい時代の若者だ。古い貴族主義にとらわれ、 変化・改革 に二の足

を踏むヘプジバーとは著しい対照をなしている。ヘプジバーはホールグレーブの意見に耳を

傾けず、 ）

と反論するぐらいである。

フォーグルも指摘するように ）彼は新

しい時代のシンボル的存在だが、次に物語に初めて登場したヴェンナー老人を見てみよう。

もちろん老人はマイナーな人物で、彼がいなくても物語の大筋に大して影響はない。老人は

かなりの老齢で足もとはおぼつかず、人々の嫌う賎しい労働に従事し、生計を立てている。

世間で言う最も下層階級の人間だ。そんな老人だがヘプジバーの哀れな境遇に同情し、適切
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な助言を与えるのだ。ヘプジバーは身分の違いはあれ、彼に対してある種の尊敬の念を持

ち、親しみすら覚えていた。その老人がひょっこり店へやって来たのである。

・・・・
）

ヴェンナー老人のいでたちに注目したい。新店の開業を聞き、取るものも取りあえず駆け

つけたのだろうが、その服装は不自然きわまりない。多少色あせているとはいえ、青色の上

着は老人にしては派手すぎるし、ファッション感覚も身分の卑しい老人と不釣り合いだ。身

にまとっている服装全体が借り物の衣装といった感じで、ヴェンナー老人には違いないのだ

が、それでいて他人のようなあたかも 継ぎはぎの老人 と言った印象だ。老人ながらに開

店の祝いを意識してのことだが、そこには 新しい時代の波 を伝えんとする作者の意図が

うかがわれる。
）

ホーソーンが設定した小売店は、現実世界との接点として効果的に機能し、我々に新しい

時代を意識させる。それは入り口のようなもので、女店主ヘプジバーを一種覚醒させる効果

をもつ。しかし時代との接点は、それだけにとどまらない。ピンチョン判事の死後、二羽の

梟（ヘプジバー、クリフォード）は長年暮らしてきた古屋敷を出て行くが、そこで二人はか

つて経験したこともない本物の人生を味わうのだ。

─

─ ）

客車の中の光景は、二人にとって物珍しく新鮮な感覚を与える。そこには様々な人生模様

が繰り広げられているのだ。帽子に切符を挟んで小説を読みふける人。短い旅路のわずかば

かりの退屈を三文新聞で紛らす人。ボール遊びに熱中する若者たち。ほんの僅かな停車の間

に商いに精を出す少年たち。列車の轟音などものともせず眠りこけている人。目まぐるしく

入れかわる乗降客たち。読書、遊戯、商売、睡眠、出会いと別れ── ）

薄暗い牢獄生活に慣れていた二人は、これまでの生活とのギャップに当惑し、次のような会

話を交わしている。

）
）
）



）ヘプジバーはともかく、クリフォードは水を

得た魚のようにはしゃぎ回る。彼は荒廃した屋敷と、いとこのジャフレーのことを気にして

いる彼女のかたくなな心を、必死で解きほぐそうと努める。

─
）三十年間の獄窓生活の後、釈放されて屋敷に戻ったクリフォードはもは

や老廃の身で、そんな兄をヘプジバーは献身的に看護してきたが、今やその立場は逆転して

いる。 ）

ホーソーンは、もともと機械文明に対しては懐疑的で、鉄道に関しては精神を錯乱させる

一種の 怪物 として作品の中では否定してきた。この物語においても
）と批判的文章はある

ものの、ここでは決して不幸をもたらす悪いイメージを与えてはいない。それどころか二人

を覚醒させ、明るい未来に導く有益なものとして描かれている。

─

─
）

古い貴族主義の象徴ともいえる七破風の屋敷から逃亡した二人が見たものは、これまで経

験したことのない実社会であり、物質主義的な社会だ。この物語には民衆たちの生活の断片

がここかしこに見られ、新旧異なる二つの時代の交錯を写し出している。そして、これは

ホーソーンの活躍した時代と大きく結びついている。トマス・モールは、父親がピンチョン

老大佐に死刑に処せられたにもかかわらず、七破風の屋敷の建築を請け負っている。これも

当時の時代背景と決して無縁ではない。そのことについてホーソーンは次のように説明す

る。

─
）

世紀前半は、アメリカが国家的に急成長を遂げた時期だ。運河の開通や道路建設、領土
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の拡張、器具の発明や改良、南部の農園組織の完備等、極めて流動的な社会状況にあった。

中でも、産業革命と西漸運動がアメリカ社会に与えた影響は多大なものがある。第二次英米

戦争（ ）以来、貿易上の関係からイギリスからの輸入が途絶し、フランスからも革

命騒ぎのため輸入品の調達が困難になると、必然的にアメリカは国内産業に頼らざるをえな

くなった。そうして、 世紀にイギリスにおいて興った産業革命はアメリカにも生じて、各

種機械の発達にともなって手工業が機械工業になり、実業家たちはこぞって大工場を建て、

大量生産に着手した。また戦争以後、急速に盛り上がりを見せた西漸運動は、夥しい数のア

メリカ人を西部開拓に向かわせ、東部人たちに深刻な影響を与えた。特に、本格的に開始さ

れた産業革命が原動力になって、アメリカ社会の精神風土は大きく変わっていく。それまで

の節度と秩序を重んじる静的なあり方から、奔放で自発的な動的なあり方へと変化した。）

人々を都会へ集中して物質欲を旺盛にし、また人々を機械に縛りつけ、その苦役に対して賃

金を払う合理的で、かつひたすら営利を追求する産業主義は、個人の価値を高く評価し、精

神的な満足を説くロマン主義とは真っ向から対立している。こうした時代風潮がホーソーン

当時のアメリカを大きく支配していたのだが、ホーソーンも当時のそうした風潮に影響を受

けないはずはなかっただろう。何故、自分の父親の怨敵であるはずのピンチョン大佐の屋敷

をその息子が建築したのか。

とホーソーンも付け加えているように、一見不合理に思えるこの出来事こそ、当時の

産業革命 と大きく結びついているのだ。

．ホールグレーブとフィービー

いくつかの例を挙げ、時代との関連について考察してきたが、そろそろ本題に入ろう。

ホールグレーブとフィービーは、屋敷の庭で初めて顔を合わせる。フィービーが鶏に餌を与

えていた時、ホールグレーブが背後から声をかけてきたのだった。親しげに話しかけてくる

彼に対して、彼女は ）と幾分控え目な態度で挨拶してい

る。それというのも、彼が好ましくない性癖の持ち主で、素性の知れない青年であることを

女主人から聞かされていたからだった。彼はたいそう馴れ馴れしげに接し、彼の話は自己の

職業からピンチョン判事、そして彼女自身全く知らないピンチョン家の秘密にまで及ぶ。そ

のぶしつけな質問に、フィービーは苛立ちさえ覚えている。彼女のホールグレーブに対する

初対面の印象は、決してよいものではない。

）
）大橋健三郎、斎藤光、大橋吉之輔編 総説アメリカ文学史 （研究社、 ）、 。
）



）

同じように、庭で知り合ったジョバンニとベアトリーチェはどうだろうか。ジョバンニ

は、下宿の窓から庭で戯れるベアトリーチェを初めて見て好奇心をそそられる。お伽話に出

てくる妖精のような彼女に魅了されているうちに、ふとした偶然から二人は初めて言葉を交

わしている。
）そしてその後の彼女の行動

を見ると

）

先程の二人とは違い、どこか新鮮な感覚が伝わってこよう。二人がお互いを意識している

ことは誰の目にも明らかだ。その後もジョバンニは彼女のことが忘れられず、あたかも 熱

病患者 のように町通りを歩いては、心の高ぶりを鎮めようとする。リザベッタの計らい

で、ジョバンニはラパチーニの庭でベアトリーチェに会うが、二人は急接近している。最初

の出会いの後の二度目の出会いは必然的なもので、それこそ二人にとって庭での逢瀬は 日

常生活の全空間を占めている といっても過言ではないぐらいだ。

ジョバンニとベアトリーチェの場合、二人を恋人同士だと思わせる言動は、いとも簡単に

見つけられる。ホールグレーブとフィービーはどうだろう。 ラパチーニの娘 は二人の恋

物語を中心に構成され、背後にラパチーニ博士が控えているという、わりと単純な（ ）舞

台設定だが、 七破風の屋敷 はこれとは違う。家を中心にヘプジバーやクリフォード、

ホールグレーブやフィービー、そしてピンチョン判事が複雑に絡み合い一つの物語を構成し

ている。ホールグレーブとフィービーの話はその中の一つの歯車にしかすぎず、従って二人

の会話の場面はそれほど多くはない。彼らはほとんど毎日のように顔を合わせるが、なかな

か恋愛感情を持つことはできない。少なくともフィービーは、ホールグレーブを恋愛対象と

して考えてはいないだろう。それは一つには、彼という人間が今一つ理解できないからだ。

ホールグレーブはピンチョン家の者に対して援助の手を差し伸べはするが、いくら懇意に

なっても、それだけいっそう愛情が深まるわけではなく、ある種の知的な関心を持って見

守っているのだ。言わば、付かず離れずの曖昧な態度にフィービーは納得がいかない。彼女

はホールグレーブに向かって
）と問いただ

すぐらいである。

もう一つは、二人ともニューイングランド生まれで共通の基盤はあったのだが、 内面に
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おいては、それぞれの生まれ故郷が世界の果てまで離れているほど違っていた ）と記述

されているように、二人の内面的なところにおける相違である。ホールグレーブは独立心旺

盛で、各地を転々としては職業を変え、放浪生活を続け、あげくの果ては海外生活も経験す

る。生来の冒険家で、異様な格好をし奇抜な考えをもった仲間たちとの交流もある。 変

化・改革を好み、およそ型にはまらない男 それがホールグレーブだ。一方フィービーはと

言うと、健康的で明るい性格で、屋敷にこの上ない大きな光をもたらす。不幸な兄妹に対し

ては、温かい愛情を注ぎ献身的に看護する。親から受け継いだ独特の世襲財産である物事を

処理する才能を発揮し、困難な仕事もてきぱきとこなし、ピンチョン家に貢献する。そして

何よりもフィービーは、優しく 秩序を愛する性格 ）を持った女性なのだ。そんな彼女

が、ホールグレーブを好ましい異性として見るはずはないし、二人の間に恋が芽生えること

もないのだ。

しかし二人を恋人同士だと読者に思わせる場面がないわけではない。

）

概してフィービーよりもホールグレーブの方が積極的だ。ホールグレーブは、庭で最初に

出会った時から親しげに馴れ馴れしい口調で彼女に話しかけている。フィービーはその態度

に戸惑い、最初の頃は彼の接近をむしろ避けようとしていたきらいがある。ホールグレーブ

の彼女への接近は、異性を意識してのものなのか、それともピンチョン家の血筋と関係して

いるのかはよく分からない。また、ホールグレーブがいつ頃からフィービーを意識し始めた

のかも正確には分からない。それとはなしに感じさせるものはあるが、明確な意思表示は結

末の部分まで持ち越されており、我々読者としては、いささか戸惑いを隠しきれない。

ワゴナーの言うように ）なのである。結末の部

分の二人の会話をかいつまんで言うと、およそ次のようになろう。

フィービー、君がやって来る前の 時間、ぼくがどんな気持ちでいたのかわかるか

い！ 君が敷居をまたいで、君といっしょに希望や暖かさや喜びが入ってきたよ！ 暗い

時間が一度に至福の瞬間となりました。ぼくは君を愛しています！ 私みたいな単純な女

をどうして愛せますの？ 私にはあなたを幸福にしてあげるだけの余裕はありません 君

は私を幸福にできる唯一可能性のある人です！ それに私、怖いんですよ！ あなたが私

を静かな生活から連れ出してしまうようで 君が思っているのとでは全然違う結果になり

ますよ フィービー、ぼくを愛してくれますか？ あなたには私の心の中がおわかりだ

わ。私があなたを愛していることを、よくご存じでいらっしゃる！ ）といった内容のも

）
）
）
）



のである。

ピンチョン判事の死によって、ホールグレーブがピンチョン家の者に対するわだかまりが

解けて、フィービーへの愛が一気に加速したのだろうが、あまりの 突然の告白 に読者は

驚こう。またフィービーの急激な心の変化も不自然だ。このことに関しては、従来より多く

の批評家によって論じられてきた。その点を疑問視する声も強い。
）しかしながら、作者にもそれなりに何らかの意図があるもの

と解せられよう。以下の例文を見ていただきたい。ここには問題解決の手がかりが隠されて

いるのだ。

）

判事は同じピンチョン家の者といっても、ヘプジバーやクリフォード、フィービーとは違

う。ヘプジバーとクリフォードはどちらかと言えば、優しい性格で感じやすく、過去の重圧

に耐えかねて惨めな姿をさらしている。フィービーだって、法と秩序を守り、規則正しい生

活を心がける純粋な乙女だ。しかし判事はヘプジバーが
）と嫌悪感を抱くように、彼ら三人とはおよそ正反対の性格だ。ピンチョン判事

は、七破風の屋敷の創立者である老大佐を彷彿とさせる男で、表面は慈愛を装っているが、

その本性は貪欲で非情だ。 ジェイムズが 彼は二次的な人物だが、かなりの紙数が費や

され、ホーソーンが最も力を注いで書き上げた人物で、皮肉な肖像だが実に緻密に描かれて

いる ）と賛辞を述べているように、判事は物語においては重要人物だ。物語の中では、

判事が老大佐に酷似していることをにおわせる記述がかなりあるが、先ほどの例文はそれに

ついて言っているのではない。

という文章に注目したい。既述のように 世紀のアメリカは過渡期に

あり、急速な進歩を遂げた時代だった。精神面においても物質面においても、顕著な変化が

見られた。農業社会から工業社会へと移行し、手工業の状態から一挙に産業革命が起こっ
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た。機械化が進むとともに人々の負担は大いに軽減し、時間も大幅に短縮され、一気にス

ピード化が実現した。フィービーは店へやって来た判事を見て大佐を想像せずにはいられな

かったが、先ほどの例文は二人が如何に酷似しているかについて述べたものではない。 物

事がいとも簡単に整えられてしまう時代 と説明されているように、当時の時代背景を強く

意識したものだ。機械化によって人々の生活は一変し、重労働から解放され、 何事によら

ずあっさりと片付けてしまえる そんな社会に対する諷刺でもあるのだ。

この物語は遠い祖先の犯した罪の呪いが子孫にまで及ぶという罪と報復をテーマとしたも

のだが、これまでみてきたように、一つの古い時代とそれに取って代わろうとする新しい時

代が描かれており、新旧社会の抗争を描くことがホーソーンのもう一つのテーマであった。

ホーソーンは科学万能、機械崇拝の楽観的思想に対しては決して賛同しなかったが、当時の

時代から大きな刺激を受け、強い関心を示したことは彼の作品からもうかがわれる。ホール

グレーブとフィービーの奇妙な結婚（ ）も、ホーソーン当時のアメリカと決して無縁では

ないだろう。

．結 び

この物語は陰鬱な屋敷とその周辺が主な舞台となっており、過去の幻影におびえる女主人

公ヘプジバーとその兄クリフォードを中心に展開されている。そこには強欲非情の判事や、

何やら得体の知れぬ銀板写真家が登場し物語を複雑にしており、可憐な田舎娘が花を添えて

いる。屋敷全体に陰気なムードが漂い、呪いを払い清めるかのように若い二人は婚約する。

しかしそれはあまりにも唐突なもので、そこには魔女裁判における祖先の不当な行為に対す

る罪意識から逃れたいというホーソーンの願望が込められているとも解せられる。しかしな

がら、この物語にはそれとは別に 世紀初頭のアメリカの現実が示唆されており、新しい時

代の波を感じ取ることができる。ホーソーンは決して遠くから眺めている傍観者ではない。

目まぐるしく変化した時代の中にしっかりと生き、社会の情勢を注意深く見守っていたの

だ。
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