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Romantics

１８２０−１８６５年当時のアメリカ

• 物質主義的になり金銀が支配する世界。

• 人々の趣味は低俗化

• 形式的な道徳観、パッションの失せた、俗悪
な状況＝＞人間存在の空虚感

• 南北戦争前の30年間

– アメリカが繁栄と進歩に酔いしれ、自信に満ちて
未来へ向かっていた時代

ロマンティシズムRomanticismの時代

• 個人の情念、感情、経験をもとに想像力で作
り上げた虚構の世界

• その理想的世界を追求することで現実性を乗
り越える。

• 目の前に存在しないものを描き（外国や過
去）現実逃避となることも

Edgar Allan Poe 1809-49

• ヨーロッパ文学に影響を与えた、アメリカ初の
独創的文学者

• 想像力と知性を天才的才能で融合し、独自の
世界を作った。

• アメリカでは彼の詩を理解できるほど、知的
水準が高くなかったので、まずヨーロッパで評
価された。

ポーの独自性

• 南部貴族主義的文化の中で成長し、美的セ
ンスを持っていた。

＝＞ニューイングランドの道徳主義

ニューヨークの世俗的現実主義とは異な
る面
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探偵小説の創始者

トリックを開発

• 密室殺人、

• 動物犯人、

• 暗号解読、

• 探偵＝犯人、

• 盲点利用

「詩の原理」 The Poetic Principle
１８４８−４９年

• ＊「長い詩は存在しないと私は信じる。」

– 詩は「魂を高揚させることによって興奮をもたらす」ところ
に価値がある。

• ＊教訓性の否定。詩は詩それ自体に価値がある。

– 「天上の美」the beauty above＝永遠にのみ属する要素
を持つ美しさを実現する

• ＊詩は音楽と結びつき、言葉は霊妙な美を見出す。

– meter, rhyme, rhythmを利用すべき。

• 詩＝The Rhythmical Creation of Beauty、
詩はイマジネーションを解放することで、意識
的にクリエイトするものと考えた。

• メランコリーの雰囲気を帯びた美

＝至上の美Supernal loveliness

アッシャー家の崩壊、1839 
The Fall of the House of Usher

• ある秋の日の夕暮れ、
語り手が馬に乗って行
くうち、忽然(こつぜん)
と朽ちかけたゴシック風
の建物が見えてくる。
長年続いた旧家の末裔
(まつえい)ロデリック・

アッシャーとマデライン
兄妹が住む屋敷である。

• 語り手はロデリックの旧友で、そこに招かれ
ていたのだ。数日滞在するうち、語り手はマ
デラインが死んだと告げられ、遺骸を地下牢
に安置するのを手伝う。だが、ある嵐の晩、マ
デラインは息を吹き返し、白い経帷子(きょう
かたびら)を血で染めた姿で兄を訪れ、2人は
折り重なって死ぬ。すると屋敷もまた崩れ落
ち、黒い沼にのみ込まれて姿を消す。現実と
幻想の交錯する怪奇小説。

アッシャー家とロデリックと語り手
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Roderick Usher , Artistic mind 
concerning with unconsciousness

• It was thus that he spoke of the object of my 
visit, of his earnest desire to see me, and of the 
solace he expected me to afford him. He entered, 
at some length, into what he conceived to be the 
nature of his malady（病気）. It was, he said, a 
constitutional and a family evil, and one for 
which he despaired to find a remedy—a mere 
nervous affection, he immediately added, which 
would undoubtedly soon pass off. It displayed 
itself in a host of unnatural sensations. 

Rodelick Usher 2
• Some of these, as he detailed them, interested and 

bewildered me; although, perhaps, the terms and the 
general manner of the narration had their weight. He 
suffered much from a morbid acuteness of the senses.
（病的に鋭い五感） The most insipid food was alone 
endurable; he could wear only garments of certain 
texture; the odors of all flowers were oppressive; his 
eyes were tortured by even a faint light; and there were 
but peculiar sounds, and these from stringed instruments, 
which did not inspire him with horror.

Rodelick Usherの気質

• Depending on reason too far 
=>paranoiac(偏執狂）

• Abnormal acute mind on every minute 
things around 

• Always pensive（物思いにふける）

• =>unhealthy mind

マデラインの埋葬 Madeline 
• The disease of the lady Madeline had long 

baffled（困らせる） the skill of her physicians. A 
settled apathy（無気力症）, a gradual wasting 
away of the person, and frequent although 
transient affections of a partially cataleptical （強
硬症）character, were the unusual diagnosis. 
Hitherto she had steadily borne up against the 
pressure of her malady, and had not betaken 
herself finally to bed; but on the closing in of the 
evening of my arrival at the house, she 
succumbed
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Madeline 2

• (as her brother told me at night with 
inexpressible agitation) to the prostrating 
（なぎ倒す）power of the destroyer; and I 
learned that the glimpse I had obtained of 
her person would thus probably be the last 
I should obtain—that the lady, at least 
while living, would be seen by me no more. 

Madeline 
as anima (魂） of Roderick

• Roderick’s mind disorder deepens to 
reach pure abstract ideas

• No good relation with his anima = 
Madeline

• Madeline =his anima getting nearer to 
death

Roderick: Split between male and 
feminine principles

• Male principle = patriarchy(家父長制）
家父長としての、理性中心、意識

• Feminine principle = matriarchy（女家長制）
– 絵画、芸術は情念、非論理、無意識

– Animus(男性原理） & Anima（女性原理）

Synthesize consciousness（男性性）
and unconsciousness（女性性）

• 物質と精神、外的世界と内的世界の交流

• （男女の合体、Roderick & Madeline)

• Roderickは、

• 魂が物質に浸透するような秘儀的知識（女性
原理）を獲得したい

• 神秘的な力が物質的になりすぎた現実世界
に必要だと感じている

この物語の背景には、Gnosis (一種
の神秘主義）思想の影響があった

• キリスト教内の異端

• 物質界に閉じこめられた人間は、霊的認識
(gnosis)によって解脱し、精神界に到達可能

• 究極的知識＝賢者の石(philosopher’s 
stone：錬金術で卑金属を貴金属に変える時
に必要だとした触媒)を得るために、物質、魂
という対立物の融合が必要と考えられた

マデラインの蘇りとロデリックとの合体
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Androgynous
• 古代の最初の人間は、頭が二つに
手足が四本づつあって、今の人間
二人が背中合わせにくっついたような
形で、丸いからだをしていた。
男と男がくっついたもの、女と女、
そして男と女の組み合わせの、三種類の
人間があった。
この男と女が一体となっていた人間のことを、
アンドロギュノスという。

これらの最初の人間たちは、神も恐れぬ不遜な
態度だったので、大神ゼウスによってそのからだを
二つに裂かれてしまいました。それ以来、人間
たちは、かつての分身を求め合って恋をする
のだといわれている。男と女が求め合うのは、
もともと一つのからだに男女両性をそなえていたから

The last of the story
（marriage of sun and moon)

• From that chamber, and from that mansion, I fled aghast. 
The storm was still abroad in all its wrath as I found 
myself crossing the old causeway. Suddenly there shot 
along the path a wild light, and I turned to see whence a 
gleam so unusual could have issued; for the vast house 
and its shadows were alone behind me. The radiance 
was that of the full, setting, and blood-red moon, which 
now shone vividly through that once barely discernible 
fissure（目に見えるような裂け目）, of which I have before 
spoken as extending from the roof of the building, in a 
zigzag direction, to the base. 

The Last of the Story 2

• While I gazed, this fissure rapidly widened—
there came a fierce breath of the whirlwind—the 
entire orb of the satellite burst at once upon my 
sight—my brain reeled as I saw the mighty walls 
rushing asunder—there was a long tumultuous 
shouting sound like the voice of a thousand 
waters—and the deep and dark tarn （小さな池）
at my feet closed sullenly and silently over the 
fragments of the “House of Usher.” 

今日の物語を読み解きましょう

• 『アッシャー家の崩壊』のアッシャーとマデライ
ンの関係は兄妹以上でした。二人が一つにな
ることと、その結果二人が死んでしまうのはな
ぜだと思いますか？

• まず、二人が死んでしまった訳を自分なりに
解釈した意見を書きましょう。

• そして、それを本日学んだことを利用しながら
証明しましょう。


