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作品世界の全知の神になれなかったホーソーン
──イーサン・ブランドと赦されざる罪について──

新　堀　　孝

1. はじめに

　「赦されざる罪」(‘the Unpardonable Sin’)(84)（1） がナサニエル・ホーソー
ン (Nathaniel Hawthorne, 1806-1864) にとって大きな関心事であったことは
言うまでもない。そして、その定義が「イーサン・ブランド（未完成の伝
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からの 1章）」(“Ethan Brand: A Chapter from an Abortive Romance,” 
1850)（以下、「イーサン・ブランド」と略記する） に示されていることも
広く知られた事実である。その定義とは、「人間との同胞愛や神に対する崇
敬の念を打ち破り、知性自体の強大な要求のために、あらゆるものを犠牲
にする知性から生じる罪であり、永遠の苦しみという報いに値する唯一の
罪である」(90) というものだが、この定義は最終的、絶対的なものといえ
るだろうか。筆者は、その点に大きな疑問をもっている。なぜなら、この
作品の結末はイーサン・ブランドが赦されざる罪を犯したと解釈するには
曖昧すぎるように思われるからである。そこで、この論考では、作者であ
るナサニエル・ホーソーンが自らの描いた「イーサン・ブランド」の作品
世界の全知の神にはなりきれなかったことを論証し、そのような結末で終
わらせたことの意味を考えたい。

2. イーサン・ブランドは赦されざる罪を犯したとする解釈

　「イーサン・ブランド」に示された赦されざる罪の定義を最終的、絶対的
なものと解釈して、イーサン・ブランドが赦されざる罪を犯したと解釈す
る研究者もいる。つまり、「人間との同胞愛や神に対する崇敬の念を打ち破
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り、知性自体の強大な要求のために、あらゆるものを犠牲にする知性から
生じる罪」が「永遠の苦しみという報いに値する唯一の罪」、つまり「赦さ
れざる罪」であり、イーサン・ブランドが他人の心を覗き見し、特に、エ
スタ (Esther)という名の娘を「冷徹で良心の呵責のない目的で……心理実
験の題材にし、その過程で魂を消耗させ、吸い取り、おそらく滅ぼしてし
まった」(94)ことをもって、彼がこの罪を犯したのだとする解釈である
(19)（2）。その論拠として、イーサン・ブランドの名前の意味とバートラム
(Bartram)の息子であるジョー (Joe)がイーサン・ブランドの顔に見いだし
た「直視するのは怖いのだが、それでいて目をそらすことの出来ない何か」
(86)を、その名前の意味と結びつけられることを挙げている。
　つまり、イーサン・ブランドのイーサン (Ethan)はソロモン (Solomon)に
次ぐ賢者エタン (Ethan)に由来し、ブランド (Brand)は烙印を意味するとい
う解釈である。イーサンという名については、彼が「読み書きの出来ない
労働者」(99)から「大学で学ぶ知識を背負って彼の後をはい上がろうとし
ても無駄な高台」(99)に登りつめた学者になることを考えると納得できる。
この点はピアソン (Pearson)も「イーサン・ブランドはソロモンの時代の高
名な賢者である」(25)（3）と指摘している。しかし、ブランドが烙印を意味
すると解釈することには疑問を感じざるを得ない。 丹羽は、ブランド(Brand)
は烙印、しかも、その烙印とは「殺人者の烙印 (the brand of Cain)」のこと
であり、ジョーがイーサン・ブランドの顔に感じた「直視するのは怖いの
だが、それでいて目をそらすことの出来ない何か」とはこの烙印のことで
ある、さらに、ブランドは「神に背き大罪を背負って地上を放浪する者」
（カイン＝ブランド）であるという (39)（4）。
　確かに、英語の表現として the brand of Cain（殺人者の烙印）という表現
は存在するし、イーサン・ブランドはエスタという女性を死に至らしめた
か、もしくはそれに近い状態に陥れた。だが、カインは神の御前で自分の
罪を認め、その罪の大きさに戦き、自分の命の危険を嘆いた結果として、
神はカインに命を守るために印を与えたのである（「創世記」、4.12-16）。そ
の印は、それを見る者に恐怖を覚えさせるような性質のものではない。し
かも、イーサン・ブランドはカインのように神の御前で罪を認めてはいな
いし、カインは罪の結果として放浪生活をすることになったが、イーサン・
ブランドは探求の旅の結果として罪を犯してしまったのであり、放浪ない
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しは探求の旅と印の関係がカインの場合とイーサン・ブランドの場合では
異なる。したがって、イーサン・ブランドのブランド (Brand)を烙印の意味
で解釈することには少々無理があるように思われる。イーサン・ブランド
のブランドはピアソン（5）や藤川（6）が指摘するように「火」の意味に解釈す
るべきである。
　イーサン・ブランドのブランド (Brand)が烙印の意味ではなく、ジョーが
イーサン・ブランドの顔に見たものが殺人者の烙印ではないとすると、ジ
ョーがイーサン・ブランドの顔に見た「直視するのは怖いのだが、それで
いて目をそらすことの出来ない何か」とは何のことなのか。それは、父バー
トラムの石灰焼きの窯に身を投じて焼死しようとしているイーサン・ブラ
ンドの心であろう。顔は心を映し出す (The face is the index to the mind.)と
いう諺が英語にはある。ここでは、まさにこの諺が当てはまると思われる。
ジョーは他人の心情に敏感な子である。そのジョーにとって、死は直視す
るには恐ろしいが、死を心に決めている人間から目をそらすことは出来な
いということだ。
　イーサン・ブランドは自分の知性の求めに従って他人の心を覗き見し、
弄び、そしてその相手の人間を滅ぼしさえした。しかし、それをもって彼
が赦されざる罪を犯したとは言い切れないであろう。イーサン・ブランド
のこの行為を赦されざる罪というのなら、「神に対する崇敬の念を打ち破
り」という要件を満たしていないからである。その一方で、藤川は「「［イー
サン・］ブランド」は「赦されえぬ罪」(‘The Unpardonable Sin’)を犯して
いるという思いから死を選ぶ男が犯した罪の物語である」(1)（7）ともう一
段深い読みの必要性を暗示した上で、イーサン・ブランドが「神に対する
崇敬の念を打ち破り」という要件も満たしているという観点から、イーサ
ン・ブランドは赦されざる罪を犯したと解釈している (6)（8）。つまり、イー
サン・ブランドが自殺を選ぶことが神に対する罪に当たると解釈している
のである。
　実は、イーサン・ブランドが自ら死を選ぶことに着目して赦されざる罪
を定義しようとした解釈を筆者は拙論のなかで示したことがある（9）。イー
サン・ブランドの赦されざる罪は他の人間の心を覗き見し、弄び、滅ぼし
てしまうことだけでは成り立たず、それにもうひとつの要素が加わって赦
されざる罪は成立する。その要素とは、プライド（誇り、傲慢）である。
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イーサン・ブランドの赦されざる罪は「人間の心を冒涜し、人間の尊厳を
冒すという重大な罪を基礎に、意識的に高慢なプライドを選択することに
よって完結した。このプライドこそ、彼の許されざる罪の最大の要因だっ
たのである。このプライドによって、彼は過ちを悔い改めたくても悔い改
められない罪人から、罪意識があるにもかかわらず自らの意志によって悔
い改めない罪人となったからである。そして彼の実際の死によって、彼の
許されざる罪は確定した」(411)（10）という解釈である。 この拙論のなかで
は、ホーソーンの言う赦されざる罪と『聖書』に定められた赦されざる罪
の関係には言及していないのだが、今回は『聖書』がいう赦されざる罪と
の関連も指摘しておきたい。
　『聖書』に定められた赦されざる罪とは、精霊を冒涜する罪のことであ
る。

　だから、私はあなたがたに言います。人はどんな罪も冒涜も赦していただけ
ます。しかし、御霊に逆らう冒涜は赦されません。
　また、人の子に逆らうことばを口にする者でも、赦されます。しかし、精霊
に逆らうことを言う者は、だれであっても、この世であろうと次に来る世であ
ろうと、赦されません。 (「マタイの福音書」、12.31-32 )（11）

　表現が抽象的で、筆者を含めたキリスト教を信仰しない読者には具体的
な意味がわかりにくいのだが、教義問答に次のような問いと答えがある。
　　　
問い 80 あなたは「罪の赦し」という時、何を意味しているのですか。
答え  イエス・キリストの故に、神がもはやわたしの罪を咎められることは

ないということです。キリストのみがわたしの義、わたしの命または
わたしの唯一の希望です。キリストにある神のわたしへの赦しの根拠
は、わたしの功績ではなく、恵みのみです。わたしの行いではなく、
ただ信仰をとおしてのみ、わたしがキリストを心のうちに受け入れ、
そしてキリストによってわたしを癒すところの赦しを受けることがで
きます。キリストのみ、恵みのみ、また信仰のみが、福音を通してわ
たしが受け取ることのできるところの赦しをもたらします。
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問い 81 赦しは神が罪を大目に見ることを意味しますか。
答え  いいえ。神が神でなくなるわけではありません。神は憐れみ深いので

すが、神が赦す事柄そのものを大目に見るわけではありません。キリ
ストの死と復活において、神は神が憎むもの、つまり愛に反するすべ
てのものをその根源から捨て去ることによって、審いてくださいます。
この審きにおいて、思いがけないことが起こります。つまり悪から善
が、絶望から希望が、死から命がもたらされます。神は罪人を釈放し
て、また彼らを敵から友に造り変えてくださいます。この妥協のない
神の審きは十字架の苦難の愛に啓示されています。(127-128)（12）

　ひじょうに乱暴な言い方をすると、罪を犯したという意識があって良心
が痛むなら、その痛みに従って罪を悔い改めよ、その悔い改めが神の導き
であり、精霊の声である。その神の導き、精霊の声に従って嘘のない悔い
改めをすれば、神は大きな慈悲をもって、その過ちを赦してくれるであろ
うということである。『聖書』の別の言葉でいうならば、イエスの「……
『精霊を受け入れなさい。あなたがたがだれかの罪を赦すなら、その人の罪
は赦され、あなたがたがだれかの罪をそのまま残すなら、それはそのまま
残ります』」（「ヨハネの福音書」、20.22-23.）ということになろうか。つま
り、良心の声に従えということである。自分の罪を認識していながらそれ
を悔い改めようとしない、神の大きな慈悲を自分の意思で拒否すること、
それこそが『聖書』がいう赦されざる罪である。
　既に指摘したとおり、筆者は拙論において、ホーソーンのいう赦されざ
る罪と『聖書』の赦されざる罪との関連には言及していないが、結果的に、
筆者の結論としての赦されざる罪は『聖書』に定められた赦されざる罪の
要素を含んでいるといえる。つまり、ホーソーンのいう赦されざる罪は知
性の求めに従って、他人の心を覗き見し、弄び、滅ぼしてしまうだけでは
成り立たず、そこに、自らの罪深さを悔い改めようとしない傲慢な態度が
加わることで成り立つ罪であるということだ。
　ここまでだけを考えると、イーサン・ブランドは確かに赦されざる罪を
犯したといえる。だが、それをもってイーサン・ブランドは赦されざる罪
を犯し、彼が地獄に堕ちると断言することはできないように思われる。次
の章で、その点について考察を進めたい。
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3. イーサン・ブランドは本当に赦されない大罪人か

　イーサン・ブランドは確かに赦されざる罪を犯したように考えることも
できる。ピアソン、藤川、丹羽は、細かな点においては解釈に多少の違い
があるが、いずれもイーサン・ブランドは赦されざる罪を犯したという見
解を示している（13）。だが、筆者がテキストを読む限り、イーサン・ブラン
ドが犯した罪が本当に赦されないものであって救われる可能性が全くなく、
彼が確実に地獄に堕ちると作者が断定している記述はない。テキストには、
イーサン・ブランドが救われない可能性を暗示する記述はあるが、同時に、
彼が救われる可能性を暗示していると思われる記述もある。この章では、
イーサン・ブランドが救われる可能性を暗示する記述と救われない可能性
を暗示する記述を整理して、さらに、なぜ作者が、このように相反する記
述を併記したのか、その意味を考察したい。
　まず、イーサン・ブランドが救われない可能性を暗示する記述を挙げて
みる。第一に、彼の心臓（ハート）が骨と同様に燃え残ったこと。つまり、
彼の心臓は骨と同様に硬化して、石灰のもとである大理石と同質化してい
たということだ。『聖書』では、石の心は神の忌み嫌うものであり、人間に
神の忌み嫌う行為を行わせるとされる（「エゼキエル書」、11.19-20. / 36.26-
28.）。スポルジョンは説く、「石の心をもっている人はサタンの玉座である。
硬い心は石のように冷たい。エニシダの炭火（詩篇120.4）のように、自ら
の情欲に対しては熱くなる。つまり、罪に対しては暖かい。石の心は硬い。
律法の大きな砲台が、人の心に放火を浴びせても、硬い心は鋼鉄艦の装甲
より硬く、律法の強力な砲撃は人の良心の前にポトポト落ちていった。人
は感じなかったし、感じようともしなかった。硬い心が曝される危険は「悔
悟しない危険」である。……」（14） と。この石の心は、罪を悔い改めようと
しない傲慢（プライド）の罪につながるものである。第二に、イーサン・
ブランドがもとは土くれでできた人間であったにもかかわらず、死後、土
に帰ることができないことである。彼の骨は、大理石が燃えてできた石灰
と混ぜられてしまう。19世紀のアメリカでは、石灰は「ガラス、陶器、セ
メントなどの生産や砂糖の精製などに不可欠な物質として、また土地改良
用あるいは殺虫剤としても広く用いられた」(33)（15）という。彼の骨は当時
の発達めざましいアメリカの産業の資材の一部として使用されるのである。
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第三に─これは藤川も指摘していることだが─イーサン・ブランドの
骨が燃え残って、その肋骨の間にあった「心臓（ハート）の形」(“the shape 
of a human heart”)をしたものがバートラムによって粉々に砕かれてしまう
こと。藤川はこの描写について「自ら心を失し他人の心を弄んだブランド
にとって……相応しい最後というべきである」(16)（16） と指摘している。こ
れらの記述が、イーサン・ブランドが救われない可能性を暗示しているの
は確かであろう。特に、イーサン・ブランドの心

ハート

（心臓）が石になってい
たということが意味するものは大きい。ホーソーンは人間の心を、一方で
は、「心、心、それは小さくても、無限の領域なのだ。そのなかにこそ、根
源的な悪が存在するのだ。この世の罪や不幸は、この根源的悪が目に見え
る形をとったものにすぎない」(403-404)（17） と描写しているが、そのもう
一方では、

　人間の心を洞窟に例えてみる。入口は日の光が照り、周囲には花が咲いてい
る。ほんの少しでも足を踏み入れると、恐ろしい暗闇と様々な種類の怪物たち
に囲まれてしまう。その光景は地獄そのもののようである。困惑し絶望して長
いこと彷徨うと、ついに一筋の光がさしてくる。そちらの方を覗いてみると、
ある種、入口の花や日の光の美しさが再現したかのように思われる領域に達し
ているのだ。だがその美しさは完全なものである。心の深み、すなわち人間性
とは、こういうもので、明るく、穏やかなのである。暗闇や恐怖がその深いと
ころにはあるかも知れないが、もっと深い所には永遠の美があるのだ。(237)（18）

と、人間の心をスケッチしている。完全な美しさと永遠の美を備えた人間
の心の深部とは、おそらく精霊が宿る「本来神聖な神殿」(‘a temple originally 
divine’)(98)のことである。その神殿が石化してしまったというのだから、
イーサン・ブランドの犯した罪が赦されえない可能性はかなり高いと考え
ることができる。
　しかし、その一方で、イーサン・ブランドが救われる可能性を暗示して
いると読むことのできる記述もある。第一に、彼の骨が燃えてできた石灰
が「雪のように白い」(‘snow-white’)(102)ことである。『聖書』の「イザヤ
書」に「『さあ、来たれ。論じ合おう』と主は仰せられる。『たとい、あな
たがたの罪が緋のように赤くても、雪のように白く (‘white as snow’)（19）な
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る。……』」（1.18）と書かれている。第二に、イーサン・ブランドの遺骨
が「長い苦しみのあとで、横たわり、長い休息につく人の格好」(102)をし
ていることである。赦されざる罪は「未来永劫の苦しみという報いに値す
る」(90)といっているにもかかわらず、彼は死ぬことによって何かから解
放されたのは確かである。第三に、イーサン・ブランドが死んだ朝のグレ
イロック (Gray-lock)の描写─ 「ひとつ、またひとつと山を漂う雲を昇り、
そこからもっと高い空中を漂う雲へと昇って行くと、まるで人間でも天上
の国へ昇って行けそうであった」(101)という描写に、すべての人間が行き
着く死という結末に至ったイーサン・ブランドが当てはまらないと断言で
きる記述もない。小山はこの描写について「Ethan Brandの救いの可能性の
暗示であろうか」(447) （20） と注をつけているが、これは無視できないもの
である。第四に、最後に「イーサン・ブランドの骸骨に引っ掻き棒を振り
下ろして、遺骨を粉々に砕いた」(102)動作主を作者が「粗暴な (‘rude’)石
灰焼き」(102)といっていること。イーサン・ブランドは罪を犯したが、
バートラムの鈍感さや粗暴さに着目させようとする意図に、「痣」(“The 
Birth-mark,” 1843)におけるエイルマー(Aylmer)とアミナダブ(Aminadab)の
関係─つまり、自分の知力の向上を遂げようと努力する人間と、まった
くそのような努力をしようとない人間の対比─を感じざるをえないのだ。
これらの記述、特に第一の点と第三の点にイーサン・ブランドが救われる
可能性を読みとることはできないという反論はあるだろう。まず、第一の、
彼の遺骨が「雪のように白い」ことは、必ずしも浄化された結果の清らか
さを暗示するわけではないという解釈だ（21）。「マルコの福音書」の「白い
墓の喩え話」(23.25-28)にあるように、表面は白く美しくても、その「内
側は死人の骨やあらゆる不潔なものでいっぱいである」ということもある、
という反論である。ただ、ここでは、イーサン・ブランドの遺骨は「特別
な上等の石灰」(‘special good lime’)(102)と描写されているから芯まで白く
焼けていたはずだから、この反論は当てはまらない。ただし、ここでは雪
の冷たさに意味の重きを置いているのだと反論されれば、その可能性は否
定できないが。また、第三の、グレイロックの朝の描写については、藤川
が「早朝の太陽がもう黄金色の光をあらゆるものに注ぐ光景は、［イーサ
ン・］ブランドが断った自然と人類と神の関係が他のものにとっては不変
であることを暗示しているようだ」(12)（22）といっているが、ジョーが「あ
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の変な人はいなくなった。空も山も皆それを喜んでいるみたいだね」(101)
といっていることから、この日のグレイロックの景色がいつもよりも美し
かったことを暗示していて、自然と人類と神の関係が不変であることを暗
示していると解釈することには疑問を感じざるをえない。ただし、ジョー
の言葉も文字通りに受け取ることができるのか疑問である。彼は「感じや
すく興奮しやすい」(‘easily impressed and excitable’)(95)という作者による
形容から、この朝の町の美しさが、イーサン・ブランドが死んだことによ
るものと断定することもできないことがわかる。ジョーは自分の都合の良
いように、その美しい景色を解釈しているだけかもしれないのだ。つまり、
このグレイロックの美しい情景の描写は、死に至ったイーサン・ブランド
にも救いの可能性があることを暗示しているかもしれないのだ。イーサン・
ブランドは自ら死を選んで赦されざる罪を犯したのだから救われるはずが
ないと単純に割り切ることはできないように思われるのだ。『聖書』の「黙
示録」に「……彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そ
こは獣も、にせ預言者もいる所で、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける」
(20.10)という記述があって、本当に赦されないものの苦しみは永遠である
はずなのに、イーサン・ブランドの遺骨は「長い苦しみのあとで、横たわ
り、長い休息につく人の格好」(102)をしていたのだから。
　作者が、イーサン・ブランドの救いの可能性を残したと解釈することが
完全に無理ではないと考えられる根拠は他にもある。それは、彼が赦され
ざる罪を犯すことになった経緯である。彼は、知性の求めによって他の人
間の心を覗き見し、弄び、その人間を滅ぼしてしまった。それは同胞であ
る人間に対しての赦されざる罪であると同時に人間の心の深部─つまり、
精霊の宿る場所─をも冒涜した。それは、神に対する赦されざる罪でも
ある。イーサン・ブランドが生前に犯したと思いこんでいる赦されざる罪
はここまでだ。この意味での赦されざる罪をイーサン・ブランドが犯す
に至った過程や彼が最終的に本当に死を選ぶ瞬間までの感情の揺らぎを考
えると、作者はやはりイーサン・ブランドの救いの可能性が全くないと断
言することはできなかったのではないかという思いを強めざるをえない。
　まず、イーサン・ブランドが考える赦されざる罪を犯すに至る過程とは、
別の言い方をすれば、彼が犯した罪が意図的なものかどうかということで
ある。彼の行為、つまり、人間を題材とした心理実験─最近では、この
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実験とは催眠術のことであろうという解釈に落ち着きつつある─は最初
からやろうという意図をもってなされたものではないと思われるのだ。作
者は、イーサン・ブランドの探求について次のようにいっている。

　何という優しさをもって、何という人間に対する愛情と共感をもって、何と
いう人間の罪深さと苦悩に対する憐れみをもって、後の彼にとっての生涯の感
化を与えるものとなった、あの観念について初めは考え始めたことか。そして、
どんな崇敬の念をもって、彼は人の心を覗いたことか、彼は人間の心を元来神
聖な神殿と見なしていた、それがたとえどんなに神聖さを奪われていても、そ
れでもなお同胞によって神聖であると見なされるべき神殿であると見なしてい
たか。どんな畏怖の念をもって、彼は自分の探求が成功しないように祈り、そ
して赦されざる罪が自分に決して明かされないようにと祈ったことか。そして、
あのとてつもない知的成長が続いて起こった。その成長が、その過程において、
彼の知性と心の均衡を破壊した

4 4 4 4

。その概念が教育の手段として働き、彼の能力
を可能な限りまで発達させた。……　彼の心は万人共通の鼓動を共有しなくな

4 4 4 4 4 4

っていた
4 4 4 4

。彼は人間の磁力的な繋がりを手放してしまっていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。(98-99)（上点
は筆者による）

　そして、その結果として、「彼は人間を自分の実験題材として見なすよう
になった」(99)のである。イーサン・ブランドの行為は、『緋文字』(The 
Scarlet Letter, 1850)のチリングワース (Chillingworth)が復讐という目的を
もってディムズデイル (Dimmsdale)の心を弄び、復讐をやめてほしいとい
うヘスタ・プリン (Hester Prynne)の懇願も聞き入れずにディムズデイルを
苦しめ続けたのとは明らかに事情が異なる。イーサン・ブランドは自分の
行為が罪であることを自覚して、その行為をやめた。この経緯を考えると
イーサン・ブランドが意図的に人間の心を冒涜する罪を犯したとは考えに
くい。
　次に、イーサン・ブランドの感情の揺らぎであるが、これは言い換えれ
ば、彼のプライド（誇り、傲慢）に対する確信の揺らぎとも言えるし、罪
意識の高まりとも言えるものである。それでは、イーサン・ブランドの心
にある感情とは何か。第一に、自分が高度な知性を身につけて、赦されざ
る罪を見つけだしたことに対する誇り（プライド）がある。それは、次の
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引用から読みとれる。

　「赦されざる罪とは、私自身の胸のなかに生まれた罪である」と、イーサン・
ブランドは答えた。その時、彼は彼のような狂信者たちに皆に共通した特徴で
ある誇りをもって直立していた

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。「その他のどこにも生まれない罪だ。人間の
同胞愛や神に対する崇敬の念を打ち破り、知性自体の強大な要求のために、あ
らゆるものを犠牲にする知性から生じる罪である。永遠の苦しみという報いに
値する唯一の罪である。もし

4 4

、もう一度犯さなければならないのならば
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、私は
4 4

進んでその罪を受けよう
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。ひるむことなく
4 4 4 4 4 4 4

、私はその報いを受けよう
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。」(90)
（上点は筆者による）

　第二に、自分の行いとその結果に対する屈辱感である。これは、彼の笑
いが「蔑みの笑い」(‘a laugh of scorn’)(87)であることからわかる。既に指
摘したが、旧約聖書における賢者エタンの名を与えられたイーサン・ブラ
ンドにとって、探し求めて世界を旅して回ったものを自分の胸のなかに見
つけ出したという結果の愚かさは、この上ない屈辱であったはずである。
次の、ジオラマ師とイーサン・ブランドのやりとりは、イーサン・ブラン
ドが自分の行為の愚かさに対してとても神経質になっていることを示すも
のである。

……「でも、もう一度覗いてみなせえ
4 4 4 4 4 4 4

、そうしたら、思いもよらない、とても
4 4 4

素晴らしいもの
4 4 4 4 4 4 4

をお見せしますぜ。」
　イーサン・ブランドはちょっとの間、箱のなかを見つめた。すると驚いて後
ずさりして、そのドイツ人をじっと見つめた。イーサン・ブランドは何を見た
のか。何も見なかった

4 4 4 4 4 4 4

ようである。というのは、一人の好奇心の強い若者がほ
ぼ同時にのぞき込んだが、何も書かれていないキャンバスの空間しか見えな
かったからである。
　「思い出したぞ、やっと」と、イーサン・ブランドは見世物師に向かって小
声で言った。
　「ええ、旦那」と、ニュルンベルクのユダヤ人は陰鬱な笑みを浮かべて囁い
た。「この見世物箱のなかには重いもの

4 4 4 4

が入っているんですぜ、赦されざる罪
というやつですよ。旦那、本当に疲れてしまいましたぜ、この長い一日、山を
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越えてこいつを担いできたんでね。」
　「黙れ」と、イーサン・ブランドは厳しく

4 4 4

言った。「そうしないのなら、お前
は向こうの炉に入れ。」(95-96)（上点は筆者による）

　見世物箱を覗くことはイーサン・ブランドがこれまで他の人間の心を覗
き続けてきたことと重なる。見世物師は「とても素晴らしいものをお見せ
しますぜ」と言うが実際には何も見えなかった。だが、イーサン・ブラン
ドには何も見えなかったことが意味をもつ。それは、18年も探求の旅をし
た結果探し物を他人の心ではなく自分の心のなかに見つけ出したイーサン・
ブランドの愚かさを際立たせる結果になるからだ。実際、イーサン・ブラ
ンドは自分の愚かさを指摘されたと思って、見世物師に「厳しく」言葉を
言い放った。（この見世物師とイーサン・ブランドのやりとりは、彼の罪意
識を暗示するものであるが、それは後述する。）その後、野良犬が、「到達
できない対象を追い求めようとする、向こう見ずな熱心さ」で、「突然、
……自分の尾を追って走り始め、……突然、その演技をやめた」(96)が、
その愚かな姿をみて、イーサン・ブランドは「あの畏しい笑い声をあげた」
(97)。作者は「その笑いは他のどんな徴候よりも彼の内面の状態を表すも
のであった」(97)というが、ここまでくると笑うしかないというのが実際
のところなのだろう。
　第三に、強烈な孤独がある。イーサン・ブランドの孤独感はジョーに伝
わって、「彼の目に涙が浮かんできた」(98)ほど強いものであった。イーサ
ン・ブランドは、自分が他の人間の心を弄び、滅ぼしてしまい、赦されざ
る罪を犯してしまったので、他の人間と心の交流をもつ資格がないと思い
込んでいるのである。それに、第四の感情として罪意識もある。イーサン・
ブランドはハンフリー老人 (old Humphrey)に娘のエスタについて「……あ
んたは世界中へ行ったのだろう、……あんたは娘を見たにちがいない。……
あいつは父親に何か言づけをしなかったか、いつ戻って来るか話していな
かったか」と尋ねられ、じっと見られると、その視線に「たじろいだ」
(‘quailed’)(94)。そして、エスタのことを思い出して、ハンフリー老人の問
いかけに答えることなく「顔を背けて呟く、『確かに、……錯覚などではな
い。赦されざる罪は存在するのだ』と」(94)。これは、イーサン・ブラン
ドが赦されざる罪を見つけたことを確認しただけではなく、そのために犠
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牲になった人たちに対する罪意識を彼が感じていることを暗示するものだ。
彼が罪意識を感じているから、ジオラマを担いだユダヤ人─おそらく彼
はイーサン・ブランドが行ったことをある程度知っている─の「俺の見
世物箱に入っている赦されざる罪とは重いもののようだな。実際、これを
担いでこの長い日にこの山を登ってきたんで肩が疲れちまった」という言
葉に、イーサン・ブランドは「黙れ、そうしないのなら、お前は向こうの
炉に入れ」(96)と過剰な反応を示したのだ。これは、彼の痛いところを突
かれたからに他ならない。ここで、『アメリカ日誌』(The American 
Notebooks.) では「ドイツ人」(‘an old German’)(130)（23）だったジオラマ師
が「ドイツ系ユダヤ人」(‘an old German Jew’)(94)になっているのは、怒り
の神を信仰するユダヤ人がイーサン・ブランドの罪を指摘し、彼の罪意識
を一層強くさせることによって、本来赦しの神であるキリスト教の神から
も彼を引き離す役目を果たしているといえる。ある意味では、「若いグッド
マン・ブラウン」(“Young Goodman Brown,”1835)でブラウン青年 (Brown)
と森を歩く老人（悪魔）と同じような役割を果たしているといえる。イー
サン・ブランドは「俺が何のために悪魔を必要とするのか。俺は旅の途中
で奴を置き去りにしてきた」(89)と言うが、実際には、罪意識を捨てきれ
ずにいる彼を悪魔は追ってきたのかもしれない。
　そして、イーサン・ブランドが罪意識を捨てきれずにいるということは、
彼が確固たるプライド（誇り）を確立していないことも意味する。そのこ
とは、彼が 3人の旧友と再会したときの描写から読みとれる。旧友たちの
落ちぶれた姿と自分の、ただの「日焼けして、地味な服を着て薄汚れた靴
を履いた旅人」(94)の姿に大差がないことから、彼は「自分が本当に赦さ
れざる罪を見つけたのか、しかも自分の胸のなかに見つけ出したのかを疑
わしく思った。しかも、その疑いは……苦痛を伴う (‘painful’)ものだった」
(93)。疑いが生じるのは、彼の心に罪意識が高まり、彼の自分の達成した
目的に対する誇りが揺らぐからであり、探求に費やした18年の意味を根底
から否定されるような思いがしたからである。彼の誇りが確固たるものと
して確立されていないことは、彼の笑いにも表れている。彼の誇りが確固
たるものになっているなら、彼の笑いは高らかで喜びに満ちたものである
はずだ。だが、実際の彼の笑いは「蔑みの笑い」(‘a laugh of scorn’)(87)で
あり、自分の愚かさに対する意識はどうしても払拭しようがないようだ。
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　このように、複雑な心理状態でイーサン・ブランドはグレイロックに
戻ってきた。彼が石灰焼きの窯のなかで燃える炎に強い関心を抱いている
のは、彼がその炎に身を投じて死ぬことを目的としていたからだろう。し
かし、グレイロックの窯にたどり着いたときには、彼には迷いがあった。
それはこれまで見てきた彼の感情からわかる。その迷いを振り切って、最
後には結局死を選ぶことになったのは何故だろうか。イーサン・ブランド
は自分が行った行為が罪であることを自覚していながら悔い改めることを
せず、神の慈悲にすがることをしなかった。それは何故か。
　その理由を、彼が昔の自分を回想する場面から読み解いてみたい。「彼は
思いだした」(“He remembered ……”)(98)という書き出しで始まる文が2つ
あって、それらの文でイーサン・ブランドの心の中を語り手が述べる。表
面的には、ピリオドでこの回想は終わっていて、それ以降は語り手が作品
中の事実を述べているように読める。次の段落は「イーサン・ブランドは」
(‘Ethan Brand’)(99)という主語で始まる文で始まり、彼を客観的に見ている
のだが、この部分も回想の続きとして読むべきである。そうしなければ、
「これ以上何を求めなければいけないのか。これ以上何を成し遂げなければ
いけないのか。……俺の仕事は終わった、しかも立派に成し遂げたのだ」
(99)という彼の言葉はあまりに唐突すぎる。彼は、この言葉を発する前に
「自分の命を懸けた努力の光り輝く華麗な花、そして豊かで甘美な成果とし
て、自分が赦されざる罪を生み出したのだ」(99)と思う。動詞が ‘committed’ 
ではなく ‘produced’ であることには注意が必要だ。彼は赦されざる罪を犯
したのではなく、自分が「生み出した」と思う。この思いが、彼の誇りを
かなり確固たるものにしたのであろう。反面、大きな目標を達成した彼に
は次なる目標を見いだせず、これ以上生きる意味が見いだせなかった。そ
して、回想中に自分が「人間の磁力的な繋がり」(‘the magnetic chain of 
humanity’)(99)を手放してしまっていることに思いが至ると、彼の強烈な孤
独が、これ以上生きることの無意味さを彼に一層強く痛感させた。さらに、
自分が行ってきた人体実験を思い出すと自分の罪は贖うことができないと
彼は思い込んだ。自分は人間の心を操り、罪を犯させた。それは悪魔の為
すことそのものである。彼は自分が神の慈悲にすがる資格のない人間だと
思った。だから、彼は「丸太から立ち上がって、はやい足取りで歩き出し、
塚に登った」(99)。そして神に挑むかのように両手を差し上げて、「悪鬼の
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表情」(100)をして猛火に身を投じた。この瞬間、彼の心のなかには自分の
成し遂げた偉業に対する誇りと神の愛にすがることができないという絶望
が入り乱れていた。さらに、猛火に身を投じる瞬間、神の愛から背くとい
う高慢さが揺るぎないものとなった。こうして、イーサン・ブランドは「悪
鬼」(‘a fiend’)(101)となったのである。
　以上の心理的変化を経て、イーサン・ブランドは死んだ。物語のなかの
情報を総合すれば、彼は赦されざる罪を犯したはずである。それでもなお、
作者は彼に救いの可能性を残した。彼が「長い苦しみのあとで、横たわり、
長い休息につく人の格好」(102)をしていたことは、彼が苦しみから解放さ
れたことを暗示する。彼は何から解放されたのか。おそらく、自分に対す
る蔑みや屈辱、孤独、罪意識、絶望から解放されたのだ。作者は、赦され
ざる罪を犯したイーサン・ブランドに何故このような救いの可能性を残し
たのか。それは、作者の人間観や性格に起因するものと考えられる。この
作品の曖昧な結末から読みとれる作者ホーソーンの態度を次にまとめたい。

4. 結論─曖昧な作品の結末から読みとれる作者の態度

　そもそも疑問に感じざるをえないことは、作者が、作品の一登場人物で
あるイーサン・ブランドに言わせている赦されざる罪の定義は作者の言葉
として受け取ってよいものなのだろうか。もしこの定義が、作者の確信に
基づいたものであるならば、物語の最後にイーサン・ブランドの救いの可
能性を暗示していることと矛盾する。作者はこの作品の発表に至っても、
いやその後になっても赦されざる罪の定義に確信を得るに至らなかったの
ではないか。ホーソーンは『緋文字』のなかで復讐という目的をもって故
意に赦されざる罪を犯したチリングワースにさえ「我々は情け深く
(‘merciful’)いたいものだ」(260)（24）と作家としての個人的感情を表明して
いる。チリングワースが死の直前にパール (Pearl)に莫大な遺産を遺したこ
とをもって、彼が人間性を回復したから作者はそういう定めを負わせな
かったのだという考え方もできるかもしれないが、テキストを読む限り、
彼が遺産を遺したことが悔い改めの結果であったと作者は書いてはいない。
故意に罪を犯したチリングワースの罪さえ断罪しきれなかった作者が、故
意に罪を犯したわけではないイーサン・ブランドの罪を救いのないものと
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断罪できたはずはない。作者が人間の探求そのものには肯定的な立場を
とっていたことは、「痣」のエイルマーとアミナダブの関係にも見て取れ
る。
　また、キリスト教的な観点から見ても、やはり作者がイーサン・ブラン
ドの罪を断罪することが難しかったと考えることは、作者が人間の堕落性
(depravity)や過ちを犯しやすい性質 (fallibility)に高い関心を示していたこ
とから、妥当であると思われる。人間は、ひとつの観念や目的に取り憑か
れると、思考や視野が狭まって自らの過ちに気づいて正すことは難しい。
エイルマー、ラパチーニ、チリングワースらが知的関心の高まりから人間
の心もしくは個人の尊厳を冒涜したのと同様にイーサン・ブランドも彼ら
と同じ過ちを犯した。ただ、イーサン・ブランドが彼らと異なるのは、自
分は償いようのない罪を犯してしまったと思い込んでしまっている点だ。
絶望して、自ら神の愛に背くことがキリスト教でいう赦されざる罪である
ことはまちがいないが、その絶望が自分は罪を犯したという認識に基づい
ている限り、ホーソーンがその人間に地獄行きの運命を明確に定めること
ができなかったとしてもおかしなことではない。
　ホーソーンが赦されざる罪について、最後まで確信に至ることができな
かったことは、この作品の「未完成の伝

ロ

奇
マ

物
ン

語
ス

からの1章」(‘A Chapter from 
an Abortive Romance’)という副題からもうかがえる。ここでいう「未完成
の」(‘abortive’)とは、「時間が足りなくて完成していない」という意味では
なく、「時間が経っても、これ以上は発展（完成）しない」という意味であ
る。つまり、この物

テイル

語は発表された時点で、作品の中核をなす赦されざる
罪の定義を詰め切れていないということを作者自ら認めているのであろう。
『アメリカ日誌』の 1844年 7月の欄の赦されざる罪についての記述を見て
みよう。

　赦されざる罪とは人間の魂に対する愛と尊厳の欠落にあるのかもしれない
4 4 4 4 4 4

。
その結果、研究者は魂を改善しようという望みや目的をもってではなく、冷や
やかな哲学的な好奇心からその暗い深部を詮索したのである─それがどのよ
うに、あるいは、どの程度にであれ、邪悪であることに満足し、それを解明し
尽くそうとして。言い換えれば、これは知力が心から分離しているということ
ではないだろうか
4 4 4 4 4 4 4 4

。(251)（25）（上点は筆者による）
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　この赦されざる罪の定義は、キリスト教の教義から発展して、知的好奇
心から他の人間の心を冒涜することが赦されざる罪になるという作者独自
の定義である。しかし、「かもしれない」、「ではないだろうか」と言葉を濁
していることから、このスケッチを書いた時点では定義に確信を抱いては
いないことがわかる。この曖昧な定義は、曖昧なまま物

テイル

語に描かれた。そ
の点では、作品の結末が曖昧になるのは当然のことであろう。加えて、聖
書に定められた、キリスト教の赦されざる罪、つまり精霊を受け入れずに
冒涜する罪もまた赦されざる罪であることは否定できないものの、やはり、
人間の弱さを考えたとき、故意に過ちを犯したわけではないイーサン・ブ
ランドの罪を絶対に赦されないと断罪することもできなかったのだろう。
だから、イーサン・ブランドが死んだ翌朝のグレイロックの描写に彼が天
に昇ることができるかもしれない可能性を暗示した。イーサン・ブランド
の遺骨を「長い苦しみのあとで、横たわり、長い休息につく人の格好」(102)
で横たわらせた。さらに、そのイーサン・ブランドの遺骨を引っ掻き棒で
崩すバートラムに自分の収入が増えると言わせ、「粗暴な (‘rude’)石灰焼き」
(102)と描写して、バートラムの低俗さに読者の目を向けさせようとしたの
であろう。それともうひとつ、ホーソーンはたとえ作品の世界であっても
自分が最後の審判者になることを避けたということも考えられる。最後の
審判を下すのは神以外にはあり得ない。ホーソーンは自らが最後の審判者
になるほど尊大な人間ではなかったのだろう。その意味では、彼には本当
の極悪人を描くことはできなかったということもできるだろう。

注

　本論考は、2005年日本ナサニエル・ホーソーン協会第 25回全国大会のワーク
ショップにおいて講師として、「イーサン・ブランドは救われない大罪人か」と
いう題目で行った発表の原稿を加筆、修正したものである。
1. “Ethan Brand: A Chapter from an Abortive Romance,” William Charvat et al. 

Eds., The Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne. Vol.Ⅺ . The 
Snow-Image and Uncollected Tales.  Ohio State University Press. 1974. 特に必
要のない限り、作品からの引用にはページ数のみを記すこととする。

2. 丹羽隆昭、『恐怖の自画像 ─ ホーソーンと「許されざる罪」』、英宝社、2006。
なお、丹羽は筆者の「赦されざる罪」とは異なる「許されざる罪」という表
記をしている。
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3. Norman Holmes Pearson. 「The American Writer and the Feeling for Community」、
『Some American Studies』、多久和新爾編注、あぽろん社、1964。

 これは、『聖書』（日本聖書刊行会、2003）の「Ⅰ列王記」第 4章に、「29神は
ソロモンに非常に豊かな知恵と英知と、海辺の砂のように広い心とを与えら
れた。……　31彼は、すべての人、すなわち、エズラフ人エタンや、……よ
りも知恵があった。……」という記述に基づくもの。

4. 丹羽隆明、既出。
5. Norman Holmes Pearson. 既出。ピアソンは「彼 [=イーサン・ブランド ]はブ
ランドという名の人間であることによって火でもある」(25)と述べている。

6. 藤川玄人、「抜き損なった歯根 ─ 「イーサン・ブランド」論」、『白山英米文
学』No.21、1996。東洋大学文学部英米文学科。藤川は「彼の名が象徴する
却火 (brand)……」(12)と述べている。

7. 前掲書に同じ。
8. 前掲書に同じ。
9. 新堀　孝、「ナサニエル・ホーソーンの短編「イーサン・ブランド」について
の一考察」、『大学院紀要』第30集、1994。東洋大学大学院。なお、この論考
では「赦されざる罪」ではなく「許されざる罪」という表記を使用していた。

10. 前掲書に同じ。
11. 同様の記述は、「マルコの福音書」、3.28-29. にもある。ただし、「マタイの福
音書」の記述の意味と「マルコの福音書」の記述の意味が完全には同じでは
ないとされる。（詳細は、ベルゼブル論争に関係することだが、ここでの言及
は避ける。）

12. アメリカ合衆国長老教会、『みんなのカテキズム』、トマス・ジョン・ヘイス
ティングス監訳、田中かおる、神代真砂実訳、一麦出版社、2008。

13. ピアソンは明確な論拠を示してはいないが、「心を冒涜することは、重大で赦
されることのない、犯した者を堕落させる罪である」(25)と指摘している。

14. チャールズ・スポルジョン (Charles H. Spurgeon)、「取り除かれた石の心」(“The 
Stony Heart Removed”),（1862年 5月 25日木曜日夜の説教）、Metropolitan 
Tabernacle Pulpit. (http:// homepage2. nifty.com/grapes/SpurgeonS0456.htm)

15. 丹羽隆明、既出。
16. 藤川玄人、既出。
17. 「地球の大藩祭」(“Earth’s Holocaust,” 1844), William Charvat et al. Eds., The 

Centenary Edition of the Works of Nathaniel Hawthorne. Vol.Ⅹ . Mosses from an 
Old Manse. Ohio State University Press. 1974. 

18. William Charvat et al. Eds., The Centenary Edition of the Works of Nathaniel 
Hawthorne. Vol.Ⅷ . The American Notebooks. Ohio State University Press. 
1974.
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19. The New Jerusalem Bible. (Study Edition), Darton, Longman ＆ Todd Ltd, 1994.
20. 小山敏三郎編注、1989、『詳注ホーソーン短篇集Ⅰ』、南雲堂。
21. 日本ナサニエル・ホーソーン協会での発表の時に実際に出た反論である。
22. 藤川玄人、既出。
23. William Charvat et al. Eds. The American Notebooks. 既出。
24. 『緋文字』(The Scarlet Letter)。 William Charvat et al. Eds., The Centenary Edition 

of the Works of Nathaniel Hawthorne. Vol.Ⅰ . The Scarlet Letter. Ohio State 
University Press. 1971.

25. William Charvat et al. Eds. The American Notebooks. 既出。


