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従順なエルフと抵抗するゴブリン
「ハリー･ポッター」シリーズの魔法種族における価値の逆転

菱 田 信 彦

は じ め に

本論は J･K･ローリングの「ハリー･ポッター」シリーズに登場する魔法種族、エルフ

(elf)とゴブリン(goblin)の描写を比較しつつ分析し、作者がこれらの種族を通して何を表

現しようとしているのかを考察することを目的とする。この二種族は、外見的には共通す

るところもあるが、さまざまな点で対比的に描かれている。どちらも身長は 2～3 フィー

トだと思われ、ゴブリンの方がやや大きいが、人間よりはかなり小さく、頭が不釣り合い

に大きい。エルフたちは「ハウスエルフ」(house-elf)として魔法使いの一族に仕え、多く

は主人に対する強い忠誠心と役に立ちたいという欲求を抱いている。一方ゴブリンたちは

「グリンゴッツ」(Gringotts)という銀行を経営しており、魔法世界の経済にとって不可欠

の存在だが、けっして魔法使いに仕えず、むしろ彼らに敵意を抱いている。ローリングは

このようなキャラクター造形にあたって、伝承文学や先行するファンタジー作品のイメー

ジをとり込みつつ、それらを微妙にずらしているように思われる。その点に注目しつつ考

察を進めたい。

1. 先行作品におけるエルフとゴブリンの表象

エルフは非常に印象的な形で作品に登場する。『ハリー･ポッターと秘密の部屋』(Harry

Potter and the Chamber of Secrets)の第 2 章で、ハウスエルフのドビーがホグワーツ魔法

魔術学校へ戻らないようにとハリーに警告に来る。ドビーはコウモリのような耳とテニス

ボール大の緑の目をもつ小柄な生き物である。彼はこの場面で自分の境遇についてハリー

に次のように語っている。

“Dobby had to punish himself, sir,”said the elf, who had gone slightly cross-

eyed.“Dobby almost spoke ill of his family, sir. . . . ”

“Your family?”

“The wizard family Dobby serves, sir. . . Dobby is a house-elf―bound to serve

one house and one family for ever. . . . ”(Chamber 16)

ここでドビーは、自分がある魔法使いの一族に生涯仕えねばならない境遇にあること、ま
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た主人の意に沿わぬことをした場合は自分を罰するよう強いられていることについて述べ

ている。ドビーはたいへん魅力的なキャラクターだが、われわれは彼が「エルフ」と呼ば

れることにどこか違和感を覚える。それは、われわれが古典的なファンタジー作品から思

い描くエルフのイメージと、ドビーのそれが大きく異なっているからだ。

英語圏のファンタジーにおける「エルフ」のイメージ形成に関して、J･R･R･トールキ

ンの作品が果たした役割の大きさを否定する人は少ないだろう。『指輪物語』の第二部

『二つの塔』(The Two Towers)において、モルドールに近いイシリエンの野に分け入った

フロドとサムは、イシリエンを警護するゴンドールの兵士に見つかってしまう。ホビット

たちを見た兵士たちは、彼らが何者なのかはかりかね、次のように言葉をかわす。

‘Not Orcs,’ said another, releasing the hilt of his sword, which he had seized

when he saw the glitter of Sting in Frodo’s hand.

‘Elves?’ said a third, doubtfully.

‘Nay! Not Elves,’ said the fourth, the tallest, and as it appeared the chief among

them.‘Elves do not walk in Ithilien in these days. And Elves are wondrous fair to look

upon, or so ’tis said.’

‘Meaning we’re not, I take you,’ said Sam. (Towers 330)

このように『指輪物語』では、エルフはまず美しい者として想起される。彼らのイメージ

カラーはグロールフィンデルの白馬やガラドリエルの衣装に象徴されるように白であり、

彼らはまた、過ちを犯すことはあるにせよ、本質的には善なる存在として描かれる。

エルフと対比されるのが上の引用でも言及されているオーク(orc)である。彼らは『指

輪物語』の前作である『ホビットの冒険』(The Hobbit)ではゴブリン(goblin)と呼ばれて

いる。トールキンはオークの造形についてジョージ･マクドナルドの『お姫さまとゴブリ

ン』(The Princess and the Goblin)の影響を受けたと認めており、ある手紙に次のように記

している。

Orcs (the word is as far as I am concerned actually derived from Old English orc

‘demon’, but only because of its phonetic suitability) are nowhere clearly stated to be

of any particular origin . . . They are not based on direct experience of mine; but owe, I

suppose, a good deal to the goblin tradition (goblin is used as a translation in The

Hobbit, where orc only occurs once, I think), especially as it appears in George

MacDonald, except for the soft feet which I never believed in. (Letters 177-78)

ここでトールキンは、「オーク」という名は古英語で「悪魔」を表す“orc”からとったもの

だが、それは音の響きで選んだにすぎず、オークの造形は伝統的なゴブリンのイメージ、

とくにマクドナルド作品のそれに負うところが大きいと述べている。また、『ホビットの

従順なエルフと抵抗するゴブリン
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冒険』では現代英語におけるオークの「訳語」として「ゴブリン」を採用したとも述べら

れている(オークという名は、第 7 章でガンダルフが闇の森周辺の地勢について語る際、

ゴブリンの別称として一度言及されるだけである)(Hobbit 161)。それに対して『指輪物

語』では「本来の」名称であるオークが使われているのである。トールキンの作品におけ

るオークの描写にイギリス伝承文学のゴブリンのイメージが深く影響していることがうか

がえる。

『ホビットの冒険』に描かれるゴブリンたちは“ugly-looking”(Hobbit 71)で、がに股で

足が扁平である。また彼らの性質は次のように描写される。

Now goblins are cruel, wicked, and bad-hearted. They make no beautiful things, but

they make many clever ones. They can tunnel and mine as well as any but the most

skilled dwarves, when they take the trouble, though they are usually untidy and dirty.

(Hobbit 73-74)

このようにゴブリンは本質的に残酷で邪悪であり、他の者たちを苦しめることを好む。ま

た彼らは手先は器用だが、美しいものを作ることに関心がなく、だらしなく不潔な生活を

送っている。

トールキンのこのようなゴブリンの描写は、基本的にマクドナルドのそれと一致してい

る。『お姫さまとゴブリン』の第 1 章には次のような記述がある。

And as they grew misshapen in body they had grown in knowledge and cleverness,

and now were able to do things no mortal could see the possibility of. But as they grew

in cunning, they grew in mischief and their great delight was in every way they could

think of to annoy the people who lived in the open-air storey above them. (Goblin 4-5)

マクドナルドが描くゴブリンもやはり醜く、ずる賢くて知識と技術をそなえ、人間を苦し

めることに喜びを見いだしている。その一方、マクドナルド作品にはエルフという語がほ

とんど出てこない。『北風のうしろの国』(At the Back of the North Wind)の第 23 章に出て

くる詩の中で鳥のヒナが“the greedy elf”(North Wind 202)と形容されるが、この“elf”は

「チビ」というような意味の一般名詞で、妖精の種族の名ではない。マクドナルドのファ

ンタジーには妖精族としてのエルフは登場しないのである。

トールキン作品のゴブリンは、エルフと明確に対比される存在として描かれる。『ホ

ビット』の第 8 章でビルボたちが闇の森のエルフたちといさかいを起こす場面では“Still

elves they were and remain, and that is Good People.”(Hobbit 194)、つまり「それでも彼

らはエルフであり、すなわち良い種族なのだ」という記述がある。こうしたエルフとゴブ

リンの二項対立的なイメージ形成は、マクドナルド作品にも存在せず、ほぼトールキンの

創作によるものだと言って差支えないように思われる。伝承文学においてこの両者にはそ

従順なエルフと抵抗するゴブリン
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れほど決定的な違いはない。『民話と神話の世界における妖精族の事典』で、テレサ･ベイ

ンはこの二種族をそれぞれ次のように定義している(抜粋)。

【elf】

In England the elves are divided into two distinct classes: domestic and rural.

Domestic elves are a type of household spirit and live symbiotically with mankind on

their farms and in their homes, such as BROWNIES and HOBGOBLINS do. Rural elves live

in the caverns, fields, mountains and wilderness. (Bane 122)

【goblin】

Originally the word goblin was simply a general term for any of the grotesque, small

but friendly BROWNIE-like creatures among the fay. It later evolved to cover the sub-

terrain species as well. Again the word changed and goblin now encompassed any

fairy with an injurious and malicious intent, such as the KNOCKER KOBOLD, PHOOKAS,

SPRIGGAN, TROLL, and TROW. Goblin, in this context are seldom welcomed by its own

kind and disliked by humans. (Bane 163)

注目したいのは、エルフとゴブリンの定義にいずれも「ブラウニー」(brownie)という語

が使われていることだ。ブラウニーとは、人々の身近に暮らしてときに仕事を手伝ったり

ときにいたずらしたりする身長 3 フィートほどの妖精のことで、“house brownie”(家付き

妖精)という表現もある(Bane 66-67)。おそらく、エルフもゴブリンももともとはこのよ

うな小型の妖精の呼称だったのが、時代が下るにつれ、より人間に好意的で役に立つ妖精

をエルフ、人間に敵意を抱いて悪さをするものをゴブリンと呼ぶ傾向が生じたのだろう。

そしてトールキンはその傾向を極端に推し進め、美しく善良で天使のごときエルフと、醜

く残虐な悪魔のごときゴブリンのイメージを完成させたのだと考えられる。

こう考えていくと、「ハリー･ポッター」シリーズにおけるエルフとゴブリンの設定が奇

妙に「ねじれ」たものであることが見えてくる。エルフたちは上述の“house brownie”と

いう表現と“house-elf”の類似性や、人間の役に立ちたいと願うその性質から、ブラウニー

のイメージを引き継いでいることがうかがえる。一方、グリンゴッツ銀行を経営するゴブ

リンはやはり人間の生活と密接に結びついているが、彼らはけっして人間に仕えず、魔法

使いたちに対してあくなき敵愾心を抱いている。第 7 巻『ハリー･ポッターと死の秘宝』

(Harry Potter and the Deathly Hallows)で、ハリーから協力を要請されたゴブリンのグ

リップフックは、ハリーに次のようにうったえる。

As the Dark Load becomes ever more powerful, your race is set still more firmly

above mine! Gringotts falls under wizarding rule, house-elves are slaughtered, and

who amongst the wand-carriers protests? (Hallows 395)

従順なエルフと抵抗するゴブリン
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グリップフックは、魔法使いがゴブリンたちの上に立つこと、そしてグリンゴッツ銀行が

魔法使いの支配下に置かれることをけっして肯んじえない。彼はそのためにハリーに対し

てしばしば反抗的な態度をとり、彼を信用せず、最後には彼を出し抜いてグリフィンドー

ルの剣を奪って逃げる。グリップフックのこのような姿勢は、伝統的なゴブリンのイメー

ジに合致しているように思われる。

しかしここでわれわれは奇妙なことに気づく。グリップフックのハリーに対する協力

は、グリフィンドールの剣をゴブリンの手に取り戻したいという動機に裏づけられたもの

であるとはいえ、ヴォルデモートに勝利するための決定的な手段のひとつをハリーに与え

る。それに対してハリーにつねに忠誠を尽くすハウスエルフのドビーは、同じ巻でマル

フォイ家に捕らわれたハリーたちを助けに来るが、戦局を大きく左右するとまではいえな

い。人間の役に立ちたいという願いから行動するエルフよりも、人間への敵愾心と自立心

にもとづいて動くゴブリンの方が、最終的には戦いにおいてより大きな役割を果たす。こ

こには、『指輪物語』のような古典的ファンタジー作品におけるエルフとゴブリンのイ

メージをずらし、覆そうというローリングの意図が明らかに見てとれる。

2. 魔法種族のもつ社会的･政治的イメージ

エルフやゴブリンなど、魔法使い以外の魔法種族の表象におけるローリングの社会的･

政治的メッセージについて、近年さまざまな論考が発表されている。ブリッカン･ケアリ

ーは、ハウスエルフを黒人奴隷の表象として解釈し、ハーマイオニーによるハウスエルフ

解放運動は、18 世紀から 19 世紀にかけての奴隷制廃止運動のイメージで描かれていると

論ずる。その上で彼は、ハーマイオニーの運動が巻を追うごとに先細りになり、ハリーも

自分の「所有物」となったクリーチャーを解放しないことを指摘し、次のように述べてい

る。

At Hermione’s prompt, and in much the same way as some eighteenth-century slave

owners, Harry decides to treat Kreacher with more respect, although he falls short of

the final act of emancipation. Unlike Dobby, Kreacher is his own property. Harry

seems more willing to emancipate other people’s slaves than his own. (Carey 169)

ドビーもクリーチャーもハリーのために戦いに加わるが、ドビーはハリーの身代わりと

なって斃れ、クリーチャーは解放されない。ケアリーはこれを、解放や地位向上を求めて

従軍しつつも報われることのなかった人種的少数者の姿になぞらえ、ローリングは人種問

題に読者の関心を向けつつ、現実としてのこの問題の複雑さ、困難さも伝えようとしてい

るのだと論じている。

ジゼル･リザ･アナトールは、つり上がった黒い目、浅黒い肌といった描写から、ゴブリ

従順なエルフと抵抗するゴブリン
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ンをオリエント的他者として解釈している。彼女はゴブリンの「脅威」への魔法使いたち

の不安を、アジア人の進出を脅威ととらえる欧米人の意識の投影と見て、ゴブリンの描写

を 19 世紀のアメリカ合衆国における「黄禍」にまつわる言説と比較している。

A parallel can easily be drawn to Western fears of Asian takeovers, especially in the

United States. Wu cites Jack London, author of The Call of the Wild and White Fang,

as crucial to perpetuating notions of the“yellow peril”in the nineteenth century: one

of his essays warned of“the‘menace’to the Western world from‘millions of yellow

men’(Chinese) under the management of‘the little brown man’ (Japanese).”(Anatol

121)

手先の器用さや美術工芸品への執着など、ゴブリンにはたしかに(日本人を含め)アジア系

の人々を想起させるところがある。この論文中では考察されていないが、作品中で何度か

言及される“the Goblin Rebellions”は「インド大反乱」(Indian Rebellion, 1857)を思わせる

ので、インド人をも含めて考えてもいいかもしれない。

巨人やケンタウロス、人狼なども含めて、「ハリー･ポッター」シリーズに登場するさま

ざまな魔法種族を、ヨーロッパ系の人々の目から見た「人種的他者」の表象として読むこ

とは非常に示唆的だ。従順で忠実なエルフをアフリカ系、より反抗的で金融や手工芸にた

けたゴブリンをアジア系の人々ととらえることも的を得ていると思う。しかし、これらの

解釈はともすればローリング作品のエルフやゴブリンのイメージを現実に存在する社会集

団にあてはめることに終始し、エルフとゴブリンがどのように物語に登場し、いかなる役

割を果たすか、またこの両者がどのように関わりあっているかということにまで考察が及

んでいないように思われる。ローリングの意図を明らかにするにはこれらの問題に踏み込

む必要がある。

3.「ゴブリン反乱」はいかに語られるか

グリップフックは、じつはドビーより先に作品に登場している。第 1 巻『ハリー･ポッ

ターと賢者の石』でハリーが初めてグリンゴッツ銀行を訪れたとき、彼を案内したゴブリ

ンがグリップフックなのである(Stone 57)。しかし彼の名はその後の第 2～6 巻において

一度も言及されないし、他のゴブリンが出てくる場合もその名は明らかにならない。ド

ビーをはじめとするハウスエルフたちが印象的なキャラクターとして登場して物語上も重

要な役割を果たすのに対し、ゴブリンの存在は、グリンゴッツ銀行の運営者などとしての

「公的」な役割は別として、作品の中でほとんど忘れられているようにさえ見える。

その一方、非常に目立たない形で、しかしくり返し提示される情報がある。それはゴブ

リンたちの「反乱」の歴史である。

従順なエルフと抵抗するゴブリン
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まず『賢者の石』の第 15 章で、ハリーたちが試験にそなえて“goblin rebellions”の年代

を暗記しているという記述がある(Stone 179)。これは「ゴブリン反乱」に関する記述の

初出だが、暗記すべき項目のひとつとして示されるだけで、その反乱がどのようなもの

だったかはまったく述べられない。次は、第 3 巻『ハリー･ポッターとアズカバンの囚人』

(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)の第 5 章で、ホグワーツの近くの村、ホグズ

ミードを訪れたハーマイオニーが“In Sites of Historical Sorcery it says the inn was the

headquarters for the 1612 goblin rebellion”(Prisoner 61)と述べる場面である。ここで、ゴ

ブリン反乱のひとつが 1612 年に起こったこと、しかもそれがホグワーツのすぐ近くで戦

われたことが判明する。

さらに第 4 巻『ハリー･ポッターと炎のゴブレット』(Harry Potter and the Goblet of

Fire)の第 14 章では、魔法史のビンス教授が“the Goblin Rebellions of the eighteenth

century”(Goblet 206)についてレポートを書くよう求める。これまでと異なり“the Goblin

Rebellions”と大文字表記になっているため、これがいわば“the Civil War”(清教徒革命)の

ような、魔法史上特筆すべき大事件であると分かる。

そして第 5 巻『ハリー･ポッターと不死鳥の騎士団』(Harry Potter and the Order of the

Phoenix)では、「OWL」の魔法史の試験に“In your opinion, did wand legislation contrib-

ute to, or lead to better control of, goblin riots of the eighteenth century?”(Order 639)とい

う問題が出る。この 18 世紀の“goblin riots”は上述の“the Goblin Rebellions”と同じものを

指していると考えられる。そしてその原因となったのは“wand legislation”つまり「杖の

規制」である。第 7 巻でグリップフックは「杖を持つ権利は魔法使いとゴブリンの間で長

年論争の種になってきた」(Hallows 395)と述べているので、これは、魔法使いがゴブリン

の支配を容易にするために彼らが杖を持つことを禁じたということだろうと見当がつく。

18 世紀の反乱はそれに抗議するゴブリンたちが起こしたものなのである。

このように、ほとんど気づかないほどさりげない魔法史の課題への言及によって、魔法

使いがゴブリンを支配し、服従させるために方策を講じてきたこと、そしてゴブリンたち

がそれに甘んじることなく、くり返し抵抗してきたことが少しずつ浮かび上がってくる。

そして第 7 巻でハリーたちがグリップフックと共闘せざるを得なくなったとき、この歴史

状況は一気に前景化される。

ここでハリーたちは、ヴォルデモートが自分の魂の欠片を封じ込めた「ホークラック

ス」(Horcrux)の一つを手に入れるため、それが保管されているグリンゴッツ銀行のレス

トレンジ家の金庫室に押し入ることを計画している。ハリーから「金庫破り」に協力する

よう要請されたグリップフックは、協力する代わりに本来ゴブリンのものである(と彼が

考える)グリフィンドールの剣を返してほしいと要求する。ハリー、ロン、ハーマイオ
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ニーは別室でその要求への対処について協議する。ゴブリンが魔法使いに虐げられてきた

ことを指摘するハーマイオニーに対し、ロンは次のように述べる。

‘Goblins aren’t exactly fluffy little bunnies, though, are they? ’ said Ron.‘They’ve

killed plenty of us. They’ve fought dirty too.’(Hallows 409)

ゴブリンの反乱は、けっして歴史の授業で習うから知っているというようなものではな

く、魔法使い側も多くの犠牲者を出してきており、彼らの社会においても深く記憶されて

いる。それは、魔法史にほとんど関心を示さないロンに上のような知識があること、また

彼がゴブリン反乱について過去形でなく現在完了形で語っていることから明らかだ。な

ぜ、単なる歴史上の事実ではなく、現代人にとってもなおリアルな問題である魔法使いと

ゴブリンの多年にわたる軋轢が、第 1～5 巻にかけて魔法史の授業や試験への言及を通し

てごくわずかずつ露呈するという、回りくどいやり方で示されねばならなかったのだろう

か。

4. ハウスエルフに「親切にする」ことの意味

エルフと魔法使いの関係は、さまざまな場面で詳細に描写されてはいるが、ある意味で

ゴブリンよりさらに曖昧で理解しづらい。その理由は主として、エルフたちが魔法使いの

支配に対する不満や抵抗の姿勢を示さないということにある。

ドビーは第 2 巻から登場しているが、ハウスエルフの問題が前景化されるのは第 4 巻

『炎のゴブレット』においてである。ハリーやロンとともにクィディッチの世界大会を観

戦に行ったハーマイオニーは、クラウチ家に仕えるハウスエルフのウインキーに会い、魔

法使いたちが彼女を人間扱いしないことに憤慨する。その後ホグワーツに戻った彼女は、

グリフィンドール寮の幽霊「ほとんど首なしニック」から、ホグワーツでも百人以上のハ

ウスエルフが働いていると聞かされて愕然とする。自分たちの学校生活がハウスエルフの

「奴隷労働」によって全面的に支えられていることを知ったハーマイオニーは、S.P.E.W.

(エルフ福利振興協会)を設立し、ハウスエルフの待遇改善や法的権利の向上を促進する運

動を開始する。

しかし彼女のこのような問題意識は魔法世界においてほとんど共感を呼ばない。S.P.E.

W. 設立の計画をハーマイオニーから聞いたロンは「あいつらは奴隷状態が気に入ってる

んだよ！」(Goblet 198)と叫ぶし、運動に加わってほしいと頼まれたハグリッドは次のよ

うに彼女に言い聞かせる。

‘It’d be doin’ ’em an unkindness, Hermione,’ he said gravely, threading a massive bone

needle with thick yellow yarn. ‘It’s in their nature ter look after humans, that’s what

they like, see? Yeh’d be makin’ ’em unhappy ter take away their work, an’ insultin’ ’em
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if yeh tried ter pay ’em.’ (Goblet 233)

ここでハグリッドは、人の世話をすることはエルフの天性であって、その仕事をやめさせ

るのはかえって不親切になるし、報酬を支払おうとすることは彼らにとって侮辱だと述べ

ている。そして、後にハーマイオニーたちがホグワーツの台所で働くエルフたちのもとを

訪れたとき、ハグリッドのこの意見はまったく正しいように思われる。ここではハーマイ

オニーとエルフたちの間に次のようなやりとりが交わされる。

‘Oh, for heaven’s sake!’ said Hermione angrily.‘Listen to me, all of you! You’ve

got just as much right as wizards to be unhappy! You’ve got the right to wages and

holidays and proper clothes, you don’t have to do everything you’re told̶look at

Dobby!’

‘Miss will please keep Dobby out of this,’ Dobby mumbled, looking scared. The

cheery smiles had vanished from the faces of the house-elves around the kitchen.

They were suddenly looking at Hermione as though she were mad and dangerous.

(Goblet 468)

エルフにも感情を顕わにしたり報酬を得たりする権利はあるし、言いつけられたことを何

でもしなければいけないわけではないのだ、と諭そうとするハーマイオニーを、エルフた

ちはまるで異常で危険な存在であるかのように見る。ゴブリン以上に魔法使いから虐げら

れていながら、そのことに対する憤懣や怨恨をまったく抱かない、あるいは抱きえないと

いうエルフの造形は、この作品におけるエルフの解釈をきわめて困難にしている。

しかしながら、このような性質が本当にエルフの「天性」なわけではないのは明らか

だ。それは第 6 巻以降に描かれるハリーとハウスエルフのクリーチャーの関係によく示さ

れている。ハリーは第 5 巻『不死鳥の騎士団』でクリーチャーと出会う。彼はハリーの名

付け親であるシリウスの実家、ブラック家に長年仕えてきた年老いたエルフである。ブ

ラック家は魔法世界の旧家で、その一族、とくにシリウスの母は魔法使いとしての血統の

「純血性」に深くこだわっていた。シリウスの母にずっと仕えてきたクリーチャーは、彼

女の価値観を内面化し、マグル(魔法が使えない一般人)の血を引く「純血」でない魔法使

いたちを侮蔑する。彼はまた、母親に背いて家を飛び出したシリウスを憎み、シリウスが

つれてきた(そしてマグル生まれの母をもつ)ハリーをも嫌っている。

ブラック家最後の跡取りであるシリウスが第 5 巻の終わりで他界したため、第 6 巻『ハ

リー･ポッターと混血のプリンス』(Harry Potter and the Half-Blood Prince)において、ハ

リーはブラック家の屋敷とクリーチャーを相続することになる。ダンブルドアは、クリー

チャーが間違いなくハリーに帰属しているか確認するため、彼に何か命令してみるようハ

リーにうながす。その場面は次のように描かれている。
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Kreacher’s voice had risen to a scream. Harry could think of nothing to say, except,

‘Kreacher, shut up!’

It looked for a moment as though Kreacher was going to choke. He grabbed his

throat, his mouth still working furiously, his eyes bulging. After a few seconds of

frantic gulping, he threw himself face forwards on to the carpet (Aunt Petunia

whimpered) and beat the floor with his hands and feet, giving himself over to a

violent, but entirely silent, tantrum. (Prince 55)

クリーチャーはハリーを軽蔑し、ハリーに仕えることを嫌がり、ハリーが下す命令に「抜

け道」を見つけて従わずにすまそうとつねに画策している。にもかかわらず、彼は「黙

れ」というハリーの直接的な命令にはけっして逆らうことができない。このことは、人間

に服従し、またそのことに喜びを感じるというエルフたちの「天性」が、魔法使いの術に

よってこの種族に植えつけられたものであることを如実に示している。

クリーチャーの主人となったハリーは、はじめのうち、シリウスの情報をヴォルデモー

ト側に流すことで彼の死の原因を作ったクリーチャーへの敵意を抑えきれない。しかしエ

ルフの福利向上を志すハーマイオニーの影響もあり、ハリーのクリーチャーへの態度は少

しずつ軟化していく。そして第 7 巻において、クリーチャーが若くして亡くなったシリウ

スの弟、レグルスに忠誠を尽くしていたことを知り、ハリーは初めて彼に共感を抱く。ハ

リーは、レグルスが持ち帰ったホークラックスを屋敷から盗み出した「騎士団」のメン

バー、マンダンガス･フレッチャーを捕えるようクリーチャーに命じようとするが、その

ときハーマイオニーは「親切に命令する」ことの大切さをハリーに語る。

Sirius was horrible to Kreacher, Harry, and it’s no good looking like that, you know it’s

true. Kreacher had been alone for a long time when Sirius came to live here, and he

was probably starving for a bit of affection. I’m sure“Miss Cissy”and“Miss Bella”

were perfectly lovely to Kreacher when he turned up, so he did them a favour and told

them everything they wanted to know. (Hallows 164)

クリーチャーが情報を流したヴォルデモート側の人間とは、上で言及されているシリウス

のいとこ、ナルシッサ(Miss Cissy)とベラトリックス(Miss Bella)である。ハーマイオ

ニーはここで、クリーチャーが彼女らに情報を渡したのは、シリウスが彼に横暴だったの

に対して彼女らが親切にしたからというそれだけの理由で、ヴォルデモート側であるかど

うかはクリーチャーにとってはどうでもよかったのだ、と指摘する。それを聞いたハリー

は、クリーチャーの心情を慮りつつ穏やかに命令しようと心がける。

‘Kreacher, I am going to ask you to do something, ’ said Harry. He glanced at

Hermione for assistance: he wanted to give the order kindly, but at the same time, he
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could not pretend that it was not an order. However, the change in his tone seemed to

have gained her approval: she smiled encouragingly. (Hallows 164)

クリーチャーは初めて素直にハリーの言うことをきき、命令に従う姿勢を示す。ハリーは

ふと思いついて、レグルスの遺品を彼への忠誠のあかしとしてクリーチャーに与える。ク

リーチャーは感激のあまり涙を流し、その後ハリーたちに対する彼の態度は一変する。彼

は身ぎれいにして家中を掃除し、腕を揮って彼らに美味しい食事を供するようになる。

このことは、虐げられていることへの憤懣をまったく抱かない、あるいは抱けないハウ

スエルフに、「親切にされる」ことへの欲求だけが与えられていることを意味する。ゴブ

リンが自分の権利が守られることや社会的地位が向上することを強く求めるのに対し、エ

ルフにはまったくそのような欲求がなく、求めるのは目の前の相手が親切な態度で接する

ことだけなのだ。だから彼らはハウスエルフの待遇改善や地位向上を目指して腐心してい

るハーマイオニーにはまったく感銘を受けないのに、ハリーがほんの思いつきで行ういわ

ば「パフォーマンス的」な親切には感涙にむせぶのである。

さらに重要なことは、ヴォルデモートに心酔し、マグルやマグル生まれの魔法使いに極

度の差別意識を抱き、残酷で人を傷つけたり苦しめたりすることに喜びを感じるようなベ

ラトリックスでさえ、クリーチャーにその場かぎりの親切をほどこすのは可能だというこ

とだ。同じやり方でグリップフックを味方に引き入れることはできない。ゴブリンが求め

るのは実質的な待遇改善であり、うわべの親切はむしろ軽蔑するにちがいないからだ。そ

してヴォルデモートの方針は、基本的に魔法使い以外の魔法種族に対してより抑圧的であ

り、現に彼はゴブリンへの支配を強化しているからである。

5.「人種問題」に対する二通りのアプローチ

ローリングはなぜ、エルフとゴブリンをこのような意味で「対比的」に設定したのだろ

うか。ジャッキー･C･ホーンもローリングの描くエルフとゴブリンを人種問題の表象とし

てとらえているが、彼女の視点は先に紹介した先行研究とはやや異なっている。ホーン

は、ローリングが人種差別に反対する活動を大きく「多文化的アプローチ」(multicultural

approach)と「社会正義的アプローチ」(social justice approach)の二つに分けていると主

張する。多文化的アプローチは個人レベルでお互いの違いを尊重することで差別を克服し

ようとする姿勢であり、社会正義的アプローチは、差別を生み出すのは個人のみならず社

会システムそのものだから、社会の構造的変革なしに差別解消はあり得ないとする考え方

である。ホーンは、個々のエルフには親切にするが魔法社会全体の変革に関心を示さない

ハリーを多文化派の代表、理念的には優れているが具体的な成果をあげられないハーマイ

オニーを社会正義派の代表と見る。そして彼女は国際アムネスティに関するローリングの
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講演を引きつつ次のように述べる。

The solution, then, Rowling suggests, lies not solely in empathy, in a multicultural

antiracism approach, but rather, in an empathy that gives rise to acts of social

justice:“Amnesty mobilizes thousands of people who have never been tortured or

imprisoned for their beliefs to act on behalf of those who have. The power of human

empathy, leading to collective action, saves lives, and frees prisoners”(Horne 98)

ホーンは、エルフやゴブリンの問題をめぐってハリーとハーマイオニーがたどる道のりに

は、虐げられた者への共感と、社会を変えようとする行動という、二つのアプローチが融

合する必要性を説くローリングの姿勢が反映されていると論ずるのである。

たしかにハリーは、自分が個人的に親しくなった被抑圧者に対して同情したり厚意を示

したりするばかりで、その被抑圧者を生み出す社会構造を変革することにはほとんど興味

を示さない。にもかかわらず、そのような彼の「親切」は、物語を動かす大きな要因と

なっていく。

『死の秘宝』の第 23 章で、ハリーたちを助けるためにマルフォイ家の屋敷にやって来た

ドビーは、ベラトリックスの投げたナイフによって命を落とす。第 24 章でハリーは、ロ

ンの兄ビルの家の庭の片隅に、自分の手で地面を掘ってドビーの墓を築く。その後、とも

に屋敷から逃げてきたグリップフックとハリーが面談したとき、グリップフックは不意に

そのことを口に出す。

‘You buried the elf,’ he said, sounding unexpectedly rancorous.‘I watched you,

from the window of the bedroom next door.’

‘Yes,’ said Harry.

Griphook looked at him out of the corners of his slanting black eyes.

‘You are an unusual wizard, Harry Potter.’

‘In what way?’ asked Harry, rubbing his scar absently.

‘You dug the grave.’

‘So?’

Griphook did not answer. (Hallows 393)

さらに、グリンゴッツの金庫に押し入るのは自分の利益を求めてのことではない、と述べ

るハリーに、グリップフックは“If there was a wizard of whom I would believe that they

did not seek personal gain, . . . it would be you, Harry Potter.”(Hallows 394)と答える。

なぜ、グリップフックはドビーを埋葬したハリーを「変な魔法使い」だと評するのだろ

うか。そしてなぜそれが、彼が個人的利益を求めていないことの証左になるのだろうか。

ベラトリックスのような魔法使いがハウスエルフに親切にするのは、それによって彼らを
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自分によりよく奉仕させるためであり、いわば見返りを求めてのことだ。それはハウスエ

ルフの労働力を効率よく活用する方策のひとつにすぎない。そしてハリー自身も、同様の

やり方でクリーチャーを動かし、自分の目的のために利用してきたわけである。そう考え

てみると、亡くなったドビーのために墓を掘るというハリーのこの行為が、いかに魔法世

界の常識に反する、的外れなことであるかが分かる。それはつまりまったく見返りを求め

ない「親切」であり、ハウスエルフに接する他の魔法使いたちがけっしてやらないことに

違いないからだ。

このハリーの行為は、寝室の窓越しにそれを見ていたグリップフックに少なからぬ衝撃

を与える。魔法使いが他の魔法種族に厚意を示すのは必ず個人的利益を求めてのことであ

るから、ゴブリンたる自分は、そのような魔法使いの態度をつねに警戒し、拒絶せねばな

らない・・・グリップフックのこのような思い込みを、ハリーの行為は根底から覆す。だ

から「あなたはエルフを埋葬した」と述べる彼の口調はどこか苦々しいのである。ハリー

の「親切」は、魔法使いをけっして信用しなかったグリップフックの心をついに動かし、

彼はけっきょくハリーたちの作戦に協力することになる。

ハウスエルフのような被抑圧者に同情し、厚意を示すという「多文化的」姿勢は、たし

かにうわべだけの場合もあり、社会のありようそのものを変える力はないかもしれない。

しかし「ハリー･ポッター」シリーズの展開をつぶさに見ていくと、ハウスエルフに親切

にするかどうかが魔法使いたちの運命をかなり左右していることに気づく。ハーマイオ

ニーは『死の秘宝』で“I’ve said all along that wizards would pay for how they treat house-

elves. Well, Voldemort did . . . and so did Sirius.”(Hallows 164)と口にするが、彼女の言う

とおりこの物語における勝敗の帰趨はほぼ「どちらがハウスエルフにより親切にしたか」

で決まっている。クリーチャーを捨て石にしようとしたヴォルデモートはホークラックス

を失い、彼に親切だったレグルスはそれを手に入れる。クリーチャーに横暴だったシリウ

スは命を落とし、親切にし(てみせ)たベラトリックスが勝利をおさめる。しかしマルフォ

イの館でもう少しのところまでハリーたちを追いつめたベラトリックスはけっきょくド

ビーの介入によって逆転を許し、それが彼女の最も恐れていたこと、すなわちヴォルデ

モートから預かっていたもう一つのホークラックスを奪われるという結果を引き起こすこ

とになる。いわば魔法使いたちは、ハウスエルフにどういう態度をとるかということに

よって絶えず試されているわけだ。

そしてグリップフックの心を動かし、彼の協力を得たハリーは、自分ではそれと気づか

ぬまま「社会正義的」なアプローチへと踏み込んでいく。それはグリフィンドールの剣の

問題と深く関わっている。

先述のように、ハリーたちに協力する条件としてグリップフックが持ちだすのは、その
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とき彼らが持っていた剣を渡すというものである。これはホグワーツ創始者の一人、ゴド

リック･グリフィンドールが所持していたもので、ホグワーツの宝物のひとつであり、と

くにグリフィンドール寮に属するハリーたちにとっては大切な存在である。さらに剣は

ホークラックスを破壊する力を持っているため、彼らにとってけっして手放せないものと

なっている。この剣についてグリップフックは次のように主張する。

That sword was Ragnuk the First’s, taken from him by Godric Gryffindor! It is a lost

treasure, a masterpiece of goblinwork! It belongs with the goblins! (Hallows 409)

グリップフックはこのように、剣はゴブリンの手で造られたもので、もともとゴブリンの

王ラグヌック一世のものであり、それをグリフィンドールが奪ったのであって、本来ゴブ

リンに帰属すべき品だと述べる。

グリンゴッツ銀行に勤めていてゴブリンのことをよく知っているビルは、ハリーたちが

グリップフックとともに何か計画していることを察し、ゴブリン独特の所有権意識につい

て彼らに次のように警告する。

To a goblin, the rightful and true master of any object is the maker, not the purchaser.

All goblin-made objects are, in goblin eyes, rightfully theirs. (Hallows 418)

ビルは、ゴブリンにとって彼らの手で造られたものの所有権は彼らに帰属するのであり、

たとえ魔法使いが金を出して買ったとしても、それは一時的な「使用権」を得たにすぎ

ず、その使用者が死去したときは本来の所有者であるゴブリンに返還されるべきものだと

考えているのだと説明する。だからゴブリンの手になる宝物が世代を越えて魔法使いたち

の手から手へと受け渡されることは、ゴブリンにとっては承服しがたいことなのである。

こうしたゴブリンの所有権意識は、われわれにとってなじみのないもののように思われ

るかもしれない。しかし現実社会に、しかも人種問題にからんで、このような問題意識が

実際に存在する。1990 年、アメリカで「アメリカ先住民墓地保護法･返還法」が連邦議会

において可決された。この法律は、博物館や研究機関が所蔵するアメリカ先住民の遺骨や

埋葬品などを、現在の先住民部族に返還するために定められたものである(菱田 236)。そ

の背後には、先住民の遺骨や文化遺産の所有権はあくまで先住民に帰属し、たとえ白人研

究者が先住民から買ったものであるとしても、それらを現在の先住民に返還しない理由に

はならないという考え方がある。ホーンはこの問題について次のように論じている。

For this American reader, though, Rowling’s depiction of the goblins and their quest

to reclaim lost cultural artifacts such as Gryffindor’s sword (or the goblin-made tiara

offered by Mrs. Weasley to Fleur) uncomfortably echoes Native American struggles

to reclaim artifacts taken by white anthropologists and collectors for study. British

readers may be reminded of the claims of those who support the return of the Elgin
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Marbles and other antiquities“vandalized”by imperialist cultures to their nations of

origin. (Horne 94)

ここでホーンが指摘しているように、かつて博物館などによって「蒐集」された文化財な

どがどこに帰属すべきなのかということは、現代社会においてまさに「社会正義的」な観

点からさまざまな形で問題化されている。亡くなったハウスエルフのために墓を掘るとい

う行為によってそれまでの「多文化的」な姿勢から一歩踏み出したハリーは、知らず知ら

ずのうちに「社会正義的」な立場から人種問題にアプローチしていくことになるのであ

る。ローリングがこの場面を書いたとき、アメリカ先住民の返還運動のことが頭になかっ

たとは考えにくい。なぜならゴブリン反乱の年として唯一言及される 1612 年は、現実の

歴史においては、ヴァージニアのイギリス人入植者たちが先住民のポウハタン族の女性、

ポカホンタスを拉致して「アングロ･ポウハタン戦争」が始まった年だからである。

ここで興味深いのは、グリフィンドールの剣をグリップフックに「返還」する可能性を

ハリーが否定しないことだ。グリップフックの要求の後、その問題についてロンやハーマ

イオニーと話し合う中で、ハリーはこのように述べている。

‘He [Griphook] can have it, ’ Harry went on,‘after we’ve used it on all of the

Horcruxes. I’ll make sure he gets it then. I’ll keep my word.’ (Hallows 411)

しかしながら、グリフィンドールの剣はハリーたちにとってホークラックスを滅ぼす唯一

の手段でもあるので、ハリーとしてはその問題が片づくまでは剣を手放すわけにはいかな

い。彼は慎重に言葉を選んで、いつ剣を渡すかということを曖昧にしつつ、グリップフッ

クに要求を受入れると告げる。そしてグリップフックは、まるでハリーの言葉をそのまま

信じたかのように、手をさし出して握手し、グリンゴッツへの侵入計画を熱心に立てはじ

める。

だが、長年にわたって魔法使いへの不信感と敵意を抱いてきたゴブリンであるグリップ

フックは、当然ハリーを全面的に信用したわけではなかった。レストレンジ家の金庫室に

侵入すると防犯装置が作動し、ハリーたちは増殖する熱い金属の品々に押しつぶされそう

になるが、グリップフックはその混乱に乗じてハリーから剣を奪って逃走する。おそらく

彼にとってはハリーから「剣を渡す」という言質を取ることが重要だったのだろう。この

ときハリーは剣をとり戻そうという姿勢をさほど示さない。彼は金庫室に侵入した目的で

あるハッフルパフの杯を確保し、体じゅうに火傷を負いながらも辛うじて脱出する。

このような描写のため、われわれはこれが「文化遺産返還」の場面であることになかな

か気づかない。しかしここで肝心なのは、ハリーがグリップフックに剣を渡すと明言し、

それが実現することである。ハリーがかけがえのない剣を「手放し」て初めて、それは真

にヴォルデモートを倒す力となる。グリップフックは上述の場面のあと二度と登場せず、
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彼が剣をどうしたのかも語られない。しかし第 36 章のホグワーツでの戦いのさなか、グ

リフィンドールの剣は、ヴォルデモートがネヴィルにかぶせて火を放った「組分け帽子」

の中から現れる。ネヴィルはそれを手にして、ヴォルデモートの蛇を倒し、最後のホーク

ラックスを破壊する。

ここまで見てきたように、ハリーはもともと、個人的に親しくなった人種的他者には親

切にするが、社会の制度や構造を変えることにはあまり関心がない、人種問題について

「多文化的」なとり組みをする人物の典型として描かれている。しかし身近なハウスエル

フに親切にすることは、ベラトリックスなど彼らを利用することしか考えていない人物で

もやることにすぎない。ハリーは、ドビーのために墓を掘ることによって、その枠組みか

ら一歩踏み出すとともに、グリップフックの心を動かす。しかしゴブリンは実質的な権利

の向上や待遇改善によってしか満足しないため、彼らと関わるには「社会正義的」なとり

組みが欠かせない。ハリーは、先住民の文化の尊重と権利向上を象徴する「文化遺産の返

還」という行為を通して、このとり組みを実現する。ハリーはヴォルデモートとの最後の

戦いに先立ち、作品中で「人種問題」として描かれることがらについて「多文化的」アプ

ローチと「社会正義的」アプローチをともに、それぞれきわめて高いレベルで達成してい

るのである。そしてそれがヴォルデモートの打倒につながる。ハリーはたしかにクリー

チャーを解放しない。しかしクリーチャーは、ホグワーツにおける最後の戦いでハリーの

味方をするために駆けつけたとき、彼を“defender of house-elves”(Hallows 588)、すなわ

ち「ハウスエルフの擁護者」と呼ぶ。ハリーが見返りを求めずハウスエルフに親切にした

ことは、結果として、個々のエルフを解放することによってそうなったであろう以上に、

エルフたちの境遇や魔法世界のありようを変えたのである。

ま と め

ローリングの作品において、ハウスエルフとゴブリンはそれぞれ、政治的被抑圧者の象

徴として明確に描かれている。エルフたちが自分の権利獲得や待遇改善にはほとんど興味

を示さないが、主人から親切にされることだけを強く求めるという、いわば非常に「ゆが

んだ」存在として描かれていることは、社会的他者に親切にすることの重要性を示すとと

もに、親切にすることにとどまってしまうことの危険性を伝えるためなのだろう。一方、

ゴブリンの問題が断片的な記述によって少しずつ示されるだけで、最終巻に至るまで重要

なキャラクターとしては登場せず、ハリーがゴブリンと友情を育むこともないという奇妙

な叙述のしかたは、「個人的に仲良くなる」ことによっては解決できない問題に主人公の、

そして読者の目を向けさせるためだったのだろう。ローリングはこのように、エルフとゴ

ブリンのきわめて複雑で繊細な描写によって、社会におけるさまざまな意味での「他者」
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といかに関わるべきかを読者に伝えようとしている。

しかし妖精の種族を社会的他者として描くことはローリングのオリジナルではない。じ

つはマクドナルドの『お姫さまとゴブリン』にすでにそのような設定が登場している。作

品の冒頭にゴブリンについて次のような記述がある。

But for some reason or other, concerning which there were different legendary

theories, the king had laid what they thought too severe taxes upon them, or had

required observances of them they did not like, or had begun to treat them with more

severity, in some way or other, and impose stricter laws; and the consequence was

that they had all disappeared from the face of the country. (Goblin 3-4)

ここには、ゴブリンたちはかつて地上で暮らしていたが、国王が重税や厳しい法などに

よって彼らを抑圧したため、彼らは地上を追われ、地下で暮らすようになったのだと記さ

れている。彼らはそのため人間の王国に深い恨みと敵意を抱いており、機会さえあれば人

間を苦しめ、困らせることによって復讐しようとしている。マクドナルドがこの作品を発

表したのは 1872 年だが、これはインド大反乱からヴィクトリア女王の「インド女帝」と

しての即位(1877 年)に至る、イギリスがインドへの支配を確立していく時代のことであ

る。マクドナルドがゴブリンを上述のような存在として描いたとき、イギリス植民地の先

住民のことが念頭にあった可能性は否定できない。つまりゴブリンは、イギリスのファン

タジーにおいてそのイメージが形成された当初から、社会に存在するさまざまな「他者」

の象徴としての側面をもっていたのである。

ここで気づくのは、トールキンが彼の作品でゴブリンやオークを描くにあたって、この

ような主流社会に抑圧された他者としてのイメージをほぼ完全に捨象していることだ。

「エルフ」と「ゴブリン」というトールキン作品で二項対立的な役割を果たす妖精族を作

品に導入しながら、その姿を大きく変形させて提示したことには、マクドナルドのゴブリ

ンのイメージをとり込みながら、そのメッセージ性を捨ててしまったトールキンに対す

る、ローリングの批判が示されているのかもしれない。
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