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リチャード・ヘンリー・デイナ Jr.の
『帆船航海記』における「事実」をめぐって 1

丸　　　聡　弘

はじめに

　近年、リチャード・ヘンリー・デイナ Jr. （1815-1882）による『帆船航海記』

（1840）への注目度が高まりつつある。デイナ Jr. の『帆船航海記』は、19世紀

アメリカ文学史の 1部を成すものとして小さく扱われるか、彼自身の伝記的

事実に組み込まれる形で議論される傾向にあった。しかし、ジョン・ガッタの

“The Elusive Truths of Literary Narrative” （2007）や、ジェイソン・バーガーによ

る “Antebellum Fantasies of the Common Sailor: or, Enjoying the Knowing Jack Tar” 

（2009）といった近年の論考は、従来の批評から一歩踏み込んで、テクスト分

析を行うようになってきた。

　こうした動向の中でも、注目に値するのは、『帆船航海記』がハーマン・メ

ルヴィルを参照する上でのテクストとしての役割を与えられてきた点である。

1970年代末のマイケル・ポール・ローギンの Subversive Genealogy: The Politics 

and Art of Herman Melville（1979）において一言で済まされていたデイナ Jr. の役

割が、アンドリュー・デルバンコによる Melville: His World and Work（2005）で

は、船上での懲罰や逃亡奴隷に関わる議論で引き合いに出されるまでになって

いる。2  デイナ Jr. とメルヴィルの繋がりが、より明確に意識されつつあるのだ。

　しかし、これらの批評において暗黙の前提となっている点がある。文化批評

1 正式名称は Two Years Before the Mast: A Personal Narrative of Life at Sea である。本稿

は、慶應義塾大学で開催された日本アメリカ文学会東京支部例会（2013年 3月）の

発表原稿を基にしている。
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的な立場から書かれた Melville: His World and Work においてさえ、著者のデル

バンコは、メルヴィルが目撃した船上での懲罰について議論する中で、『帆船

航海記』を、あくまで「事実」に基づいたテクストとして扱っている。3  さらに、

近年における『帆船航海記』の批評として挙げた “The Elusive Truths of Literary 

Narrative” では、『帆船航海記』は「事実の面で正確な報告文」とみなされており、

その「事実」がどういったものであるのかは不問とされている。4  たしかに、“R. 

H. D. , Jr.” という署名入りの『帆船航海記』の第 1章における「事実に基づく語

り」（narratives of facts）いう言葉は読み手の印象に残る言葉だと言える。だが、

デイナ Jr. は、『帆船航海記』において、そもそも「事実」とはいかなるものであ

るのか、また、誰が、どのようにして、それを呈示するのか、などの「事実」

をめぐる諸問題に向き合っているのではないか。

　本稿では、『帆船航海記』の議論において、従来、自明のものとされがちであっ

た「事実」が、いかにして生み出されているのかを議論する。結論から言えば、

『帆船航海記』の語り手の「私」は、追認不可能な個別のものを「事実」として呈

示していると考えられる。そこで、まずは、一般に言われる「事実」がいかな

るものであるのかを説明するために、メアリー・プーヴィの論考を参照してお

こう。

「事実」と 2つの「法」

　プーヴィによれば、17世紀初頭から現在に至るまでの、西洋のモダン・サ

イエンスのほとんどは、「事実」を、「現象世界」と「体系的な知識」との間に位置

2 ローギンは次のように指摘している。“The ‘military button’ on which Richard Henry 
Dana commented during Mackenzie’s trial, was a badge of personal glory for Nelson” (310).
3 “He [=Melville] saw, literally in the fresh, what he had read about in Dana’s Two Years 
Before the Mast―men bleeding from gashes in their backs but with little or no idea of what they 
had done to merit them” (59).
4 “By the time Dana concludes Two Years Before the Mast, he has extended the truthclaims of 
his narrative well beyond factually accurate reportage toward morally charged testimony” (3).
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づけてきた。その位置づけが故に、「事実」は 2重性を帯びてしまう。一般的に

「事実」と呼ばれているものは、一方では、ランダムに収集される「単なるデー

タ」として表象されるか、また一方では、社会的かつ理論的なコンテクストに

照らし合わせて集められる「価値のあるデータ」として表象される。5  プーヴィ

の議論は、あくまでイギリスを中心としており、例えば、19世紀イギリスに

おける「事実」の理論化についての議論では統計学が引き合いに出されている。

しかし、19世紀中葉のアメリカでも、法学的な意味での「法」や、ナチュラル・

ヒストリーにおける「法」のあり方を考える上で、「事実」をどう扱うかが大き

な問題なっていたのだ。

　その問題が鮮明に現れているのが『帆船航海記』である。『帆船航海記』の「終

章」においては、海事法についての議論がある。そこでは、現象世界における

「個々の事実」と法学的な意味での「法」との関係をいかにすべきか、という問

いが顕在化している。ロバート A. ファーガソンは、Law and Letters in American 

Culture（1984）において、デイナ Jr. の父がジャクソニアン・デモクラシー下で

執筆したエッセイ、“Law as Suited to Man” （1835）に言及し、その頃までのア

メリカでは「法の基盤そのもの」が論争の的になっていたと指摘しつつ、いわ

ゆる「法」と言えば、「自然法」ではなく、個々の実例からの帰納法的な処理を

特徴とする「実定法」を意味するようになっていたと指摘する。6  19世紀中葉

において、民主主義思想の根幹をなす “individualism” の登場が一因となり、現

象世界における「個別のもの」と「法」との関係が見直されていた。そこでは何

を「事実」とするかが大きな問題となっていたのである。

　しかし、実定法以外の「法」にも目を配っておかなければならない。なぜな

らば、『帆船航海記』では、ナチュラル・ヒストリーの「法」が念頭に置かれて

5 “The modern fact, in other words, could be represented either as mere data, gathered at 
random, or as data gathered in the light of a social or theoretical context that made them seem 
worth gathering” (96).
6 “By 1835 the question is no longer if law is suited to human life but how. Courtrooms are 
treating the law less and less as an eternal set of principles derived from natural law and more 
and more as an independent instrument of social policy that lawmakers have created” (256). 
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もいるからだ。ポール・ローレンス・ファーバーが、Finding Order in Nature

（2000）のなかで指摘しているように、19世紀中葉に発生した知識革命におい

ては、動物学・植物学・鉱物学などの分野が誕生し、それらをめぐる知が細か

く分類され、体系化されつつあった。7  このナチュラル・ヒストリーに携わっ

た人物の 1人として、『帆船航海記』に作中人物として登場してもいるトマス・

ナトールの名が挙げられる。ハーバード大学・植物園の植物学者であり、より

特化した科学的分野である「鳥類学」にも従事していたナトールは、他の 19世
紀中葉のナチュラリストらと同様に、現象世界で得られた情報を、整理分類し、

また体系化する際に、ある種の問題に直面していたと推察される。ファーバー

の言葉を借りて言うならば、ナトールを例とする、実地に赴くナチュラリスト

らは、そこでの経験を重ねるたびに増殖していく「個別のもの」に関する情報を、

いかにして「マスター」するのか、すなわち、いかにして法則化するのか、と

いう問題を抱えていただろう。8

　『帆船航海記』のなかで意識されている、19世紀中葉におけるアメリカの、「実

定法」とナチュラル・ヒストリーの「法」という 2つの法は、いずれも現象世界

の個別のものに関する情報を収集することによって、それらが依拠する「法」

を体系化していく、という点で共通している。2つの法はまた、当時のアメリ

カにおいて過渡期を迎えていたため、どの「個別のもの」を、それぞれの体系

にとっての「価値あるデータ」とするのか、という問題を免れ得なかった。

語り手の「私」

　『帆船航海記』における語り手の「私」は、こうした 2つの「法」が孕んでいる

問題を指摘しつつ、それとは異なる手法で「事実」を拾い上げている。それ故

7 “By midcentury natural history had fragmented into separate scientific disciplines and 
broken into subdisciplines. The first division was into zoology, botany, and geology. These 
general fi elds soon gave way to more specifi c branches” (33).
8 “Individuals wishing to pursue a career in natural history sought a narrow area in which they 
could demonstrate their analytical rigor and master the ever-growing empirical information” (34).
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に、「私」は、2重性を兼ね備えた人物像になっている。まず、「私」には、「平水

夫」（a common sailor） と「将来の法律家」という 2つの立場が認められる。第 1
章において、語り手の「私」は、自らの「平水夫」としての立ち位置を明らかに

している。同時に、その「私」は、もし彼がデイナ Jr. 自身を思わせる人物像で

あるならば、1640年までその家系を遡ることのできる、マサチューセッツ州・

高裁の裁判長を勤めた経歴を持つフランシス・デイナの孫として捉えられる。

あるいは、およそ 2年間に渡る航海の後、ハーバード大学に復学し、ハーバード・

ロー・スクールを卒業し、また、法律家として活動しつつある中で『帆船航海記』

を出版するに至った「私」とも言える。

　こうした「私」の 2つのあり方は、全く別個のものだとは言い切れない。第

1章と第 2章の間章にあたる “Departure” において、ピルグリム号に乗船した

「私」は、見かけ上の変化・服装の変化について「変身」（transformation）という

言葉を用いながら、乗船まもなくして、他の船員らによって、自らが見習船員

であるのを見破られてしまう。9  さらに、語り手の「私」は、彼が「平水夫」の

一員になったかに見える時でも、自らがどのような出自の持ち主なのを示唆し

ている。例えば、「私」がカリフォルニアからボストンへと帰還する方策を探る

ときに、ある船乗りは、彼に対して、その出自や交友関係を意識させる言葉を

投げかけている。10

　しかし、語り手の「私」は、また別の 2重性を帯びてもいる。ナチュラル・

ヒストリーという切り口から『帆船航海記』を論じることが可能だとすれば、

語り手の「私」は、航海を経験しながら、現象世界における個別のものを記述

していく人物像として設定されてもいる、と言えるだろう。語り手の「私」は

ナチュラリストたちと似通ってくる。だが、そう指摘する時に注意せねばな

9 “But it is impossible to deceive the practiced eye in these matters; and while I supposed 
myself to be as salt as Neptune himself, I was, no doubt, known for a landsman by every one on 
board as soon as I hove in sight” (40).
10 “‘Oh yes!’ said the crew, ‘the captain has let you off, because you are a gentleman’s 
son, and have got friends, and know the owners. . . .’ I knew that this was too true to be 
answered” (350).



－ 38－

丸　　　聡　弘

らないのは、彼がナチュラリスト的でありながら「作者」でもあるという点だ。

この「ナチュラリスト」と「作者」という 2重性は、ナチュラリストにとっての

「法」を検討するために重要だと言える。この位置づけを確保することで、「私」

は、現象世界に散らばる個別のものから法体系を作り出していく際に生じる「事

実認定」の問題を明らかにしつつ、その視座から「事実」を認定する可能性を模

索する。

　『帆船航海記』そのものも、「航海記」と、法学的な意味での「法に関わるテク

スト」という 2重性を帯びていると言える。「終章」での海事法についての議論

を踏まえれば、それを法に関わるテクストとみなせるが、その一方で、語り手

の「私」は、『帆船航海記』の「航海記」としての位置づけを明確にしている。そ

の際、彼は、『帆船航海記』を、それ以前に書かれた「航海記」と差異化しよう

としている。11  「私」が問題視しているのは、手袋を嵌めて「ジェントルマンと

して航海に出るような海軍将校」（a naval offi cer, who goes to sea as a gentleman）

などの身分のある人物によってしか、海上生活が語られてこなかったという点

である。さらに、語り手の「私」は、そのような「航海記」の多くが、各々の読

み手に事実として受け取られることを意図していない、と不満を述べてもいる。

これに対して、「私」が追求するのが「事実に基づいた語り」である。「事実に基

づいた語り」とともに、「私」が追求するのは、平水夫の “life” をあるがままに

語ることである。12  だが、「その明と暗ともに」とは、どういうことなのだろう

か。そして、『帆船航海記』の構造において、それを可能にする仕組みは、いか

なるものでありうるのか。

11 “With the single exception, as I am quite confi dent, of Mr. Ames’ entertaining, but hasty 
and desultory work, called ‘Mariner’s sketches,’ all the books professing to give life at sea have 
been written by persons who have gained their experience as naval offi cers, or passengers, and of 
these, there are very few which are intended to be taken as narratives of fact” (37).
12 “My design is, and it is this which has induced me to publish the book, to present the life of 
a common sailor at sea as it really is, ―the light and the dark together” (38).
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2部構成

　今述べたように、語り手の「私」は、『帆船航海記』をこれまでの「航海記」と

差異化しようと試みている。しかしながら、語り手の「私」は明示していない

ものの、『帆船航海記』を他の「航海記」と差異化する時には、ある種の制約が

課されていたと考えられる。19世紀中葉におけるアメリカの「航海記」には

“authorship” が要求されていた。「航海記」の作家らは、自らの素性や身元が分

かるようにしておかねばならなかったのである。このことは、例えば、『帆船

航海記』を出版したハーパー＆ブラザーズに、その処女作『タイピー』（1846）
を持ち込んだ時のメルヴィルの様子から伺い知ることができる。つまり、作者

が誰であるのかが不確かな場合には、航海記に書かれている事柄が「事実」な

のかどうかが保証されないため、それは出版する価値がないものとみなされて

しまう可能性があったのである。

　『帆船航海記』では、この “authorship” を確保するために、「私」のあり方のみ

ならず、その構造にも工夫が凝らされている。本作は、大まかに言って、2部
構成になっている。語り手の「私」が、ボストンで貿易船・ピルグリム号に乗

船してホーン岬経由でカリフォルニアに向かう前半部と、アラート号に乗り込

み、そこから再びホーン岬を回ってボストンへと帰還する後半部へと分けられ

る。前半部は 17世紀におけるプロモーション・トラクトが、後半部は「漂流」

をその特徴とする航海記が下地になっている。前半部における語りは、ある意

味でコンヴェンショナルと言える語りを模倣することで “authorship” を仄めか

しながらも、その下地から離れていくのだ。語りは、アラート号が「漂流」す

る後半部へと移っていく。

　前半部とプロモーション・トラクトとの差異化が図られていることは、例

えば、太平洋の島々を出身とする「カナカ」と呼ばれる人々、特にサンドイッ

チ諸島出身の「ホープ」という名の人物像と「私」との交友関係の様子から分か

るだろう。カリフォルニア 南端のサンディエゴに到着したばかりの「私」が

眼差す対象の 1つは、のちに彼が「友人」（my friend, and Aikane）と呼び合う仲
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になるホープの姿である。すでに病を患った状態で寝込んでいるホープに遭遇

したという「私」は、彼を「今まで見たなかで も恐ろしい対象」としつつ、「彼

のその様子を見て気分が悪くなり気を失いそうになった」と述べる。こうした

「私」のコメントは、「旧世界」の向こう側の「新世界」の素晴らしさを力説する

プロモーション・トラクトとは相容れない。

　「ピルグリム」という船名と同様に、語り手の「私」が友人とみなす「ホープ」

という名もアイロニカルな意味合いを帯びていると言えるだろう。そして、

ホーン岬を超えた向こう側で「希望」がそのような状態に置かれている様子か

ら、『帆船航海記』とそれが下地とするプロモーション・トラクトとの「ずれ」

が看取られる。「私」にとってのホープとは、4ヶ月もの時間を共有していたほ

どの「友人」である。しかし、皮肉なのは、改めて「私」がサンディエゴを訪れ

た際に、以前、「私」から渡された薬の効果で、ホープの体調がほぼ完全に回復

していたということであるし、彼の回復について言及される第 29章こそ、語

り手の「私」が、「アラート号」に乗って、ボストンへの帰還が決まる章である

という点だ。「私」は、ホープとの別れを、唯一、どうしても面白くなかったこ

ととするが、この思いを抱えつつも、体力を回復させた「友人」であるホープ

のもとを去る。

　それでは、「漂流」を喚起する名を持つ船、「アラート号」が出港する第 30章
以降からボストン到着までの後半部は、どのような特徴を持っているのだろう

か。前半部と同じく、後半部でも日時が意識されており、それによって、限定

的ではあるものの “authorship” が確保されていると言える。一方で、後半部は、

それが「漂流」を特徴としているという点で、前半部とは差異化される。また、

後半部において、語り手の「私」は、ナチュラル・ヒストリーの観点を示唆しつつ、

同時に、その問題点を指摘している。その際、語り手の「私」は、「アラート号」

に乗船していたナチュラリスト、トマス・ナトールを「観察する」のである。13

13 ナトールは、1841年、自らの探検の成果をまとめて、Descriptions of New Species 
and Genera of Plants in the Natural Order of the Compositæ, Collected in a Tour across the 
Continent to the Pacifi c, a Residence in Oregon, and a Visit to the Sandwich Islands and Upper 
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　アラート号が出港する第 30章では、ナトールが、 初で 後の「船客」とし

て、ボストンまで同行することになる。しかし、語り手の「私」は、ナトール

とその研究分野をあらかじめ強調しておきながら、この章以降、アラート号が

ホーン岬を通過するまで彼に言及してはいない。14  「私」がナトールに言及す

るのは、アラート号がホーン岬を通過した後のことだ。ナトールは、ホーン岬

の通過後に見えてきた「島」に着岸し、前人未到の「場所」を調査したいと考える。

その時の彼は、「蝶」のようにして飛び出してきて「鳥」のように飛び回ったよ

うである。15  これらの「蝶」や「鳥」といった言葉は、語り手の「私」が、陸地や

その生物にしか反応を示さないナトールに批判的である可能性を示唆する。そ

うであるからこそ、彼は「自らの殻に引き篭もった」人物像とされているのだ

ろう。彼の専門である「鳥類学」という分野は、それが特化し過ぎているが故に、

狭さを併せ持ってしまっている可能性が指摘されている。

　もちろん、語り手の「私」にもナチュラリストの観点が認められはするが、

それはナトールへの揶揄によって相殺されている。『帆船航海記』におけるホー

ン岬は、ある種の中間的な領域として、普遍の「法」と具体的な事例の対立の

中で、ナチュラリストらが限りなく細分化・特化に傾いていったことの問題を

提起する場なのである。さらに、2部構造のいずれにも登場するホーン岬は、

それ以上の意味を帯びている。

　前半部におけるホーン岬周辺の様子は、天候状況と「鯨やシャチ」といった

海洋生物への言及とともに伝えられる一方で、後半部における「私」は、天候

状況と「氷山」へと興味を惹きつけられている。前半部でのホーン岬周辺の様

California, during the Years 1834 and 1835を発表している。

14 “This passenger―the first and only one we had had, except to go from port to port, on 
the coast, was no one else than a gentleman whom I had known in my better days; and the last 
person I should have expected to have seen on the coast of California―Professor N[uttall], of 
Cambridge. I had left him quietly seated in the chair of Botany and Ornithology, in Harvard 
University. . .” (368).
15 “Mr. N[uttall], the passenger, who had kept in his shell for nearly a month, and hardly been 
seen by anybody, and who we had almost forgotten was on board, came out like a butterfl y, and 
was hopping round as bright as a bird” (416).
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子については「イリュージョン」という言葉が用いられている。そこでの「私」

は、「鯨やシャチ」の姿を確認できてはおらず、それらの「息遣い」から逆算して、

その存在を想定しているのみである。16  つまり、鯨やシャチは、そのいずれ

とも特定されておらず、また、それらが存在しているのかどうかという保証も

ない。彼が目撃したのかもしれない 1匹目の鯨かシャチは、あくまで「霧の向

こうに見つけられた、と私がほぼ思い込む」ものに留まっている。

　他方、後半部におけるホーン岬周辺についてはどうか、と言えば、そこでは「氷

山」が、語り手の「私」の注意を惹いている。17  その巨大さ、均整を欠いた美し

さ、それがもたらす恐怖感といった理由から、氷山のうちには「真の崇高さ」（true 

sublimity）を認められている。こうした「私」の言葉は、明確にロマンティック

な文学観に基づいている。ここでは、氷山の様子をありのままに描写すること

は要求されておらず、むしろ、その不可能性が示唆されていると言える。ナトー

ルが気にも留めていないように、ナチュラリストからすれば、「氷山」は、そこ

に何らかの価値が認められないものである。

　ナチュラリストが、現象世界における、何らかの自然物を観察したり、その

情報を収集したりするだけの価値があるのかどうかを決定する際には、たとえ

ば、植物学や鳥類学に詳しいナトールの場合であれば、それぞれの特化した科

学分野の理論に自然物（すなわち、植物や鳥類）を中心に取り扱わざるを得ない。

19世紀中葉までに、ナチュラル・ヒストリーが細分化と特化によって諸科学

分野として登場していたとすれば、尚更だろう。ナチュラル・ヒストリーは、

個別例の集積によって普遍法則を導き出そうとしながらも、その体系化におい

ては個別化が進んでいる。これに対して、『帆船航海記』の「私」は、ナチュラ

リストであろうとしながらも、意図的に、その死角となりうる自然物に着目す

る。特に、後半部の「氷山」は、見方によっては、単なる巨大な氷塊に過ぎな

16 “I stood leaning over the bulwarks, listening to the slow breathings of the mighty creatures
―now one breaking the water just alongside, whose black body I almost fancied that I could see 
through the fog; and again another, which I could just hear in the distance” (69).
17 “But no description can give any idea of strangeness, splendor, and, really, the sublimity, of 
the sight” (388).
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いので、それ自体に何らかの価値を見出すことは難しいだろう。語り手の「私」

は、ナチュラリストらの観点を特権化せずに、そこから抜け落ちてしまってい

るロマンティックなものの見方から、「氷山」に価値を見出すとともに、想像あ

るいは空想を交えつつ、それを呈示するのだ。

「事実」とされないものの「事実認定」

　『帆船航海記』の前半部と後半部におけるホーン岬では、主にナチュラル・

ヒストリーの「法」に関わる問題点が指摘されているだけではない。法学的な

意味での「法」はどのように議論されているのだろうか。それについて検討す

るために、法学的な「法」が強く意識されている第 6章を取り上げたい。

　“Monday, Nov. 19th. This was a black day in our calendar” （76）という言葉とと

もに始まる第 6章は、他のほとんどの章と同じく、ログブックの体裁をとって

はいる。しかし、その日付とその日に起こった出来事とは必ずしも一致してい

ない。この章では、ピルグリム号の帆柱から転落したジョージ・ボルマーなる

人物が、泳法を知らず、またその着衣の重さがあったために、「おそらくすぐ

に沈んでしまった」というエピソードが紹介されるが、彼の死は 11月 9日以

前のことだと言えるからだ。さらに、ボルマーの「死」を皮切りに、海上での「死」

そのものを再定義するための方法が模索されてくため、時間の経過が分かりづ

らくなっている。ごく単純に言えば、第 6章は、日付が表しうる「事実性」を

問うものなのである。それと同時に、目に見えないものをいかにして語ること

ができるか、という可能性が追求されている。

　語り手の「私」は、陸地と海を対比させ、海上における「死」はそれほど厳粛

ではないとする。18  その理由として、陸地・戦地における遺体が、「オブジェ

クト」として、目に見える「リアルな証拠」となりうる一方で、海では遺体が確

認されない可能性があることを挙げている。語り手の「私」によれば、「空白」

18 “Death is at all times solemn, but never so much so as at sea” (77).
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しか、すでに無くなってしまったものとしてのボルマーの遺体を指し示せな

い。19  さらに、死んだ船員の遺留品は、「便宜的に確立された法や普遍的な慣習」

に則って、すぐに船上にてオークションにかけられるなどされるため、全く残

らないのである。20

　ボルマーの死に特徴的なのは、その死が、何らかの明証性や事実性を保証し

てはいないという点だ。現象世界における「個別の事実」を理論化する際には、

語り手の「私」の言葉を借りるならば、「リアルな証拠」が目の前にあることが

好ましいはずである。けれども、ボルマーの死の場合、遺体という「オブジェ

クト」が不在であるために、理論化のプロセスはうまく機能し得ない。「法や慣

習」は、船員の死後の手続きのガイダンスとみなされてはいるが、それらはボ

ルマーの「死」そのものに言及していないのである。

　だが、語り手の「私」は、自らが確認できなかったボルマーの死を、そのま

まやり過ごしてはいない。「私」は、大抵の場合にそうであるように、ボルマー

についても、彼の死後に多くの物語が船上で語られたとする。その上で「私」は、

ボルマーのことを慕っていたという、ピルグリム号の料理人の少年とのやり取

りを紹介する。迷信深いその少年は、フィンランド人を風や嵐を操る力をもつ

ほどの「魔法使い」だと信じ込んでおり、ボルマーの死がフィンランド人の仕

業ではないかと疑っている。21

　ここで重要なことは、語り手の「私」が、料理人の少年の考えを単なる迷信

として退けるのではなく、むしろ、その彼の言葉に疑念を抱きながらも、「直

接的な経験」による彼の考えに耳を傾けている点である。それのみならず、こ

19 “A man is shot down by your side in battle, and the mangled body remains an object, and 
a real evidence; but at sea, the man is near you―at your side―you hear his voice, and in an 
instant he is gone, and nothing but a vacancy shows his loss” (77).
20 “The jackets and trowsers in which we had seen him dressed but a few days before, were 
exposed and bid off while the life was hardly out of his body, and his chest was taken aft and 
used as a storechest, so that there was nothing left which could be called his” (79).
21 “I. . . found that he was fully possessed with the notion that Fins are wizards, and especially 
have power over winds and storms. I tried to reason with him about it, but he had the best of all 
arguments, that from experience, at hand, and was not to be moved” (80).
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の少年が自分の話の正しさを裏付けるために連れてきた「船内において 年長

であると同時に、もっとも無知な男」であるジョンという人物の経験談にも、

「私」は同様の対応をしている。結果として、後からやって来たジョンが料理

人の少年の側についたため、「私」は不利な状況に置かれてしまう。もちろん、

「私」は、自分よりも船旅の経験を重ねてきた彼らの「事実」を耳にしても、フィ

ンランド人が魔法使いであるという結論に至ってはいない。とは言っても、彼

は、「迷信深く、無知な」船乗りたちを見下しもしない。

　この第 6章は、語り手の「私」がハーバード大学の法学部に通っていた可能

性を示唆する、料理人の少年のコメントとともに終わる。22  少年の言葉は、「私」

が、「平水夫」であり「法律家になる人物」でもあることを暗示するものである

と同時に、後者が依拠する「法」の枠組みの有効性を問うものだと解釈できる。

すでに指摘したように、「法」の枠組みによっては、ボルマーの死そのものを説

明することは難しい。しかし、「法」という理論で対処できない彼の死を、それ

とは無縁の「ランダムな事実」として認定することが可能かと言えば、必ずし

もそうではない。そもそも、「私」自身が、彼の死を目の前で確認したのではな

いからである。「おそらくすぐに沈んでしまった」という言葉が示唆するように、

語り手の「私」は、「ボルマーの死」という事実を、事後的にしか確認できてい

ないのである。

　しかし、「迷信深く、無知な」人物らが依拠している枠組みによっても、ボル

マーの死は説明されない。その場合であっても、事実の理論化のプロセスにお

ける「経験」という問題が出てくるだろう。少年やジョンの「経験談」を傾聴し

つつも、語り手の「私」は、 後まで彼らの話に疑念を持っている。いくら経

験を積み重ねたと言っても、経験そのものが当人以外には反復不可能であると

いう点で、その人物が経験した事柄が「事実」なのかどうかは確かめようが無

いからである。また、経験に基づく何らかの理論が事実性を帯びているという

22 “‘Oh,’ says he, ‘go ’way! You think, ’cause you been to college, you know better than 
anybody. You know better than them as ’as seen it with their own eyes. You wait till you’ve been 
to sea as long I have, and you’ll know’” (81).
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保証もない。それでも、「私」が「迷信深く、無知な」人々の枠組みを紹介する

のは、普遍的な体系化を目標とする「法」という枠組みの代替となりうるもの

を提示するためだと言える。そうでなければ、より主観的と言えるジョンや少

年の枠組みと、客観的とされる「法」の枠組みのいずれもが、「事実認定」には

要求されるのだと言える。語り手の「私」は客観と主観を交えながら「事実」を

拾い上げているのである。

結論

　従来、『帆船航海記』は、その初版の終章の冒頭における「私」の言葉、そこ

で展開される海事法についての議論、さらにデイナ Jr. 自身の経歴などの理由

が相まって、「事実」に基づくテクストとして扱われる傾向にあった。19世紀

中葉において、「航海記」にその “authorship” が認められる必要があったことは、

すでに述べた通りである。『帆船航海記』における「作者」は、いわゆる「事実」

を「事実」として呈示するためではなく、むしろ、「事実認定」のプロセスが孕

む問題を明らかにしつつ、それとは差異化される「事実に基づく語り」のため

に機能している。そして、そこで生み出される「事実」を、いわゆる「事実」に

見せかけるために、デイナ Jr. 自身の出自を暗示するコメントが挿入されてい

たり、2部構成が採用されていたり、序章や終章の枠組みが付与されていたり

するのである。もちろん、トマス・フィルブリックが『帆船航海記』について

述べている「事実」を踏まえると、本稿で「事実性に基づいている」かのように

指摘してきた事柄の「事実性」も問われざるを得ない。デイナ Jr. が航海中に記

したログブックが失われてしまっているからだ。23

23 “Upon embarking in the Pilgrim, he began to record the major events of the voyage in a 
notebook, expanding its brief entries into a full narrative in a journal form whenever opportunity 
offered. But that extensive journal, along with other memorabilia of the voyage, was lost when 
Dana’s sea chest disappeared at the dockside in Boston upon his return in 1836” (17).
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