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序序序序    論論論論 
 

ヴィクトリア朝女性作家の中でエリザベス・ギャスケルが異彩を放つのは、当時のフ

ィクションが軽んじていた母の存在－キャラクターとしての母のみならず、母のボイ

スや母性の影響力をも含める－にスポットをあて、その意義と価値を再評価する機会

を提供したことにある。西洋社会が父権制に基づいて構築され、言葉と行動を支配するの

が男性であることから、その縮図であるフィクションの世界においても、物語の主体は常

に男性であった。ホメロスからベン・ジョンソンに至るまで、韻文で書かれた作品には必

ず「父と息子の関係 (sonship)」が影響を及ぼしているというハロルド・ブルームの指摘

にあるように (Bloom, Anxiety 26)、文学テクストの伝統は男性が発する言葉と男性の物語

により作られてきた。ギリシア神話「オイディプス王」を典拠としたフロイトの「ファミ

リー・ロマンス」においても、家族関係の中心になるのは父と息子であり、父ライオスと

息子オイディプスの間で、母イオカステは彼らの行為の客体となる。1 オイディプス神話

が父子関係の物語なら、それに対応する母娘関係の物語は、同じくギリシア神話に遡るエ

レクトラと母クリュタイムネストラの物語がある。しかし、オイディプスのプロットとエ

レクトラのプロットは均等なバランスをもって拮抗するものではない (Gilbert and Gubar 

48)。エレクトラは、たとえ姉を殺した父であっても、最期まで父への忠誠を失わないこ

とから、父子の物語と同様、母娘の物語もまた、娘が母を切り捨てることによって成立す

ると言える。2 この伝統は〈母殺し〉のプロット (“mother-slaying” plot) として、韻文か

ら散文にも踏襲されて、文学作品の中で、母は常套的に無能な存在として扱われてきたの

である。 

このように男性中心の物語の伝統の中では、女性の存在は常に男性から見られる対象

であり、女性の声もまた男性のフィルターを通して発せられることになる。そこでマリア

ンヌ・ハーシュは、この伝統に対して否
ノン

を唱え、「最初に母ありき (we would have to begin 

with the mother)」(5) の物語を提唱することで、長らく沈黙を強要されてきた母のボイス

を発掘しようと試みている。ハーシュが取り上げるのは、オイディプス神話に登場するイ

オカステで、彼女はライオスの妻でありオイディプスの母、同時にオイディプスの妻であ

りオイディプスの子供の母という複数の顔を持つ女性である。イオカステは、夫と息子が

彼女をめぐって争う関係においては、その中心に位置する女性であるにもかかわらず、物

語の進行上、何の役割も持ってはいない。彼女は自分の意思を伝える機会もなく、ただ他
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者の言葉を通してのみ、彼女の様子が伝えられる存在に過ぎない。古代ギリシア劇におい

ては、舞台上で、同時に三人以上が語ることが認められなかったという制約があったにせ

よ、父と息子の間で争いの的となる女性が終始沈黙であるのは看過できない点である。こ

の設定により、女性は常に男性に付随する存在であることを明確に示し、さらに、このパ

ターンが物語における女性の立場の原型となって、後世にも踏襲されている。ハーシュは、

この女性の立場を「沈黙のイオカステ (the silent Jocasta)」(6) という類型でとらえ、古代

から現代に至るまで、各時代において、「イオカステ」のバリエーションがどのような形

で表象されてきたのかを分析している。さらに、オイディプス王の神話における女性
、、
像に

関しては、文学テクストのみならず、絵画においても、しばしば女性の顔を持つスフィン

クスが言及されるが、イオカステはフロイトからもフェミニズムからも無視されている 

(Hirsch 6) という指摘は非常に興味深い。 

そのハーシュが、19 世紀の女性作家の作品の中で注目しているのが、オースティンの

『エマ』(1815) と、ジョージ・エリオットの『ダニエル・デロンダ』(1876) であり、両

作品とも、結婚相手となる男性は当該女性（『エマ』では同名のヒロイン、『ダニエル・デ

ロンダ』ではミラ・ラピドス）にとって母の代理の役割を担う点を評価している。これは、

アドリエンヌ・リッチが主張する「理解してくれそうな男性  (the-man-who-would-

understand)」を両作家の作品の中に見出したもので、この男性は、女性を支配しない配偶

者で、妻と兄妹のような関係を築くことのできる結婚相手のことを指している (Hirsch 

58)。しかしながら、エマの母は故人、ミラの母は行方不明である点を考えると、ハーシ

ュが想定する〈母〉もまた子供の心象に描かれる理想像に過ぎない。ハーシュの論は、娘

時代は父に忠義を尽くし、結婚後は夫に忠義を尽くすものであるというヴィクトリア朝の

〈父の娘〉のロールモデルから、女性を解放するかもしれない。だがこの解放と、母を沈

黙から解放することとは同義ではない。なぜなら、不在の母は娘と直接対峙するわけでな

く、むしろ娘が一方的に客体としての母を思うのみだからである。しかも、結婚後もなお

男性による保護や世話が必要であるというなら、女性にとって結婚は、父の保護下から母

（の代理である夫）の保護下に立場が推移するだけでしかない。そうすると、上記のエマ

やミラのケースでは、ギャスケルのヒロインのように、保護される立場の者が次の段階に

進んで、他者を保護する立場に転じることはない。しかしギャスケルの作品はハーシュの

研究対象から脱落しているため、ギャスケルの作品における母娘関係の分析はなされてい

ないのである。3 
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これらの点を踏まえると、ギャスケルは、ヴィクトリア朝小説において、イオカステ

を沈黙から解放する試みを実践していたパイオニアと言えるのではないか。たとえば『ク

ランフォード』は、女性ばかりの架空の町で、女性たちが男性文化の遺物をどのように再

構築していくのかを描いた作品であるが、この中でギャスケルは、母の行為とみなされる

子育ての概念を家庭外での活動に適用した新しい養育活動を提案している。ヴィクトリア

朝社会では、公的空間（社会）は男性の、私的空間（家庭）は女性の領域であるというよ

うに、男女の役割分担に明確な線引きがなされていた。その中で、女性は、コヴェントリ

ー・パトモアが、『家庭の天使』(1854-62) の中に描いたような、自己献身的な存在になる

ことを求められていたのである。これは、「女性たるものかくあるべしと男性が願う理想

の女性」(qtd. in Hogan and Bradstock 1) であり、女性が提示したロールモデルではない。

それゆえ、ハーシュは、この〈家庭の天使〉というヴィクトリア朝社会のイデオロギー的

なロールモデルを女性に強要しない男性が登場するという点で、オースティンやエリオッ

トの作品を高く評価したと考えられる。一方、ギャスケルは、やさしくて思いやりのある

自己犠牲的な母という、いわば〈家庭の天使〉のロールモデルを利用したために、ハーシ

ュからは、現行のイデオロギーに迎合した作家であるとみなされたのかもしれない。しか

しギャスケルは、女性の活動の自己献身的な側面を強調しながら、その活動範囲を家庭内

から家庭外へと拡大し、女性の自発的な活動（発言と行動）を社会活動の中に組み入れる

ことを考えていた。オースティンとエリオットが、男性の意識と態度が変わることに注目

し、期待をかけていたのに対し、ギャスケルは、女性の意識と態度を変える試みをしたと

考えられる。この両者の大きな違いを看過すべきではない。さらに、ギャスケルは、次世

代の娘たちのために、男性による保護と指導に依存するのではなく、女性による女性の教

育が必要であると訴えて、その指導者に母を想定していたことも重要な点である。 

さて、ヴィクトリア朝の教養小説における母の〈無能化〉には、主人公が母との死別

を経験し、母の存在が心象に過ぎないケースと、母が健在であっても、子供の人生に何ら

寄与するものがないケースがある。いずれの場合も、母の言葉や姿が他者に影響を与える

わけではない。にもかかわらず、母は決して語りから切り捨てられることはなく、不在な

らば不在であることを強調されて、健在ならば無益であることを強調されて、存在してい

る。カロリン・ディヴァーによれば、母の不在は、子供の心に理想的な母親像を喚起し、

出生に関する謎解きのプロットを与える役割を持っている (xi)。母の不在は、主人公の成

長プロットを導くための不可欠な装置であり、「よき母は死か不在」(Dever 19) という前
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提のもとで、母は理想化された客体として主人公の行動のモチベーションとなるからであ

る。4 

一方、母が存命である場合、母の活動（行動や発言）が意義あるものとして描かれる

ことは少ない。女性のおしゃべりはあっても、それが家庭や社会において何らかの有用性

を持つことは稀であり、家族に無益どころか、下手をすると有害な影響を及ぼしかねない。

それゆえ、「力や金銭を与えることができなければ、母は子供に対して何ら寄与するもの

はないという信条」(Thanden 22) が伝統として受け継がれて、母を家庭及び社会において

価値のない存在としてみなしてきたのである。 

たとえば、『自負と偏見』(1813) において、エリザベス・ベネットの結婚を阻むのは、

父の身分の低さや財産が少ないことではなく、母の道徳的な欠点である「全く礼儀知らず

の振る舞い」(176) である。また、『エマ』のヒロインは「母の才能を受け継ぎ、本来な

らば母に倣うはず」(33) であったと語られているが、肝心の「才能」を持つ母は娘が思

春期に入るまでに死亡しているので、この見解は想像の域を出ない。いずれの場合も〈父

の娘〉であるヒロインが、世間で失敗を経験し、父親に代わって忠告とサポートを与えて

くれる男性と出会い、成長
、、

の過程へと進む点で同じである。ヒロインを窮状から救うのは

将来の夫となる男性であり、その男性の導きがあってこそ〈幸福な結末〉へと繋がるので

ある。 

しかしギャスケルは、この慣習的な母の扱いに否
ノン

を突きつけた。ギャスケルは、フィ

クションの世界において、不在の母を崇拝の対象にし、生きている母を邪険に扱うという、

ない物ねだりのようなことをせず、むしろ、生きている母の力をどのようにして有効活用

するかを考えたのである。ギャスケルの意図としては、母の存在と力が、子育てのプロセ

スの中で重要な役割を占めることを証明する目的もあるだろう。だが、娘の将来を見据え

た時に、母の現状が娘の将来にどのような影響力を及ぼすかという点を、ギャスケルが考

慮したことは注目に値する。「よき母は死か不在」という前提が踏襲されれば、母を切り

捨てる娘には、やがて自分が否定されるという立場の逆転が起こる。そのことをギャスケ

ルは認識し、訴えたのである。 

オースティンからギャスケルに至るヴィクトリア朝中期までの小説では、物語がヒロ

インの結婚で終わる傾向にあるが、実際女性の人生が結婚を機に終わることはない。ギャ

スケルが長篇処女作品『メアリ・バートン』(1848) を出版した前年に、アン・ブロンテ

が『ワイルドフェル・ホールの住人』(1847) を出版し、その中で配偶者選択に失敗した
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ヘレン・ハンティンドンの結婚生活を描いているが、これは結婚後の女性の物語を沈黙で

終わらせないという点で注目すべきものがある。しかし、ヘレンが結婚に至る過程で経験

した失敗の背景には、代理母というべき伯母の言葉に耳を貸さなかったという看過できな

い点がある。この点から考えるとヘレンの物語は、母の言葉を切り捨てた娘の物語とも解

釈できるだろう。アン・ブロンテは 1849 年に早世したため、後に彼女がどのような物語

を描くことになったかは想像の域を出ないが、ギャスケルと同様に、結婚プロットにおい

て成長した
、、、、

女性が妻・母となって、社会や次世代にどのような貢献をするのかについて考

えをめぐらせたかもしれない。ギャスケルが、フィクションの中で母を沈黙から解放し、

母の価値観や行動規範が実践に役立つことを明らかにすることは、次世代の娘たちの活動

の布石を打つことにもなると言える。これは、将来に向けて女性の活動領域の拡大を見越

したギャスケルの戦略であると思われるが、同時に、ここにギャスケルによる母の前景化

の新たな意義が見出せるのではあるまいか。そこでまず注目すべき点は、ギャスケルがど

のようにして母を沈黙から解放し、その母に行動させていくのかという点である。 

ギャスケルが母の存在を強調するのは、実生活において 4 人の娘の母であったこと、

さらに幼い頃に母と死別し、母に対する憧れが非常に強かったという背景が影響している

のは否定できない。また父が再婚して別の家庭を持ったために、実の親と離れて育ったこ

とが、ギャスケルの理想とする親子関係の形成に大きな影響を与えているようだ。ギャス

ケルの作品では、親子関係は血縁関係に縛られることはない。両者をつなぐ絆として、互

いに対する共感という精神的な結びつきを重視し、その関係において何かを与える
、、、

立場に

あるのが〈母〉、与えられる
、、、、、

立場が〈子〉となる。その中でもギャスケルが強調するのは

母と娘の関係なのである。 

概してヴィクトリア朝小説のヒロインは父に忠実な娘が多いが、ギャスケルは、娘の

意識が、父との親密な関わりからそれまで疎遠だった母との関係の修復と改善へと変わる

ことに目を向けている。この変化に必要なのは、母の持つ潜在的な力による娘の保護と教

育である。ギャスケルが描く〈母〉は生みの親に限定されず、年長の女性が人生の先輩と

して母
、
の役割を担い、次世代の娘を指導している場合が多い。中篇「荒野の家」(1850) 

では、マギー・ブラウンの実母は息子しか愛せないために、マギーは、年長の友人ミセ

ス・バクストンの指導によって、女性としての処し方を学ぶ。また『妻たちと娘たち』

(1866) では、母を亡くしたモリー・ギブソンと、娘を亡くしたミセス・ハムリーが互い

の損失を埋めあう形で擬似的な母娘関係を築き、夫人はモリーの代理母となる。また短篇
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「マンチェスターの結婚」(1858) や中篇「灰色の女」(1861) では、未婚の侍女が代理母

となって、中産階級の既婚女性を娘
、
として支えることもある。このように、ギャスケルの

女性たちは、既婚・未婚を問わず、また階級や身分の差を越えた同胞意識で結ばれること

も可能である。さらに『メアリ・バートン』では、死んだ娘夫婦の代わりに孫娘を育て、

仕事と家事を両立させる男性ジョウブ・リーも登場し、場合によってはジェンダーの境界

をも越えて、母の代行も容認されているのである。 

すると、ギャスケルのプロットで活躍する母とは、どのような存在として定義づけら

れるのであろうか。ディアナ・Ｌ・デイヴィスは、母
、
とは「マザリング (mothering) の行

為を行う人物」であり、このマザリングは、「血縁関係による母や女性の行為とは無関係

に、他者に対する養育活動の比喩となる。それは、現行の人間社会の形を大きく変えるよ

うな、革命的な行為ともなりえる」(513) と述べている。一般的に「マザリング」と呼ば

れるのは、母による育児のことを指すが、デイヴィスは、マザリングという活動を家事労

働の一端にとどまらず、広義においては社会活動にも応用できる活動であると位置づけて

いる。これは、まさにギャスケルが作品の中で実践を試みている養育活動に他ならない。

ギャスケルは、育児は家庭内での仕事と限定する必要はなく、他者利益のための自己献身

をベースにするなら経産婦が行うものに限定する必要もないと考えていた。ジェンダーに

よる役割分担すら超えるなら、マザリングは誰にでも交代可能な役割として機能するとい

うことである。男女の役割分担に明確な線引きがあったヴィクトリア朝の時代背景を考え

ると、この提案は両者の境界線を曖昧化するものであるから、デイヴィスが指摘するよう

に「革命的な行為」になる可能性を示唆するものであると言える。 

しかしながら、ギャスケルは、イデオロギーとの正面衝突を好まず、むしろ摩擦を回

避する戦略として、既存の社会システムの枠組を壊さずに、その範囲内で女性のニーズに

合う修正を試みている。彼女の作品の読者の多くが中産階級に属する人たちである以上、

彼らの価値観において正道
、、

と考えるルートから逸脱することは得策ではない。それゆえ

『メアリ・バートン』では、男性が家事労働に従事するのは労働者階級の家庭に限定した。

一方、中産階級の家庭では、性別役割分担の枠組をきちんと守るという住み分けルールに

則り、『クランフォード』(1853) では、破産したミス・マティが商売で生活費を稼ぐ、つ

まり男性の領域への進出となるプロットを成立させるために、前近代的な町（異空間）を

設定した上で、「世間 (the world) では通用しない」(289) 商売のやり方を考案して機能さ

せている。さらに、ミス・マティが、「この世で私がすべき最良のことは、雑事を黙って
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こなし、他の人たちを自由にさせてあげることなのです」(15) と述べているように、女

性の行動の動機を他者利益優先におくことで、男性からの批判に備えることも忘れていな

い。しかしこの背後には、他者のための活動であるなら、家庭外活動も〈家庭の天使〉の

精神と矛盾しないという、ギャスケルの計算が働いているのは確かであろう。そうすると、

マザリングは、自己献身活動という口実のもとで、女性が家庭から社会へ出て活動するこ

とも穏当な行為であると、世間に認めさせることになるだろう。一見矛盾するようだが、

現行のイデオロギーを受け入れつつ、そのプロセスにおいて不可抗力と見えるような状況

を設定して、システムに多少の修正を加え、合法的に新しいイデオロギーを生み出してい

く。これがギャスケルのプロットの特徴なのである。 

このように、女性の社会進出という点から見ても、ギャスケルは、先駆的な作品を発

表していたのだが、実際に彼女の作品が評価の対象となるのは、20 世紀後半まで待たね

ばならなかった。ニコラ・ダイアン・トンプソンが指摘するように、ヴィクトリア朝女性

作家の評価基準は今も昔もジョージ・エリオットである (8-10)。それは、エリオットが当

事の女性作家の中で唯一キャノンに認められた存在であったからである。 

ヴィクトリア朝中期の女性作家の作品は、一般大衆の需要があったゆえ非常によく売

れたが、同時に女性作家へのプレッシャーも非常に大きかった。エレイン・ショウォルタ

ーが指摘するように、1840年代には「フェミニン作家 (feminine writers)」の小説はすでに

ジャンルとして確立しており、5 このジャンルの作家が扱うべきテーマもあらかじめ決め

られていた。「家庭小説 (domestic novel)」は「心の内面や家庭生活の経験 (everyday 

experiences of heart and home) について書いたもの」で、「現実生活を舞台とし、感情面に

関心を抱き、社交上での振る舞いに注意を向けた」内容が女性作家にふさわしいものであ

るとみなされていた (Helsinger, Sheets and Veeder 48)。だが、このような作品は決してキャ

ノンと同列に扱われることはなく、「ほぼ間違いなく価値のない作品だと評価されて、二

流に落とされて」、その評価が後世まで踏襲されることになった (Thompson 15)。そして

ギャスケルと彼女の作品も同様に非キャノン扱いされ、『クランフォード』がしばしば懐

古趣味的な過去の遺物としての扱いを受けてきたように、作者の死後、およそ一世紀もの

間無視され続けたのである。 

ショウォルターの研究によると、批評家は、女性作家は女性であるがゆえに謙遜する

べきであるとみなして、彼女らに作品をどんどん書くように勧める一方で、その作品を業

績 (achievement) とは認めようとはしなかった (82)。文学作品そのものが業績であるにも
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かかわらず、フェミニン作家は、「明らかに女性らしくない」とみなされることを恐れる

一方で、「（女性だからといって）特別扱いされずに、きちんと評価して欲しい」と願うと

いう二重拘束にとらわれていたと、ショウォルターは指摘する (21)。 

性別役割分担と活動領域の住み分けが明白であった時代には、女性が出版という公の

場に出ること自体がすでに規範からの逸脱であった。それゆえ「クリスティーナ・ロセッ

ティ、エミリ・ディキンソン、エミリ・ブロンテは、女性の連帯や自由、自己の不可侵に

ついて詩を書くために、マスク／仮面やレトリックによる逃げ口上を用いていた」とヘル

シンガーらは指摘している (41)。当時、多くの女性作家が男性名の筆名を使用したのは、

それが「女性らしさ (feminine phase)」(Helsinger, Sheets and Veeder 65) を隠す手段であり、

また、批評家からの個人攻撃を回避して公平な批評を得ること、さらに、女性の立場と仕

事の両立から起こる罪悪感からの解放を得るというメリットがあった (Helsinger, Sheets 

and Veeder 65)。だがこれを是とするならば、「女性らしさ」を持つ作品は、永遠に文壇で

の成功
、、

とは無縁である。成功するには、男性による作品か、もしくは男性による作品だと

装うものでなくてはならない。 

ブロンテ姉妹が三人とも女性であることを隠して小説を出版したことは有名であるが、

後にシャーロット・ブロンテは、批評家のダブル・スタンダードについて、次のように述

べている。 

 

. . . we did not like to declare ourselves women, because—without at that time suspecting that 

our mode of writing and thinking was not what is called “feminine”—we had a vague 

impression that authoresses are liable to be looked down on with prejudice; we had noticed 

how critics sometimes use for their chastisement the weapon of personality, and for their 

reward, a flattery, which is not true praise. (“Biographical Notice of Ellis and Acton Bell” 

Wuthering Heights 315) 

 

この引用の中で、ブロンテは、文壇が女性作家に与える「飴と鞭」的な処方（引用では

「報奨 (reward)」と「懲罰 (chastisement)」）について言及しているが、特に、作品に対す

る評価が作品自体よりも、書き手のジェンダーによって左右される点を懸念している点は

重要である。ジュリア・スウィンドルスの指摘にあるように、ブロンテ姉妹が自身の作品

から女性らしさの抹消を試みた (102) のは、まさに「（女性に対する）偏見によって見下
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げられる」ことを回避するためであり、ロバート・サウジーが、エリス・ベル（エミリ・

ブロンテの筆名）の『嵐が丘』(1847) を「女性らしくない (unfeminine)」と評したことに、

姉のシャーロットが感謝したという逸話 (Swindells 102) も無理からぬことであろう。だ

が、文壇での成功のための男装とはいえ、男性の筆名を用いて、男性の文体を真似る、す

なわち男性の仮面を被るという手段は、両刃の剣と言わねばならない。この点については、

同時代のフランスにおいてジョルジュ・サンドが抵抗した手段にも言及したい。 

ブロンテ姉妹はジェンダーを隠すことで女性作家が被る不利益を回避しようとしたの

に対し、サンドは「女性の使命と言わないまでも女性の特性 (the distinctive characteristics, 

not to say the distinctive mission, of her sex)」を捨てた (Mary Ann Stodart qtd. in Helsinger, 

Sheets and Veeder 21)。実際サンドは、男性用の服を着て煙草を吸い、自身も男性として振

る舞うことで男性作家に対抗したのである (Helsinger, Sheets and Veeder 20-21)。だがサン

ドの戦略は、一見当時のイデオロギーに反しながらも、実はそのイデオロギーを受け入れ

ているのではないかと思われる。女性作家が男装と男性名で対抗するなら、女性としての

アイデンティティを抹消しなければならず、おのずと男性が女性より優位な立場にあるこ

とを認めることになるからである。その意味では、エリオットの作品が賞賛される理由が

〈女性らしさ〉の欠如であるならば、彼女の業績は、男性作家の模倣による成果であり、

女性作家としての業績とは言い難い。 

一方、近年の家庭小説の見直しと再評価が行われる中で、エリザベス・ラングランド

が、非常に面白い指摘をしている。ジョージ・エリオットは、同時代の家庭小説を「愚か

な小説 (silly novels)」6 と評して切り捨てたにもかかわらず、エリオット自身は家庭小説

の語りを完全に排除しているとは言い切れず、むしろ、彼女の作品には、「（マーガレッ

ト・）オリファントが作品の中で仔細に述べるような礼儀作法やそれに関する家庭談義か

ら作品の世界を構築する」という要素が含まれている (Langland, “Women’s Writing” 134) 

というのである。つまりエリオットは、彼女が批判した家庭小説の要素を、彼女自身の作

品にも取り込んでいるのだが、「その点を指摘する批評家が誰もいなかった」(Langland 

134)。そのために、今日に至るまで、彼女の作品には、そのような要素は含まれていない

とみなされてきたわけである。これは看過できない問題である。そうすると、エリオット

の賛美者の一人であるヴァージニア・ウルフ (Woman and Writing 75) の作品もまた、彼女

が批判する非キャノンの家庭小説と切り離されていない点を指摘しておく必要があるだろ

う。 
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ウルフは、『灯台へ』(1927) の執筆作業を通して、彼女の母の霊を振り払うことができ

たと述べている (Moments of Being 94)。ウルフにとって母
、
とは、死別した実母（ヴィクト

リア朝の〈家庭の天使〉の最後の世代）であり、同時に母以前の過去の女性たちを含んで

いる。要するに、男性支配を受け入れ、娘にも同じことを要求する母たち
、、、

が、次世代の娘

たちの敵であるという考えである。オースティンからブロンテ姉妹、エリオットと続く女

性作家の流れの中では、母は娘の歯牙にも掛けられない存在である場合も多い。特に、エ

リオットの『フロス河の水車場』(1860) のように、母と娘が正面から向き合うことを終

始避けている場合、両者が対等な立場で互いを理解する機会はない。しかし、『灯台へ』

では、母は父権制と共謀して娘を抑圧する力となっているので、娘は母と戦わねばならな

い。ウルフは、彼女と亡き実母との葛藤を、ミセス・ラムゼイとリリーの関係に投影させ

ているが、母が娘の敵であるということは、母の力を過小評価しなかったギャスケルから

の流れであるまいか。つまり、『灯台へ』に見られる母娘のパワー・ゲームは、ウルフが

文学上の母ギャスケルから受け継いだ遺産と言える。たとえウルフが非キャノンの女性作

家たちの作品を反面教師としたとしても、そのような先達があったからこそ、彼女の作品

が生まれたけである。 

では逆に、ギャスケルの作品はフェミニスト的な要素を持つのであろうか。フェミニ

スト批評家は、しばしば、ギャスケルを「ノンフェミニスト・マザー」と判断する 

(Davis 509) が、女性同士の関わりを基盤にして、女性の人生を考察する点から考えると、

ギャスケルはフェミニストの娘たちの礎と言っても過言ではない。しかしながら、ギャス

ケルのスタンスはいわゆる女性の権利の主張を前面に押し出すようなフェミニストの類で

はない。ギャスケルは当初から既婚女性を示す「ミセス・ギャスケル」を筆名として作品

を発表した。7 この名前にはファースト・ネームである「エリザベス」も、旧姓である

「スティーヴンソン (Stevenson)」も含まれていない。つまり、夫に従う〈家庭の天使〉

を宣言する名前によって、ギャスケルは作家としての場を獲得したのである。ギャスケル

には文壇からの批判の矛先をかわす狙いもあっただろうが、この手段もまた両刃の剣であ

る。家庭人であることを強調すれば、おのずと既存のイデオロギー的な〈女性らしさ〉を

期待されることを避けられず、さらには〈女性にふさわしいもの〉を書くことを半ば強要

されることにもなるからである。 

トンプソンは、当時非キャノンの女性作家たちへの批判材料の一つとして、彼女たち

が「ウーマン・クエスチョン (the Woman Question)」という、女性が自分の場を模索する
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問題に取り組んだ点に着目し、ヴィクトリア朝人も現代人も揃って、「ウーマン・クエス

チョン」に取り組んだヴィクトリア朝女性作家をキャノンから排除してきたと指摘してい

る (7-8)。これは、ヴィクトリア朝社会が、「ウーマン・クエスチョン」という論題に対し

て否定的な見解を抱いていたこと、そして現代社会もまたその流れを踏襲していることを

示すものである。逆に言うと、これは、「ウーマン・クエスチョン」を精緻に検証する女

性作家の小説が人気を博していた結果であるとも言えるのだが、それほどに女性が女性の

場を要求することに対して、社会の反発が大きいということではないだろうか。 

アメリカの作家マーガレット・フラーは、1885 年の記述の中で、ウルストンクラフト

の著述と主張は非常に画期的であったが、当事の社会にはまだそれらを受け入れる準備が

なかったため、共に異端者扱いされたウルストンクラフトとその後継者のジョルジュ・サ

ンドは、世が世ならば、「彼女たちはあのような骨折り損にならず、むしろ擁護されてい

ただろう」(69) と述べている。そこで、ヘルシンガーらによる、1837年から 1883年の英

国での世論の分析結果を見ると、女性に関するヴィクトリア朝の著述で圧倒的なのは、こ

うだと断言することではなく討論することだった (xi) ということがわかる。この時期に

シャーロット・ブロンテ、ギャスケル、エリオットのような自己探索する女性作家たちが

登場したという事実を考えると、彼女たちの作品が、当事の社会状況や文化背景に反発す

るというよりは、むしろそれらを投影するものであるという仮説が成り立つのではないか。 

そこで、ギャスケルと彼女の作品について、当時はどんな評価がなされていたのかを

見てみたい。これには、彼女の未完の遺作『妻たちと娘たち』に付された「結末」が重

要なヒントを与えてくれる。「結末」を書いたのは、この作品を掲載していた『コーンヒ

ル・マガジン』の編集者フレデリック・グリーンウッドである。ここでは、作品はあと

数章の連載分を残して未完となったが、編集者の手元にあるアウトラインの記録から結

末の予測は困難ではない、それゆえ「作品に関してはそれほど遺憾ではない」(WD 529) 

というコメントが記されている。だがここで注目したいのは、グリーンウッドが、ギャ

スケルを知る人にとって、彼女の死は、小説家というよりも、「この時代の賢く心やさし

き婦人 (the woman—one of the kindest and wisest of her time)」を失った悲しみの方が大きい

と述べている (529) ことである。もしこれがギャスケルの夫や友人のコメントであれば、

家庭人ギャスケルへの賛辞となろうが、文壇による作家活動への評価としては褒め言葉

とは言い切れない。これは、筆名「ミセス・ギャスケル」というマスクが象徴する家庭

人としてのギャスケルの姿に過ぎないのである。 
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この評価が 20 世紀に入っても踏襲されていることは、デイヴィッド・セシルの『ヴィ

クトリア朝前期の作家たち』(1948) においても明らかである。セシルは、「典型的なヴィ

クトリア朝女性」たるギャスケルの作品は「その時代以外には通用しない」(198)、つま

り普遍的な価値はないと決定づけている。ウルフもまたギャスケルを「偉大なストーリ

ー・テラー」であると認めているものの、セシルと同様に、ギャスケルの作品は家庭内事

情に精通する母親作家が書くものであるという狭い領域に限定して評価している (WW 

149)。ウルフの有名な言葉である、「家庭の天使を殺すことが、女性作家の仕事の一部で

あった」(Death of the Moth 151) が示すように、ウルフをはじめフェミニストの娘たちに

とって、ヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉に代表されるような、家庭と関わる女性の生き
、、、、、、、、、、、

方
、
からわが身を引き離すことが目標であり義務であった。このような事情のため、ギャス

ケルと彼女の作品が再び注目されるようになるには、1960 年代以降まで待たねばならな

かった。 

ギャスケルが再び脚光を浴びるようになったのは、ギャスケルゆかりの地であるマン

チェスターを中心に、書簡集や伝記、研究書の出版をはじめとする積極的な研究活動が行

われた功績に負うところが大きい。加えて 1970 年代以降のフェミニト批評家の視点が、

女性の人生における母の存在、立場、役割について再評価を始めたことも、これまで埋も

れていた女性作家の作品の発掘を促進したと言える。女性の権利を主張するフェミニスト

たちは、娘（過去ではなく現在・未来を生きる女性）の視点に立ち、今もなお過去の女性

たちの人生に象徴される〈男性への服従〉という伝統や遺産を拒否する傾向が強い。その

視点から見ると、母親作家としてのギャスケルは批判の対象である。ところが 20 世紀後

半にギャスケル作品の見直しを積極的に行ったのも、実はフェミニスト批評家たちなので

ある。フェミニストたちは、女性の視点を持つというスタンスは共通しているが、それぞ

れの主義主張は多岐に渡るため、全体を通して一貫した定義づけは見られない。それゆえ

現在も、家庭小説をアンチ・フェミニズムと批判するフェミニストと、逆にアンチ・フェ

ミニズムの対象であった作品を見直しするフェミニストが混在している。特に後者は、母

性やマザリングを肯定的な目でとらえ、ギャスケルの作品が提示する社会的養育 (social 

mothering) や女性の連帯などを好意的に評価している。この変化の背景には、文学作品を

キャノンに基づく芸術作品というジャンルでとらえる旧式のやり方に限定せず、文化研究

の資料としての価値を見出す研究が高まりを見せてきたことが、文学研究の領域と対象の

拡大に貢献したと言える。 
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そこで本論文は、上記の非キャノンの女性作家たちの作品の見直しと再評価の立場に

立ち、ギャスケルの作品における母と娘の関係、及び女性の生き方の変容を論じる。広義

で母娘関係を検証することは、過去に遡る女性の物語（価値観、ライフスタイル、女性の

場、アイデンティティなど）を検証することにも繋がる。ギャスケルは、娘の成長過程に

おいて、女性による女性の教育に注目し、男性の力が女性の人生に大きな影響を及ぼして、

支配的になることに大きな疑問を投げかけた作家である。母と娘の関係の亀裂は女性の歴

史や文化遺産の継承を阻むため、ギャスケルは、女性による女性の教育の必要性を主張し、

母と娘の和解と関係の修復において、女性の物語の継続 (continuity) を模索した。しかし、

ウルストンクラフトのように、真っ向から男性支配に否
ノン

を突きつける先達とは異なり、

ギャスケルの活動は、「ミセス・ギャスケル」という〈家庭の天使〉のマスクの背後で行

うものであった。そのマスクが象徴する〈女性らしさ〉を前面に出したため、ギャスケル

は非キャノン扱いされたと言えよう。 

このギャスケルのスタンスについては、フェリシア・ボナパルト、マーガレット・ホ

ーマンズ、エリザベス・ラングランド、スーザン・モーガン、ヒラリー・Ｍ・ショー、パ

ッツィ・ストーンマン、バーバラ・Ｚ・サンデンなどが、フェミニスト的読解によって論

じてきた。これらの批評家は、それ以前のギャスケル作品が「心やさしきミセス・ギャス

ケル」の作品－家庭的でイデオロギーを遵守する保守的な作品－と解釈されていた

のに対して、ギャスケルの作品には男性支配に対する女性のボイスのあり方を問う革新的

な姿勢があると指摘している。中でも、ギャスケルが用いる非言語的コミュニケーション

手段（言葉や理論で相手を説得する男性に対して、ギャスケルの女性たちは無言で他者救

済の行動を起こす）は興味深い。だが、これでは最初に言及した「沈黙のイオカステ」の

解放にはならない。 

本論が特に強調したいのは、ギャスケルはヴィクトリア朝社会の性別役割分担を認め

た理由として、彼女の意識の中で、男女それぞれに適切な役割や場があり、それに応じた

活動を行うのがよいという考えが存在していたことである。適切な役割や場というのは、

時代や社会によって変化するものである。だから目の前の状況を見て、それに応じた活動

を行い、また活動しやすいインフラの整備を考えるべきだというのがギャスケルの立場で

ある。これは、彼女と同時代に活躍したコンダクト・ブック作家セアラ・スティックニ

ー・エリスの姿勢とも共通している。エリスの主張も現行のイデオロギーに迎合するとみ

なされてフェミニストの攻撃の的になりがちだが、彼女もまた次世代の娘たちのために、
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母による教育と協力の必要性を訴えた点ではギャスケルと同じである。その点から、エリ

スの論の見直しと再評価も必要となる。 

本論文の構成は、ギャスケルの長編作品を年代順に追いながら、それぞれの作品が提

示するテーマと問題点を母と娘の物語という切り口で論じ、時代や社会の変化と同時にギ

ャスケルの意識の変化をも如実に投影する作品の検証からなる。作家ギャスケルの起点は、

母の視点から母のボイスで語ることにあったので、彼女の処女作『メアリ・バートン』で

は、子供を守る母の立場からヒロインの物語を書き起こした。だが作品を重ねるごとに、

ギャスケルの視点が母から娘に移行し、語りのスタンスも、他者の養育／教育から、ヒロ

インの精神的・経済的自立へと変化している。ギャスケルは、ヴィクトリア朝の献身的な

母の立場や役割を利用し、母性の持つ力を十分に発揮することによって、フィクションの

中で周縁化されていた母を前景化していくのだが、やがてその限界に行き当たる。それは、

母は過去の記憶と記録を運ぶ者であるが、娘は未来を書き込む者であるという揺るぎない

事実のためである。21 世紀の今であれば、長寿社会における女性の人生は子育て後の方

が長く、母の役割を終えた後の人生を考える時間も余裕も出てくる。ところがギャスケル

の時代の女性たちにとって、妻や母になった女性が自身の人生を優先することは容易では

ない。もちろん平均寿命の問題もあるが、結婚制度は女性を法的に保護する代わりに、個

人の財産や自由を認めなかったという制約もあった。ゴシックやセンセーション小説が女

性読者の間で大流行したのは、家庭という閉塞的な空間にしか場のない女性たちの、いわ

ば遊び
、、

とストレスのはけ口の場を異空間に求めたためと考えてよいだろう。 

それに呼応するかのように、ギャスケルの作品もまたジャンルが多岐に渡り、社会小

説から歴史小説、家庭小説、そしてゴシック小説にも及ぶ。それだけギャスケルの関心が

広範囲に及んでいたことを示唆するものである。しかしその根底には常に、女性の生き方

や女性のボイス－広義には社会の中心
、、

から外れた弱者たちを意味するが－を模索す

るギャスケルの一貫した姿勢がうかがえる。ギャスケルは過去を否定せず、その教訓を現

在と未来に生かすことを考える。未知のルートを拓くことは、登場人物や作家だけでなく、

読者にとっても冒険を経験することになるが、同時に、過去からの伝統を見直し、問題点

を見つけ、解決策を講じるという機会を得ることになる。それゆえギャスケルの作品の評

価については、〈何を成し遂げたのか〉という業績ベースで考えるのではなく、たとえ失

敗に終わったとしても、〈何をやろうとしたのか〉、〈どのようにやろうとしたのか〉とい

う目的やプロセスにも注目する必要があると言える。 
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『妻たちと娘たち』に登場するミセス・ギブソンは「私はこの（娘の）世代に属して

いたいわ」(WD 526) と述べて、青春を謳歌する彼女の娘たちと同じように、今の時代に

自分の人生を生きたいと公言している。母と言えば、娘に切り捨てられ、無能扱いされる

のが定番であった時期のフィクションにおいて、ミセス・ギブソンの言葉は、母という立

場や役割に縛られず、女性として生きたいと願う点で画期的である。しかしプロットの中

でミセス・ギブソンが得た場は、イデオロギー的な結婚生活（社会的・経済的な安定の確

保）と、同時に中産階級のレディーの生活（〈生ける死〉とも言うべき眠り
、、
）であり、彼

女はそれに満足してしまっている。それでは〈母〉の沈黙という慣習を破ることはできな

い。この眠りをどのように克服するか、それはギャスケルの娘である後世の女性作家及び

に託される課題であると言えよう。 
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第第第第 1 部部部部    女性の活動源としての母性女性の活動源としての母性女性の活動源としての母性女性の活動源としての母性－母の言葉と行動母の言葉と行動母の言葉と行動母の言葉と行動 
 

第第第第 1章章章章 

嘆きの母から救いの母へ嘆きの母から救いの母へ嘆きの母から救いの母へ嘆きの母から救いの母へ－『メアリ・バートン』『メアリ・バートン』『メアリ・バートン』『メアリ・バートン』 

 

1. 母の嘆きと『メアリ・バートン』 

ギャスケルが、『メアリ・バートン』を執筆するに至った背景として、これまで多くの

批評家が、彼女の長男の病死にまつわる逸話に言及してきた。『メアリ・バートン』初版

の「序文」の中で、「3 年前に（詳しく述べる必要もないが、ある事情があって）フィク

ションの執筆に専念しなくてはならなくなった」(MB 7) と述べているように、1845年当

時、ギャスケルは 1歳に満たない長男を亡くし、悲しみにくれていた。そこで、夫のウィ

リアムが、長篇小説の執筆を勧めて彼女を励ましたという話である。ところが、マーガレ

ット・ホーマンズの調査によると、「長男の死から 1847年に至るまでのギャスケルの手紙

は、すべて彼女の意向によって処分された」ため、この逸話のソースは、もっぱらＡ・

Ｗ・ウォードによる『メアリ・バートン』の「序文」(Knutsford Edition, London: Smith and 

Elder, 1906) に準拠している (315) ことが明らかになった。しかも、ウォードが何を典拠

にしてこの逸話に言及したのかは不明である (Homans 315) から、後の批評はすべて、こ

のウォードからの引用ということになる。 

さらに、ホーマンズは、ギャスケルの執筆履歴を精査して、非常に興味深い二つの事

実を明らかにしている。一つは、1833 年にギャスケルは娘を死産し、その 3 年後に娘を

悼んでソネットを書いたものの、それは未出版のままに終わったこと、もう一つは、ギャ

スケルは、行方不明の娘を探す母の物語である短篇「リジー・リー」を 1838 年に書き起

こしているが、この作品が『ハウスホールド・ワーズ』誌上に発表されるのは、『メア

リ・バートン』出版の 3 年後（1851年）になった (Homans 223-24) ことである。いずれ

も、娘を失った母の悲しみを言語化したものであるが、『メアリ・バートン』の出版を経

て初めて、これらの存在が明らかになった。 

ウォードが言及した逸話の真偽はともかく、ギャスケルの執筆活動の動機が、彼女自

身の経験（母としての嘆き）と密接に関わり、『メアリ・バートン』の起点が、子供の喪
、、、、

失
、
と母の嘆き

、、、、
にあることには変わりはない。だが、『メアリ・バートン』の語りには、ギ

ャスケルの亡き息子への思いだけではなく、死産した娘に対する悲しみも含まれている 
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(Colby, Some Appointed 34) 点を看過すべきではないだろう。『メアリ・バートン』という

タイトルが示すように、この作品の主人公はメアリという娘である。そして、このメアリ

の母ミセス・バートンもまた、「メアリ」という名前を共有している。その点から考える

と、この作品で重要視されているのはメアリ母娘の物語である。 

また、ギャスケルの執筆活動に関して言うならば、わが子の死を悼むことが彼女の執

筆の動機となったとしても、それが究極の目的ではなかったであろう。ギャスケルには、

『メアリ・バートン』以前にも短篇の執筆を手がけ、複数の雑誌に寄稿していた経緯があ

った。それなら、長篇執筆の構想は、息子の死後に生まれたのではなく、それ以前から彼

女の意識にあったと考えてもおかしくはない。ヒラリー・Ｍ・ショーが、『メアリ・バー

トン』の中心をなすのは「嘆く母の語り (narrative of grieving mother)」だが、ギャスケル

の筆には素人の癒しの手段ではない、プロ意識を持った計算がある (14) と述べているよ

うに、ギャスケルはそれ以前から、機会を得た時に備えて、長篇執筆の準備をしていたの

ではあるまいか。ソネットの執筆は、『メアリ・バートン』出版よりも 15年前に遡り、ギ

ャスケルもまだ本格的な職業作家としての場を持たなかった頃である。当時のギャスケル

には、まだそれを出版する環境が整っていなかったのかもしれない。いずれにしろ、息子

の死を契機に、ギャスケルが突然執筆を開始したのではなく、長篇の構想をあたためてい

るうちに、『メアリ・バートン』によって、その好機を得たと思われる。 

その『メアリ・バートン』の冒頭では、ミセス・バートンが妹エスタの失踪を嘆き、

続いて第 3章では、ジョン・バートンが、妻と生まれたばかりの息子の病死を嘆く姿が描

かれている。一見この作品は、愛する者の喪失を親の立場から嘆いたものに見えるが、物

語の本筋を担うのは娘のメアリである。母の死後、父に放任され、いわば保護者不在の状

況に陥ったメアリにとって、頼るべき存在が父ではなく母であることは、「母（の不在）

は、娘にとって痛ましい損失です」(MB 270) という彼女の言葉からも明らかである。そ

うすると、母の不在が引き起こす娘の嘆きと、さらに、メアリの不遇に対して外から嘆き

を示す存在をも含めて、作品を考察する必要がある。ここで後者、つまりメアリに対して

嘆きを示す存在というのが、ギャスケルが用意した〈母〉であり、メアリの救い手となる

存在である。 

 ギャスケルは、母の活動源として、（子供を失った母の嘆きという）負のエネルギーに

注目し、その力のベクトルを他者救済の活動へと転換することによって、〈嘆きの母〉を

〈救いの母〉に変身させている。たとえば、『クランフォード』では、ミセス・ブラウン
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が乳飲み子を抱えてインドのジャングル越えをするというような、「正気とは思えないよ

うな力 (the madness in me)」(CD 259) を発揮し、「リジー・リー」では、行方不明になっ

た娘を探すために、母アンが、毎夜マンチェスターの町を徘徊するような「不屈の力 

(her untiring patience in seeking for one)」(LL 138) を見せている。いずれも、夫の指示に従

った結果、子供を失うことになった母が見せる精神的・身体的な強さの表象である。これ

らの、悲しみをばねとする母の力を利用して、ギャスケルは、「嘆く母を黙らせるのでな

く、むしろ被害に対するリベンジの念を伴って、母を作品内に呼び戻す」(Schor 28) こと

を画策した。「リベンジ」と言っても、ギャスケルは、母を復讐の鬼にして反撃させるつ

もりはなく、逆に、母には、男性優位の競争社会がもたらした弊害を補填する役割を託し

ている。端的に言うと、〈男性による破壊〉に対する〈女性による救済〉という図式を構

築し、それを物語の中に持ち込むことであるが、これは、ヴィクトリア朝の性別役割分担

にも抵触しない点を考慮した上で、女性の活動的な行動を正当化するギャスケルの戦略で

ある。 

しかしながら、『メアリ・バートン』では、このような自己犠牲的な強さを示す母はい

ない。ミセス・バートンはすでに死亡し、彼女の妹エスタは行方不明である。ジョンの記

憶に残る彼の実母にはそれらしい力がありそうだが、その母すでにこの世の人ではない。

それゆえこれら不在の母たちの嘆きの力を直接に利用することはできない。そこでギャス

ケルは、メアリに白羽の矢を立てて、将来的に母となると予測される彼女に、母の行為を

代行させるのである。だがその前に、メアリ自身がその役割を担えるだけの精神的・身体

的強さを身につけなくてはならない。ギャスケルの世界において、母とは他者の世話をす
、、、、

る
、
人、娘は他者から世話をされる

、、、、、、
人と定義づけることができる。当然ながら、メアリは世

話をされる娘としてスタートするわけであるから、この立場の変化がメアリの成長
、、

として

みなされる。伝統的なロマンス・プロットであれば、ヒロインの成長とは、失敗を通して

自己認識を得て、自己主張から自己抑制へと態度を改めるというケースが多いが、メアリ

は、自己抑制のプロセスの後、他者救済の活動
、、

、すなわちマザリングを行うことで以前よ

りも活発になる点が従来のヒロインの成長パターンと異なる。 

 マザリングという活動に価値を見出すことは、当然、その活動の大本である家事労働を

再評価することに繋がるが、ギャスケルは、家事労働に専念する女性の地位向上といった

フェミニズム的な主張をするわけではない。彼女は、家事労働から応用したノウハウを社

会活動に適用して、女性が日常的に従事している仕事
、、

の有用性
、、、

と有益性
、、、

を訴えるのである。
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マザリングもその一つであり、ギャスケルはこれを実の親子間での育児に限定せず、社会

における他者の養育活動へと応用して、女性の力を家庭外活動にも活用した。これがひい

ては女性の活動領域を拡大することになるのは想像に難くない。それゆえ、このマザリン

グに従事するのは子を持つ母に限定されることはなく、『メアリ・バートン』であれば、

メアリに対するマザリングには、亡き母の代理
、、

となる友人・隣人・知人からの忠告や援助

があり、さらに語り手もメアリに同情するコメントを寄せている。そうしたさまざまなソ

ースからの〈母〉のボイスが相俟って、メアリを淪落の危機から救い、自己中心的だった

彼女の意識を他者救済のための活動へ向けることに成功したのである。 

さらに興味深いのは、このマザリングが、〈母〉の行為を基盤にしているとはいえ、男

性にも参入が認められるという点にある。メアリの救済からスタートしたマザリングであ

るが、後に救済対象は、メアリの父ジョン、叔母エスタ、さらにはマンチェスターの労働

者たちへと拡大していく。この対象の領域が拡大することによって、女性の活動領域が社

会、つまり男性の領域にも及ぶことになり、ヴィクトリア朝の男女の領域の境界が曖昧化

することは避けられない。それゆえ、この活動が、現行の「人間社会の形を大きく変える

ような、革命的な行為」(Davis 513) となる可能性も生じてくるわけである。 

 だが、ギャスケルとしては、そのような「革命的な」意図を持って、『メアリ・バート

ン』の執筆に臨んだわけではないだろう。この作品は、1830年代末から 40年代にかけて

の、いわゆる「飢餓の 40年代 (Hungry Forties)」を背景に、工業都市マンチェスターの労

資問題を扱ったもので、産業革命が終盤を迎えたこの時期、長引く経済不況のもとで労働

者たちは職を失い、日々の食糧にも困る状況であった。そうした労働者の苦境に同情し、

彼らの〈声なき叫び〉を読者に伝えるために筆を執ったと、ギャスケルは作品の「序文」

で述べている (MB 8)。しかし、作家ギャスケルの目配りはそれにとどまらず、広く社会

的弱者の救済へと範囲を拡大していった。その折、彼女が救済活動の源として注目したの

が、これまでフィクションの世界では無視されてきた母に内在する（潜在的な）力である。

その結果、『メアリ・バートン』は、ギャスケルがプロットの中で母の有用性をアピール

する試みにおいて、オリジナリティを記した作品になったと言えよう。 

 

2. 母の沈黙と娘の危機 

 『メアリ・バートン』の執筆にあたり、ギャスケルは、当初この物語を、ジョン・バー

トンを主人公にした物語として構想していた (Letters 74)。ところが後に、ジョンの娘メ
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アリを主人公とした物語に変更したため、その名残として、本作品は、前半にジョンのプ

ロット（社会問題）、後半にメアリのプロット（恋愛・家庭の問題）の二つの物語を有し

ている。ジョンの物語は、現行の社会における不平等とそれに対する怒りの表象としての

暴力（ストライキによる暴動や殺人事件）を語り、メアリの物語はその社会情勢の影響を

受けた家庭内の悲劇（貧困や家族の病死）と男女の恋愛関係の問題（中産階級の男性によ

る誘惑と労働者階級の女性の淪落）を扱っている。スティーヴン・ジルは、これら二つの

プロットの間に亀裂が生じていることから、この亀裂が作品の欠点になっていると評して

いる (21-22)。 

 一方、『メアリ・バートン』を社会小説だと位置づけているレイモンド・ウィリアムズ

もまた、この変更を否定的にとらえている一人である。彼は、この作品が本来意図されて

いたものから外れて、「人道的な結末」に落ち着いてしまったと指摘している (91)。ウィ

リアムズによると、この作品が「独自の観点で労働者階級の日常生活の感触を記録しよう

と試みる」点は評価に値するが、作品の完成度としては十分ではない (87)。彼の見解で

は、ギャスケルは最後まで労資問題から目をそらさず、彼女なりの解決策を提示するべき

だったということである。 

作品が二分されたという点については、二つのプロットを往来する人物、ハリー・カ

ーソン（工場主の息子でメアリの誘惑者）がいるが、ジョンがハリーを殺害するという事

件を機に、公的領域の事件（暴動による町の破壊の危機）と私的領域の事件（メアリの淪

落の危機）の二つの物語の行く末が雲散霧消してしまう。そして、ジョンが失踪した後、

物語のプロットは、メアリの動向（自分の軽率な行動を反省し、自己抑制プログラムの実

践に向かう）を追うことになる。物語の終盤で、殺人犯ジョンと被害者ハリーの父が対面

し、和解に至るプロセスが描かれるが、それは、二人の間での個人的な問題の、しかも精

神面での解決であって、労資間の格差是正の問題解決とはなっていない。『メアリ・バー

トン』が社会問題を直視する作品ならば、ギャスケルが提示した結末はその体を成してい

ないことになる。 

だが視点を変えて、本作品をメアリの成長物語として考察すれば、ジョンのプロット

はメアリのプロットを起こす動機となり、プロット間の亀裂は、父の物語を娘が引き継ぐ

継ぎ目として機能するのではないか。ジョンとメアリの物語を対比的に読めば、行動領域

は異なるものの、二人の失敗が類似したところ、つまり母による〈養育〉と〈教育〉の不

足／欠如から発生する無知
、、

にあることがわかる。二つの物語が相似関係にあり、また相補
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的に機能し合っているというなら、二つのプロットの共存は必ずしも負の効果をもたらす

わけではない。スーザン・モーガンが指摘するように、ジョンが表象する「男性支配の権

力の盛衰」、それを引き継ぐメアリによる「女性の価値観の高まり」という配置は、「父は

過去を保護するが、娘は未来を作る」ことを強調している (101)。換言すると、過去に男

性が作った歴史の負の部分を、今度は女性が新しい歴史観と新たに語るべき歴史に置き換

えて提示するパターンである。『メアリ・バートン』は、それまでフィクションの世界を

席捲していた男性の視点からの語りに対して、新たに女性の視点からの語りを呼び込むと

いう構図を持っている。これは既存の枠組を利用してソフト面での充実をはかる、ギャス

ケルならではの手法が生かされたものであり、以後ギャスケルの作品群には、この女性の

視点からの語りが主流となるのである。 

さて、ジョンとメアリの父娘の物語に共通するのは、彼らが生活向上のために現状か

らの脱出を試みようとすること、そしてその目的達成のために、時として彼らが極端な手

段に訴える危険性をはらむことである。ストライキに身を投じて組合員の家族に飢えを強

要するジョンと、自分の美しさを利用して金持ちの男性との結婚を夢見るメアリは、目先

の利益にとらわれてその先のことを考えない、あるいは理想に埋もれて現実が見えない空

想家である。もちろんこのパターンはバートン父娘だけでなく、メアリの叔母エスタの淪

落や、ストライキの中で暴徒と化した労働組合員たちにも適用され、作品の中に形を変え

て繰り返し登場する。前述のように、ギャスケルは、ジョンとメアリの失敗の原因が母の

不在による母の教育の欠如にあるとみなしており、その救済策として母という存在をプロ

ットの中に召喚することが必要であると主張したのである。 

 それでは、メアリの問題から検証していこう。メアリのプロットは、母の不在が娘に危

機を招くという事例を提示するのが狙いだが、物語の導入部では、従来通り、「母より娘

が優先される」(Homans 38) という形で、登場人物が紹介されている。まず作品のタイト

ルである「メアリ・バートン」は、ヒロインの名前であると同時に、彼女の母の名前でも

ある。だが、母ミセス・バートンは病死という形で早々に物語から退場し、「メアリ」と

いうアイデンティティは娘が独占することになる。母の死がフィクションにおける常套手

段であるとはいえ、母と名前を共有している点で、娘は母の複製だと言える。そうなると、

母の早世や沈黙は、やがて娘に訪れる運命を暗示すると考えることができよう。 

 さらに、母の沈黙という点を掘り下げるなら、ミセス・バートンが存命中から語る機会

を持たなかった点は看過すべきでない。たとえば作品の冒頭、二組の労働者の家族たちが
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久しぶりの遠出を楽しむ様子が描かれる中で、ミセス・バートンの妹エスタの失踪が話題

にのぼるが、話はジョンと職工仲間のジョージ・ウィルソンの間で進行する。ここでは、

ジョンが「おれの考えでは、あの娘は誰かと駆け落ちしたのさ。家内は気を揉んで、妹が

身投げをしたんじゃないかって考えているが、おれは、身投げをするやつは晴れ着のこと

なんか考えてないって言ったんだ」(14) と述べる言葉に注目したい。彼は妻の考えを代

弁し、その考えが間違いだと指摘し、さらに行方不明の義妹の事情についても自分なりの

説明を加えているのだが、この発話に対して反論する者はいない。ミセス・バートンの嘆

く様子が伝えられるのみで、話題の主エスタはその場にはいないのである。それゆえ、ジ

ョンの観察と考察から出た言葉が、この場で女性の物語を制御する。このようにして母た

ち（ミセス・バートンもエスタも経産婦）が物語の中心から外れ、また自身の言葉で語る

機会を持ち得ないのであれば、彼女たちが不在であっても何ら不都合はない。ところが、

現実問題として、メアリは母からの忠告が得られなかったため、危機に直面することにな

る。 

お針子見習いのメアリと工場主の息子ハリー・カーソンの交際は、労働者階級の美し

い娘が中産階級の若い紳士に誘惑されるという、ヴィクトリア朝における典型的な女性の

淪落プロットを暗示している。そのような罠の存在を知らないメアリは、幸い、自分が本

当に愛しているのは別の男性であるという自己認識を得て、ハリーの誘惑を回避すること

ができた。しかし、語り手が、メアリが夢見る中産階級の生活について、「そのようなも

のは空中楼閣に過ぎす、やがて夢が覚めた時、メアリは涙を流すはめになる」(72) と予

告し、その空想の行きつくころが「破滅 (doom)」(72) であると明言するように、彼女は

「淪落途上にある女性 (falling woman, woman on the nature of temptation)」(Kalikoff 358) で

あった。メアリが失踪した叔母と同じ轍を踏みかけたことは間違いない。オースティンの

作品であれば、ヒロインを道徳的に導くのは父や兄弟、もしくは未来の夫となる男性の役

割であるが、ギャスケルの作品では、肝心の男性指導者が不在なのである。 

 メアリの場合、父は組合活動に傾倒して家を空けることが多く、彼女は自由奔放な環境

にあった。それに加えて、メアリにも自分の外見的な美を資本にして「レディーになって、

金持ちになる」(MB 270) という野心があった。メアリに心の隙があったのは事実だが、

それを注意する人物がいないところに最大の問題があるとギャスケルは考えている。女性

の淪落防止のためには、メアリには事前に、それぞれの「階級に特化した習慣 (class-

specific conventions)」(Jung 57) があることを熟知させる教育（“a role-specific education” 
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Jung 60）が必要であろう。ところが当時、女性の貞操問題は「実の親ですらあからさま

に口にすることは憚られる話題」(RU 35) であり、女性はこの世にはびこる悪に無知であ

ることを求められていた。しかし、その沈黙こそが悪をはびこらせる要因であって、デボ

ラ・Ａ・ローガンが指摘するように、淪落を当該女性の自己責任に帰するだけでは根本的

な解決策にならない (27-28) のであり、ギャスケルもそう考えていたはずである。後にメ

アリが「母（の不在）は、娘にとって痛ましい損失です」(MB 270) という言葉を口にす

る時、その言葉には物理的な母の不在だけでなく、母から与えられたかもしれない精神的

な養育
マザリング

の不在に対する嘆きも読み取ることができる。 

 そこでギャスケルは、メアリの緊急事態に対処する形で、彼女への忠告者として母
、
を配

置する。メアリの実母はすでに故人であるため、彼女の救済に関わる代理母は、叔母をは

じめ、隣人や行きずりで知り合った人たち、さらには語り（手）が自らメアリのケアを行

うこともありえる。 

たとえば、メアリの自己認識のプロセスは、彼女が幼なじみのジェムから求婚を断っ

たのを機に、本当に愛していたのが交際相手のハリーではなく、ジェムであることに気づ

くという流れである。その瞬間のメアリの様子は、「それ（わずか一時間前の出来事）が、

彼女の心のベールを剥いだ (it had unveiled her heart to her)。彼女は、誰よりも何よりも、

ジェムを愛していると確信したのだ」(MB 113) と語られている。その後、メアリは、「過

去のことがくっきりと見え (in the clear revelation of that past hour)」(113)、危機を察して、

これまでの行動を改める決心をすることになる。 

ここで注目すべき点は、メアリの心の「ベールを剥ぐ (unveil)」という表現であり、文

字通り、外部からメアリに対してその操作が行われていることである。メアリが自己認識

に至るには、「一時間前の出来事」、すなわちジェムからの求婚とメアリの拒絶という出来

事がきっかけとなるのだが、ルース・バーナード・イエゼルは、この時のメアリの変化に

ついて、「メアリというキャラクターには実質上の変化は起こっていない。ただ自分の本

心に気づいたというだけで、真実そのものは何も変わっていない」と指摘している (135)。

イエゼルの意見は、メアリのアイデンティティ形成を考える上で非常に重要である。語り

の中で、あらかじめ真実というものが用意されているとしても、それをヒロインが自分で
、、、

認識する
、、、、

のが成長
、、

のプロセスである。しかし、外部の力で、メアリの意識にベールをかけ

たり剥がしたりという操作を行い、重要な事柄を「啓示 (revelation)」のように与えるな

ら、メアリという人物には自律性が認められておらず、外部の指示や操作によって動く人
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形と同じであろう。この後もう一度このような操作が行われる場面があるのだが、メアリ

がジェムのアリバイ探しにリバプールへ出かけ、目的を果たした後、「ベールが彼女の意

識に下りてきて、彼女は何が起こっているのか、はっきりとわからなかった」(MB 247) 

と述べられている。 

では、メアリに対してベールの操作をするようなコントロールには、どのような効果

が期待できるのであろうか。まず、これは、ヴィクトリア朝小説のヒロインを配置するの

に、適切な場と不適切な場を使い分けて、〈家庭の天使〉たるべき女性から、セクシュア

リティに関する要素を排除する措置であろう。前述のように、ハリーとの交際はメアリを

淪落へと導く罠である。そのメアリに、女性の行動規範である「女性のたしなみ 

(maidenly modesty)」(MB 113) と「女性にふさわしい忍耐 (womanly patience)」(114) を学

ばせ、ハリーとの交際で浮上しかけていたメアリのセクシュアリティを、彼女の意識から

もプロットからも追い出すことが、この操作の狙いである。ここでは、メアリのセクシュ

アリティの抑制が、自己主張の抑制と同列に扱われていることから、女性の淪落の原因の

一端が自己主張にあるとみなされていることがわかる。メアリが属する社会では、「女性

のたしなみ」とは、「何もしないことだが、忍耐強くなるように務める」(113) ことを意

味している。そして、これを実践するお手本として、メアリの身近には、「しとやかで、

控えめで、慎み深い (gentle, reserved, and prudent)」(209) マーガレット・ジェニングスと

いう友人が配置されている。そして、メアリに代わって、女性の情熱や衝動性、自己主張

の追求は、エスタの淪落、ならびに労働者の暴動やジョンの殺人事件という出来事に置き

換えられて、メアリの「手を汚さずに (decontaminated and contained)」(Yeazell 134) 別の

プロットで代償される運びになっている。これらの出来事は、後に詳しく考察することに

なるが、いずれも、当該の人物の人生を破滅に追いやる出来事であるから、メアリはその

出来事に関与しないという形で救われた
、、、、

のである。 

次に、外部からの操作の助けを借りて成長
、、

したメアリであるが、彼女には別の仕事

（役割）が与えられている。矛盾するようだが、自己主張を抑制したメアリがこの後携わ

るのは、発話と行動なのである。というのも、母（のボイス）による救済活動は、他者救

済の名目で行動する
、、、、

ことであるから、メアリもそれに倣って活動に参入する。ただし、彼

女が起こす行動には、他者救済という目的が先行する点を忘れてはならない。 

とはいうものの、ギャスケルは、マザリングを契機として、自己抑制した女性が自己

実現に向けて動き出す
、、、、

チャンスを与えているように思えてならない。特に、メアリの行動
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には、女性が戸外（コミュニティの外であり、男性の領域である公的領域）へ出るチャン

スと、日常生活では女性が口にしない言葉を発するという機会が与えられているからであ

る。ただし、そのような活動の後には、眠り
、、
（睡眠だけでなく、病による人事不省を含む

沈黙状態）が控えており、その二つの切り替えを行うのは、メアリの意思ではなく、外部

からの操作によるものであることを言及しておかねばならない。この操作は、女性の活動

（領域）が、その社会の規範に抵触することを避けるためのストッパーとして機能してい

る限り、ギャスケルが当時の社会慣習に従ったのだと考えられる。だが、同時にギャスケ

ルは、この措置を方便的に用いているように思われるのである。そこで、メアリによる他

者の救出活動を精査して、これがメアリ自身の救出活動、すなわちメアリが「女性らしい

たしなみ」という名の自己抑制から、自らを救出する活動である点を見ていく。最も顕著

な例は、メアリのリバプールへの一人旅、そして法廷での証言の場面である。 

まず、メアリのリバプール行きだが、この旅の目的は、殺人容疑で逮捕されたジェム

のアリバイを証明するために、事件当日にジェムと会った船乗りウィル・ウィルソンを探

し、法廷での証言を依頼することである。この場面では探偵物語風の描写が続き、メアリ

が一つ一つ手がかりを追っていくさまはスリリングである。だが、ウィルの言葉を受け取

るや否や、メアリの身体機能は突如停止し、彼女は港に戻る船の上で眠ってしまう。これ

以後、裁判に関する事柄は他者（男性）の手に委ねられ、メアリは法廷に登場するまで、

ウィルのメッセージを持ったままで行方知れずになる。実際、ウィルの証言は法廷で彼自

身が行ってこそ有効であり、メアリが運ぶメッセージは、彼女を一時的に安堵させるもの

でしかない。しかも、このメッセンジャーの役割はメアリ以外の人物でも代行可能なもの

である。ということは、彼女のリバプール行きは、アリバイ探しの口実のもとで女性が単

身外界へ赴き、他者のために奔走しながら冒険をするというセッティングになっていると

しか思えない。 

ボーデンハイマーは、リバプールでのメアリの活動を「高貴なる探索」ととらえ、内面

の力と広い世界を見るヴィジョン持つ「救いのヒロイン (a heroine of rescue)」としてのメ

アリの立場を評価している (210-11)。それゆえ、その後に続くメアリの病は、彼女のエネ

ルギーに反する反応であり、まさにコンベンションの押し付けに他ならないと批判してい

る (Bodenheimer 211-13)。これに対して、イエゼルは、メアリの行動は当時としてはそれ

ほど異例な (unconventional) 出来事ではなく、「ボーデンハイマーは『救いのヒロイン』

としての『メアリ・バートン』を誇張しすぎだ」と反論している (135)。その理由として、
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イエゼルは他の作品を例証し、メアリの冒険は同時代のフィクションと比較して特に珍し

いものではないと指摘している。1 確かにメアリの役割は個人的な事情によるものだから、

「高貴なる探索」は誇張表現であろう。また、ジェムの逮捕と起訴はメアリの父の身代わ

り（この時ジョンは逃亡中）であるから、メアリにすれば父と恋人の両方を救いたいとい

う目的がある。それゆえジェムのアリバイ探しは、メアリにとって、完全に無私の動機と

は言い難い。 

しかし、それ以前のメアリの状態（自己抑制を強いられて沈黙するようになった）から

比べると、活動するメアリの姿には、大きな変化が見られるのは明らかである。これは、

次に述べる裁判の場面でのメアリとも共通するが、彼女は、「他者が見る沈黙の客体」か

ら「なりふりかまわず自己主張する主体」へと極端な変化を遂げている (Stoneman 79) の

である。ところが、これだけの変化を経ながらも、活動の後は、一転して眠りについてし

まうので、この措置については、キャサリン・ベルシーが指摘するように、「19 世紀のフ

ィクションのコンベンションとはいえ、ヒロインの病（眠り）による変化が極端である」

(74) と言える。 

だが、メアリの身体にかかる負担を考えれば、活動と眠り（／病）の組み合わせは決し

てマイナス要素ばかりではない。彼女の眠りは、「マザリングによる過度の負担による疲

れ」(Davis 522) が原因であり、女性の「精神的疲労を身体で表現することはギャスケル

の常套手段である」(Davis 523) と言える。単純に考えれば、メアリは、慣れない一人旅

で心身ともに疲労状態にあり、休息が必要だったから、それを与えられたのであろう。そ

うすると、メアリの行動を〈家庭の天使〉の枠内にとどめ、同時に、彼女に休息を与える

ことのできるという点で、これはステージ・ビジネス的な措置でもある。 

このパターンは、法廷の場面でも繰り返され、メアリが、公衆の前でジェムへの愛を告

白し (“I loved James Wilson” MB 269)、さらには、求められてもいないのに、母を亡くし

た娘の窮地を訴える (“mother died before I was thirteen, before I could know right from wrong 

about some things” 270) という発言と、その後の眠り（失神）という流れになっている。

これらの言葉は、メアリが言いたくてたまらなかった言葉であるが、これまで言う機会が

なかったものである。メアリの恋愛プロットは、ハリーとの交際中にジェムからの求婚を

拒絶し、その後彼への愛に目覚めるという筋書きであるが、前述のように、母のボイスに

導かれたメアリは、「女性らしいたしなみ」（「真実の愛は慎み深いものである」(113) と

いう教え）によって、ジェムへの愛を口にすることさえ憚られている。そこでギャスケル
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は、法廷を利用して、メアリにその告白の機会を与えたと考えられる。 

さらに、この法廷の場面では非常に面白い方便が用いられている。語り手は、「私はそ

の場にはいませんでした」(MB 269) と前置きして、法廷でのメアリの発話が、語り手の

コントロールを超えたところにあると明言し、メアリの発話についての反応を知るために、

傍聴席の声を拾うのである。傍聴人はメアリに、「堕ちた（トロイの）ヘレネ」(268) や

「（父親殺しの）ベアトリーチェ・チェンチ」(269) のイメージを重ね合わせるが、いず

れも、メアリのプロットから排除されてきた要素（セクシュアリティと暴力）に関わり、

自己主張と感情の極度の高まりによって、争いや事件を起こした女性たちである。母性や

マザリングとは対極のイメージを持つ女性たちに言及して、メアリの姿と相似形に描くこ

とは、メアリにも彼女らのような要素が備わっていることを示唆する狙いがあるのではな

いか。母の教育によって自己抑制したメアリであるが、メアリの自己主張は、消滅したの
、、、、、

ではなく
、、、、

、ベールに包まれていた
、、、、、、、、、、

だけで、今もメアリの中に潜在している。だから、裁判

の場面では、語り手の監視の目が不在という口実のもとで、メアリの自己主張は縛りを解

かれたのである。しかも、この証言の後メアリには失神と人事不省という長い眠り
、、

が待っ

ているのだから、すべてはプログラムされた流れの中での行為であったと考えてよい。活

動と眠りの繰り返しは、もちろんヒロインの身体的な負担を軽減する措置であるが、メア

リの持つ二つの顔を交互に見せる手段でもある。そうすると、ギャスケルによる母のボイ

スは、決して一枚岩ではないことが明らかになる。それは、方便を駆使しながら、ヒロイ

ンに動く
、、
チャンスを与える戦略に富むものなのである。 

 

3. 父による愛情と共感の拒絶と野獣化する息子たち 

 メアリが淪落の危機に瀕するのと呼応して、ジョンはストライキという名の暴動に加担

し、人間性を喪失する危機に瀕していた。これら二つは異なる領域での出来事であるが、

相似関係にあるとみなすことが可能であり、ギャスケルもそのような効果を狙っていたと

考えられる。ギャスケルは、この暴動の場面を描くにあたり、マンチェスターで実際に起

こった騒動を参考にしたと「序文」で述べているので、そこから労働者の怒りの原因につ

いての彼女の考察を要約すると、次のようになる。労働者は、自分たちの「仲間 (fellow-

creatures)」、同じ人間である資本家から不当で不親切な扱いを受けたと信じ込み
、、、、

、目前の

苦難を神の意思として受容すべきなのに、「道を踏み外す (taint)」ようなことをした。彼

らには「教育が欠如している (uneducated)」ので、その多くが、怒りの矛先を復讐という
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形で資本家へ向けた (MB 7)。これを作品内でジョンについて述べた個所と比較してみよ

う。「教育がないので、知恵がない。知恵がなければ、愛があっても害になるだけだ。彼

は最良の判断のもとで行動をしたが、それは著しく誤った判断であった」(144) という記

述との共通点を挙げると、教育の欠如が原因で判断を誤るという結果が導き出すことがで

きる。興味深いのは、ギャスケルが、「教育の欠如した者 (the uneducated)」の行為を、本

来人間性を多く持ちながらも今は「精神 (soul)」や「善悪の判断力 (knowledge of the 

difference between good and evil)」を失くした「フランケンシュタインの怪物」の行動にな

ぞらえる点である (144)。「フランケンシュタイン」はメアリ・シェリーが 1818年に発表

した小説のタイトルであり、かつ主人公の科学者ヴィクトル・フランケンシュタインのこ

とであるが、2 ここで重要なのは、ギャスケルは、「我々」（中産階級）が、労働者を「そ

のような怪物にした」のだと認識している点である。 

 ストーンマンは、工場主が労働者階級を生産したのだから、彼らは労働者に対して機能

上の責任を負わねばならない (72) が、「技術主義の父 (technocratic “father”)」（工場主）

は、子供（労働者階級）を「生産する (create)」ことはできても、「育てる (nurture)」こ

とはできない」(73) と主張している。つまり、工場主の育児放棄のせいで、労働者は栄

養失調（正しい判断が身についていない状態）になったわけだから、その責任は工場主に

あるという主張である。ストーンマンは、工場主と労働者の間の機能的関係から、労働者

の無知／無教育についての責任の所在を明らかにしており、その点は納得のいく説明であ

る。しかし彼女の説明には感情面での関係についての議論が不足している。それを補填す

るために、前述の「フランケンシュタインの怪物」への言及が、どのような解釈を許容す

るかを考えてみたい。 

 シェリーの小説『フランケンシュタイン』では、ヴィクトル（創造主）は、外見の醜さ

ゆえに怪物（創造物）を捨てた（育児放棄）。しかし、その後、怪物は独学で言葉を学ん

で知識を得るので、彼は無学というわけではない。逆にその知識によって、彼は自分が他

者とは違う
、、
ことを、より痛切に認識するのである。では、怪物に不足しているものは何か

というと、他者からの愛情や共感である。しかし、怪物は「哀れみと救済 (pity and 

redress) を」(94) 乞いながら、それをことごとく拒絶されてきた。そこで怪物は、自分を

この世に送り出した父への憎しみを募らせていくのである。 

 ヴィクトルは、科学的な知識と技術を駆使して生命創造を操るという、いわば神の領域

にまで踏み込んだが、生命誕生後のケアを怠った。そのケアとは、怪物が求める「哀れみ
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と救済」を与えること
、、、、、

に集約される。けれども、ヴィクトルは、自分が求めるばかりで、

他者に与えることを学ばなかったからこそ、怪物との間には最後まで互いへの理解と共感

が生じることなく、それが両者の和解を困難にしたと考えられる。 

 バーバラ・ジョンソンは、「両親に溺愛されて育った」ヴィクトルと、「即刻拒絶され、

捨てられた」怪物は正反対の環境にありながら、「世間から疎外 (alienation) され、自分

を苦しめる場に行き着く点では同じである」(242) とみなして、双方の共通点を指摘して

いる。結果としてはそうであるが、その過程において、ヴィクトルと怪物の目指す方向が

異なる点を明らかにしておかねばならない。ヴィクトルは家族や友人との交流を否定しな

いが、彼が最も情熱を注ぐ対象は新しい知識や実験である。その意味では、ヴィクトルは

他者から疎外されたわけではなく、自ら孤独を求めたというのが適切である。だが、彼に

は、自分の欲するものに専心するあまり、その態度が他者にどのような影響を与えるのか

を顧みないという欠点があった。求めるのみで、与えることを考えず、気に入らないもの

を簡単に捨てるという傾向である。一方、怪物は知識を得るに伴い、他者との交流をより

強く求めるようになるが、そのためには他者に与える努力も怠らない。ところが、度重な

る拒絶によって、怪物は自分の欲求が満たされないことがわかると、ヴィクトルと同様、

他者を破壊する行為に傾倒する。従って、結果的に、ジョンソンの指摘通りになるわけで

ある。 

 これらの点を踏まえてギャスケルが描く労資関係を見ると、フランケンシュタイン父子

の問題は、ギャスケルの労資間の問題にも適用できるのではないだろうか。そこで、今度

は、資本家の言い分を考察してみよう。これには『北と南』での二人の工場主ハンパーと

ソーントンの意見が分析に役立つ。彼らは労働者のことを比喩的に「（働き）手 (hand)」

(NS 136) と称して、肉体労働をするだけの存在と考えている。そこでハンパーは、たと

えストライキで工場（主）が破滅しても、資本家は「手」と「頭脳 (head)」の両方を所

有するから、工場の再建は可能だと楽観的に構えている。一方ソーントンには、 自 助
セルフ・ヘルプ

の精神で現在の地位を築いたという自負心があるがゆえに、その地位が「他者（労働者）

の無知や愚かさに脅かされるのではないかという危機を痛切に感じて」(137) いる。しか

し、両者とも、労働者には「頭脳」がないから考える力がないとみなし、労働者に対して

共感を示す姿勢を全く持たない点では共通している。 

 このような資本家の意見に対して、ヒロインのマーガレット・ヘイルは、労働者に「頭

脳」がないというなら、そのケアが必要であり、「子供はきちんと世話をしないと言葉も
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知らず、飢えをしのぐ術すらわからない」のだから、「賢い親なら、子供に対して絶対的

なルールを押しつけるのをやめて、子供の友人や忠告者となって、子供が独立できるよう

に願うものではないか」(NS 114) と反論している。彼女の考えでは、資本家は労働者を

搾取するのみで育てることを放棄したにもかかわらず、彼らの無知を批判していることに

なる。だが工場主にとって労資関係は、「単なる『金銭的結びつき (cash nexus)』」(431)3 

であるから、工場主は、労働者とは仕事以外の領域については関知しないというスタンス

である (116)。要するに、「労働者は無知である」というトピックに対し、工場主は無知

が原因で生じる結果
、、
で判断し、マーガレットは逆に無知の原因と責任

、、、、、
の所在を求めていて、

妥協点を見出すのは容易ではない。 

 しかしながら、『北と南』では、ソーントンと従業員が「慈善と共感 (charity and 

sympathy)」(381) で結ばれることによって、お互いを理解し合うという結末に落ち着く。

ソーントンは、「金銭的結びつき」よりも、従業員との間の「感情の改善 (improvement of 

feeling)」(381) を選んだわけだが、これこそ、怪物がヴィクトルに対して求め続けたにも

かかわらず、手に入らなかったものである。『北と南』では、「一方が知り、他方が知らな

いという無知 (ignorance)」(381)、すなわちお互いの意識のギャップが、労資間の交流を

阻む一因となっていた。それであれば、『メアリ・バートン』における労資関係の亀裂も、

同じところに原因があると推測できる。さらに恋愛プロットにおいて、メアリの淪落の危

機が、彼女の知らないことを中産階級の紳士は知っているという「無知」によって生じた

と解釈するなら、労資問題と女性の淪落の問題が相似関係で描かれているのだということ

が判然とする。 

 それでは、メアリの危機回避には複数の代理母が貢献したが、労働者の救済はどうなの

というと、労資関係には助け手にあたる母
、
の存在がない。資本家のモットーは他者救済で

はないから、工場主は労働者が飢えで苦しんでも食べ物を与えるという行為をとらない。

しかも、それは当時のジェンダー区分では女性の役割であり、家族関係では母の役目であ

って、その義務は父たる資本家にないのである。 

 しかし、『メアリ・バートン』には、早世した娘夫婦の代わりに、男手一つで孫娘を育

てたジョウブ・リーが登場するように、ギャスケルは男性が物理的に育児に携わることに

否を唱えない。ジョウブは不況で賃金が減っても飢えるよりましだと考えるが、労働組合

は仕事と引き換えに賃金削減の要求に従うくらいなら、飢えを選べと組合員に迫る。工場

主も労働組合も共に労働者を教育するが、彼らの教えは他者を養育するというより、他者
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に我慢を強いる命令である。その点を踏まえて、男性にも育て方を教えようということで、

ギャスケルは男性のプロットにも母の声を持ち込んで問題解決をはかるのである。 

 

4. 母の教えによる、娘の成長と父の変化 

ギャスケルの世界においては、父の教えが上から
、、、

の要求であるなら、母の教えは背後
、、

から
、、

ヒントを与えて、他者を教え諭すことである。これを実践する例として、ギャスケル

は、『メアリ・バートン』における二人の罪人、殺人を犯したジョンと淪落の罪を背負う

エスタに対して、どのように対処すべきかを考えている。父の教えで言うなら、罪人は、

〈父の法〉である法律（社会が定めたルール）で裁かれ、ジョンもエスタもコミュニティ

からの追放という憂き目に遭っている。ユーグロウによれば、ジョンとエスタはそれぞれ

の罪に対する罰を受け入れ、死によって物語から退場するのが当然の帰結である (210) 

という考えである。しかし、『メアリ・バートン』が、しばしばサミュエル・テイラー・

コールリッジの詩「老水夫行」(1798) に言及し、4 老水夫の罪と罰、そして贖罪のプロセ

スを引き合いに出していることを考えると、ギャスケルは、罪人に関して、断罪するだけ

でなく、その後の処置をも含めて考えているようだ。つまり、罪に対して罰を与えるなら、

罪人の償いのプロセスもきちんと観察するべきだということである。自己弁明の機会を得

られない放浪者ジョンとエスタは、同じく聞き手を求めてさまよう老水夫と相似関係にあ

り、彼らは贖罪の言葉を聞いてくれる人物を得て初めて、放浪という無限地獄から抜け出

せるのである。 

ギャスケルのプロットでは、罪に対して赦しを与えるのが人間的な解決方法であり、

逆に罪を赦すことのできない人間は罪を犯した人間よりも苦しむことになる。彼女は、罪

人が自分の罪を認識し悔い改めようとするならば、これを中産階級の法律や規範（男性の

価値観）で判断するのではなく、「神の法 (the higher law)」(Bodenheimer 207) によって赦

し、母が子供を躾けるように、道徳的なケアで対処するということである。 

ギャスケルの作品において、赦しと救済の母の代表者というと、「リジー・リー」のア

ン・リーであろう。マンチェスターに奉公に出た娘リジーが淪落して以来、家長のミスタ

ー・リーは、娘を死んだものとみなして切り捨てたが、夫の死後、アンは、夜ごとにマン

チェスターの街を歩いて娘を探し続けるという筋書きである。アンは、聖書の中の「放蕩

息子」の物語を独自に解釈し、息子が赦されるなら娘も赦されるはずだと判断して、娘リ

ジーの罪を赦した。これは、母による聖書の再構築が娘を救う力となる (J. Thompson 24) 
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という解釈である。ところが、ホーマンズは、娘をさらなる窮地から救うために、土地

（父の財産）を処分してマンチェスターに移住するという母の行動については評価するも

のの、アンが、赦しの典拠として、聖書という男性のテクストを選んだことには否定的な

見解を持っている (227)。なぜなら、聖書に頼ることは、父権制の中に救済の場を見出す 

(Homans 228) ことになるからである。だが、ギャスケルは、男性文化の産物を女性がア

レンジして使いこなし、社会のシステム自体を変えるのではなく、既存のシステムを動か

す人間の精神面の変化を訴える作家である点を忘れてはならない。リー家の男性たち（父

親と長男ウィル）は共に、リジーの雇用主からの手紙に書かれた言葉のみ
、、、、

によって、リジ

ーの人生を決定づけた。5 そこには、リジー本人の弁明も、アンによる娘の擁護も入る隙

はない。たとえアンが娘をかばいたくても、父と兄の言葉が一方的にリジーの勘当と死を

宣告し、決定づけてしまうのである。父は臨終の床で娘を赦す言葉
、、

を述べるが、実際に救

出の行動
、、

を行うのは母である。この対比は、「リジー・リー」における父と母、つまり男

性と女性の価値観の相違を映し出すが、ギャスケルはこれらを単に二項対立として扱って

はいない。むしろ両者を折衷してニーズに合った形にリフォームし、現状に対応すること

を考えている。 

男性は言葉を用いるが、それは一方通行の情報発信のみであるケースが多く、聞き手

との双方向のコミュニケーションが不足していることは明らかである。特にピラミッド型

の階級社会においては、すべてトップダウンの式の情報伝達であるから、最下層に位置す

る者の主張は、〈声なき声〉として切捨てられてしまう。同じ階級に属していても、女性

の声は男性の声の背後に置かれ、罪人の声となるとさらに深奥へと追いやられる。ギャス

ケルは、そうした弱者の声をも拾い上げて聞き手を確保する場を作り、逆に、聞き手にな

ることを拒んだ者は、後に自身の聞き手を失うというペナルティを与えている。『メア

リ・バートン』において、ジョンが廃人同様になって言葉を失う姿は、「マン (man)」（人

間性、男らしさ、大人の要素）の喪失を意味すると考えられるが、彼もまた過去に、他者

の言葉を切り捨てた経緯を持っているのである。 

特に、ジョンが母
、
を切り捨てたことは言及しておく必要があるだろう。かつてジョン

は、彼の母が「子供のために自分の食事を我慢してとっておく」(MB 98) という習慣があ

ったことを記憶していたが、後に聖書や神への信仰に背を向けた時に、そのような思い出

も一緒に捨ててしまった。次に彼は、メアリの行動（ハリーとの交際）についての警告に

来たエスタの言葉を切り捨てた。エスタとの話し合いを拒否したジョンは、同時に、彼の
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胸の内にある良心をも切り捨てたことになる。なぜなら、エスタが自身の身勝手な行動の

ために淪落したという悔悟の言葉を聞く機会を逃したことにより、ジョンは、いずれ彼自

身に降りかかる災いについて、学習するチャンスを逸したからである。ジョンの行為が、

「自ら災いに身を投じ、自己崩壊へのプロットを呼び込むことになった」(E. Wright xxi) 

と言えるのは、このような経緯があったからである。 

そこで、父が捨てたものをメアリが拾い学ぶという物語に繋がり、彼女は社会から追

放された父と叔母に、〈家＝帰る場所〉を与えるという役割を担うことになる。ギャスケ

ルは、自分の居場所を失うことは、言葉の喪失と同様、人間にとって致命的な喪失である

と考えている。ショーは、「エスタも、この作品でのすべての犠牲者と同様、真の意味で

の『家』を持たない。文無しの家なしで、アイデンティティを与えてくれる拠り所がない

のである。なぜなら、彼らには、自分を見守ってくれる者がいないからだ」(32) と述べ

て、「ここで（彼らの得る）自由は絶望でしかない－愛も見守りもない、全くの孤独で

ある」と指摘している (32)。ショーが言及する「真の意味での『家』」とは、父権制が支

配する家族や家系でも、物理的な建物（＝器）としての家でもない。家は、住む人にアイ

デンティティを与える「拠り所」であり、家族や縁者、友人が集う場もしくは人間関係そ

のものであると言える。ギャスケルの物語における家は、家族が帰ってくるのを待つ母の

イメージと密接な関係を持ち、人に平和と安らぎを与える場でもあるから、家を失うこと

は、愛も人間関係を失う「絶望／孤独」を意味する。そこで、リバプールで途方にくれた

メアリに、宿と食べ物と安心を提供したスタージス夫妻の行為が、メアリの成長過程（特

に、彼女が「家」の価値に気づく
、、、

こと）において重要性を帯びてくる。ここで夫妻は、メ

アリに、「家／家庭の絆がもたらす価値」(Weiss 280) を教える母の役割
、、、、

を果たした。それ

を学んだメアリは、今度は自分が「家」となって父と叔母を受け入れる準備をし、彼女自

身が〈救いの母〉に転じる道を歩み始めるわけである。 

しかし、前述のように、コールリッジの老水夫との相似関係を考えると、ジョンとエ

スタには、彼らの主張をじかに聞いてくれる聞き手の存在が必要であるが、それはメアリ

ではない。そこでギャスケルは、エスタには、メアリの件を忠告するという口実で、ジェ

ムを聞き手に採用する。ギャスケルが、ジェムが選ぶ理由は、彼は、「母のことを考える

と、まるで抜き身の剣を持った天使が、罪への道を塞いでいるように思える」(MB 120) 

ほどに、母の言葉に耳を傾ける
、、、、、、、、、、

人物であるからである。これは、日常生活の中で、母との

コミュニケーションを円滑にとっているジェムの姿からも、納得のいく選択であろう。 
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一方、殺人事件を犯したジョンが対峙すべき相手は、ハリーの父カーソンである。カ

ーソンによるジョンの赦しは、資本家と労働者、被害者と加害者という対立関係から、共

に息子を亡くした父親同士という共感で結ばれた兄弟関係に転換して、初めて成立する。

ジョンには、メアリが見るやさしい父親の顔と、カーソンの目に映る、息子を殺した殺人

犯の顔の二つがある。カーソンがジョンに要求する罰は、「死には死を」(“Death for 

Death,” MB 302) であり、もしこれを実践するなら、オレステスの神話に見られるような、

憎しみの連環の始まりでもある。ギャスケルも、語り手を通じて、「ああ！オレステスよ、

あなたは 19 世紀の寛容なキリスト教徒として振る舞うべきであったのに！」(179) と、

古代ギリシア神話に語られる流血事件の再発を憂いている。それを食い止めるために機能

するのが、母のボイスであるが、その方法は、救済対象を子供化し、その子供が無知
、、
であ
、、

った
、、

ゆえに罪を犯したと判断して、情状酌量の余地を与えることである。 

ジョンは、「他者の過ちを赦すことを拒むような極端主義 (unforgiving extremism)」

(Daly xxii) を持ち、それがエスタへの赦しを頑なに拒否し、長引くストライキの中で、労

働者をからかいの対象にしたハリーへの怒りへと駆り立てた。ハリー殺害は組合の決定事

項であり、ジョンは自分の意思というよりも、くじ引きによって殺害行為の実行者に選ば

れたわけだが、彼がその役目を拒まずに実行し、その罪を他者（ジェム・ウィルソン）に

かぶせて逃亡したのは事実である。ジョンがカーソンに追われる身となった今、もしカー

ソンが犯人を赦さずに復讐を果たすならば、次は、カーソンがジョンと同じ苦しみを味わ

うことになると予測される。ギャスケルがわざわざオレステスの神話に言及する理由もそ

こにある。彼女は、他者の罪を赦すことは、翻って、自分を怒りから解放することだと考

え、カーソンに、復讐よりも、犯人に対する一片の哀れみの感情持つこと促すのである。 

そこで、ギャスケルは、カーソンの意識に変化を起こすために、彼にある小さな事件

を目撃させる。これは、カーソンに見せて
、、、

、聞かせる
、、、、

手法であるが、それは、通りすがり

に少女を倒した少年を非難する乳母に対して、少女は「その子は自分がやったことがわか

っていなかったのよ」(MB 305) と述べて、彼の振る舞いをその場で赦す場面であれ。ギ

ャスケルは、ある人が過ちを犯した時、その人が善悪の判別ができない状況にあれば、そ

れを情状酌量の対象としている。しかし、これは罪人の罪を軽くすることが主目的ではな

く、罪を裁く者に対しても、どのような対応をするべきかを問いかけるものであろう。 

 この事件において、保護の対象になるのは少年（男性）、諭すのは少女（女性）である。

それを見聞きしているカーソンもまた、当の少年と同様に教えられる
、、、、、

立場にある。彼は息
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子を殺したジョンの死刑を所望し、法律も裁判でそれを認めるだろうと予測していた。と

ころが、少女の言葉が伝える赦しは、カーソンに怒りと憎しみを放棄し、報復を諦めるよ

うに促すのである。カーソンがここで学ぶことは、〈父の法〉は復讐を求めるが、母のボ

イスは流血事件の繰り返しを阻止して赦しへと導くことである。もしカーソンの憎しみが

哀れみに変わり、彼の意識に赦しが生まれるのであれば、これは母の価値観をソースとす

るものであり、〈復讐の父〉は母の助言によって〈救いの父〉となることも可能である。

現実問題として、息子を殺された父に対し、犯人を赦してすべてを水に流すことを求める

のは容易ではない。しかし、暴力に身を任せることが人間性の喪失に繋がることは、暴動

の場面で野獣化した労働者の様子からも、またジョンが良心の呵責から廃人同様になった

様子からも明らかである。それゆえカーソンによるジョンの赦しには、カーソンの寛大さ

よりも、彼が得る救いの方に重点が置かれていることがわかる。事後談として、カーソン

は、資本家と労働者が「金銭関係 (money bargain)」ではなく、「尊敬と愛情の絆 (the ties 

of respect and affection)」で結ばれることを願い、雇用システムを改善した (MB 320) と語

られている。つまり彼は、『北と南』のソーントンと同様、労資間に感情的な
、、、、

絆を見出し

たということである。 

 カーソンのこの変化は、男性社会の競争原理から派生したものではない。「忠告する者

と受ける者との間の対等な友情」(NS 115) は、ピラミッド型の階級社会におけるトップ

ダウン方式の情報伝達からは生まれない。そしてこれも重要な点であるが、カーソンの功

績は誰もが知る事実となるのに対して、彼にきっかけを与えた少女の言葉と行動は誰にも

知られていない。女性の教えは匿名でひっそりと行われ、その成果が男性の行為として外

部に発信されるというのは、男性が女性よりも優先されるというヴィトクリア朝社会のル

ールが適用されているようだ。ギャスケルが現状の社会制度の転覆を目的としないなら、

これは既存の制度の枠内で解決することによる当然の結果と言ってもよい。しかし、これ

によってギャスケルが当時のイデオロギーに迎合しているとみなされるなら、穏便な解決

策を取ったことが逆に彼女の弱点になる。 

 

5. 母による救済のメリットとデメリット 

これまで述べてきたように、『メアリ・バートン』における母の前景化は、娘の危機に

際して、母による救済を実現する目的に端を発している。ギャスケルの功績として、本来

は家庭内の育児活動であったものを、社会的における養育活動に拡大して、他者救済の手
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段にまで高めた点が非常に興味深いが、注目すべき点は、やはりその行為者に母を指名し

たことである。1869 年、コンダクト・ブックの作家エリスが、男性の教育は「頭脳 

(head)」、すなわち知性を鍛え、女性の教育は「心 (heart)」、つまり道徳心を養うものであ

る (37) と指摘し、特に母は教育者として適任だ (65) と推奨する本を出版した。だが、

ギャスケルはエリスより 21 年も先駆けて、母による心の教育が効果的であることを主張

していたのである。 

 ギャスケルが前景化する母は、母の行為をする（性差のない）者の総称である。母の行

為（マザリング）は、社会活動に応用されると、男性が中心になって従事し、しかも男性

社会とは異なるシステムでの稼働も容認されるようになる。その点で、ギャスケルの提案

には、現行の社会システムを覆す力が潜在するように見えるが、カーソンが「人間の性格

は簡単に変えられても、それを習慣や態度に表すことは容易ではない」(MB 320) と述べ

ているように、資本家の意識が変化しても、社会全体のシステムが変化するまでには時間

を要する。それゆえ、ギャスケルは既存のシステムを生かしつつ、ソフト面での修正に重

点を置き、社会に生きる人々の意識面での改革をはかっている。これはまさに心の教育、

精神的マザリングと呼ぶべきであろう。 

 だが、母の力にスポットが当てられるものの、語り手が母の役割を担う場合と、メアリ

の成長過程で見てきたように、メアリの意識をも操作してしまうことになる。また、母の

役割を担うのが人物である場合には、その人物は、あくまでも娘のサポートのためにあり、

母自身の物語を牽引することはできないという点は問題である。つまり、『メアリ・バー

トン』でのやり方では、母の立場に立つ人物は、母という役割以外の行動や発話に携わる

ことはできないというのが弱点になる。これはエスタの物語を例証すると明らかである。 

エスタは、子供を亡くした母の顔と、娼婦という生業の女の顔を併せ持つ女性である。

ユーグロウは、エスタの誘惑の物語を、「罪人ではなく犠牲者の物語であり、娼婦という

生業ですら、自己犠牲的な母の行為である」とみなしている (203) が、エスタの挿話は、

メアリを誘惑の危機から回避する目的でのみ語られ、エスタ自身の物語として単独に語ら

れるわけではない。この作品の主軸がメアリの成長物語にある限り、エスタという存在は、

ひたすらメアリのサポートでしかないということである。そうすると、いくら母の力を前

面に押し出して効力を発揮しても、その利益はすべて娘のものになってしまう。しかも、

エスタの場合、娼婦という立場が、彼女に対して沈黙を強要する格好の理由となり、結局、

母の立場にある者は、〈母〉という範疇以外の顔を持つことが可能なのかという問題は、
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先送りされてしまったわけである。 

また、「リジー・リー」の活動的な母アンにしろ、その活動はすべて娘リジーのためで

あって、アンは母以外の顔を見せることはない。せいぜい頑固で横暴な夫を生前にはこっ

そり憎んでいたことぐらいであろう。それも夫が娘を切り捨てたゆえであり、アンが見せ

るのは母としての怒りにとどまる。興味深いのは、そのアンの活動を引き継ぐ息子の恋人

スーザンの物語である。孤児の世話をしているスーザンは、未婚でありながらすでに母
、
の

役割を担う女性である。スーザンの子育ては義務ではなく、彼女の意思と選択に基づくも

のであるから、子育ては、彼女の自己表現の手段とも言えなくない。しかし、スーザンの

母性的な面が強調されることによって、彼女がそれ以外の顔を持つにもかかわらず、語り

から欠落してしまうのも事実である。 

このように、母の視点からの語りの利は子供にあり、しかも文化的規範の中で構築さ

れる母の視点は、子供への愛情を前提として自己抑制と自己犠牲を強いるものである。だ

が、母の立場と役割を与えられた女性にも、過去には娘として生きた人生があり、現在と

未来においても女性としての人生を持つはずである。にもかかわらず、フィクションの伝

統として、女性が複数の顔とボイスを持つことは容易ではなく、母は常に子供あっての存

在である点に甘んじなくてはならない。だが、母が自らの人生を娘に語る機会、すなわち、

娘あっての母ではなく、母も一人の女性であるという立場での語りがあってこそ、真に母

と娘の関係修復が可能になるのではあるまいか。母と娘が保護者と被保護者の関係でなく、

女性同士として向き合うことも必要である。これが、以後のギャスケルの作品の大きな課

題となることは間違いない。 
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第第第第 2章章章章 

〈堕ちた女〉の物語とヒロインの死〈堕ちた女〉の物語とヒロインの死〈堕ちた女〉の物語とヒロインの死〈堕ちた女〉の物語とヒロインの死－『ルース』『ルース』『ルース』『ルース』 

 

1. フィクションに描かれる〈堕ちた女〉 

『ルース』は〈堕ちた女性〉(fallen women) の問題を直視した作品である。社会から疎

外された女性をあえてヒロインに据えることにより、その原因とケアを個人的な問題とし

て処理するのではなく、社会問題として提示している。淪落の女性とは、婚姻外の男女関

係にある女性や、婚外子の妊娠や出産という事実によって、社会が制裁の対象とする存在

である。ヴィクトリア朝の既成概念として、女性のイノセンス（innocence ＝無垢であり

無知）を強調するあまり、そこから逸脱する行為をした女性は社会の表舞台から追放され

る。ところが、女性の無知に付け込み、誘惑して捨てた男性は、その身勝手さを批判され

るものの、社会の批判の矛先は、もっぱら女性の〈精神的な弱さ (vulnerability)〉に向け

られるという二重規範が適用されていた。当時の社会規範は、女性が自らの判断で行動す

ることの危うさを指摘し、社会が容認する類型から逸脱する者への制裁措置の二項対立を

示すことで、女性に現行のイデオロギーへの服従を求めるのである。 

テニソンの物語詩『シャロットの姫』(1832) が例示するように、女性は、〈鏡〉を通し

て、すなわち男性の価値観に従って、外の世界を見るように教えられる。この忠告を無視

して外へ出ることは保護を捨てることを意味し、当該女性は、その罰として、シャロット

の姫のように、即刻死に至るか、あるいは『ルース』のヒロインのように、〈淪落〉の烙

印を押されて社会やコミュニティから追放されるという憂き目に遭う。フィクションにお

いて淪落の女性をテーマに取り上げることは、女性が〈正道〉－もちろん時代や社会

によって、そのルールに変動が生じるが－を逸脱しないように、事前警告する役割を

も担っているのである。 

たとえば、オースティンの『分別と多感』(1811) では、淪落した女性の物語は、ヒロ

インの反面教師として言及されるものの、当人は決して物語の表舞台には登場しない。ダ

ニ・カバラロが指摘するように、未婚女性が目指すべきロールモデルは、〈堕ちた女〉と

いう〈他者〉を観察し、それを反面教師として形成される (qtd. in Silkü 107)。そのため、

〈堕ちた女〉の物語は男性を通して伝えられ、反面教師の教訓ながら、ヒロインのマリア

ンヌ・ダッシュウッドの成長の糧として用いられている。そこで、彼女の未来の夫となる

男性は、「若くて活発で世間知らず」の娘に必要なのは「しっかりした心がまえ (a firmer 
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mind)」や「幸福な結婚」による保護である (SS 174-75) と断言し、その言葉どおり、彼

はマリアンヌに、結婚という形で経済的安定と道徳的な指導を保証する。ローラ・G.・ム

ーニーハムによると、オースティンの時代の規範では、女性が社会のルールを逸脱する原

因は、個人の意識に重点を置く価値観（“the Romantic mode of viewing the world”）にある

とみなされていた (34)。それゆえ、オースティンのヒロインが獲得する〈自己認識 (self-

knowledge)〉とは、「社会よりも自己に価値を置き、感情 (the emotional self) を分別 (the 

intellectual self) より優先する」ことは間違いなのだと認識すること (Mooneyham 34) であ

る。だが、淪落の原因を女性の価値観や資質という内的要因だけに帰するのは無理がある

のではないか。オースティンも作品の中で述べるように、当該女性がおかれた環境、たと

えば「周囲の人々の非情な不親切さを経験したために、（その女性は）惨めな状況に陥っ

ていた」(SS 174) という外的要因も看過すべきではないだろう。一方、女性の自己判断が

あてにならないというなら、その女性を放置した監督者の保護責任の行方はどうなのかと

いう問題も生じてくる。さらに、オースティンは、すでに淪落した女性については関知せ

ず、将来的に堕ちる
、、、

危険性のある女性のみを救済対象としていることも見落としてはなら

ない。そうすると、オースティンの作品では、作家の保護対象となる女性の範疇はかなり

狭い範囲に限定されて、作家の意識にあるセーフティネットから零れ落ちる女性は少なく

ないと言える。 

一方、ギャスケルは、女性の淪落は中産階級の一般家庭のすぐそばにある出来事であ

るという観点から、〈堕ちた女〉ルース・ヒルトンを主人公とし、彼女の人生に照射する

という大胆な設定を行った。それにより、『ルース』は、女性の淪落の問題を議論の場に

出して、真っ向から取り組む姿勢を見せる作品となった。興味深い点は、男性から〈見ら

れる〉対象としてのルースと、ルースが主体と語り、行動する姿の両方を提示しているこ

とである。ルースも、エリザベス母娘（『分別と多感』で言及される淪落の女性たち）と

同様に、劣悪な環境におかれ、感情の赴くままに行動した結果、堕ちてしまった。しかし、

ギャスケルは、ルースの人生を世間が見る典型にはめ込むことを拒否した。彼女は、ルー

スが過ちを犯したことは過去の事実として受け入れ、その上で、ルースが更生して社会復

帰するという将来の展望をも視野に入れているのである。 

ギャスケルがこのような措置をとる背景には、彼女の身近に淪落した女性がいたこと

は大きな要因であろう。これまで多くの批評家が言及してきたが、ギャスケルとコンタク

トのあった人物として、アイルランド女性パスリーと、ギャスケル家のコック、アニーが
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いた。1 両者の救済に積極的に関わったギャスケルの姿勢は、一貫して、過去の過ちを責

めるよりも、彼女らがこれから先の人生を生きるための手段を講じることに尽きる。それ

ゆえ『ルース』におけるギャスケルの主張も、淪落した女性をスケープゴートにして切り

捨てるのではなく、その女性を窮地から救出できるかを模索するものとなっている。 

しかしながら、淪落の女性の問題に関わることは、社会の闇の部分に照射することで

あり、文壇からは、いわゆる女性らしい
、、、、、

 (feminine）作家にはふさわしくない
、、、、、、、

と判断され

る領域に介入することにもなる。だがギャスケルは、『ルース』が「フィクションとして

ふさわしくないテーマ」を扱っていると批判されるのを承知していたが、それでも書かず

にはいられなかったと述べている (Letters 220) ことから、彼女にもそれなりの覚悟があ

ったと考えられる。 

ギャスケルと同時期の女性作家では、『ルース』出版の 4 年後に、エリザベス・ブラウ

ニングが、『オーロラ・リー』(1857) を出版し、淪落の女性の問題を扱っている。ブラウ

ニングは、この中で、堕ちた女マリアンに自身の淪落の顛末を語らせているのだが、これ

に対して、読者からさまざまな批判を受けたようである。ブラウニングは、「最も反感を

買ったのは、マリアンの物語もさることながら、現実の都市における女性たちの状況に言

及したことある。女性は決してそういう部分にふれてはならず、またふれないことが伝統

的なしきたりだと言われた」(qtd. in Helsinger, Sheets and Veeder 42) と述べている。このコ

メントが示すように、ブラウニングに向けられた批判は、女性作家が不可侵の領域に踏み

込んだこと、つまりジェンダーの境界線を越えたことである。そしてこの点については、

文壇のみならず、一般読者にも嫌悪されたという事実は看過できない。もしこの作品が男

性作家によるものであれば、世間の風当たりは全く異なるということであろう。だが、ブ

ラウニングはひるまず、「もし一人の女性がこのような悪事を見てみぬふりをするなら、

女性全員が同じ問題で苦しむことになる。そうなったら手の打ちようがない。何も語らず

死ぬに等しいことだ」(qtd. in Helsinger, Sheets and Veeder 42) と訴え、同胞による救済を呼

びかけている。ブラウニングの主張は、女性が女性の敵になることを危惧し、近視的な対

策として、一部の女性を切り捨てることは、やがて女性全体の不利益となってはね返るこ

とを予見するものである。この意見は、ギャスケルの考えとも共通するものであろう。 

『ルース』に戻ると、ギャスケルは、ルースが経験する淪落と、それが彼女の人生に

もたらす影響力を追いつつ、同時に彼女の淪落を看過した社会システム上の落とし穴を指

摘している。ローガンの意見では、ギャスケルは、ルースの淪落を本人の意思によるもの
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ではなく、社会システムの欠陥のせいだとみなしている (34)。この意見に則るなら、社

会システム上の欠陥で発生した問題を、個人の努力義務のみで解決することは困難である。

にもかかわらず、それをあえて女性の自己責任の問題として処理したならば、将来的にル

ースと同じ轍を踏む犠牲者が出てくるのは想像に難くない。そこでギャスケルの救済策は、

男性中心の社会の慣習やルールがルースを罪人として切り捨てるならば、キリスト教での

救済の精神と女性間の相互扶助の活動によって、ルースを更生させようというものある。 

ギャスケルも、ルースの淪落については、ルースに全く落ち度がないとは考えていな

い。ギャスケルは、ルースの行動が社会的な規範破りであったから、その罪を悔い改めさ

せ、更生させ、社会復帰させるためのプログラムを構想しているわけである。これは、前

述のムーニーハムの指摘と同じく、個人／自己を優先することが失敗の原因であるという

考えを共有した上に計画されたプログラムであろう。ギャスケルもオースティンと同様に、

個々人が、社会やコミュニティの一員であるという意識と責任感を持つことに重点を置い

ていることは間違いない。だが、両者の大きな違いとして、ギャスケルは、堕ちる前
、、、、

の女

性への警告にとどまらず、堕ちた後
、、、、

の女性のケアを考えたことを強調しておきたい。ギャ

スケルには、社会復帰のためにルースを再教育するのはもちろん、淪落の問題を試金石と

して、物語の舞台となる社会が抱える問題やシステム上の欠陥を焙り出すという狙いもあ

ったのではないか。前作『メアリ・バートン』との共通点からいうと、ギャスケルは、社

会システムを変えるのは簡単ではないが、ルースと関わることで、ルースの（社会的な罪

を含めた）行動について、その社会に生きる人々の意識を変えることは可能であると考え

ているようだ。そうすると、ルースの罪という当事者の問題だけでなく、その問題に対す

る他者の対応をも問う場が、この『ルース』という作品なのである。 

ヴィクトリア朝の女性は、「この世のある階級にはびこる悪に無知であることを求めら

れ、そのような事柄については一切沈黙することが義務である」(Josephine Butler qtd. in 

Logan 28) とみなされていた。これに対して、ローガンは、その沈黙こそが悪をはびこら

せる要因だと論じ、淪落を犯罪扱いして当該女性たちを隔離することが根本的な解決では

ないと断言し、それゆえ、文化が押しつける沈黙に否を突きつけ、淪落の女性に対して、

非難ではなく同情の目を向けた点で、ギャスケルの姿勢は評価に値すると考えている 

(27-28)。この指摘の通り、ギャスケルは作品の中で、社会の闇に葬られようとする女性に

照射し、人々の固定観念が作り上げる〈堕ちた女〉の虚像と実像とギャップを焙り出して

いる。ただしギャスケルは、反社会的なプロパガンダの主張を目的とはしていないことを
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覚えておかねばならない。これはラングランドの指摘であるが、ギャスケルにとって、淪

落の女性の救済は、イデオロギー的な女性の役割の延長であり、当時の女性の役割が「こ

の世の中における救済という使命の遂行」(Langland, “Patriarchal Ideology” 383) であるな

ら、そこに淪落の女性の救済を含めてもおかしくはない。また、罪と赦しのモチーフはキ

リスト教の精神とも一致し、そのプロセスの中で、一方的に批判し攻撃する〈父の法〉と

対照的に、女性の力で救うという作戦は、ヴィクトリア朝フィクションにおける女性のジ

ェンダー的役割にかなうものである。その点から考えると、ギャスケルのプロットはイデ

オロギーを味方につけた言説で進行するという作戦で進められていく。 

しかしながら、『ルース』は、結末に大きな疑問を残してしまった。淪落へのルートを

回避させるため、女性に個
、
を捨てて社会の権威に従うことを要求するのは、伝統的なロマ

ンス・プロットの王道である。だが、ひとたび道を踏み外した女性に社会復帰の場を与え

る場合、その女性に何を要求するべきなのか。ギャスケルは、贖罪の原動力として母性と

母子関係に注目し、子育てのプロセスを通して、ルースに自己抑制と自己犠牲を学ばせて

いる。物語の中でその更生プログラムを計画したベンソン牧師は、次のように述べている。 

 

. . . If her life has hitherto been self-seeking, and wickedly thoughtless, here is the very 

instrument to make her forget herself, and be thoughtful for another. Teach her (and God will 

teach her, if man does not come between) to reverence her child; and this reverence will shut 

out sin, —will be purification. (89) 

 

このプログラムによれば、ルースに対して、過去の過ちは彼女自身の身勝手さに起因する

と認識させ、その償いとして、以後、彼女の時間と手間を他者に捧げる行為に振り替える

ように勧めるものである。そして、ベンソン牧師の計画通り、ルースは贖罪に努め、この

更生プログラムを完遂した。にもかかわらず、物語の終盤でルースに突然の死が訪れ、彼

女の死と共に物語は終わりを迎えることになった。贖罪を全うしたはずのルースは、なぜ

最後に死なねばならなかったのか。これは、今日に至るまでさまざまな議論がなされたテ

ーマでもある。 

もし、死が安らぎを与える手段であるなら、淪落の女性がこの世で生きる場を否定す

ることになり、更生プログラムの存在意義がなくなる。つまり、ルースの死には、贖罪と

は別の要因が絡む物語の帰結ということではないだろうか。そして、ギャスケルの狙いも
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この別の要因に絡むことではないだろうか。物語の中で、ルースは母となり、子供を育て

るのと同時に親としての自分を育てることにも努力した。その結果ルースは社会復帰のチ

ャンスを得たはずなのに、そのチャンスを生かせなかったのは、それを阻む何かがあった

わけである。その何かを解明することがルースの生と死についての論点となる。『メア

リ・バートン』において、ギャスケルは、〈母〉の存在とその力が及ぼす効果について、

肯定的な面を強調してきた。しかしながら、『ルース』にも同じ効果が期待できるのかと

いうと、これには疑問符が付く。母という立場、そして母性という資質、これがルースの

人生に与えるものと、ルースの人生から奪うものとの両面から考える必要があるだろう。 

 

2. 二つの顔を持つルース 

ルースは常に二重性（二つの名前・顔・イメージなど）を持つ人物として描かれてい

る女性であり、それら二つの要素が彼女をめぐって拮抗している。一例として、淪落の罪

を犯したことで、彼女の身体は「汚れている (impure)」が、彼女の精神面は「無垢である 

(pure)」という点を取り上げてみよう。この二点については、すでに多くの批評家が議論

し、ルースの持つ「無垢で雪のように純粋 (innocent and snow-pure)」(RU 35) な性質を強

調してきた。この論によれば、ルースは、（彼女の誘惑者である）ベリンガムに代表され

る上流階級の男性の恋愛遊戯の犠牲者であり、彼女は何も知らない状態で騙されて〈堕ち

た〉ことになる。だが、ルースにはもう一つの別の側面があることを見落としてはならな

い。淪落した後、彼女は社会規範を逸脱したことを認識し、その罰として自己犠牲的な母

として生きるが、かつて愛したベリンガムへの想いを持ち続けているのである。自己献身

的なルースと情熱的なルースという二つの顔は、両方ともルースが有するものであるが、

ヴィクトリア朝の「清らかな女性 (a pure woman)」(Logan 28) であるためには、感情の高

まりを捨てなくてはならない。だが、ルースが彼女に内在する情熱を認識し、それを保持

していこうと決めているならば、彼女はひたすら男性支配の犠牲者というわけではなく、

彼女自身の意思で相手の男性を愛したと言えるのではないか。 

そこで、ルースの状況と、他作家の作品に登場する〈堕ちた女〉の状況を比較してみ

よう。まず、ブラウニングの『オーロラ・リー』に登場するマリアンは、周囲の人々の裏

切りと罠によりレイプされた。マリアンは、「私は誘惑されたのではなく、ただ殺された

だけ」(Aurora 6. 770-71)、「私が今こんな状態なのは、男の誘惑でなく男の暴力のせい」

(Aurora 6. 1225-28) であると主張している。また、トマス・ハーディの『ダーバヴィル家
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のテス』(1891) では、テスは明らかに何も知らない
、、、、、、

状態でアレックの罠に落ちた。テス

は、「4 か月前にこの家を出た時には、私は子供だった。なぜ（母さんは）危険なことが

あるって言ってくれなかったの？なぜ警告してくれなかったの？」(82) と述べているよ

うに、母から何も事前に聞いていなかったのである。 

では、ルースの場合はどうだったのか。ルースもテスも、警告（者）の不在が災いし

た結果、悲劇的な出来事に見舞われたという点では共通している。しかし、テスの件は、

彼女が眠っている間に起こった出来事であり、そこには彼女の意思が全く反映されていな

い。これに対して、ルースは半ば騙される形でベリンガムに同行するが、後に彼女が、

「私は、それらのものを、喜んで、そしてありがたく頂戴いたしました。あの方は私を愛

して下さったからです－といいますのも、私はあの方にすべてを差し上げてもよかっ

たのです－そして、それらのものは愛の証であると思いました」(94) と述べている。

ルースから見れば、ベリンガムに身を委ねたことに対する後悔はない。ルースの意識にお

いては、ベリンガムの関係は恋愛関係であり、彼に捨てられた後、妊娠が判明した時です

ら神に感謝するほどに嬉しい出来事であった。ではルースの罪の意識はどこで発生したの

であろうか。 

まず、淪落の女性に宣告される罪は、主に男性が発する言葉によって決定づけられ、

女性の身体をキャンバスにして描きこまれるものと言える。『従妹フィリス』(1863) にお

いて、フィリス・ホルマンの恋心が、父の非難の言葉によって「恥」(CP 440) という感

情に変わるように、ルースの恋が罪の出来事に変わるのは、ウェールズの宿で客の少年が

発した言葉、「あの人はレディーなんかじゃない！・・・素行の悪いあばずれ娘 (a bad 

naughty girl)－ママがそう言ってた。あの人はそれなんだ」(RU 55) がきっかけとなって

いる。実際に淪落した後も、この言葉を投げかけられるまで、ルースの意識には何ら変化

はなかった。またこの少年も、ルースの行為のどの点が “bad” で “naughty” なのかは理

解しておらず、ただ「ママがそう言ってた」から「それなんだ」と決めつけたに過ぎない。

つまり、少年が発した言葉は彼の母の受け売りに過ぎないのだが、この言葉は、ルースの

価値観を根幹から揺るがすほどの力を発揮することになる。 

もとを辿れば、少年が発した言葉は、「女性のフェミニニティを、イノセンスという尺

度で、純潔 (pure) か、もしくは不純 (impure) であるかに二分する規範」(Michie 105) に

基づくものである。ルースの淪落の原因は、彼女を婚外関係に巻き込んだベリンガムにも

あるのだが、ヴィクトリア朝社会は、それを「女性の人生の問題 (the subject of a woman’s 
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life)」(RU 35) と称して、すべて女性の自己責任の問題だとみなしている。ショーは、ル

ースが、「女性の人生のこと」に対して無知だったというよりも、自分の行為について社

会がどのような名前を与えるか、つまり社会がどれほど残酷な制裁を加えるかを知らなか

った点にある (62) と指摘している。この解釈ならば、ルースにとって “pure” が意味す

るのは、「何も知らない（＝無知であり無垢）」というより、「打算がなく素直である」と

言えるだろう。マルコム・ピトックが指摘するように、ルースは、心の内には情熱的な感

情を秘めていて、その情熱によってベリンガムと結ばれた (571) のだと仮定すれば、彼

女が、〈誘惑の犠牲者〉と〈恋をする情熱的な女性〉の二つの顔を併せ持つことは明らか

である。問題点は、ヴィクトリア朝の社会がこれを容認しないことにあり、ルース自身に

何ら悪意はなくとも、婚外関係を持っているという事実だけで、ルースは「素行の悪いあ

ばずれ娘」と判断されてしまうことである。 

そこで、文学において、男性の言葉がどのように女性の物語（人生）を創造／想像し

てきたのかを見ておこう。まず、ロマン派詩人ワーズワースの詩「茨」(1798) での〈堕

ちた女〉は嘆く犠牲者である。詩人は、「苔むした塚 (that hill of moss so fair)」(XXII, 241-

42) の前で泣き続けるマーサ・レイの外見から、彼女の人生を創造／想像する。ここでは、

実際マーサがどんな出来事を経験してきたのかは重要ではない。あくまでもモデルとなる

女性を媒体として、詩人もしくは語り手のイマジネーションを喚起することに重点が置か

れるのである。詩人が、マーサに関して「どういう事情かは知らない」(XXIII, 1) ままに、

彼女の人生を解釈して語るように、男性の作家や語り手の一方的な想像のもとで、〈堕ち

た女〉の典型が作られていく。彼にとって、女性は、「『詩』・『イメージ』・『タイプ』であ

り、象徴的な存在として（男性）芸術家のイマジネーションを通じて語りの中にのみ存在

する」(Schor 56) わけである。それゆえショーは、男性が語る物語の背後に潜む「女性の

沈黙の物語」の存在に目を向けるべきだ (54) いう警告を発するのだが、これは納得のい

くものである。 

次に、ショーの指摘する「女性の沈黙の物語」という点から、ナサニエル・ホーソー

ンの『緋文字』(1850) に登場する〈堕ちた女〉、へスタ・プリンについて分析する。2 へ

スタは、姦通 (adultery) を示す緋文字「Ａ」を胸につけて、町の権威者たちが強いる更生

プログラムに従う女性であり、「念入りに質素なドレス」を着て、「これ見よがしの振る舞

いなど片鱗も見せない」(107)。しかしへスタには、町（厳格なピューリタニズムの社

会）で見せる〈日常の顔〉と、森の中（自然界）で見せる〈非日常の顔〉の二つの顔があ
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る。前者は自己抑制した母の顔、後者は森の中でディムズデイルに見せる恋人の顔（長い

黒髪をなびかせる女性の顔）である。そうすると、ヘスタにとって、緋文字「Ａ」は罪と

恥の証であるだけでなく、彼女の内面にたぎる情熱をも象徴していると考えられる。彼女

は、他所へ移住することも可能であるにもかかわらず、罰を受け入れ、沈黙に甘んじつつ、

その町にとどまっている。それはヘスタの妥協、すなわち、彼女自身の「欲望と良識とに

折り合いをつけた」(Stoneman 115) の結果であろう。その代り、この沈黙する
、、、、

母の内面を

象徴し、時としてそれを代弁するのが、娘のパールである。パールは、その名前 (Pearl) 

が示す色（白）とは正反対の赤色のドレスを着ているが、これは、母ヘスタの「Ａ」に共

鳴する色であり、またこの母娘をつなぐ血の絆の色を表象している。 

しかしながら、結果として「緋文字はその機能を果たさなかった」(Scarlet 109) と語り

手が述べるように、ヘスタの意識は他者からのコントロールを免れたのである。教会や政

治・経済に関わる男性権威者たちは、ヘスタの生活に大きな影響力を行使し、圧力を加え

たが、彼女の精神面を完全に掌握することはできなかった。語り手は、ヘスタは長きに渡

る忍従のうちに「女性の本質ともいうべきもの (the permanence of which had been essential 

to keep her a woman) を永久に失い」、その代わりに「自由な考え方 (a freedom of 

speculation) を身につけた。これは、大西洋の向こう側では当たり前のことだが、我々の

祖先 (forefathers) が知ったら、緋文字の烙印を押すどころの罰ではおさまらない」(107) 

と述べている。この中で、語り手が言及する「女性の本質」とは何を指すのだろうか。も

しそれが当時の社会慣習的な女性像、たとえば〈たおやかな女性〉や〈フェミニンな女

性〉というような性質のことであれば、ヘスタはいわゆる男性を惹きつけるような振る舞

いや装いをすべて切り捨てたということになる。そうすると、彼女は、アンチ・エンジェ

ルタイプの、「女にあるまじき、頑固な女性 (an unwomanly or strong-minded woman)」、ジ

ェイン・エアに代表されるような、「批判を受けつけず、情熱家で、とりわけ自意識を持

つ (her independence of judgment, her passion, and above all, her self-consciousness)」(Helsinger, 

Sheets and Veeder 98) 女性になるだろう。3 だがヘスタ自身は、社会慣習に抵抗し革新的

な考えのもとに行動しているという自覚など全くない。彼女は、「半信半疑」であると前

置きしながらも、ニューイングランドは自分の罪と関わる場であり、この世での懲罰を受

ける場であると認識して (Scarlet 56)、最後まで自分が犯した罪とその懲罰に向き合う覚

悟であった。つまり彼女は当時のイデオロギーを受け入れていたわけであり、それを拒否

したのではない。しかしヘスタには、罪だとわかっていても捨てられない感情や信念があ



 

47 
 

 

り、彼女がそれにこだわり続けていたのも確かである。 

ここまで、ワーズワースとホーソーンが描いた〈堕ちた女〉像を分析してきたが、そ

れにより、ギャスケルの『ルース』は、両者を折衷した作品であると考えられるのではな

いか。前に言及したルースの二面性についても、マーサ・レイがもっぱら詩人のイマジネ

ーションに依存する存在であるという点は、ベリンガムの見たルース像に転換される一方

で、ヘスタが町での顔と森での顔を持つように、ルースにも他者には見せないもう一つの

顔があることで説明がつくだろう。『緋文字』では、ヘスタとベリンガムの過去のロマン

スは完全に伏せられ、表に出るのは社会的罪人ヘスタの罰と償いの記録である。しかし、

森の中で別の顔を見せるヘスタには、表面上の沈黙とは別に、主体として語るべきものが

あることを示している。だが、それを語るには、男性たちが支配する言語とは別の言葉が

必要になる。それゆえホーソーンは、ヘスタに直接語る機会を与えず、娘のパールに代弁

させるのだが、パールにも言葉ではなく、ドレスや振る舞いで表象させている。 

ギャスケルもまた、ルースが持つ二つの顔を、ルースと中産階級の女性ジェマイマ・

ブラッドショーとに振り分けることにした。贖罪のために沈黙するルースと、衝動や激し

い感情を抱えるジェマイマ、二人の「ルース」は、それぞれのプロットの中で生きるが、

社会慣習は両者に対して強い自己抑制を求めている。伝統的なロマンス・プロットに導か

れるジェマイマは、物語の進行と共に馴化のプロセスを辿り、オースティンのヒロイン、

マリアンヌと同様に、「分別 (sense)」を学んで「多感 (sensibility)」を抑制する結果とな

る。だがルースは、ヘスタと同様に、沈黙の背後に何か
、、

を保持し続けるのである。 

その何か
、、

を説明するために、ルースを、人間社会とは異なる秩序や法則を有する自然

的存在 (natural fact) としてとらえたのが、ショーである。ショーによると、ルースとイ

デオロギーの衝突は、自然界と人間社会との衝突に置き換えられ、「淪落も含めて彼女 

[ルース] の行動は自然のもの (natural fact) に見える。そこには〈人間／男性の物語 (a 

history)〉はない」(65)。つまり、ルースに罪を背負わせるのは人間社会の掟であり、それ

は自然界のルールとは異なる価値観に基づく判断である。同時に、それは男性の価値観で

判断されたものを女性に押しつけているという解釈である。 

これをルースの物語に適用すると、ギャスケルは、まず既存の〈淪落の女性〉の物語、

すなわち「誘惑されて捨てられた」という男性が作り上げたプロットを適用して、犠牲者

ルースの物語を提示する。それは、マーサ・レイのような〈嘆きの母〉の姿を男性の視点

から観察する物語である。しかし、ルースは嘆いてばかりいるわけではない。出産を経て
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母となり、それまでひたすら自己に向けられていた関心を赤子（＝他者）に向けることに

よって、ルースは自己犠牲的な〈救いの母〉に変化する。この変化によって、ルースの物

語が惨めな人生に対する嘆きの記録一辺倒になることを回避し、罪を背負い贖罪に努めな

がら、新しい人生を生きる女性のドラマへ発展する可能性を示している。 

一方、ルースが心身共に母になるのは自然の理
、、、、

に属するが、子育ての段階でルースに

強要される母としてのロールモデルは人工的な産物である。彼女がそれを受け入れる物語

は、未婚の母である事実を隠すために、本音を隠してイミテーションになる
、、、、、、、、、、

ことを承知す

ることから始まる。そこを起点として、次々と男性の目、すなわち社会慣習が押しつける

虚像に自らを没入させていくルースにとって、更生した（新しい）人生は自分を殺すこと

と同義になる。それゆえルースは、外部から押しつけられるイマジネーションと、彼女が

不本意にも纏うイミテーションとの二重拘束に陥るわけである。 

 

3. ルースの更生－母性がもたらす生産的な力と否定的な効果 

ルースの更生のために、ベンソン家では二つの方法を採用している。一つはフィクシ

ョンの創造、もう一つは母性のコントロールである。これまで男性作家の手による〈堕ち

た女〉の物語やイメージの創造／想像について論じてきたが、『ルース』において、ギャ

スケルは、女性たちにこの作業を任せている。ベンソン牧師は、母性によって自己犠牲を

学ばせるという更生プログラムに言及するが、彼が中心になるのは言葉
、、
での提案であって、

彼の言葉を実践
、、

するのは、姉のフェイス・ベンソンと召使のサリーである。フェイスは、

ルースが新しい町の暮らしになじみ、これから生まれてくる子供の出自を整えるために、

言葉と物品の両面でフィクションのお膳立てをする。ヘスタ・プリンの緋文字「Ａ」の代

わりに、ルースが纏うのは、偽の名前と経歴、借り物の結婚指輪と未亡人の帽子である。

ヘスタは罪人であることを公表するために緋文字をつけたのに対し、ルースはその罪を隠

すためのベールとして嘘で全身を覆う。だが、ヘスタの場合、彼女のもう一つの顔（自己

抑制に対する情熱や激情）を象徴する長い髪は、ふだん帽子の中に隠されていて見えない

が、決して失われてはいない
、、、、、、、、

。一方、ルースの髪は、召使のサリーによって切られたため、

存在しない
、、、、、

のである。ここで、無意識とはいえ虚像と実像をうまく使い分けるヘスタと、

半強制的に実像を捨てて虚像のみに生きる（他人が作った物語をなぞって生きる）ルース

は好対照である。 

しかしながら、ルースの擬装は、一方的な押しつけであるものの、バーバラ・ウェイ
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スが指摘するように、ルースを社会の非難から守るための「躾に相当する愛情や共感 

(nurturing, love and compassion)」でもある (281-82)。少なくとも、これ以後 6 年間、ルー

スがエクスルトンの町で平和に暮らすことができたのは、これらの措置のおかげであるこ

とは間違いない。嘘をつくという行為はキリスト教の教えに反するが、それが人助けの目

的にかない、その場にふさわしい物語を作り出すことによって、体面を保つというやり方

は、後の作品『クランフォード』において、町の女性たちが用いる方便「上品な倹約 

(elegant economy)」(CD 167) にも通じるものであろう。4 既存の男性文化に適合させる目

的でありながら、その内容は女性のニーズに合わせた「女性らしいフィクションの製作 

(feminine fiction-making)」(Weiss 281) なのである。聖職者という立場から、家庭内に嘘を

持ち込むことに戸惑いを隠せないベンソン牧師に対して、フェイスは、「とにかく今は嘘

をつかなきゃならない時だと、あなたもわかっているでしょうに。私が上手に嘘をつける

からって、そんなにいかめしい顔をすることはないわよ」(RU 113) とかわす。説教では

言葉を操ることに長けている男性でも、その言葉を実践することにかけては、女性の方が

上手ということである。 

ところが、このタイプのフィクションの有効性は、ある限られた範囲でしか通用しな

いという弱点を持っている。クランフォードにおける「上品な倹約」が、町の中でのみ有

効な方便であるように、ルースに関するフィクション作りも、ベンソン家を一歩出れば通

用しない。さらに、ベンソン一家がこのフィクションに興じる一方で、ルースの子供レナ

ードが嘘をつく行為は認めないという二重規範が存在し、フィクションの是非に関する基

準の曖昧さが露呈してしまうのである。世間知らずの子供がつく嘘が許されないのに、ベ

ンソン一家が狡猾に仕組んだ嘘、すなわちルースの擬装／偽装のみは許されるということ

はない。それゆえ、エクルストンの町では、ルースの擬装／偽装がばれるや、ベンソン家

は村八分という懲罰を与えられることになる。 

さらに、ルースの母性のコントロールという点ついても見ていこう。ルースと息子が

築く家庭は、夫／父を省いた母と子の関係、つまり「マターナル・サークル (maternal 

circle)」によって成立する。バーバラ・Ｚ・サンデンによると、母子関係の強化に関して

は、精神分析学者が、最終的には〈父の法〉が「母親中心指向 (the mother’s primary object 

orientation)」を否定もしくは禁止すると主張するが、サンデンは、ギャスケルのプロット

におけるマターナル・サークルは、その〈父の法〉をも回避することが可能であると指摘

している (77)。サンデンが注目するマターナル・サークルは、母が子供をコントロール
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する力を有する空間であり、その場での主体は母である。しかし、この関係には限界があ

り、子供が母との関係を拒絶して、ラカンの用語である「象徴界」へ参入すれば、マター

ナル・サークルも消滅してしまう。ルースとレナードの関係における最初の亀裂は、息子

が、母の手製の洋服ではなく、仕立屋つまり男性の手による洋服を着用したいと望んだ時

に発生した。それまで一分の隙もないほどに見えたルースと子供の間に、男性文化やその

産物が入り込んだことを示している。 

アニタ・Ｃ・ウィルソンも、ルースとレナードの母子関係に注目する批評家の一人だ

が、特に、ルースの母性がどれだけ彼女の贖罪に貢献したかという点に焦点を当てている

点が興味深い。5 ウィルソンは、「非嫡子には死という運命が待っているのがコンベンシ

ョンであり社会での現実でもあるが、ルースの息子は生きて成長する」(85) という事実

を肯定的にとらえている。これは、未婚のシングルマザーがヴィクトリア朝の社会通念に

反する姿（“subversive icon,” Wilson 85）であっても、ルースにとっては、よき母になろう

とする努力及び子供との相互関係によって成長する糧になるという解釈である。しかしウ

ィルソンは、母子関係の強化は両刃の剣であるという点を見逃してはいない。それは、一

見保守的に見える母性の称揚や母子像の神聖化は、父権制社会を脅かす力になり、淪落の

女性の物語以上に危険をはらむという点である (Wilson 108)。ルースとレナードの関係が

表象するのは、非嫡子ゆえに夫／父を排除した関係の確立である。母子関係を聖母マリア

と幼子イエスという聖母子像になぞらえて称揚すれば、そこには夫／父の場は不要である。

後の『シルヴィアの恋人たち』で、ギャスケルは、夫が失踪して不在であっても、残され

た妻は婚姻の絆と義務に縛られて、結局男性の支配を逃れることはできないという事例を

示した。だがルースの場合、ベリンガムはもとより、ベンソン牧師も彼女に何ら法的義務

を課することはできないし、ルースにも彼らに対しする法的義務有しない。つまりルース

は、未婚ゆえに、婚姻の義務からは完全に解放されて、息子とのマターナル・サークルを

築くことが可能である。6 

だが、法的には拘束力はなくとも、ルースの母性は、道徳的・宗教的に、男性の価値

観によってコントロールされてしまう。これは、母子像を称揚することで、女性に母以外

の顔を封じ込めさせる力、拘束力として機能する。たとえば、過去のことが露見し、ルー

スがエクルストンの町を出ようとする時、ベンソン牧師は、ルースの母性に訴えて、「レ

ナードを置きざりにする権利は君にはない」(RU 263) と言って引き止める。換言すると、

母には自分の都合を優先することが認められないという旨を、子供の犠牲という言説で語
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るわけである。このパターンは、以後のギャスケルの作品の中に繰り返し登場するが、母

は、しばしば子供の存在を再認識することで、自身の行動を見直すことがある。前述の

『シルヴィアの恋人たち』の例をあげると、絶望に瀕したシルヴィアが、自殺をも考えて

海辺に立っている時、突然子供のことを思いだして我に返るという場面がある。シルヴィ

アは「赤子を腕に抱くことで保護された。その時、彼女の考えは変わった・・・母の心は、

むずがる子供をなだめてあやすことでいっぱいになった」(SL 305) という具合に、子供と

のスキンシップによる母性の発動が、母を正しい方向に導く
、、、、、、、、、、

という言説が働いている。 

一般に赤子は母が保護するべき存在であるが、この場面では母が子供に「守られてい

る」点に注目したい。ここでの母の視点による語りは、母を主体にしているようだが、実

は主体は子供であって、その子供を守るために母が存在するのである。つまり、子供を生

かすために母は生きなければならない、子供あっての母という構図が提示されているので

ある。シルヴィアは、子供に「守られている」と認識して、自殺を思いとどまるが、逆に

言うと、彼女は自分の命の選択も自由にできないということになる。このシルヴィアの母

性の発動の瞬間は、ルースが初めてわが子を抱いた時に感じた思いと共通していることは

看過できない。ルースは、「母性愛がほとばしるように湧き上がる中で、この子を常に見

守り、思いやりをもって世話をして、いかなる堕落の罪からも守ろう」(RU 121) と思い、

その思いは、「彼女の（亡き）母もおそらく同じ気持ちであったであろうし、世の中の無

数の母もそうだろう」(121) と考える。 

人生に失望と絶望しか感じられない母が、子供の存在によって生きる希望を持つこと

ができるなら、子供はまさに母をこの世につなぎとめる鎹である。シルヴィアとルースは

共に、死を考えるほどの絶望から子供という救世主によって救われる。娘の立場であれば、

母に救われるという受身の態勢でよいが、自身が母となったヒロインは能動的に子供を救

う態勢に転換する。しかし、能動的
、、、

な行為に繋がるとはいえ、唐突に母性を持ち出して、

母に自己抑制もしくは自己放棄を強いる措置に関しては疑問符が付くのではないか。 

ルースにとって、レナードは「恥の象徴 (the “badge of her shame”)」(RU 89) であり、シ

ルヴィアにとって、娘ベラは「取り返しのつかない結婚」のくびき (SL 265) であるが、

二人の母は、上記の場面で子供を重荷だと考えてはいない。母ならこれは当然のことだと

みなす言説に対して、デイヴィスはフェミニストの視点から疑問を呈している。デイヴィ

スは、ルースとシルヴィアが子供への愛情によって心を動かされる事実は認めつつ (526)、

母としての愛情を優先することで女性としての人生にプレッシャーを与えるのではないか



 

52 
 

 

と問うている。「これらの作品における母子関係は、（母に）犠牲と責任を強いるもので、

子供のいないヒロインでも（これを）抑圧的だと感じるだろうが、実際母となれば、不満

も言えない状況である」(Davis 528)。ギャスケルは、『メアリ・バートン』において、母

を前景化し、母の視点や語りを肯定的にとらえた時、母の力を否定もしくは過少評価する

ことはなく、子供を愛する母の思いが人生の悲しみや惨めさ乗り越える糧となることを認

めている。だが、母性とそこから発する力が、外部からコントロールされるとなれば、こ

れは問題であろう。 

ルースが母性の力に後押しされて自己抑制を学び、子供の成長と共に、彼女もまた親

として成長したことは間違いない。しかし別の見方をすれば、その 6年間はルースにとっ

て沈黙の日々であり、これまでの人生を抹消して偽りの歴史とアイデンティティのもとで

の生活である。母性は確かにルースの行動を促す機動力になるが、これでは、ルースはま

るでロボットように、与えられたシナリオ通りに動くようなものであろう。そして、〈よ

き母〉という半ば強要された顔の背後には、抑圧されたもう一人のルースが存在している

ことを、彼女の分身とも言うべきジェマイマのプロットが伝えている。ルースの擬装は、

激しい感情や衝動を隠して〈よき娘〉を演じるジェマイマと、その兄で他人のサインを偽

造するという悪事に手を染めるリチャードの行動によっても表象されている。いずれも本

来の自分（実像）を隠して虚像を提示するが、虚像はいつか破綻して本来の自分の顔を見

せるものである。ジェマイマは、ミスター・ファーカーとのロマンス・プロットにおいて、

「謙虚さ (humility)」(RU 273) を学び、彼の愛を得ることになる。このプロットにおける

ジェマイマは、ルースの負の部分もしくは影の部分を感情過多という性質で表象し、ルー

スの過ちを反面教師にして、そこから「清められる (purified)」(273) ことが意図されてい

ると言えよう。そして、リチャードの悪事については、息子の不始末によって父がわが身

を振り返る機会となって、親子関係の再構築へと導かれる。 

その意味でも、ベリンガムとの再会はルースを覆う虚飾を剥がす重要な分岐点であり、

嘘と同時に本音が明らかにされる機会である。それは、ルースの言葉、「神さま、レナー

ドの父は悪い人だとわかっています。でも、ああ！慈悲深き神さま、私、あの方を愛して

います。忘れることなどできません－できないのです！」(198) に集約されるだろう。

再会時のベリンガムは以前とはすっかり変わっているが、ルースには「名前や外見、姿が

変わろうが、声だけは変わっていない」(156) ことを認識でき、ミスター・ダンと名乗る

男が、ベリンガムと同一人物であることを確証する。そうすると、擬装生活を送るルース
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もまた、「外面的には大いに変わった」(201) ものの、変わらない思いを抱える点で、ベ

リンガムと同じではないだろうか。だが、再会の場面では、母性がルースの情熱を抑制し

て、彼女を「女から母－厳しく子供を守る保護者」(222) へと引き戻す。「今はあなた

のことを愛していません。かつては愛していました。あの時は愛していなかったと言わな

いでください。でも今は愛していません。これからも愛することはできないでしょう」

(302) という、ルースの言葉は、前述のものと並んで非常に重要である。ルースはここで、

過去を繰り返すつもりはないと断言している。これは、過去の出来事を取り消すことはで

きないが、現在及び未来は、過去を断ち切って別の生活を選ぶということであり、これこ

そ、ルースがこの 6年の間に学んだことである。 

しかし、過去を断ち切るなら、なぜルースは命がけを承知で伝染病に感染したベリン

ガムの看護を申し出たのかというと、やはり彼への愛情以外の何ものでもないだろう。親

の愛情と恋人への愛情との二つの側面を持ち、母になったからといって、すぐに他の面を

抹消することなどできない。換言すると、擬装という覆いによって伏せられてはいたが、

ルースの感情には、他者からのコントロールによって容易には捻じ曲げられない強さがあ

ると言える。語り手が、「（ルースの）存在は、感情と思考と愛することにある」(RU 56) 

と述べているように、ルースという人物を外面だけでとらえようとするには限界がある。

同時に、ルースの生活も外面をごまかすだけでは、いつか限界が見えてくるということで

ある。結局、ルースの物語は、淪落の罪・罰・償いという一連のプロセスの完遂ではカバ

ーしきれず、もう一つのプロットの検証なしには、彼女の死と更生プログラムの不整合は

説明できないということになる。 

 

4. ルースの死 

これまでルースの死についてはいろいろな議論がなされてきた。ルースの死が必要で

あったという理由として、しばしば引き合いに出されるのが、「堕ちた女は死か狂気の運

命にある」(Helsinger, Sheets and Veeder 113) という当時の文学上の慣習である。一概に慣

習と言っても、ルースの死は「悲劇の伝統的手法」であるとみなす意見 (Shelston xix-xx) 

もあれば、メロドラマ的に読者や批評家の共感を得るための作戦だという意見 (John 

Forster qtd. in Uglow 337) もある。また、ヴィクトリア朝女性作家たちが淪落した女性の

救済手段としての死に関心を持ち (Silkü 104)、ギャスケルもそれに倣ったのであれば、死

はルースをこの世の苦しみから解放する手段として肯定的な意味を帯びるだろう。いずれ
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にせよ、ルースの死が前提となるなら、彼女の贖罪は何のためになされたのかという点で

納得がいかない。ギャスケルは、淪落した女性の問題を社会の問題として提示したにもか

かわらず、ルースの死によって、それをルースの個人的な問題にすり替えてしまったので

はないかとも考えられる。 

シャーロット・ブロンテは 1852年 4 月 12日付の手紙で、「なぜ彼女 (ルース) は死な

ねばならないのか。なぜ悲しみのうちに本を閉じなくてはならないのか」(LCB 330) と問

い、ギャスケルが直感的にルースを犠牲にし、第三者には口を挟ませないほどに厳しい判

断を下したと述べている。アラン・シェルストンは、「ヒロインの贖罪を受け入れ損ね

た」と指摘するブロンテのコメントは重要だ (LCB 615, n 14) と述べるが、ギャスケルの

構想には、常套的な悲劇的結末以外でのルースの物語はなかったとも主張している (Intro 

to RU xix-xx)。ギャスケルが、ブロンテは、「あるべき人生の姿よりも、実際にどういう

人生なのかを描く義務を強く感じている」(LCB 346) とコメントするように、ブロンテは、

〈堕ちた女〉の類型の人生ではなく、その女性自身の人生を追求したいと考えていたのだ

ろう。少なくともブロンテは、ルースの人生が類型の範疇にあると判断したゆえに、ギャ

スケルが提示した結末が腑に落ちなかったのである。 

ユーグロウは、エリザベス・ブラウニングが、『ルース』読後に、「ルースが死ななく

てはならないという以外に、やりようはなかったのか？」と問う手紙をギャスケルに書き

送っている点に言及しつつ (340)、ルースの犠牲的な死の理由は、「文学上のコンベンシ

ョンであり道徳上のコンベンションでもある。いかなる淪落の女性も狂気か死の運命にあ

る」(337) という点で、シェルストンと共通している。だが、ユーグロウは、ルースの恋

心の存在にも目を向けて、「罪のためではなく、許されざる愛のために死んだ。その類の

愛はヴィクトリア朝社会では受け入れられるものではない」(337) と付け加えている。誘

惑や婚外子の出産というテーマは、ちょうどこの時期に流行していたセンセーション小説

の分野であれば、それなりに受け入れられたであろう。しかし『ルース』はその範疇にあ

る作品ではない。それゆえ、『ルース』を「コンベンションの枠組における共感や理解を

求めるような精神面や立場におくのであれば」(Shelston, Intro to RU x)、別のプロットを用

意せねばならない。 

一方で、ルースの死は否定的な結末ではないと指摘する批評家もいる。テレンス・ラ

イトは、ルースの死は詩的正義 (poetic justice) の面から見れば不要であるが、彼女の自己

達成 (self-fulfillment) の面から見れば肯定的な動機づけがある (86, 90) と指摘している。
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換言すると、罪に対する懲罰という常套手段的なプロットでは、ルースの内面までカバー

することはできず、ルースが主体となるプロットは、それとは別物でなければならないと

いうことである。ライトもユーグロウと同様、『ルース』には、複数のボイスが仕掛けら

れているという考えである。またモーガンは、更生過程におけるルースの努力を評価して、

彼女の死が無駄死ではないことを主張し、ヒロインが「ひとたび世の中に出るという経験

をし、その後は質素に生きる、つまり他の人々と同じように生きる」(91) ことを目標と

し、それを達成したのであれば、ルースは死を得てもなお勝利者である (89) と解釈して

いる。 

さらに、ストーンマンは、ルースの死は彼女に自己抑制を強いた更生プログラムの失

敗の結果だとみなし、死はルースの解放に寄与するという論 (115) を展開している。ス

トーンマンによると、ルースは「まだ責任を追及するには子供の域を出ない」時期に性的

な関係を持ち、それを「今でも忘れることはできないが、かといって継続するほど無責任

ではない」というジレンマに陥っている (115)。確かに、誘惑に屈した女性の心の弱さが

原因で罪を犯したというのが前提なら、感情の抑制は矯正手段として適切だとみなされる

であろう。しかし感情こそ、ルースがルースである証ではないだろうか。前述のように、

語り手は、「（ルースの）存在は、感情と思考と愛することにある」(RU 56) とはっきり述

べているのである。 

またストーンマンは、ルースが「悔い改め (repentance) ＝ 感情の抑制 (repression)」と

いう更生プログラムを拒否して、意識の面でベリンガムとの間の男女関係を保ち続けたと

主張し、ルースは、ベリンガムが彼女の愛に値する男ではないとわかった後も彼への愛を

捨てず、自身の欲望と良識とに折り合いをつけることも退けたと述べている (115)。それ

ゆえ、ルースの行動はイデオロギー的に辻褄が合わず、ルースは臨終の場面に見られるよ

うに狂気 (madness) に陥るしかないというのがストーンマンの解釈である。 

このストーンマンの意見は非常に興味深い。しかし、ストーマンは当時のイデオロギ

ー的な文脈のもとでの悔い改めにこだわっているのではないか。むしろ、そうしたイデオ

ロギー的な文脈でルースをとらえること自体が困難でありはしないだろうか。ルースの葬

儀にあたり、ベンソン牧師が、「彼女のことをきちんと認めたいが、言葉が思うように出

てこず、考えをまとめることができない」(RU 336) と述べているように、既存の価値観

の範囲内では、ルースの場を認める言葉はない。プロットの進行に伴い、ルースは、罪に

対する罰を受け入れ、社会が求める服従にも甘んじようとした。それでも最終的には過去
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を断ち切ることを拒んだのである。ルースがベリンガムへの愛に固執するのは、『緋文

字』のヘスタがディムズデイルに執着するのと同じパターンである。そうすると、ルース

の死は、ギャスケルによるプロットの失敗ではないだろう。ルースに二つの顔があるよう

に、ギャスケルは、ルースの人生を描くにあたり、表向きは〈堕ちた女〉の物語から母の

愛情物語への変化へと導きながら、その背後にはルースが捨て切れなかった恋人への愛情

物語をも仕込んだと言えるのではないか。ルースの愛は淪落という罪で後ろ指を指される

ものであっても、ルースは彼女の意思を貫徹した。これが彼女の物語の主軸となっている。

教養小説の定番は失敗から学んで成長する物語であるが、ルースの物語は最後に狂気の名

の下で、ヒロインが子供時代に逆戻りしてしまう。それによって、ルースのプロットは、

教養小説の枠組からも、そしてヴィクトリア朝のイデオロギーの縛りをもすり抜けること

が可能となる。これがルース解放のためのギャスケルの戦略である。 

その代わりに、自己抑制の更生プログラムは、ルースの過ちを反面教師として、未婚

女性への警告へとターゲットを変えて、ジェマイマの性格矯正へと向けられる。ジェマイ

マの物語は、感情過多の女性がどのようにして馴化され、「女性らしい慎ましさ 

(womanly modesty)」(240) を持つレディーへと変貌するプロセスを描いている。ルースの

分身（ダブル）として、怒りや嫉妬、憎しみの感情をあらわにするジェマイマのプロット

は、女性の激しい感情を「モンスターのようなもの」として扱っている (Uglow 335)。も

ともとジェマイマの怒りや反抗心は専制君主的な父に向けられたものだが、同時に父を恐

れるあまり、彼女は、父の前では従順な娘、その背後では父に対する怒りと憎しみを募ら

せるモンスターという二つの顔を使い分ける。そのジェマイマの変身
、、

の瞬間、すなわち、

彼女のモンスターの部分を抹消するタイミングは、ルースの過去と罪が露見した瞬間と一

致している。 

オースティンは、『分別と多感』において、エリザベス母娘の淪落の顛末の開示がマリ

アンヌの変身を促すように仕向けた。他者の淪落の物語を反面教師として、ヒロインを無

傷のまま救済するのがオースティンの常套手段だが、ギャスケルはこのパターンをジェマ

イマに適用したのである。ジェマイマは、「私もひょっとしたらルースのようになってい

たかもしれないし、あるいはもっとひどい状況だったかもしれない。私の方が生まれつき

もっと頑固で、激しい性格なのだから」(270) と述べている。彼女の物語が伝えるのは、

感情過多の人間は誘惑の罠に陥りやすいが、ルースの物語が警告となって、その危険から

救われたという筋書きである。 
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ロマンス・プロットのヒロインにとって、結婚と沈黙の組み合わせの成立は、他者に

よる女性のセクシュアリティへの介入の受け入れをも意味している。べス・カリコフが主

張するように、「女性の貞潔」へのこだわりは女性が「性に関して女性が社会経済におい

て自治権を持つこと」を覆い隠す意図があり (357)、隠蔽される限り、女性は自己の性を

自分でコントロールできないことになる。フィクションでは、あたかも害虫駆除のように、

労働者階級の女性を犠牲にして、中産階級の女性を救うのが当たり前になっているが、キ

ャサリン・Ａ・レタンが論じるように、ルースよりもジェマイマの救出を優先した時点で、

ギャスケルも社会階級制度のボーダーを打破できなかったということ (194) であろう。 

しかしながら、ルースは看護師としての尽力が認められて、与えられた更生プログラ

ムを完遂したはずである。それに伴ってルースに対する町の人々の評価も変わり、ヘスタ

の緋文字「Ａ」が「あざけりや嘲笑」から「畏れ」や「尊敬」を伴うもの (Scarlet 165) 

への表象へと変化したように、ルースの自己献身には町から感謝状が贈られた。それでも

まだルースには足りないものがあったのである。それこそ彼女が最も渇望したもの、すな

わちベリンガムへの愛を全うすることであろう。それによって、ルースがベリンガムの看

護に固執する理由も説明がつく。 

そこで、ルースが自分の立場（ベリンガムの正式な妻ではなく愛人であるという立場

が、世間の非難の的になること）を初めて認識したウェールズの場面に戻ろう。ここにル

ースがベリンガムの看護に拘る手がかりがある。ウェールズの宿でベリンガムは突然病に

倒れるが、駆けつけた彼の母は、ルースに部屋への出入りを禁じてしまう。それはルース

を「監視つきの囚人」(66) として扱うようなものであった。今、伝染病で苦しむベリン

ガムを看護することは、ルースにとって、ウェールズの宿で果たせなかった望みの遂行で

あり、補償行為でもある。その行為が自己満足のための行為である証拠として、ルースは

次のように述べている。 

 

He need not know—he shall not—that I have ever been near him. If he is like the others, he 

must be delirious—I will leave him before he comes to himself—but now let me go—I must 

go. (326)   

 

ここでルースが提案する匿名行為は博愛主義ではなく、彼女の自己充足の上に成立する自
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己犠牲である。医師が示唆するように、看護の仕事そのものは他の人に交代可能である。

にもかかわらず、その役目をルースが担わねばならない理由は、ルースにしかない。たと

え世間から罪だと批判されようとも、過去のベリンガムへの愛を否定しないために必要な

プロセスなのである。 

アンガス・イーソンは、病床のベリンガムと看護師ルースの関係は、「性的な結びつき

ではなく、過去を否定できないという認識によって結ばれた」ものである (Intro to RU 

xvi) と主張している。これは非常に興味深い指摘であるが、ミスター・ダンと名乗る現

在のベリンガムは、もはやルースの愛情の対象ではないものの、モーガンが論じるように、

過去に彼を愛した事実を信じ、慈善行為ではなく恋人への愛が行動の原動力となるなら、

二人の関係は男女の恋愛関係である (90) と言える。そして、ベリンガムの看護がルース

の意思による未完の行為の完遂ならば、ルースの死は犠牲者の死ではなく、勝利者の死と

言ってよいのではないか。 

臨終の場面でのルースは人事不省で、まるで「子供のような愛らしい狂気」(RU 330) 

の中にいる。「かつて道を踏み外して迷ったものの、今は幸せで平和だという事実にささ

やかながら安堵している」(330) というのは、淪落の女性が清められたという言説に周囲

の人々が納得しているだけで、ルースの意識は全く異なっている。今や完全に子供時代に

戻り、母の義務から完全に解放されて、ひたすら亡き母を求め、最愛の息子にすら顔を向

けない (330)。シヴ・ジャンソンは、ルースは臨終の実母と同じ状況にあり、二人が母性

という共通項で結ばれていると指摘する (74) が、この時のルースは子供に戻っているわ

けだから、ルースは母のダブルとして母性を意識するというより、むしろレナードのダブ

ルとして母とのふれあいを求めていると解釈できるだろう。つまり、この場面でのルース

は母性によって動かされて
、、、、、

いるのではない。彼女は、聖母マリアではなく、子供ジーザス

がルースと相似関係にある。この逆転を可能にするために、ルースの精神錯乱 (insanity) 

という措置が機能しているのである。 

これを母と娘の関係で読み解くならば、ルースは娘の立場を選び、ヴィクトリア朝の

アイコン的母親像を拒絶したことになる。ケイト・フリントが指摘するように、ルースの

母性は「直感と同様理性からも」押しつけられた人為的産物であり (58)、自然児として

のルースには受け入れがたいものである。母が母親という役割以外の顔を持つことが許さ

れないなら、母の立場にある女性は、夫や子供に依存することなしにアイデンティティを

形成することはできない。ジェマイマのように自己放棄に従うか、ヘスタのように社会的



 

59 
 

 

罪を背負う苦しみに耐えて擬装に甘んじるか、いずれにしろ、社会で生き抜くための選択

肢は自己抑制しかない。しかしながら、ルースは自身が母の立場となっても、まだ死別し

た母の愛を求める娘
、
でもあるという意識を捨ててはいない。そして臨終の場面で、ルース

は息子の母でいるよりも、母の娘
、、、

でいることを選んだわけである。 

さらにルースの選択には興味深い点がある。一つには、彼女が固執する〈娘〉のポジ

ションは、ヴィクトリア朝の〈父の娘〉ではなく、自分の意思を遂行する娘であること、

これはフェミニストの娘たちが歓迎する女性像である。だが、フェミニストたちは過去を

否定することで未来への展望を論ずる傾向にあるのに対して、ルースは過去を否定しない。

これは、ルースがベリンガムとの件だけでなく、彼女の亡き母との関係も拒絶しなかった

ことからも明らかである。 

しかし、ルースが最後まで自己を放棄することをやめなかったことで、彼女は伝統的

な結婚プロットのヒロインの類型から逸脱した。もちろん母としてのルースは、子供のた

めの自己犠牲を厭わないが、母でありかつ恋をする女性であるという二重性はヴィクトリ

ア朝小説のヒロインとしては認められがたい。これは、ルースがベリンガムへの恋愛感情

を捨てられなかったということに集約されるが、ルースの場合、正式な結婚ではなく婚外

関係にあった点が特に問題視されることになる。アン・ブロンテの『ワイルドフェル・ホ

ールの住人』においても、母であり恋をする女性としてヘレンが登場するが、彼女もまた

ルースと同じく、〈未亡人である〉という擬装が有効である間は世間の同情が寄せられて

いる。しかし彼女とロレンスとの関係が噂されるや、（それは根も葉もない憶測に過ぎな

いのだが）たちまち批判の的になっている点を考えると、母の立場の女性が自身の恋愛に

関わることは、当時のフィクションの慣習としては容易ではなかった。 

このように、慣習がルースの物語を受け入れられない以上、既存のプロットではルー

スの人生を語ることはできない。ギャスケルはこれを、人々が見るルース（虚像）とルー

ス自身の思い（実像）とのギャップによって表象しているが、そのギャップは最後まで解

消されないままである。結局ギャスケルは、〈堕ちた女〉の問題を提示しつつも、ルース

の物語に関しては、ルースの個人的な事情で死に至る結論に導いてしまったのである。 

 

5.〈堕ちた女〉の問題のゆくえ 

〈堕ちた女〉の問題は、ギャスケルにとって対岸の火事ではなかった。彼女は、実生

活の中で、淪落した女性たちと接触し、彼女らの救済活動に関わったことは、少なからぬ
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影響を及ぼしているだろう。『ルース』に関連づけるならば、パスリーは、保護者のネグ

レクトと男性の誘惑の犠牲者の例として、アンは、望まない妊娠をしてもなお相手の男性

への思いを捨てられない女性の例として、ルースのプロットに活かされていると言える。

だがそれとは別に、ギャスケル 懸念となったのは、言葉によって
、、、、、、

創出される罪である。 

ヴィクトリア朝社会の性別役割分担は、男女が担う役割だけでなく、その活動の場に

も住み分けが適用されていた。それゆえ公の場で仕事を持つ女性たちは、多かれ少なかれ

ボーダー侵害の罪で批判を受けることになる。女性の場が家庭という私的空間に限定され

るならば、出版という公の場で仕事をする女性作家もまた娼婦（公の場に姿を現す女性の

象徴）と同列に扱われることになる。もし公私の分離に賛同すれば、ギャスケルは、文壇

におけるキャリアを自ら否定せざるを得ない。当時、多くの女性作家が男性名の筆名を用

い、ジェンダーを隠した上で作家活動を行ったが、これはまさしく擬装するルースの相似

形である。だが、男性名という擬装は両刃の剣であり、イデオロギーとの軋轢を避けるた

めに匿名による執筆に甘んじれば、作家としてのアイデンティティ喪失に繋がりかねない。

1850 年に、短篇「リジー・リー」が『ハウスホールド・ワーズ』誌に掲載された時、読

者はこの匿名作品が本誌の編集者であるディケンズの筆によるものだと判断したようだ 

(Uglow 251 and 646, Michie 88)。このエピソードは、「リジー・リー」が、ディケンズの編

集方針に即した作品であると同時に、その内容が掲載誌のタイトル通り「家庭にふさわし

い」ものであったことを強調する。〈堕ちた女〉リジーは、その罪を象徴するかのように

子供を転倒 (fall) 事故で失い、その後は、以前暮らしていたコミュニティに戻ることは許

されず、また一般家庭との交流も制限されているため、母と人里離れた家でひっそりと暮

らすことになる。リジーの物語の結末は、ディケンズが唱えた住み分けの論理をそのまま

反映したものであり、象徴的に移民による国外追放と同じ解決策と言える。 

実生活でのギャスケルは、パスリーの救出の一環として、ディケンズに依頼して「ユ

ラニア・コテージ (the Urania Cottage)」（ディケンズがアンジェラ・バーデッーィット・

コッツと共同で、1847 年に設置した女性受刑者のための更生施設）に入所できるように

手配した。この施設は受刑者をオーストラリアへ移民させて新生活を始めるという計画の

もとに運営されていたものである。ギャスケルは、パスリーには「可能な限り自由で、前

科者という汚点のない状態 (as free and unbranded a character as she can) で旅立って欲し

い」(Letters 99) と述べているように、パスリーが英国のしがらみから解放されることを

願っていたと考えられる。しかしこの計画もやはり両刃の剣である。英国の法律で罪人と
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される女性たちを本国から追放し、他国にしか生きる場を与えないと宣告するに等しい。

この住み分けは、英国の穢れを祓い、常にクリーンな状態を保つために他の場所に掃き溜

めを作り、社会の規範を逸脱した者をそこに送り込んで他者として扱うことである。他者

の排除は本国の社会秩序と制度の維持に貢献し、同時にヴィクトリア朝のドメスティッ

ク・イデオロギーによる家庭生活礼賛を喧伝することにもなる。その背後で自己責任とい

う名目で犠牲とされるのは、淪落の女性を含む社会的弱者である。だからこそ、ルースを

英国内の一般家庭の中で更生させるという、ギャスケルの試みが重要性を帯びてくる。ギ

ャスケルの議論は、堕ちた女の救済と共に、これまで排除されてきた社会的他者の扱いに

対する異議申し立てとなるからである。 

しかし、「ヴィクトリア朝の社会は公の場の女性と私の場の女性は別々に生きるべきで

あると主張したゆえ、ギャスケルが考えるように、家庭空間において娼婦の問題を解決す

ることを実行に移すのは困難であった」とミチは分析している (81)。パスリーの委託と

寄稿の件でディケンズに恩義があるものの、『ハウスホールド・ワーズ』誌との関わりは、

ギャスケルに、作家のアイデンティティとオリジナリティの消失の問題、そして更生プロ

グラムを一律に適用することの是非の問題を投げかけることになった。 
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第第第第 2 部部部部    女性の活動領域の拡大女性の活動領域の拡大女性の活動領域の拡大女性の活動領域の拡大－私的領域から公的領域へ私的領域から公的領域へ私的領域から公的領域へ私的領域から公的領域へ 
 

第第第第 3章章章章 

母の教えと女性のコミュニティの意義母の教えと女性のコミュニティの意義母の教えと女性のコミュニティの意義母の教えと女性のコミュニティの意義－－－－『クランフォード』『クランフォード』『クランフォード』『クランフォード』 

 

1. 精神の後継者を求める場としてのクランフォード 

『クランフォード』は、ギャスケルが構想した女性のコミュニティの物語である。ク

ランフォードの町は、中産階級の中高年女性たちの集団「アマゾンたち (the Amazons)」

(CD 165) が仕切る場であり、ヴィクトリア朝の男性優位主義のもとでは、周縁化されが

ちな女性の文化や伝統を見直し、それを次世代へ受け渡していくという役割を持つ場とし

て興味深い。この作品では、〈男性の攻撃性〉と〈女性のやさしさ〉という二項対立をモ

チーフにして物語が進行するが、クランフォードの町は、男性文化を敵視して拒絶するわ

けではない。むしろ、男性が築いた過去の文化を、今を生きる女性のニーズに応じて仕立

て直すのがこの町の特徴である。換言すると、『クランフォード』は、歴史を大きく変え

る英雄の登場や大事件の勃発を望による大変革ではなく、過去の遺物に対して、現状に合

わせた修正を積み重ねながら、文化や価値観の継承を重要視とていると言える。そのため

に必要なのは、一人の英雄による偉業ではなく、町を支える多くの一般人の協力体制であ

り、アマゾンたちの連帯の意義がここに見出せるのではないか。 

まず、ギャスケルが念頭におく英雄像というのは、いわゆるキャノンと呼ばれる作品

群が称揚する英雄像とは異なっている。ギャスケルにとって、英雄の条件は、戦場で功績

をあげることではなく、忠誠心や忍耐を伴う人間愛を示すこと (Flint, Elizabeth Gaskell 29) 

である。短篇「墓堀りの英雄」(1847) の中で示されるように、真の勇気とは、「神への奉

仕」において示されるべきものであり、「人間は不和や争いではなく愛を示すことが必要

である」(109) というのが、ギャスケルの考えであろう。これに対して、ニコラ・ダイア

ン・トンプソンが指摘するように、「居間から発信される女性の感情の物語は取るに足り

ないものであり、戦場の物語にはとうていかなわない」(Woolf, A Room of One’s Own 77 qtd. 

in Thompson 8) というのがキャノンの意見である。そのため、キャノンの評価基準と照合

すれば、ギャスケルの主張はおのずと文壇の主流から外れてしまう。しかし、中心から外

れた者、すなわち社会的弱者の救済に目を向けるのが、ギャスケルの作品の類型ではある

まいか。この点については、『メアリ・バートン』や『ルース』の考察に置いて、すでに
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見てきた通りである。その救済活動の源として母の力
、、、

を用いる点を考えると、『クランフ

ォード』もまたその流れを組むことは間違いない。 

それでは、『クランフォード』はそれ以前の作品とどういう点で異なるであろうか。以

前の作品ならば、弱者救済活動は、個人の努力による個人の救済というステージであった

が、『クランフォード』では、救済対象が個人であっても、活動はコミュニティ全体での

援助というステージに移行し、ここで母
、
の役割を担うのはアマゾンたちである。彼女らの

「共同意識 (esprit de corps)」(CD 166) は、父権制社会が重んじる血縁による絆（直系の

血縁による、家や地位、財産の継承という縦の人間関係）ではなく、互いへ共感や同朋意

識による絆（横の人間関係）による。アマゾンたちは、その絆によって、世代間交流を活

発にし、血縁を超えた擬似的な母娘関係を構築していく。女性の文化遺産が次世代に伝え

られ、母の役割を担う世代は、社会的マザリング活動の中で次世代の娘たちを育成してい

くことになるのである。 

前の章でも考察してきたように、ギャスケルが提案する社会的マザリング活動には、

時として父権制を覆しかねないほどの強さを見せる母
、
たちの行動が不可欠であった。しか

しながら、ギャスケルの時代から半世紀を経た 20 世紀初頭には、ギャスケルが提示する

活動的
、、、

な母はおろか、ヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉的な母ですら、もはや賞賛の対象

ではなくなっている。その一例として、Ｅ・Ｍ・フォスターの『ハワーズ・エンド』

(1910) に登場するルース・ウィルコックスを取り上げよう。ウルフと同じく、ブルーム

ズベリー・グループの一人であったフォスターにとって、ヴィクトリア朝の〈家庭の天

使〉は揶揄の対象であったことがわかる。 

特に注目したいのは、平和主義者のルースが述べる、「もし世界中の母たちが一堂に会

すれば、きっとこの世から戦争というものはなくなると思います」(HE 99) という言葉で

ある。彼女のこの意見は、前述の「墓堀りの英雄」におけるギャスケルの主張を思い起こ

させる。だが、『ハワーズ・エンド』でのルースは、家庭と社会の双方で無視（あるいは

無能化）されているのである。ルースの夫や息子をはじめとする男性たち、及び彼らの意

見に賛同する女性たちは、ルースの言葉を「庭先の花と同じくらい世間知らず」(99) の

ものとみなして切り捨ててしまう。そのためルースは、実家から引き継いだ財産であるハ

ワーズ・エンドの屋敷を託すために、彼女の「心の継承者 (a spiritual heir)」(107) を求め

ているが、父に従う息子や娘は、ルールが望む「継承者」にはなりえない。そこでルース

は、若い友人マーガレット・シュレーゲルに期待をかけて、彼女に屋敷を委譲するが、皮
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肉にもマーガレットは、ルースの夫の考えの方に共感し、夫人の死後、ウィルコックスと

結婚する。名実ともに「ミセス・ウィルコックス」となったマーガレットであるが、彼女

には最後までルースの意図は理解できなかった。というのも、マーガレットにとって、家

は〈物理的な器〉すなわち「レンガとモルタル」(95) に過ぎず、ルースが望んだように、

〈精神の器〉すなわち「神聖な者が住まう特別な場所」(95) ではないのである。 

そうなると、ギャスケルの作品では、男性の破壊に対して女性による救済策が功を奏

していたが、フォスターの作品ではこの二元論も有効ではない。ギャスケルが開拓した母

の活動が評価の対象から外されるならば、それは同時に、ギャスケルの作品もその時代の

評価対象から外されるということを意味している。これらのことを鑑みると、ギャスケル

と彼女の作品が、彼女の死後 100 年の間、無視されていた理由も想像に難くない。実際

1960 年代以降、ギャスケルの作品において、母と娘の関係の修復、そして女性の歴史と

遺産の継承についての問題が研究対象となるまで、ギャスケルの作品は前世紀の懐古趣味

的な遺物として放置されたままだったのである。 

だが少し視点を変えてみると、『ハワーズ・エンド』にも、男性原理を介在した母世代

と、今を生きる娘世代の意識のギャップが描かれていることが読み取れる。母世代と娘世

代の関係の改善の可否という論点に絞れば、ウルフの作品と同様にフォスターの作品も、

ギャスケルが提示した母娘関係の問題が、その後どのように扱われていったのかという経

緯を検証する資料になりえる。つまり、母娘関係に関することが、時を経ても未解決であ

るばかりか、当の女性たちが互いに向き合って議論することすら避けている状況が浮かび

上がってくる。これは、ギャスケルの提案が、ギャスケルの作品（あるいはギャスケルが

生きた時代）に特有の問題として処理されているからではないだろうか。「ミセス・ウィ

ルコックス」として、ルースの後を引き継ぐマーガレットが、ルースの精神
、、

を認識できな

いように、文学史において、ギャスケルの精神
、、

を踏襲する後輩作家が不在であったのだろ

う。この点からも、ギャスケルが『クランフォード』で強調するように、文化遺産の継承

のあり方について再考察する意義があると思われる。 

そこで『クランフォード』に戻るが、この作品は一見男性支配に対抗しうる女性支配

のコミュニティを提示するように見えるが、厳密にはそうではない。実際に町を支配する

のは、過去の男性文化の産物というべきもので、女性たちは、亡き父や夫の社会的地位の

序列をそのまま継承している。しかしながら、慣習的な男女の役割分担に則るには、現在

のクランフォードの町の男女比はアンバランスである。女性たちは、結婚によって男性の
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被保護者になることを前提とした人生設計を立てたとしても、町には女性の数に見合うだ

けの男性がいないという厳しい現実に直面し、修正を余儀なくされる。第三者の目から、

資産も後見人も持たない独身女性は不幸であると結論づけるのは簡単だが、実際にその境

遇にあり、しかも少数ではない女性たちの生活手段をどう支えるのかという問題になれば、

解決策を出すことは容易ではない。デボラ・ジェンキンとミス・マティの姉妹が提示する

対照的な生き方は、笑いとペーソスを誘うフィクションというオブラートに包まれてはい

るが、資産も縁者を持たない独身女性が、自らの人生設計を立て直さねばならない必要性

を認識する物語なのである。 

クランフォードが近隣の産業都市ドランブルの不況のあおりを避けられないように、

男性社会の競争原理が暴走した余波は、女性の生活にも波及している。そして、その後始

末を引き受けねばならないのも女性たちである。するとこれは、男女のうち、どちらが優

位に立ち、どちらに軍配が上がるのかというパワー・ゲームではないだろう。過去に男性

文化がもたらした失敗があり、その失敗を省みた上で、現在の女性たちが修正を試みると

いう構図は、過去を否定せずに現在・未来をその上に積み上げる点で、混合文化形成のプ

ロセスを提示していると言える。すると『クランフォード』は、アナクロニズムの溜り場

では決してなく、むしろヴィクトリア朝期の英国の現状をとらえた、流動的な場となるの

である。 

その流動性という点に注目するならば、一見とりとめもない女性たちの会話の中にも、

複数のボイスが存在し、言葉を文字通りに解釈するだけは不十分な場合が生じてくる。一

つの言葉に対して、臨機応変に拡大解釈を容認し、思考や行動の領域に幅をもたせる柔軟

さが求められることもあれば、方便としての嘘のやりとりによって、社交活動が成り立つ

こともある。その代表例が、町の精神を象徴する「上品な倹約 (elegant economy)」(CD 

167) という言葉の使い方であろう。この点については、次の項で議論する。 

 

2. クランフォードの町におけるマナー・ゲーム 

『クランフォード』の物語は、「上品な倹約」と呼ばれるマナー・ゲームに代表される

独自の価値観によって彩られるが、これは、中産階級に属しながらその立場を誇示するだ

けの資力を持たない女性たちが用いる方便である。男性社会での社会的地位を測る尺度で

ある金銭問題は、クランフォードではタブー視されている。金を使うことは「下品でこれ

見よがしな」振る舞いとみなされ、倹約が美徳であることを称揚して「上品」な行為と表
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現される (CD 42)。しかし、どんな口実を用いようと、貧乏をごまかして対面を繕うため

の手段であり、ひいては町全体が過去の栄光にすがる現実逃避の姿勢を持つと解釈されて

も無理はない。女性の理想郷としてのクランフォードの価値を認めつつも、アマゾンたち

の家庭に実子がいないことから、この町には未来はないと論じる批評家もいる (Auerbach 

89, Stoneman 95)。フリントは、ミス・マティの将来の生活が行方不明であった弟ピータ

ーの帰還に頼る点を指摘し (Elizabeth Gaskell 33)、マーティン・ドッズワースは、男性に

頼らねばならない独身女性の人生は惨めなものだとみなしている (140)。こうした批評は、

女性の人生が妻となり母となることを前提にして、資産も後見人もいない独身女性は不幸

であると結論づけるものである。とはいえ、これらの批評において、妻や母の役割に何ら

かの価値が付加されているわけではなく、そのポジションに就くことのみが評価対象とな

っている。つまり、形式のみに重きが置かれていると言える。しかし、クランフォードの

町が直面する問題として、コミュニティの女性全員がこのシステムに参入できる環境は整

っていない。中産階級に男性がいないのも同然というなら、アマゾンたちは結婚という手

段に頼ることはできず、否応なしに自身の生計手段を考えねばならない。クランフォード

の女性たちは「見かけよりもずっと実践的」で、それぞれの家庭で労使問題や家政問題を

処理している (Langland, “Women’s Writing” 123) のもそのためである。そうすると、「上

品な倹約」とは、個々人の虚栄心を満たし、社交活動を円滑にすることを目的とするセレ

モニー的なマナー・ゲームにとどまらないのではないか。 

元来「上品な倹約」は、ヴィクトリア朝社会における社交ルールに基づき、当時の父

権性社会のシステムから派生した文化的産物である。1830 年代に隆盛したジェンティリ

ティ化に伴い、各種の作法マニュアルが出版された。以下、ラングランドによる調査によ

ると、社会的身分は常日頃の行動に反映するとみなされたので、マニュアルによって、男

女共に「洗練された社交 (polite society)」に相応しい振る舞いを身につけて、マナーによ

って社会的グループを形成し固定化させるのが目的であった。その一環として女性たちの

相互訪問には面白いルールがあり、決められた面会時間以外には、女主人は「不在である 

(not at home)」という礼儀としての嘘
、、、、、、、

が認められていた。訪問時において、女主人側の

「不在である」という返答が虚偽の言葉とは解釈されないのは、当の女主人が「今は忙し

くて訪問を受けられない」という意味であることを、客側も了解しているからである 

(Langland, “WW” 124-25)。 

ここで非常に興味深いのが、〈社交上の嘘〉に関する処理方法である。まず、ギャスケ
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ルの作品において、嘘
、
は登場人物の人生に致命的な打撃を与えるケースが少なくないだけ

に、『クランフォード』おける、嘘の肯定的な処理方法は注目に値する。 

クーシッチの指摘では、ヴィクトリア朝小説において、「騙す」という行為は女性の特

性であり、ギャスケルの作品においても「嘘をつく」という行為は「女性的な悪癖」とし

てみなされることが多い (128)。たとえ善意から出た嘘であっても、『ルース』や『北と

南』ではヒロインの嘘が、『シルヴィアの恋人たち』ではヒーローの嘘が、当人あるいは

他者に対して、致命的な打撃を与えるような物語のプロットが仕組まれている。また、

『妻たちと娘たち』のミセス・ギブソンの二枚舌やシンシア・カークパトリックが用いる

嘘は、彼女たちの道徳面での信用を失墜させる要素となり、真実を語ることにこだわるモ

リー・ギブソンの誠実さの前に敗北を喫するのは明らかである。その点では、『クランフ

ォード』の語り手メアリ・スミスが、「たとえ罪のない嘘であっても真実からそれる振る

舞いはしたくない」(290) と述べることから、ギャスケルも、嘘をつくという行為自体に

同意を示しているわけではない。にもかかわらず、キャプテン・ブラウン、ミスター・ホ

ルブルック、ホギンス医師の率直な物言いや態度が批判の対象となるのに、インド帰りの

ピーターが語るほら話が大いに歓迎されるという矛盾を呈している。 

当然のことながら、フィクションの語り手としてのギャスケルは、フィクションの有

効性を認めざるをえないだろう。嘘をつくということは、ある言葉や動作が持つ従来の意

味に新しい意味を付加する作業であり、その繰り返しによって解釈が無数に増殖する。逆

に、一つの語に一つの意味しか認めないということは、他のことに対しても、固定された

意味にしか解釈できず、解釈の柔軟性を失うことになるだろう。クランフォードの町には

さしたる出来事は起こらないが、実は挿話やおしゃべりの中に多くの冒険を有している。

女性たちの相互訪問はおしゃべりを助長し、そこから町に新しい情報が流れ、物流も活性

化する。女性たちの居間は、物語の「市場 (a place of “bazaar”)」(Dolin 202)、つまり情報

の発信地であり交換所と言えるだろう。この、女性の「市場」の特徴は、男性の経済市場

のように、商品を金銭で取引する場ではない。「物語を交換 (the exchanges of stories)」

(Dolin 202) する場なのである。ピーターのほら話が人気を呼ぶのは、その話の真偽はと

もかく、彼が持ち込んだ「異国情緒 (so very Oriental)」(CD 297) が人々の想像力を掻き立

てるからである。嘘を演じる側とそれを了解して受け取る側との共謀により、彼らは、フ

ィクションの世界で遊ぶ場を提供する。これは、まさにフィクションの作家と読者との共

同作業であり、また、以下に取り上げる、ミセス・フォレスターのお茶会でのマナー・ゲ
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ームとも同じ構造を有していることがわかる。 

ミセス・フォレスター宅では、年若で小柄な女中が一人しかいないため、朝から女主

人が自らお茶会に出す食事の準備をしていた。しかし客人が来ると、夫人は、あたかも大

勢の召使を抱えているがごとく悠然と振る舞っているのである。中産階級の女性たちは、

「その地位に見合うよりも低い生活による人格や影響力の喪失」(Ellis, The Wives of 

England qtd. in Banks 62) があってはならないとみなされたので、不足するものを看過する

ための共同意識が必要であった。だからこそ、ミセス・フォレスターのお茶会では、夫人

が嘘をつくことよりも、客人の方が騙されてあげる
、、、、、、、

ことに意義がある。クランフォードで

は、これを「貴族的」(166) な振る舞いと解釈し、この種類の嘘は、中産階級のジェンテ

ィリティの文化と結びついて、女性の社交活動を促進してきたと考えられる。 

しかしながら、このようなマナー・ゲームは一種の遊び
、、

、すなわち精神的なゆとりが

生み出す文化産物でありながら、同時に、その遊びに参入できない人たちを容赦なく批判

して切り捨てるという冷徹な部分も併せ持つ。クランフォードにおいては、キャプテン・

ブラウンやミスター・ホルブルックがその対象であり、彼らは事故死や病死という形で物

語から退場することになる。これは何を意味しているのであろうか。まず、正直に話すこ

とは道徳的に正しいが、それが相手の弱点を指摘し恥をかかせることに繋がる場合、社交

を円滑にするための嘘が適用される。そのルールを了解した上で、ゲームに参加できるか

否かが、この町に住む資格の是非を決定するのである。そのため女性たちは、キャプテ

ン・ブラウンの振る舞いを「男性による領地侵犯」(CD 167) とみなし、まるで疫病に対

峙するような大騒ぎを引き起こし、その封じ込めにかかる。同様に、ミスター・ホルブル

ックも女性たちのマナー・ゲームを虚飾的だと揶揄したために、彼の振る舞いは、クラン

フォードの文化規範を意図的に逸脱していると判断されたのである。 

クーシッチは、この女性たちの反応について、「ヴィクトリア朝期特有の家庭生活崇拝

であり、女性の思いやりは、過剰なまでに攻撃的な男性を向上させる影響があるとして、

社会的な補償という主義のもとで支持されていた」(125) と述べて、クランフォードの町

が女性の力によって「秩序を回復する」(136) という言説のもとに動いていると指摘して

いる。そうすると、「上品な倹約」は男性文化の産物であるにもかかわらず、それをゲー

ムとして巧みに操作するのは女性であるというのは皮肉である。今や町にやって来る男性

に対して、町の風紀に合う紳士の資質を問う権限を持つのは女性であり、その仲間入りを

希望する男性は、女性の検閲をパスしなければならないのである。 
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だが、男性の出入りを検閲する権利と力を持つ女性たちは、なぜ独自の規範を持たず

に男性文化の遺物を引き継いでいるのであろうか。町は、ジェンティリィティ化の立役者

である中産階級の男性がいなくなっても、「上品さ (gentility) への愛着」(CD 167) を保持

し、「上品な社会 (genteel society)」(185) のもとで男性文化を保持し続けている。コミュ

ニティ内におけるポジションは、「既婚女性は夫の、独身女性は父親の社会的地位」(288) 

に応じて決定され、女性たちのアイデンティティは「不在の男性」に依存している 

(Croskery 208)。これでは、女性は男性文化の「とらわれ人」であり「歴史的産物」に過

ぎない (Gillooly 884)。リーダー格のデボラは女性の優位性を主張するものの、彼女が発

する言葉は亡父のおうむ返しであるため、結局その主張も男性の代弁でしかない。デボラ

が仕掛けるキャプテン・ブラウンとの文学論争にしてもそうである。デボラが、「ジョン

ソン博士の文体は若い人たちのお手本に向いています。私が文字を書き始めた頃に父がそ

う申しましたから」(CD 172) と豪語する時、キャプテン・ブラウンは、当代の人気作家

ディケンズの文体を褒めて対抗するが、彼にとって、実質上のライバルはデボラの背後に

いる故ミスター・ジェンキンズである。つまりこの論争は、女性対男性の対立ではなく、

ジョンソン博士対ディケンズ、ミスター・ジェンキンズ対キャプテン・ブラウンという新

旧における男性間の対立となる。 

また「上品な倹約」の実践においても、デボラは、階級間の差別化をはかり、中産階

級内でのゲームに労働者階級の参入を認めない。身体に障害を持つ郵便配達夫にチップを

渡す時、デボラは威厳のある態度で家族の安否を問い、「これはあなたの分、これはジェ

ニーの分」(267-68) と、家族を一人一人数え上げて硬貨を渡す。一方妹のミス・マティは、

自らの振る舞いを恥じるようにこっそりと相手に金を握らせる。デボラのこれ見よがしの

振る舞いは、男性の唯物主義の表象を真似たものである。教区牧師であった父の威光を背

景に、デボラはトップダウン方式による縦社会組織にこだわり、妹の女性らしさ
、、、、、

を否定的

にとらえ、やさしさや思いやりを強調する横の繋がりには価値を認めない。 

このようなデボラによる男性社会のミニチュア再現は、リーダー交代後のクランフォ

ードを検証するための重要なソースとなるだろう。クランフォードは女性のコミュニティ

であるが、その地盤には男性文化が根付いているので、これまで看過されてきた女性の価

値観を新たに取り込むには、既存の文化産物とどのように折り合いをつけていくかが大き

な注目点となる。その意味でもデボラの死後、つまり第 3章以降が、クランフォードにと

って、新しい哲学を受け入れる実験の場となるわけである。 
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最も大きな変動は、出資銀行が経済不況のあおりで破産し、ミス・マティが生計のた

めに茶の販売を始めることである。その時、人々の関心事は、素人が商売を始めることへ

の不安や、女性が男性領域へ進出することに対する批判ではなく、商売に携わることで前

牧師の娘の立場が格下げされるという不安に向けられている。逆に言うと、身分や立場が

変わらないのであれば、「正しく、誠実なことなら何でもやる」(CD 286) という姿勢を彼

女たちは容認する。その延長上に生まれるのがミス・マティ救済基金の設立であるが、こ

こにも「上品な倹約」の原理が機能していることは間違いない。女性たちは匿名で資金を

募り、メアリ・スミスの父（ドランブルの商人）にその金の運用を託すのだが、よそ者に

対して人一倍警戒心が強いアマゾンたちが、経済不況の原因を作ったドランブルの商人を

信用し、しかもクランフォード内部の問題に外部からの介入を許すのは面白い状況である。 

しかしながら、「上品な倹約」のルールに則れば、金銭に関わる処理は「下品」である

ゆえ、男性の代理人に任せるのが筋であり、女性たちは、前述のミセス・フォレスターと

同様、知らぬ顔で振る舞えばよいということになる。一見例外に見える事柄も、クランフ

ォード式の解釈をすれば、このように正道のやり方として受容される。そしてこのような

解釈が成立すれば、おのずと連鎖反応が生じ、ミス・マティ救済基金の参加者は古参の中

産階級に限定されず、新参の成金として蔑まれてきたミセス・フィッツウィリアムや、ミ

ス・マティの女中マーサの参入も認められることになる。とはいえ、この善意に基づく一

連の行動の発端はというと、実は、労働者階級の男が持つ破産銀行の紙幣を自身の金貨と

交換したミス・マティの行動に遡る。これは、ドランブルの銀行の経営陣が見捨てた被害

者に対し、ミス・マティが自分も出資者の一人であるという責任感から、損失の補填を申

し出る件である。これも男性社会の不始末を女性が引き受けるパターンの一例と言えるだ

ろう。 

本来ならば、ミス・マティも「ビジネス・ウーマン」(268) たるデボラによる投資の失

敗の被害者なのである。だが、彼女には「自分が、男性の『システム』による救いがたい

犠牲者である意識はない」(Auerbach 85)。そしてミス・マティの価値観を反映するクラン

フォードの町もまた、被害元であるドランブル（男性の価値観の町）のように弱者切捨て

をしない。この町では「上品な倹約」の精神を活かして、コミュニティ内の思いやりや哀

れみの感情引き起こし、相互援助の絆を深めていく。この力は「新たなる物質を生み出

す」わけではないが、「根本となる社会資産」を築く土台となる (Langland, “WW” 131) と

いう点で評価に値するのではないか。 
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さらに興味深いことに、女性たちのこのような活動は、男性の文化産物であるジェン

ティリティと結託して生まれたにもかかわらず、父権制社会が築いた社会的な野心を挫く

結果を導くことになる。リーダーの交替後、人々は、「共感 (the sympathetic resonance)」

で結束し (Croskery 207)、社会的な育児活動が競争や争いにとって代わる。最も大きな変

化は、ミス・マティの家と店が隣り合わせになることに象徴されるだろう。これまで家庭

という空間にしか場を持たなかったミス・マティが、ビジネスという男性の領域に足を踏

み入れることで、両者の境界が曖昧化するのである。さらに、マーサがミス・マティ基金

活動に参加し、女主人であるミス・マティの世話を引き受けることは、労働者階級の者が

中産階級の活動の仲間入りを果たすだけでなく、本来給金を払う立場の者が、労働者に養

われるという逆転現象すら引き起こしている。これによって、ミス・マティとマーサが属

する社会的身分の境界も曖昧化し、既存のイデオロギー的住み分けというシステムを脅か

すことにもなる。つまり、クーシッチも指摘するように、ミス・マティを経済的に援助し、

かつ彼女のジェンティリティを守るための救済策が、皮肉にも、ジェンティリティ化によ

って確立された中産階級の文化（階級差や男女の役割分担という社会規範）の解体へ導く

筋道をつけることになる (153) のである。 

しかしギャスケルは、クランフォードの文化に対して、無制限な解体を推進するわけ

ではない。嘘をつく行為に関しては、ピーターが帰国後に興じるほら話は認めるが、彼が

少年時代に行った女装といういたずらは認めていない。ギャスケルの作品における服装の

効果としては、言葉以外に、「女性が自己主張するための有効な手段」(Fitzwilliam 4) であ

る。たとえば、ミス・マティは昔の恋人の死を悼んで「未亡人の帽子」(CD 198) を、デ

ボラは自身を男性の英雄になぞらえて、「ネクタイとジョッキーの被るような小型のボン

ネット」(175) を着用している。これは、彼女らが、それぞれの服装が持つ固有の意味を

知った上で身に纏い、語らずとも、それぞれの思いを表現する役割を担っている。 

だが、ピーターが姉デボラの衣装を纏い、まるで赤子を抱いているように枕を抱えて

往来に出るという行為は、上記の例と同じ類のものではない。世間の目から見ると、これ

は、ピーターの自己主張ではなく、デボラの自己主張であると解釈されること、しかも、

未婚の女性が赤子を抱くという姿は、ある特定の、しかも不道徳な意味を含むメッセージ

を発する点で、非常に危険なのである。ピーターは日ごろ口うるさい姉に一泡吹かせたい

という単純な動機から異装を思いついたのだが、彼の選択した手段はジョークで済まされ

るほど単純なことではない。女性の貞操に対する世間の目が厳しいヴィクトリア朝の社会
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では、姉の名誉を傷つけるようなピーターの行為は、姉弟間の個人的な諍いの枠を超えて、

家長であるジェンキンズ牧師とその一家全員に不名誉をもたらすことになる。ピーターの

失敗は、服装倒錯によって男女の境界線を越えただけでなく、中産階級が重んじる〈礼儀

正しい行動 (decorum)〉を棚上げしたことも含まれている。それゆえ、ピーターへの懲罰

はコミュニティと物語のプロット双方からの追放である。後にキャプテン・ブラウンとミ

スター・ホルブルックも同様に、クランフォードのマナーのルールを逸脱して、文化規範

の違反者として追放されていることから、ピーターと同じ轍を踏んだと考えられる。クラ

ンフォードのマナー・ゲームとしての嘘は、個人の満足ではなくコミュニティの利益を鑑

みて認可されるものであり、その逆はありえない。ピーター少年の行為は社会への貢献に

は程遠く、また彼の帰国後のほら話のように、エンターテイメント的な効果も期待できな

いため、全く情状酌量の余地がないのである。 

ヴィクトリア朝の社会においては、ジェンダーの逆転はタブーであるから、ギャスケ

ルとしても、手放しでこのような掟破りに加担することはできない。それゆえギャスケル

の作品は、フィクションの中にさらに異空間を設定して、その中で遊ぶ
、、

方法が取られてい

る。異装を肯定的に解釈できる例であれば、「灰色の女」における、侍女アマントゥの男

装があるが、これはゴシックの設定のもとでの話である。また『暗い夜の仕事』(1863) 

では、ローマのカーニバルという非日常空間において人々の変装を認め、その期間だけは

慣習の縛りから人々を解放するという背景がある。さらに、『メアリ・バートン』では、

旅の途中に孤児の赤子をあやすため、二人の祖父がナイトキャップで女性に扮するコミカ

ルなシーンがあるが、このケースは、男性の育児活動を容認するための手段としての女装

の容認である。ただし、こういうことがあったという回想の中での話であり、人々の前で

女装を披露するわけではない。いずれの場合も、日常と非日常との差別化をはかり、二つ

の空間を往来することで例外にも場を与えている。 

こうして解釈に柔軟性を持たせて例外を認めつつ、各方面でのボーダーが曖昧化され

たクランフォードの町が行き着くのは、多文化交流の場へのシフトである。作品の最後の

場面は、これまでプロットに出入りしてきた人々が再会するパーティであり、老若男女、

中産階級に労働者階級、住民も旅行者も一同に会する。それは、クランフォードが、排他

的で厳格な中産階級のコミュニティから、〈変化〉と〈移動〉に富んだコミュニティへの

変遷を遂げたこと示す。町の変化はそこに住まう人々の意識の変化でもある。ギャスケル

は、人間の価値を生来の気質や環境に起因すると限定していない。ルイーズ・ヘンソンは、
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「育った環境に柔軟に対応して気質が改善される余地があり、道徳心も培われていく」と

考え、これがギャスケルの「進化 (evolutionary)」プロットである (22-24) と論じている。

クーシッチも、ギャスケルの作品は、イデオロギー転覆の脅威は示唆するものの、決して

それを物語の中で実現させることはない (136-42) と述べているが、これは当時の社会慣

習に従った結果であり、ミス・マティがリーダーになった後もそれは変わらない。だが後

年、一度は追われたピーターの帰郷を受け入れ、再びコミュニティの一員として迎える寛

容さはデボラの時代とは異なる。「リジー・リー」において、アンが、身を持ち崩した娘

を捜索し、父の法が許さない娘の罪を許して再び家庭に迎え入れたように、男性社会の法

律を変えることは容易ではないが、聖書の中の「放蕩息子の帰還」の挿話をアンなりに解

釈して、娘を暗闇から救出するという行動は、ギャスケルの創造であり、クランフォード

における社会的子育ても、その流れを受け継ぐものであると言える。 

 

3. 女性の教育－〈女性らしさ〉か男女同じか 

これまで見てきたように、クランフォードの女性たちの活動は、礼儀上の嘘や匿名性

という特徴に彩られて、下手をすると、彼女らのアイデンティティの否定に繋がるような

行為であるとみなされるかもしれない。これが母から娘への受け継がれる伝統というなら、

ギャスケルの作品は、男性優位を認め、父権制に迎合した作品であるということになるだ

ろう。だが、彼女の作品世界では、表面上は男性支配を受け入れつつも、それに盲従する

ことに疑問を呈す機会が何度かある。その一つが、既存のシステムの中での女性の場と役

割の考察と、それを踏まえて、次世代の娘たちをどのように教育するべきかという問題で

ある。ここにギャスケルが当時流行していた〈ウーマン・クエスチョン〉にも関心を寄せ

ていたことがうかがえ、彼女が決して現状維持で満足するという姿勢ではなかったことが

わかる。 

『クランフォード』において、女性の教育の欠点を顕著に表すのは、世間知らずで家

事以外のことを知らないミス・マティではなく、知識を持ちながらその使い方を知らない

デボラの方である。デボラの言葉が父の受け売りであるように、彼女の知識もまた父が与

える男性の教育をそのまま受け入れたものである。だが、男女の領域が分断されている環

境のもとで、女性が男性と同じ教育を受けることは適切な措置と言い切れるのであろうか。

デボラは女性の優位性を主張するものの、それは、男性優位主義におけるジェンダーを女

性に転換しただけであり、トップダウン・システムによってアマゾンたちを統括する彼女
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のやり方は、男性社会のそれの模倣でしかない。デボラがリーダーの頃は、アマゾンたち

を実質上支配していたのは、見えない男性の影、具体的に言えば、デボラの亡父とみなす

ことができる。 

デボラは、読み書きに優れ、牧師であった父を補佐して教区の仕事にも従事するが、

女性であるがゆえに父の仕事を継承することはできなかった。ディケンズの『ドンビー父

子』(1846-48) のタイトルが例示するように、父（家）を継ぐのは息子であり、息子が不

在であれば、家系にも家族経営の事業にも未来はない。いくら熱心に（男性と同じ内容

を）勉強したところで、女性が得た教育の成果は、男性の言葉を運ぶ伝令役でしか役に立

たないものである。デボラの父が娘を頼るのは、出奔した息子の代わりに教区の仕事を補

佐してもらうためであり、彼の心のよりどころは、常に妻と不在の息子に向けられていた。

当然、デボラは欲求不満に駆られるであろう。この点から、パトリシア・Ａ・ウォルフは、

デボラのフェミニズム的主張は、彼女の内面から発するのではなく、外部から「押しつけ

られた (superimposed)」考えである (164) と指摘している。つまり、デボラの主張は、彼

女の本音ではなく、他者からの借り物に過ぎないということである。 

根本的な点から考えて、デボラは、フェミニスト論者のように本気で女性の解放を望

んでいたのだろうか。そうではないだろう。デボラは父の愛情を求めたものの、それがか

なわないため、その補償行為としてフェミニストを自称して攻撃的な態度を装い
、、

、仮想敵

を想定した上で自身の優位性を誇示してきたというのが彼女の本音だろう。もしデボラが

フェミニスト主張者であるなら、彼女にとって真の敵は男性権威であり、父のはずである。

ところが、デボラが敵視するのは父の愛情の対象である弟や母であることから、デボラの

フェミニズムとは、父の愛情をめぐる宣戦布告の表象であるというウォルフの指摘 (163) 

は筋が通っている。 

しかしながら、デボラが装うフェミニズムが、彼女の人生にとって有益であったのか

というと、これも疑問符がつくところである。というのも、彼女は、生涯に渡って〈強い

自分〉を見せるために、自分に対して演技をするという義務を課さねばならなかったから

である。なぜデボラがこのような考えを持つに至ったかを考えてみると、彼女が受けた教

育の内容や方法に問題があったのではないかと思われる。 

デボラが受けた教育の欠点は、父が教えたことを何の抵抗もなく受け入れたものの、

その知識を活かす場所も術も知らずに、自身がただ知識のみを保有する倉庫と化している

点である。同様のことが、『従妹フィリス』のヒロイン、フィリスの行動にも共通して読
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み取れる。特にフィリスの教育面におけるメリットとデメリットに関しては、デボラと共

通する点が多い。両者を比較することによって、女性の教育に必要なものは何かという議

論の場を提供することにもなるだろう。 

フィリスは父からラテン語やギリシア語を学んだが、これらの「死語」(CP 390) は、

彼女の日常生活の中で活かす場がないばかりか、父が目下関心を持つ力学とも関連がない。

そのため、語り手ポール・マニングがフィリスの家を訪問した折にも、フィリスは、父と

ポールの話に耳を傾けるものの、傍観者でしかない。父の求めにより、自分が関わってい

ない分野の本を「運ぶ」(“Phillis was sent for the book” CP 396) だけ、つまりフィリスの役

割は知識の運び手に過ぎないのである。前述のデボラのケースと同様、フィリスの父が娘

に求めるのは、早世した息子の役割の代行
、、
である。とはいえ、デボラやフィリスが、父と

息子の関係に割って入れるわけでは決してない。明らかに、父の愛を求める娘の片思いで

あるが、それに対して、デボラもフィリスも、同じ知識を共有しない母との関係は疎遠で

ある。デボラの場合、母と仲の良かったミス・マティとの間もぎくしゃくしていた。フィ

リスの場合、男性の教育を受けながら、実生活では女性の役割を課されたため、彼女は、

当時のイデオロギー的〈男らしさ〉と〈女らしさ〉の中間に漂っている。それゆえ、ポー

ルの目から見たフィリスは、「女というより男みたいだ」(398) となるわけである。 

フィリスは、年頃になってもまだ赤子と同じ扱いをする両親から精神的自立を得るの

に、外部との接触による経験（よそ者との恋愛）が必要であった。しかしその恋はかなわ

ず、父からは、「堕落した (spoil her peaceful maidenhood)」(439) と責められる。そんなフ

ィリスに新たな行動指針を与えるのは母ではなく女中のスーザンであり、フィリスと実母

の心理的な溝は最後まで解消されずに終わる。だがスーザンの手厳しい忠告を機に、フィ

リスは世話をされる娘
、、、、、、、

から、他人の世話をする母
、、、、、、、、、

への道を歩み出すことが示唆されている。

この点は注目に値するだろう。フィリスの実母は健在だが、娘は精神的に疎遠な関係にあ

る母からこのような指摘を受けることはない。その代りに、フィリスの身の回りの世話を

する女中が母の代理としてその役割を担う。これはギャスケルらしい配慮である。そして、

忠告者を得たフィリスには、この後成長
、、

するという救い
、、

があるが、一方、父との決別を経

験しなかったデボラは、精神面において子
、
としての範疇（求めるだけ）にとどまり、親離

れできないままに大人になったのである。 

デボラとフィリスの教育に関する物語は、男女が同じ教育を受けることが無意味だと

主張するわけではないが、女性が男性の受け売りに甘んじることの危険性を警告するもの
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であろう。これは、ヴィクトリア朝女性作家が直面した問題－男性名と男性ボイスを

使用して女性作家としてのアイデンティティを捨てるか、女性の領域とされる家庭をはじ

め、私的空間の物語を書いてキャノン中心の批評基準によって二流扱いされるか－と

も共通するのではあるまいか。キャノンが認める女性作家ジョージ・エリオットは、家庭

生活から題材を得て芸術の領域にまで磨き上げ、文壇での成功を果たしたが、これは特異

なケースであり、女性作家がみなエリオットの真似が出来るわけではない。 

ギャスケルと同時代のコンダクト･ブック作家エリスも、当時の女性の教育について疑

念を抱いていた。しかしエリスは、女性の場を家庭であると位置づけ、ヴィクトリア朝の

イデオロギーに服従する女性像を支持したとみなされ、現代のフェミニスト批評家の間で

も攻撃の的になりがちである。しかしエリスは決して〈女性＝家庭人〉という図式に固執

していたわけではない。『心の教育』において、エリスは、男女それぞれに「創造的な持

ち場 (their appropriate place in creation)」(17) があると主張している。彼女の主張は、社会

慣習として、男女の場が分離されているならば、ないものねだりをして嘆く前に、まず自

分の場を確保することが先決であること、そして、男性と同じものを望んでも、現在の社

会のシステムが許さないのであれば、次世代の娘たちに希望を託し、その足がかりを作る

ために踏み出そう (17-18) と呼びかけることにある。特に、エリスの論で興味深いのは、

女性として、母として、そして前世代の母たちの文化遺産を継ぐ者として、次世代の娘た

ちに向かって忠告を発する姿勢である。フェミニストたちは、ジェンダーによる境界を認

めること自体に抵抗があるのだろうが、むしろ違いを受け入れて、英雄の背後に立ち、持

ち場を固めるのも作戦の一つである。1 未来の娘たちへの橋渡しになろうとするエリスの

視点もまた、後のフェミニズム運動の先駆けと言えるだろう。 

ショウォルターも、男性の歴史は数え切れない無名の女性の歴史に支えられてきたこ

とを忘れがちであり、それに気づいた時、我々の視点や解釈も変わってくるだろう (qtd. 

in Stoneman 11) と指摘し、女性の力は決して無ではなかったことを示唆する。ラングラ

ンドの指摘にあるように、ジョージ・エリオットの成功は男性のボイスに帰属した結果で

ある (“WW” 134) が、そのエリオットの作品の根底には、ハリエット・マーティノーや

マーガレット・オリファントなどの先輩女性作家の軌跡が見られるというニコラ・ダイア

ン・トンプソンの論も注目に値する (13)。またエリザベス・ジェイは、エリオットの作

品はキャノン入りをしたために女性作家の作品として扱われず、「19 世紀の男性中心の神

話」である「前進という神話 (the myth of progress)」の中に取り込まれた (qtd. in Langland, 
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“WW” 141) と述べている。女性作家としてのエリオットの弱点が、男性の視点による女

性の物語という点にあるなら、女性による女性の物語には、女性独自の視点が必要になる。

そうすると、今度は、女性による女性の教育が必要となり、根幹となる女性の教育者の育

成が望まれるようになる。これは、ショーが問いかける問題点－女性の文章／ライテ

ィングを確立するために、どんなボイスを発するべきか、新しい環境のもとでどんな風に

言葉を発していくのか、またこれまで機会を奪われてきた女性の語りは何なのか (84) 

－と同じ類のものだろう。 

 

4. 進化
、、

するクランフォード－男女の領域の曖昧化 

ヴィクトリア朝の中産階級では、社会活動は男性の領域であり、家庭における事柄は

女性の領域であると考えられ、前者は主に実用的な類のもの、後者は装飾的な類のものと

換言することもできる。ところが、興味深いことに、ものを書くという領域においては、

この配置が逆になる場合がある。つまり男性は、芸術的で装飾的な文体や作品を求め、女

性は現実的で実用的な内容を好むという傾向である。これを『クランフォード』に適用し

てみると、ジェンキンズ姉妹の両親がまだ婚約時代にやりとりした手紙から、この傾向を

はっきりと読み取ることができる。 

ミスター・ジェンキンズは、手紙の中で、「あふれんばかりの情熱と、心からの短く気

取らない文をしたためた」が、未来の花嫁には、彼が「同じことを何度も言い回しを変え

て繰り返す意味が全く理解できない」(CD 202)。また、デボラが誕生した折、妻の実家か

ら、父の「敬虔なる祝辞と訓戒の手紙」が届くが、新米の母にとってありがたかったのは、

赤子の世話に関する、実母からの適切なアドバイスである。父は、母が「くるぶしを痛め

て安静が必要なため、ペンを取ることは控えさせた」(203) と手紙で述べているが、母は

こっそりとメモをしたためた。「妻は書くことができない」(203) という父の手紙の下部

に、“T. O.” (203) と補記があり、母の言葉は、手紙の裏面に短くメモ書きされてあったの

である。これは、女性の情報発信方法として非常に興味深い例である。もちろんこの挿話

では、実家の母が見せる母性的
、、、

な愛情が協調されるであろうが、同時に、書くことを禁止

された女性が、わずかな隙間に乗じて書く機会を見出す、その方法にも注目したい。病床

の母の姿はまさに装飾的であるが、この種の方便を用いるのは実用的な行為である。しか

もこの行為における二面性は決して批判の的にはならない。逆に、真っ向から男性のやり

方に反抗するより、隙間を狙って自分の思いを通す方が、無駄な争いを避ける意味でも有
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効だと、女性が認識していることを証明するものであろう。 

もう一つ、文壇での例として、ヘンリー・ジェイムズによる『妻たちと娘たち』のコ

メントに言及したい。ジェイムズは、この作品が、シンシア・カークパトリックの「装飾

性 (the ornamental)」(WD 264) よりも、モリー・ギブソンの「実用性 (the useful)」(264) 

に重点をおいたために、「若い娘の日常生活の記録」にとどまり、ギャスケルもそのレベ

ルで満足していると評している (Critical Heritage 465)。ジェイムズは、言葉や振る舞いの

演出によって他者の視線を支配するシンシアを評価すべしと考えて、彼女を新しいタイプ

の女性だと位置づけている。確かに、言葉に対して固定した意味に縛られない自由な解釈

を認めるという点では、シンシアやその母の振る舞いも、クランフォードのマナー・ゲー

ムと無縁ではない。だが、クランフォードのゲームはあくまでも中産階級の礼儀作法に帰

属するゆえ、私情で意味を改変するのとは訳が違う。これは前にも述べた通りである。 

嘘に関しては、ギャスケルは正直と忠実が必ずしも結びつくとは考えていない (Kucich 

132)。しかし、嘘と忠実が結びつくにはそれなりの理由が必要であろう。『妻たちと娘た

ち』では、シンシアの外見に惹かれ、彼女の本心が浅薄なことに気づかないロジャー・ハ

ムリーの恋は土壇場で裏切られるはめになる。しかし身分の低い女性と秘密裏に結婚した

ロジャーの兄オズボーンは、家族を騙し続けたものの、後にその愛情による結びつきを認

められている。兄弟の父親であるミスター・ハムリーは、純粋な血筋と古い家柄を誇示し

ていたが、最終的に息子とフランス人女中との混血児を跡継ぎとして認めることにしたか

らである。 

しかしミスター・ハムリーの決定には、単なる彼の心情の変化として看過できないも

のがある。彼の選択は一見、息子の病死と孫かわいさによるメロドラマ的な様相を呈して

いるが、同時に、よそ者の参入や変化を拒み続けたハムリー家が異文化混合の場へのルー

トを開くことになる点にも注目すべであろう。というのも、ここにダーウィンの「適者生

存」のルールが適用されていると考えられるからである。彼は、代々のハムリー家当主が

固執し続けた旧式や伝統、すなわち実用とは程遠いやり方を踏襲し、それをなぞるだけで

は家も人も生き残ることがかなわないことを認識した。彼の失敗は、旧来のやり方の欠陥

を看過し、物事をサイクル的に行う（過去の営みを繰り返す）点ばかりを重要視したこと

にある。その結果が治水工事やオズボーンの教育の失敗として現前している。 

同様のことがクランフォードのマナー・ゲームにも言える。「上品な倹約」は、ジェン

ティリティという過去の男性文化の名残であるが、同時に女性たちの手によって、時代と
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ニーズに合わせて進化
、、

し続けた。それゆえ町は過去の遺物として風化することを回避でき

たのである。 

クランフォードの中産階級の家庭を見れば、どこも男性不在で、女主人たちは召使と

の労使問題や家政管理に携わり、おのずと実用的にならざるを得ない  (Langland, 

“Women’s Writing” 123; Colby, Some Appointed Work 70)。ミス・マティの記憶を通して語ら

れる父母の姿からは、夫唱婦随や妻の内助の功が読み取れるだろう。だが、未婚のミス・

マティにとって、母の人生をそっくり真似ることは無意味でしかない。これは、ミス・マ

ティが受けてきた教育が次の世代にはもう通用しない (CD 278) という事実とも無関係で

はない。彼女は、過去の出来事や考えをそのまま保持し繰り返すことが、現在や未来に有

益であるとは限らないことを、身を持って認識した。だからミス・マティは、デボラの死

後、自分はどうすればいいかを自分で考え、デボラよりも一歩前進できたのである。ミ

ス・マティもその意味では学習によって成長したと言えるだろう。だが、彼女の成長過程

においては、ロマンス・プロットさながらの昔の物語が挿入されてはいるが、それは時の

流れと共に変化するものとしないものを識別する装置であり、〈幸福な結末〉としての結

婚で終わるものではない。 

ミス・マティにもかつて結婚を考えた相手がいた。しかし彼女は、身分違いの結婚に

反対する父と姉に逆らえずにその結婚を諦めたのである。彼女は、その選択を悔いてはい

ないものの、階級の誇りや体面が自身の幸せに繋がらないことを経験した後に、ジェンキ

ンズ家のルールを曲げて女中マーサの恋愛を認め、スコットランド貴族の未亡人レディ

ー・グレンマイアと町医者ミスター・ホギンズの結婚の後押しをしている。ミス・マティ

は、過去にしがみつき、父権制の犠牲者として自己憐憫にふけるのではなく (Auerbach 

85)、自身の失敗を他人が繰り返さないように予防線を張っている。実際レディー・グレ

ンマイアとミスター・ホギンズは、周囲の反対をものともせず、彼ら自身の意思を通して

結婚に踏み切るわけだが、ミス・マティから見れば、彼女より年少の世代のカップルを支

援するのは、次世代を育てる〈母〉の視点からの行為である。そうすると、伝統的なロマ

ンス･プロットもギャスケルの手を経ると、母が介入する物語に転換するのである。 

そこで、ギャスケルとオースティンの作品とを比較してみよう。オースティンの遺作

『説得』(1818) には、身分制度の犠牲者であるアン・エリオットの結婚へのプロセスが

描かれるが、アンの選択はミス・マティの選択と好対照をなしている。アンの「考えの上

品さと性格のやさしさ (elegance of mind and sweetness of character)」(P 11) は、本拠地の貴
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族階級では「取るに足らぬ人 (nobody)」(12) でしかなく、かつての恋人キャプテン・ウ

ェントワースや海軍のグループの中にこそ、アンは自分の居場所を得ることがかなう。貴

族社会から海軍のコミュニティへの階級間移動を可能にするため、オースティンは、ウェ

ントワースを昇進させて時流に乗った英雄の立場に置き、一方、準男爵の地位にあるエリ

オット家を長年の浪費による破産状況に追い込む。この筋書きによって、両家の社会的・

経済的状況は逆転し、ウェントワースの二度目の求婚をアンが承諾し、『説得』は男性主

導型ロマンスでの大団円で幕を閉じる。 

これに対して、『クランフォード』の結婚プロットは、物語のクライマックスではなく、

物語を彩る挿話に過ぎない。ミス・マティの苦い経験はアン・エリオットと重複するもの

の、ミス・マティは失恋の悲しみに憔悴することはない。むしろギャスケルは、結婚が女

性の人生の唯一の終着点ではないことを強調しており、ミス・マティには、30-40 年ぶり

に昔の恋人に再会する機会が与えられるが、それは、二人を隔てる距離を再認識する機会

であって、昔のロマンスが再燃するきっかけとなってはいない。若い頃には、身分制度の

壁によって阻まれた二人であるが、今や異なった文化を背負う二人は、互いのライフスタ

イルを受け入れることが困難だと認識する。それなら、あえてどちらかに妥協する必要は

ない。逆に、違いを認めることで各個人の生き方に選択の余地を与えるなら、〈結婚＝幸

せな結末〉という図式にこだわる必要もない。ただミス・マティは、結婚制度そのものを

嫌悪するのではなく、結婚（生活）のメリットも認めている。だから彼女は、自分には縁

のなかった結婚の代償行動として、自分と同じ轍を踏みそうなカップル支援していると言

える。これは、中産階級の作法が個人の幸福と結びつくとは限らないということを、自ら

体験したミス・マティならではの措置である。 

ウォルフは、長い時を経てようやく本心を吐露したことにより、ミス・マティは慣習

の縛りから解放された (170) と指摘しているが、それだけにはとどまらない。ミス・マ

ティは、その時に過去と向き合う力を得たのではないかと思われるからである。デボラの

存命中は、ミス・マティも前述のアン・エリオット同様「取るに足らぬ人」の扱いを受け

ていた。しかしミス・マティは本拠地のクランフォードを離れることはなく、この地で過

去、現在、未来の折り合いをつけることを学んだのである。結婚や出産という物理的なプ

ロセスとは関係なく、次世代の世話という社会的養育活動に従事しながら、ミス・マティ

は、義務ではなく選択として、〈母〉というポジションと役割を得たと言える。 

一方、オースティンは、階級による社会環境やライフスタイルの違いを認める代わり
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に、ヒロインが自分の個性を活かすべく階級間移動も認めている。愛する男性との結婚は

ヒロインの自己充足の成就でもある。ギャスケルは、ミス・マティの個人的な資質をピッ

クアップするよりも、彼女の資質を「全体の一部 (part of whole)」(Auerbach 85)、つまり、

クランフォードの町を形成する必要不可欠な要素として扱う。中産階級の規範に縛られて

いるのはミス・マティだけではない。それゆえ、一人の個人を救うよりも、その場に住ま

う大勢の人たちのニーズに合わせて場を改善する策を模索するというやり方である。これ

は、文学上の母オースティンの作品に対するギャスケルのリアクションでもあるだろう。

既婚者という立場もあるだろうが、ギャスケルは、結婚を理想化することだけが女性の解

放手段ではないと認識している。それゆえ、女性の人生が結婚へのルート一本に集約され

ることを避けたのではあるまいか。この点では、オースティンの伝統を受け継いだ次世代

の作家は、ジョージ・エリオットである。『ミドルマーチ』(1871-72) のヒロイン、ドロシ

アが、亡き夫の遺言を反故にして地位も財産もない男性との結婚を決意する点にそのエコ

ーが見られる。社会的身分や財産があっても、「やりたいことは何もできなかった」(M 

669) と吐露するドロシアは、中産階級の生活を捨てて「よりよいもの  (something 

better)」(670) の実現を目指す。この結論は、コミュニティの発展を願って、コミュニテ

ィの意識改革に焦点をあてるギャスケルの考えとは全く異なる。『北と南』ならば、ヒロ

インのタイプはオースティンやエリオットの作品と近いが、活動的な
、、、、

〈家庭の天使〉マー

ガレット・ヘイルと、忍耐強いミス・マティの行動指針が、社会的育児活動ならば、ギャ

スケルが示す方向性にぶれは生じていない。 

 

5. クランフォードの今と次世代 

このように『クランフォード』は、田舎町をノスタルジックに語る物語ではなく、む

しろ過去・現在・未来をつなぎ、次世代へ布石となる情報を満載した物語の交流の場と言

える。殊に、ギャスケル特有の〈継承〉の形として、血縁ではなく友情の絆を強調する点

で、ヴィクトリア朝文化の産物としては異彩を放っている。父権制社会では、女性は結婚

して「夫の嫡子を産むという必要不可欠で取替えのきかない役割を担う」(Thanden 143) 

のが当然と考えられていた。だが、クランフォードの町においては、社会システムとして

の父権制は残るが、町の人々は、男系相続による家の継続ではなく、団結心によるコミュ

ニティの継続を望んでいる。時期としてフェミニスト運動が起こるのは、現在のアマゾン

たちの世代から先の話になるが、おそらくデボラの流れではなく、ミス・マティの流れを
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汲む女性たちから生まれるのではないか。ミス・マティの精神を受け継ぐのは女中のマー

サであり、その次はマーサの娘でミス・マティと同じ名前のマチルダであることは想像に

難くない。逆に家系や血筋にこだわる父権制の視点で見るなら、クランフォードに未来は

ないだろう。 

女性の連帯の場としてのクランフォードの町は、次世代の娘たちを育てる母たちのコ

ミュニティである。守るべき対象と育てるべき対象を得た娘は、次世代のために母となっ

て町を支えていく。クランフォードが示唆する進化とは、次世代を育てる母とその価値観

によって支えられていると言えるだろう。それは、女性だけが持つ特有の資質ではない。

男女の役割分担という決められた枠組の中で、女性たちが与えられた場を確保し、それを

現場にふさわしいものに仕立て直していく工夫から生まれたものである。町の女性たちが

受け継ぐものは、変化を容認し、違いを認める意識である。それゆえ、クランフォードは

理想郷としてのポジションを確保できると言える。 
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第第第第 4章章章章 

ヒロインは眠らないヒロインは眠らないヒロインは眠らないヒロインは眠らない－『北と南』『北と南』『北と南』『北と南』 

 

1. シェヘラザードとワシテ 

伝統的なロマンス･プロットでは、女性は激しい感情 (passion) や 強い欲望 (desire) を

抑制することが〈成長〉の証であるとみなされる。換言すると、女性の激しい感情や欲望

は、エキセントリック
、、、、、、、、

な性質（正常のルートを逸脱する＝ “eccentric” であり “ex-

centric”）であるから、それを矯正することで〈幸福な結末〉(＝“center” へ戻る）を迎え

ることができるというものである。『メアリ・バートン』以来、ギャスケルの作品もこの

筋書きに則ってきたのだが、『北と南』はこれまでの流れとは異なっている。この作品で

のギャスケルは、ヒロインの衝動や欲求を否定せず、むしろこれらの要素がヒロインの行

動の原動力となるように肯定的に扱っているのである。その結果、ヒロインが目指すのは

社会的・経済的な面で男性に依存するような結婚ではなく、経済的な自立を得た上で自己

充足を得る結婚ということになる。 

ギャスケルは牧師の妻、一家の主婦そして 4 人の娘たちの母、さらに職業作家として、

「複数の自己／私 (Mes)」を持ち、自己犠牲と他者利益を美徳とするヴィクトリア朝の慣

習的な考えとの折り合いを模索していた。中でも、作家ギャスケルにとって、「自分のた

めに美や便宜を十分に享受できる自己」(Letters 108) を諦めることは困難である。しかし、

このタイプの「自己」というのは、〈家庭の天使〉の処し方と相容れないものだったので

ある。 

さらに、ギャスケルには外部からのプレッシャーもあった。その例として、『メアリ・

バートン』出版の後、トマス・カーライルがギャスケルに送った手紙には、彼女に対する

賛辞と同時に、女性作家に対する牽制とも受け取れる言葉が記されていたことを取り上げ

たい。カーライルは、ギャスケルが『メアリ・バートン』において、これまで長らく沈黙

状態のままで放置されていた問題をフィクションという形で提示した功績を称え、労働者

の立場に立つ作家が〈声なき声〉(silent majority) に照射し、「沈黙 (dumb)」を「発言 

(speak for itself)」へ導いた点に肯定的な評価を与えている (Critical Heritage 72-73)。ところ

がギャスケルの「発言」を肯定しながら、カーライルは、手紙の結びで、彼女に「黙って

よい行いをする (do silently good actions)」(Critical Heritage 73) ようにと釘を刺しているの

である。これは、言葉を生業とする作家に対して、セリフなしのパントマイムで演じろと
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求めるようなものではないだろうか。カーライルは、どのような意図のもとに、このよう

に述べたのであろうか。 

まず、カーライルは、『歴史における英雄、英雄崇拝、英雄譚について』(1841) の中で、

「語ることは偉大だが、沈黙はそれを上回る (Speech is great; but Silence is greater)」という

立場を表明し、沈黙の持つ効果を高く評価しているが、ディック・ワトソンの考察による

と、ギャスケルの作品で言うなら、『シルヴィアの恋人たち』のフィリップ・ヘプバーン

とヘスタ・ローズが、カーライルの英雄像に近いようだ (88-91)。しかし、作品内におけ

る二人の沈黙が果たす役割を考えると、沈黙することに生産的な効果があるとは思えない。

フィリップの沈黙は、後に妻となるシルヴィアをはじめ、周囲の人々に対して事実を隠蔽

する道具となった。またヘスタの沈黙は、女性の自己抑制と忍従という点を美化する点で

フィリップの沈黙とは異なるものの、ヘスタ本人を含めて、誰の幸福にも繋がらない。そ

れなら沈黙の効用は何なのかという点で疑問符が付く。 

そこで、ディアドリ・ダルバーティスの解釈に注目してみよう。ダルバーティスは、

カーライルの言葉が、ロバート・サウジーによるシャーロット・ブロンテへの忠告である、

「文学は女性の人生やるべき仕事ではなく、またそうあるべきでもない」(LCB 100) とい

う言葉を想起させると指摘している。つまり、カーライルがギャスケルに対して、「文学

は善い行いをするという女性の義務を満足させることはなく、そうあるべきでもない」

(D’Albertis 39) と忠告しているということである。そうすると、文学と女性の善行は一致

しないという考えが、当時の文壇では主流であったと考えられる。では、この忠告に対す

るギャスケルの反応はどうなのかというと、彼女はカーライルの言葉を賛辞として受け取

っている。1 ただし、ギャスケルは、その後も作品を書き続けているので、沈黙に甘んじ

たということは断じてない。確かに『クランフォード』のミス・マティのように、「黙っ

て善い行いをする」女性の物語を、ギャスケルは書いているが、ミス・マティの価値観を

反映する町には、「上品な倹約」のような、女性たちが独自に用いる言語の使い方がある

ことを忘れてはならない。ギャスケルの世界では、女性の言葉と行動を切り離すのは困難

であり、同時に、女性と男性とでは言葉の使い方が異なるのである。 

実はこのような牽制は、ディケンズの言葉にも見られる。ギャスケルが『クランフォ

ード』と『北と南』の連載ものを寄稿した雑誌、『ハウスホールド・ワーズ』の主宰者で

あるディケンズは、手紙の中でギャスケルに対して「信愛なるシェヘラザード (my dear 

Scheherazade)」と呼びかけている (“To Mrs. Gaskell, 25 November 1851,” in The Dickens 
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Letters qtd. in Michie 89)。ショーの定義を引用すると、シェヘラザードは、「アラビアン・

ナイト」に登場する女性の語り手で、「巧みな操作で男性の欲望を操り、果てなき物語を

計画し、ついには夫を手に入れ、自身の命を長らえる」という点で勝利者であるが、彼女

が語るのは「サルタンが聞きたい物語」であって彼女自身が語りたい物語ではない 

(Schor, 3)。つまり、シェヘラザードは、一時的にサルタンの興味を惹いて有利な立場に立

ったとしても、自分の言葉を持つことなく、沈黙すれば斬首される宿命にある女性である。

ここで、サルタンとシェヘラザードの力関係を、ディケンズとギャスケルの力関係に置き

換えると、前者が提示する一夫多妻制度下の男女関係は、明らかに男性優位の関係である

ことから、男性編集者と女性作家の力関係も、同様に男性優位であると類推させるのに十

分であろう。シェヘラザードが言葉を発したとしても、それが彼女の本音であるとは限ら

ず、むしろ、女性は男性が望む言葉を話すように強要されているのかもしれないのである。

そうすると、女性が言葉を発する機会を得るだけでは不十分である。問題点は、女性が何

をどのように語るのかにある。 

実際、男性社会において理想の女性像を演じる女性たちは、程度の差こそあれシェヘ

ラザードの流れを汲むと言える。言葉に限らず、〈女性らしい〉振る舞いを武器に男性の

視線をコントロールする女性たちは、主体的に行動しているつもりでも、結婚市場におい

ては男性に見られ
、、、

、判断され
、、、、

、選ばれる
、、、、

客体である。将来の経済的安定を獲得するために

は、女性たちは男性に従うことを学び、男性の意向に合わせざるを得ない。ギャスケルの

作品では、それを生活の知恵として娘に教えるのが母の役割となっている。 

しかし『北と南』では、ギャスケルの想定する娘の将来設計が母世代の枠外に及ぶこ

ともある。そのため、母（すなわち過去の女性たち）の人生をそのまま真似て繰り返すこ

とは、安全策ではあるかもしれないが、過去から延々と繰り返されてきた先例を超えるこ

とはない。その意味で言うと、母の教えは円環的な流れに乗るということになり、もし

〈前進〉することが〈成長〉であると解釈するなら、円環的に動くのではなく、直線的な

動きが必要である。殊に、時代や社会の転換期に生きる娘たちの場合には、母世代のやり

方をそのまま踏襲することは、前進の流れに逆らうことになる。ミス・マティが「クラン

フォードの次世代の人たちに教えることは何もない」(CD 278) と認識するように、母世

代のライフスタイルがもはや娘世代に通用しないことは、ギャスケルも承知している。ギ

ャスケルの友人でありジャーナリストのハリエット・マーティノーも、女性が対峙すべき

変化について、「多くの女性たちは、今や（かつて言われていたように）世間から離れて
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安全に匿われ、保護され、支援されるということがない一方で、各々の女性は、自分の世

話は自分でするように訓練されるべきである」(qtd. in Colby, “A Model of Motherhood” 59) 

と述べている。つまり、マーティノーが指摘するように、時代や社会の変化、もしくは何

らかの理由で、家／家庭が女性のシェルターでなくなるなら、男性による導きや母の教え

もセーフティネットではなくなる。次世代の娘たちに求められているのは、「自分の世話

は自分でする (take care of herself)」こと、つまり自立である。 

このような社会背景もあって、ギャスケルが、『北と南』のヒロインに、行動と自立を

求める女性マーガレット・ヘイルを選んだのは偶然ではないだろう。マーガレットの出発

点は、レディーのシェルターである〈居間〉から外に出る
、、、、

ことである。母世代とは価値観

や行動の面で袂を分かち、活動的な〈家庭の天使〉を体現するマーガレットの物語は、ギ

ャスケルにとって新しい女性のライフスタイルを模索するための実験の場でもある。ギャ

スケルが、「私たちにはそれぞれに定められた仕事があり、他の人では代わりにはなれな

いと信じている」(Letters 107) と述べるように、もし各自が「定められた仕事」を求める

なら、女性に対して十把一絡げに〈天使〉の生き方を押しつけることには無理がある。 

それゆえマーガレットの活動のバックボーンとなるのは、男性の意向に沿うシェヘラ

ザードのボイスではなく、追放の憂き目に遭っても自らの意思で行動するワシテ (Vashti) 

－旧約聖書エステル記に登場するアハシュエロス王の妃で、王命に背いたために王妃

の座を追われた女性－のボイスである。2 作品の中で、マーガレットは「潜在的なワシ

テ」(NS 338) を持ち、一方的な権威を強要された時には、彼女に内在するワシテが堂々

とそれに立ち向かうことを、ギャスケルは容認している。そのためマーガレットは、彼女

以前のギャスケルのヒロインたちとは異なり、激しい感情や衝動性、反抗心、積極的な行

動力を保持し続け、結婚プロットにおいても、決して〈眠る＝沈黙する〉ことはない。彼

女は、「いかに動くか (how to move)」(NS 300) と「いかに黙るか (how to still)」(NS 300) 

の制御を獲得した点で、ギャスケルの作品の中でも稀有の女性である。 

 

2. 文化的ハイブリッドのマーガレット 

マーガレットが開拓する女性の場は、コルビーの表現を借りると、「自己犠牲」から発

する満足ではなく、「女性が持つ能力を認識し、それを存分に行使することで得られる自

己充足」を求める場である (“A Model of Motherhood” 65) と言える。『北と南』は、ヒロ

インの結婚で終わるという伝統的なロマンス・プロットで構成されるものの、最終的にマ



 

87 
 

 

ーガレットがボイスを得て、それを保持する点を考えると、明らかに本作品は伝統的な枠

組から逸脱している。特に、ヒロインの変化（成長）という点に注目すると、マーガレッ

トが、物語の冒頭ではセリフなしのマネキン、次に言葉を運ぶメッセンジャーもしくは仲

介者という役割を経て、結末で自分の言葉で交渉するビジネス・ウーマンになる点で、他

のギャスケルのヒロインたちとも大きく異なることがわかる。そこで、作品の冒頭と結末

が同じ場所、すなわちショー叔母宅の居間に設定されていることから、マーガレットの姿

を対照的にとらえることが可能である 

冒頭でのマーガレットは、結婚を控えた従姉のイーディスの代わりに、婚礼道具の一

つであるインド製の高価なショールを纏って客の前に立っている。イーディスは、婚約者

が到着するまで奥の部屋でうたたねをする「眠り姫」(15) であるが、マーガレットの役

割もショールを持つだけ (“shawl-bearer” 15) であるから、イーディスと交代しても何の遜

色もない。この場面での二人の女性は、「ただそこに存在するだけ」という〈家庭の天

使〉の典型的なポジションを象徴している 3 と言える。 

ところが物語の結末になると、マーガレットは、父の友人ミスター・ベルから受け継

いだミルトン（正式にはミルトン・ノーザン）の土地と財産を担保に、当地の工場主ジョ

ン・ソーントンとビジネスの交渉をするしたたかな女性になっている。この交渉は、マー

ガレットにとって、一度は拒絶したソーントンの求婚を承諾する意思表示でもあり、彼に

二度目の求婚のチャンスを与える機会でもある。この求婚場面でのイニチアチブを取るの

が女性である点は重要であろう。マーガレットは、「自分で考えて行動できる権利のよう

なもの」(372) に支えられ、ソーントンと対等に話を進めている。オースティン的な求婚

場面であれば、男性が語り、女性は黙って同意するのみであろうが、前述のように、ギャ

スケルは、マーガレットのエキセントリック
、、、、、、、、

な性質を矯正せず
、、、、

、むしろ彼女の激しい感情

や自立心を認めたため、マーガレットは最後まで黙っていない
、、、、、、

。このようなヒロインの成

長物語を提示するところに、『北と南』の実験的意義があると言えよう。 

さて、マーガレットが持つ強さの背景にあるのは、彼女が本拠地を持たずに、次々と

場を移動する文化的ハイブリッドという特性であると考えられる。複数の文化を横断する

経験は、『妻たちと娘たち』のモリー・ギブソンとも共通し、二人とも物語の最初では、

「常に第三者であり、メッセンジャー」(Uglow 595) という立場にある。だが、マーガレ

ットの適応力は、兄のフレデリック（軍規違反で国外逃亡中だが、スペイン商人として世

界の海を航海する）のそれと相似し、英国の内外という相違こそあれ、居場所が固定せず、
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それに伴いアイデンティティが固定しないことが、意識面での柔軟さというメリットにな

っている。ジュリア・サン‐ジュー・リーの指摘にあるように、フレデリックの航海が英

国の植民地支配と結びついた三角貿易のルート上にあること (459) は非常に興味深い。

本国を追われたにもかかわらず、フレデリックの軌跡は、英国帝国主義の最前線と重複し

ている。 

一方、マーガレットはロンドン、南の農村地帯ヘルストン、北の工業都市ミルトンへ

と移動しながら、まさに英国の今
、
の状況 (the Condition of England) を目の当たりにしてい

る。また、ギャスケルと同時代人のダーウィンが唱えた進化論との関連から見ても、適者

生存の法則に則って生き残るのは、文化的ハイブリッドであるマーガレットとフレデリッ

クである。翻って、本拠地以外で暮らせない人間は他の場所への移動に耐えられず、早晩

死に至ることが示唆されている。たとえば、マーガレットの両親がミルトンへの移住後に、

相次いで病死し、マーガレットの友人で労働者階級の娘ベッシー・ヒギンズがミルトンで

の病床生活に疲れ、ひたすら神の国を夢見て早世していることが例として挙げられる。

個々人の事情もさることながら、意識的な面から考察すれば、ここで生死を分かつのは、

各人物が変化に直面した折にどう対処するのかにかかっているのではないか。 

そこで次に、マーガレットの成長過程において寄与した人たち、特に三人の〈母〉た

ちとの関わりを分析していく。これまでギャスケルは、娘の成長には母が不可欠であると

いうプロットを導いてきた。だが、いわゆる定番の成長物語とは一線を画するマーガレッ

トの物語で、母がどのような貢献をするのかという点は注目に値する。 

 

3. マーガレットと三人の〈母〉たち 

マーガレットの移動で特に注目に値するのは、その土地の価値観や習慣を体現する

〈母〉たちとの関わりである。ロンドン社交界に属するマーガレットの叔母ミセス・ショ

ー、ヘルストンの牧師夫人でマーガレットの母ミセス・ヘイル、ミルトンの工場主ソーン

トンの母ミセス・ソーントン、この三人の生き方は、マーガレットの人生設計に不可避の

ソースである。この三人は全く異なる生活圏に生きるにもかかわらず、同じライフスタイ

ル、つまりヴィクトリア朝のドメスティック・イデオロギーに準じた〈家庭の天使〉の生

き方を共有する。それによると、既婚婦人は、家庭の居間を本拠地とし、社交活動として

の訪問以外はめったに外出することはなく、縫い物とパーティの計画にいそしむのが常で

ある。パーティは「女主人としての才覚、小規模のディナーや『くつろぎ』の演出、消費



 

89 
 

 

を美徳に見せる技、妻や家族が贅沢三昧の暮らしを可能にする夫の技量」(Banks 72) を披

露する場であり、女性は率先して、男性が築いた地位や財産を表象するための手段や道具

となる。未亡人であるミセス・ショーとミセス・ソーントンは夫への奉仕から解放されて

いるが、ミセス・ショーは亡き夫が築いた地位や財産を、ミセス・ソーントンは息子の工

場や地位・財産を、それぞれの代理として誇示するために、家庭生活の上での演出（パー

ティの開催）を行っている。逆に、夫が健在でも、その地位に見合うだけの資力がなけれ

ば、ミセス・ヘイルのように惨めな境遇に置かれてしまう。いずれの場合も、女性たちは

家（＝男性の権威の象徴）のエージェントとしての役割を担っており、これは、クランフ

ォードの女性たちのアイデンティティが、不在の男性によって決定されるのと同じ類と言

える。 

それでは、ミセス・ショーが体現するロンドンの上流社会の生活から見ていこう。彼

女の生活は、「形式や儀式をこなすことを強いられて自己満足はほとんどない。ひたすら

世間体のためだが、そんな障害でもなければ、楽しみもない生活になるだろう」(16) と

いう代物である。ロンドン社交界では、パーティや訪問のみならず、生活そのものが段取

りによって進行し、人々はその中で動かされて
、、、、、

いる。生活様式の根底にあるのは、ジェン

ティリティ化の隆盛に伴う社交活動のルールであり、社交活動を円滑に進めるための手順

／要領であったはずのものが、まずルールありきとなって、人間がルールに追随する格好

になった。その結果、そのルールから逸脱しないように、人々の生活そのものがセレモニ

ー化しているのが読み取れる。 

ミセス・ショーは「多くの人々と同様の強い希望 (strong wishes)」を持ちながらも、

「彼女自らが楽しみ、好意を表面に出して行動する」よりも、「他の人たちの意向や命令

にあわせて仕方なくやっている」というやり方を好んでいる (18)。苦行を強いる状況に

わざと自分を追い込み、一種の自己満足を得るやり方は、「苦しむことと沈黙すること 

(to suffer and be still)」(Ellis, The Daughters of England 73 qtd. in Stoneman 63; qtd. in Vicinus x) 

に通じるだろう。ミセス・ショーにとって、自己を放棄することと他者から見られる客体

に徹することが、世の慣習に倣った女性の生き方であり教訓となっている。 

そのミセス・ショーのもとで育ったのが、イーディスと従妹のマーガレットである。

批評家のショーは、この二人の娘たちが好対照な存在として描かれていると指摘し、婚約

者が訪れるまでの間居眠りをするイーディスとは異なり、マーガレットは「最初から人々

の予想よりも背が高く、女王然としていて、おとなしいという印象ではなく」、「いかにも
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新しい感覚のヒロイン像」は、これから彼女の物語を語るにあたり、「使い古されたプロ

ットでは無理」だと印象づける (Schor 124, 149) と述べている。しかしながら、前述のよ

うに、ショーが言及する場面でのマーガレットの役割は、「ただショールを見せるために

そこにいるだけ」で、「人体模型」のように「ひたすら黙って受け身的に」立っている 

(NS 9) に過ぎない。このマネキン役は当然他の人と交替可能な役割であり、本来この役

目を担うはずのイーディスですら、この場に必要とされていない。そうすると、この場面

におけるマーガレットとイーディスの扱われ方には遜色がなく、二人とも中産階級の娘ら

しく、身に纏う装飾品や境遇と一体化して、外見的な美を判断基準として、対価価値が引

き上げられるのを待つのみである。彼女たちが自分の言葉で何らかの自己主張をする機会

はない。だがマーガレットは、イーディスの結婚を機にロンドンの生活のサイクルから外

れることで、ようやく不活発の状態から目覚めることになる。故郷ヘルストンへ戻ったマ

ーガレットの最初の選択が、ヘンリー・レノックスからの求婚を拒絶することであるのは、

その象徴とも言える。ロンドンの弁護士であり、イーディスの夫の弟であるヘンリーを拒

絶することは、マーガレットがロンドン生活を拒絶し、そのサイクルから外れること物語

っているからである。 

次に、ヘルストンを代表するミセス・ヘイルの生き方である。彼女は、結婚前まで上

流階級のレディーとして生活していた頃が忘れられず、今もその頃の「少女じみた虚栄

心」(138) を持ち続け、召使のディクソンなしでは、自分の世話もできない。ミセス・ヘ

イルは、出奔した息子を一途に思う点では、ヴィクトリア朝的な〈母〉らしさを見せるが、

一方、離れて暮らしていたせいか、マーガレットとの関係はかなり疎遠である。さらに、

彼女は夫との間にも心の隔たりを感じている。だが、ギャスケルがミセス・ヘイルの人生

を描くにあたり、最も強調しているのは、彼女の人生が男性の権威と無責任さの犠牲であ

るという点ではあるまいか。たとえば、ミスター・ヘイルが突然英国国教会の牧師を辞し

て、一家で新しい土地ミルトンへ移住すると決めた時、彼は、「常に自分でうまく決めら

れるから、愛する者の意見であっても影響はされない」(39) と主張し、他者からの反論

を受けつけない。ところが実際、彼は、辞職と移住に伴う雑用に関わること厭い、決定す

ること以外の行為をすべて娘に丸投げしたのである。そのため、マーガレットは父の言葉

を母に伝える仲介役となり、ミセス・ヘイルは夫及び一家の重大事に際して、全く蚊帳の

外に置かれてしまうのである。夫人は、決定事項だけを告げられた後、有無を言わさずに

新しい住処へと運ばれた
、、、、

のである。 
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ミセス・ヘイルは、一見、世間知らずでわがままな女性であるという一面が強調され

るが、別の面では、彼女はマーガレットよりも世情に詳しい。というのも、ミセス・ヘイ

ルは、「世間でものを言うのは財産」(84) であり、マーガレットが拠り所とする「ミスタ

ー・ヘイルの娘」(48) や「生まれも育ちもレディーである」(73) というプライドだけで

は生きられないことを十分認識しているからである。マーガレットがこれを認識するのは、

移住先のミルトンで「一文無しの娘」(74) とみなされ、自分が一方的に「好きではな

い」と決めつけた範疇の人々からも見下げられた時である。しかし、自ら行動することを

是としないミセス・ヘイル－これが理想的な家庭の天使像であるが－は、男性が決

めた決定事項に従うしかない。だがズロトニックが指摘するように、ギャスケルは、「自

己犠牲的な女性らしさ (self-sacrificing femininity)」を決して肯定的なロールモデルとはと

らえていない (116)。ミセス・ヘイルを苦しみから解放する唯一の手段は死であるからだ。 

比喩的ながら、ミセス・ヘイルの人生観を踏襲するのは、労働者階級の娘ベッシー・

ヒギンズであると言えるだろう。物語の上で、両者の間には全く交流は無い。しかしミセ

ス・ヘイルが夫の権威と支配の犠牲者であるのと同様に、ベッシーもまた、父や元雇用主

の権威と支配の犠牲者である。両者とも、この世でのつらさや苦しみに対する慰めを「あ

の世 (“the life to come—the life hidden with God”)」(205) に求めていることから、二人は擬

似的な母娘関係にあると考えられる。ミセス・ヘイルがミルトンの大気汚染に苦しみ、同

時期に、ベッシーも以前働いていた工場の換気が不十分で胸を患い、その苦しみに耐えて

いる。ベッシーの雇い主であったジョン・ソーントンは、「労働者から反発を受けず、責

任も問われない親方でいたい」(116) と言い放ち、ミスター・ヘイル同様、彼も権威は主

張するが、の後始末には不干渉の立場を貫いている (Ingham xv)。そして、ベッシーの父

ニコラスもまた、労働組合活動に専心して母親不在の家庭を顧みない点では、ミスター・

ヘイルやソーントンと同じである。そうすると、ベッシーは、工場主の搾取と父親による

ネグレクトという双方の犠牲になり、「労働者階級の女性のニーズは常に、どの階級の男

性のニーズよりも後回しにされる」(Zlotnick 117) 典型と言えるだろう。 

しかしながら、ギャスケルは、ミセス・ヘイルとベッシーの人生における悲劇的要素

について、すべてが外的要因に帰するとは考えていないようだ。むしろ、二人に欠けてい

るものをマーガレットの適応力の中に見ているのではないかと思われる。マーガレットは、

兄の出奔と両親の死によって家族を失い、さらに後見人であるミスター・ベルの死に直面

するが、それでもあの世での安楽ではなく、「この世の単調さの中にある天国の不変不動
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のもの」(NS 400) を求めている点に注目したい。まず、マーガレットが、「生きる上での

苦闘 (“to live is to struggle”) を否定しない」(T. Wright 110) 点は重要で、ミルトンで生き

残るためには、まずこの哲学が必要である。ミルトンの人々は「活気と奮闘 (the bustle 

and the struggle)」(NS 300) を好み、ミセス・ソーントンもこの男性哲学に則って生きてき

た (Uglow 376)。これに対して、労働者階級のミセス・ブーチャーは、ミセス・ソーント

ンと同じく夫が自死した境遇にあるのだが、彼女は一切のことを拒否して部屋に閉じこも

ってしまった。これもまたミルトンの哲学であるが、自助 (self-help) の努力を拒否した

者は救われず、マーガレットの共感もその人物には及ばない。ミルトンの場面での教訓は、

まさに〈適者生存〉なのである 

そうすると、怠惰な生活に甘んじないミセス・ソーントンこそが、マーガレットのロ

ールモデルとして最も近い存在であることは間違いない。しかしミセス・ソーントンには、

マーガレットと相容れない要素が二つある。一つは息子への愛、もう一つは娘に対する嫌

悪感である。ミセス・ソーントンの感情は、母から息子への愛情として表現されているが、

不在の夫の場に息子を据えた結果、いつか自分の立場 (“her place as first in his heart” NS 

195) が息子の花嫁に奪われることを恐れている。彼女は、息子の代替となるものが見出

せないため、息子との血の絆を根拠に、息子の未来の妻よりも自分の方が有利であると主

張する。それゆえ、マーガレットがその候補に挙がるや、ミセス・ソーントンは、マーガ

レットが知らないうちに、息子をめぐる母と恋人の競争を開始しているのである。 

一方、ミセス・ソーントンと娘の関係を見てみると、ミセス・ソーントンは、元来若

い娘とよい関係を築くのが苦手であるが、自分の娘に対しても共感を示せない。そこで、

娘への嫌悪感をごまかすために、表面上は息子より娘を愛するふりをし、心の内では「無

意識にも気弱な娘を軽蔑」(89) している。つまり、ミセス・ソーントンは、亡き夫の不

始末に対する恥の意識をごまかすため、そして娘に対する愛情の欠如をごまかすため、常

に演技をしていることになる。ソーントンはそういう事情を知らずに、母に対し、マーガ

レットには「母親の世話が不足している」から「友人になって欲しい」と頼んでいる 

(134) が、これは大いなる皮肉である。ソーントンは、自分に対して「高飛車な態度を見

せる」(133) マーガレットが、レディーらしく振る舞うには、自分の母のようなアドバイ

ザーが適任だと考えたのだろうが、彼の妹ファニーを見れば、ミセス・ソーントンによる

娘の教育の成果は暦然であろう。ファニーは「平凡な雰囲気や上品さ」(NS 358) を持つ、

受け身的な女性である。しかし、ソーントンがマーガレットに惹かれた理由は、「彼女の
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振る舞いには生き生きとした上品さがあり、また気質には心地よい鋭さがある」(325) か

らではなかったか。それは、マーガレットの内に潜む「ワシテ」、つまり「反抗心と強い

感情」(338) の影響であり、ソーントンがマーガレットを他の女性たちと区別するための

サインでもある。そのワシテを黙らせて、ファニーのような女性に矯正する
、、、、

のは逆効果で

しかないだろう。フェリシア・ボナパルトは、『メアリ・バートン』において、メアリを

「黙らせる (quiets)」ためのアドバイザーとしてマーガレット・ジェニングスの存在に注

目している (Bonaparte 179) が、『北と南』においては、その類のアドバイザーは不要であ

る。 

さらに、ミセス・ソーントンの限界を示唆する興味深い挿話があるので、言及してお

きたい。彼女は、「私ども
、、、

の工場をもうご覧になったかしら。私ども
、、、

の見事な倉庫はいか

が」(92) と、息子が所有する工場について、「私どもの (our)」という語で、息子と自分

との一体感を強調している。しかしミセス・ソーントンは、息子の仕事の領域には一切立

ち入らない。4 過去のストライキにおいて、彼女は、暴徒が襲ってくるという警告のため

に工場に入ったと述べているが、そんな折にも、彼女の行動は、女性らしさ
、、、、、

の規範から逸

脱することはないのである。彼女は工場から外へ出ることなく、「屋根の上から暴徒たち

に向かって重い石を落としてやろうと思ったが、暑さのために失神して」(110)、その機

会を逸してしまった。もちろん、この場面での失神という措置は、プロット上の方便（女

性は身の危険が迫ると、それに立ち向かうのではなく無力になる）であるから、マーガレ

ットが暴徒の前に姿を見せ、身を挺してソーントンを投石から守った時も、ミセス・ソー

ントンは、息子の工場に迫りつつある暴動の様子を、室内の窓から様子を伺うのみなので

ある。 

このように、ロンドン、ヘルストン、ミルトンと場を変えても、母たちの姿やボイス

は、シェヘラザードのそれと同じく男性権威の管理下にあり、男性が作り上げる母親像も

しくは母性を提示している。だがマーガレットの強さは、家庭の天使の規範を破っても、

危険に陥った人間を救うという目的で発動している。その行動の原動力は、「女性なら誰

でも持つ本能的行動 (woman’s work)」(NS 176) であると、マーガレットは考えている。

つまり、女性には本質的な母性が存在し、子供（弱者）が危険な目に遭えば、動物であれ

人間であれ、〈母〉は必然的に勇気をふりしぼって敵に立ち向かうという理屈である。し

かし、女性のあるべき行動が文化的背景の中で構築されるように、〈母〉の行動や本能も

また文化的産物である。マーガレットの前提がどうであれ、「女性が人前で感情をあらわ
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にするのは、女性らしくない振る舞いである」(Shuttleworth xiii) というのが現行の社会通

念なら、窮地に陥れば、失神するか逃げるかが、女性の本能的な
、、、、

行動だと解釈される。そ

の点から考えると、マーガレットのように、自分の身体を盾にしてソーントンを投石から

守る行動は本能的なものというより、むしろ計算された
、、、、、

ものと解釈されてしまう。つまり、

「恋をしている女ならやりそうなこと」(NS 172) と人々が噂する通りである。母が子供

を危険から守るという行為そのものは、ヴィクトリア朝の規範における〈母の行為〉とし

てふさわしいものである。だがそれは、あくまでも子供を産んだ母、もしくはその代理の

立場にある女性（召使やガヴァネスなど）の役割であり、かつ、救出の対象は女性や子供

など弱者の立場にある者、さらに救出劇の舞台は家庭空間に限定されると言ってよい。 

暴動の場で、ソーントンは一人で無数の暴徒に立ち向かっているが、元を正せば、こ

のストライキの原因は雇用主のソーントンにあり、また、労働者たちの雇用に関して絶対

的有利な立場にあるのも彼である。それゆえ、マーガレットの振る舞いがソーントンへの

好意から発したものでないというなら、彼は「小娘にかばってもらわなきゃならないほど

弱虫なのか」(NS 172) という非難を浴びるはめになる。マーガレットが、自分の行為は

マザリング (mothering) という行為の延長上にあると主張しても、未婚女性が男性に対し

て行う振る舞いであれば、そこには独特の解釈－これは「二人の間の個人的な行為」

(180) である－が付加されてしまうのである。『妻たちと娘たち』において、ミスタ

ー・ギブソンが、「たしなみ (modesty) や礼儀 (propriety) という常識中の常識をなおざり

にする娘の名前に泥をぬるのが世の習い」(WD 420) であると警告するように、人前に

〈女性〉の姿を晒し、公的空間と私的空間の境界線をあやうくするマーガレットの姿は、

「天使ではなく、みんながよく知る女か女優、転落した女の可能性が高い」(Ingham xviii) 

ことを匂わせる。 

そこで、伝統的なロマンス・プロットを持ち込んで、この物語の流れを転換するなら、

マーガレットが「男性に依存してイデオロギーを受け入れるプロット」(Clausson 5) が必

要となる。それは、インガムが指摘するように、マーガレットが「誠実な女性 (honest 

woman)」としての面目を保つには、ソーントンとの結婚が妥当な解決策である (xviii) か

らである。実際に、マーガレット以前のギャスケルのヒロインなら、行動や激しい感情の

発露の後で、眠りや失神の形で沈黙に入り、その間に男性が事故処理に回ることになる。

ところが、ワシテの反抗心を持つマーガレットのプロットは男性に依存しない。だから、

事件の後、ソーントンの求婚を受けても、マーガレットは拒絶するのである。マーガレッ
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トによるマザリング活動が居間の外で
、、、、、

行われるならば、そこには、ヴィクトリア朝の母た

ちとは異なる新しい規範、新しいプロット、新しいロールモデルが必要であるというのは

自明のこととなる。 

 

4. マーガレットの「男性的な生き方」 

慣習的な女性の生き方と袂を分かち、「主張、権利、独立、とりわけ行動」を求めるマ

ーガレットの人生は、「男性的な生き方 (male life)」であるとボナパルトは指摘する(170)。

ソーントンをはじめ工場主たちの「力を得て勝ち誇った様子」(NS 152) に惹かれ、男性

の領域に関心が向いた時から、マーガレットの物語は公的空間と私的空間の分断が困難に

なり、もはや伝統的な女性の領域内では展開できない (Harman 364)。だがマーガレット

の「男性的な生き方」は決して男らしい
、、、、

 (masculine) ものではない。自助の精神を持ち、

自分に対するケアも含めて〈世話をすること〉を基盤とするなら、それは慣習的な女性の

役割から逸脱しない。一方、デイヴィスが指摘するように、未婚女性にとって、マザリン

グは義務ではなく、選択による行為であるため、文化的な意味での〈母性〉に介入するこ

となく、マザリングを肯定的なケア活動としてとらえることが可能である (513)。マーガ

レットは、自分の仕事の開始にあたり、「私には夫も子供もいないから、それに関する義

務はない。だから自分で仕事を見つけなければだめだ」(NS 378) と述べている。独身で

いることは、行動に自由がありまた外へ出る口実にもなる。その利点を活かせば、女性は

家庭という空間から社会へ場を移し、活動領域を広げることができるという考えである。 

これはマーガレットの活動でもあるが、「貧者の世話 (ministration to the poor)」は、当時

の中産階級の女性たちが社会活動を始める第一歩であった。その活動は、女性が自分の余

暇を犠牲にして専門的な分野に従事する」(Summers qtd. in Colby, “A Model of Motherhood” 

62) とみなされていたものの、あくまでも「レディーのための活動」(Banks 51) であり、

公的な場での就業ではなかった。いわば家庭内労働の延長としての仕事であったからこそ、

ギャスケルのヒロインも安全に活動を開始できる起点となりえる。 

ギャスケルの女性たちは、女性の権利や活動領域の拡大を主張するための活動を開始

するわけではない。またエリザベス・ブラウニングのヒロイン、オーロラ・リーのように、

芸術家を志して、言葉や文字を手段とした自己主張を展開するわけでもない。5 『クラン

フォード』のミス・マティは、お守り代わりに持っていたボールをブルノーニの娘のおも

ちゃとして与え、それを機に亡き父の影というシェルターから離れて、弱き者を守る保護
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者／世話人の立場に転換した。同様に、マーガレットも、従姉の子供の世話を通して、人

の世話をすることが自分に向いている仕事だと認識するようになる。共通点は〈与えるこ

と〉を基本方針とする〈家庭の天使〉にふさわしい振る舞いなのである。 

だが、ギャスケルの作品において、ヒロインの社会活動が他者の世話をすることから

始まり、それが〈女性の役割〉という形で言及されると、ギャスケルの作品はジェンダー

による役割分担を容認し、イデオロギーに迎合している証拠であるという理由で、フェミ

ニスト批評家たちの攻撃の的になってしまう。だが、マーサ・ヴィシナスが論じるように、

女性が与えられた領域内から発信する活動（その一つが貧者の訪問である）が、後のフェ

ミニズム運動の布石となる (qtd. in Colby, “A Model of Motherhood” 62) という点を考慮す

ると、ギャスケルのヒロインたちの活動は決してアンチ・フェミニズムのものではないの

である。 

これはバンクスの指摘であるが、フェミニズム運動の背景には、「イギリスの全男性が

結婚したとしてもなお残るであろう」（人数において）過剰の未婚女性たちがいたという

事実があること (45) を看過してはならない。女性の教育は結婚して妻そして母になるこ

とを前提とし、そのルートから外れてしまう大勢の未婚女性への措置は考慮されていなか

ったのである。もし、未婚女性を支えるだけの経済的余裕が男性側（父や兄弟）になけれ

ば、女性もまた自身の経済的自立を真剣に考えなければならず、おのずと慈善活動ではな

い有給の仕事が必要となる。慈善活動は自己犠牲だが、就業は自助の一環である。ジェン

ダーの境界線を越えたのはフェミニズムの高まりが原因であると指摘されることが多いが、

実はその背景にジェンダーの境界線を超えざるを得ない事態になっていたと言える。女性

の社会進出は、「フェミニズム（運動の高まり）の結果ではなく」、むしろ運動が起こる

「原因」になったとバンクスはとらえている (56) が、これは非常に興味深い指摘である。

ギャスケルのプロットにおいても、ミス・マティが破産後に商売を始め、ミセス・カーク

パトリックが夫の死後学校経営に携わるように、男性の働き手が不在の場合、女性は否応

なしに公的領域に参入し、生計を立てることを余儀なくされているのである。 

しかし、『北と南』では、マーガレットには後見人であるミスター・ベルの遺産相続が

あるゆえ、レディーの仕事である慈善事業に終始しても支障はない。むしろ、論点は、経

済的な基盤を持つ女性のニーズに合わせた生活設計に関するものになる。ギャスケルが独

身女性の人生設計に言及するのは経済的な問題のみではない。結婚はすべての女性に「一

様の満足感」を与えるものではなく、また独身女性も結婚以外の選択肢に「やりがい」を
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見出すプランが必要だとギャスケルは考えていた (Colby, “A Model of Motherhood” 65)。エ

リスもまた、「結婚という環境しか準備されていなければ、別の生き方を選べばよかった

と気づく頃には年をとり過ぎたということになりかねない」と指摘している (Education of 

the Heart 13)。エリスは、女性の人生の価値は家庭にあるという点を強調しているが、結

婚がすべてと考えているわけではない。彼女は、女性がみな将来の経済的安定のために気

の進まない結婚生活に堪える必要はないと考えて (14)、それなら職を得て自立する方が

よいと薦めている。ヘンリエッタ・ツィンクロス－マーティンも指摘するように、エリス

は、「1839 年の時点で、中産階級の未婚女性は、身分を失わずに必要に応じて、家族経営

の仕事もしくは家の外で仕事をすることが可能になるべきだ」という考えを支持していた 

(8)。『北と南』は 1854 年出版であるから、この作品は、家庭空間の再定義と女性の家庭

外活動が流行しつつある背景の中で登場した、タイムリーな作品だったのである。 

すでに多くの批評家が言及してきたように、マーガレットの社会奉仕活動は、ギャス

ケルの友人でもあったフローレンス・ナイチンゲールの病院での看護活動がモデルとなっ

ているとみなされている。6 ナイチンゲールの活動に比べれば、マーガレットが関わった

ものは、「社会を改善する役割」(Colby, “A Model of Motherhood” 62) としては些細なもの

であるが、マーガレットが、独裁的な男性たち、たとえばヒギンズやソーントンに与えた

影響という点から考えると、彼女の功績は微小なものとして片づけることはできない。マ

ーガレットの仲介により、工場主ソーントンと労働者ヒギンズが、「金銭的結びつき」を

超えた関係、つまりシステム上は雇用関係であれ、感情面で共感し合える関係（横の人間

関係）を築くことに成功した。ソーントンもヒギンズも競争原理の中で、勝者は敗北者を

軽蔑して切り捨てるという価値観を共有していたが、ヒギンズは自殺した労働者仲間ブー

チャーの遺児を引き取り、ソーントンは労働者のために大食堂を建設する、つまり共に自

分の時間／資本の一部を提供してマザリング活動に充てるわけである。 

彼らの変化は、これまで組合のリーダー、もしくは資本家として自身のエネルギーを

男性的な
、、、、

仕事に注いできたことに比べるとかなり大きなものである。もっとも男性がマザ

リングに参入しても、彼らが男らしさ
、、、、

を捨て去るわけではない。ギャスケルは社会のシス

テムそのものを転覆させるつもりはなく、むしろ現体制の中で変更できるものを変えてい

く姿勢である。ここで、二人の男性を隔てる階級差を埋めるのは互いへの共感である。ギ

ャスケルは、『クランフォード』において女性の価値観（連帯意識）が男性社会の産物で

ある階級差を精神面で補填した例を、ここにも適用したのだと考えてよいだろう。そうす
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ると、次にギャスケルが挑戦するのは、女性が〈女性らしさ〉を失わずに、男性社会に参

入して自分の場を持ち、役割を得るにはどうすればよいかという点である。つまり、マー

ガレットの「男性的な生き方」とは、ヴィクトリア朝的〈女性らしさ〉と男性の領域であ

る〈行動〉という、相反する要素を組み合わせて、社会に女性の活動の価値と有用性を認

めさせることである。 

マーガレットの活動の基本は歩くことである。しかし、ヘルストンで父と共に教区を

歩くのと、ミルトンの町を女性が一人で歩くという行為は全く異なる。というのも、後者

の場合、女性はしばしば街娼と同列にみなされるからである。ハーマンによれば、ヴィク

トリア朝の社会では、公的空間は女性にとって「暴力を受ける危険な場所」であるという

大義名分のもとで、女性には就業も参政権も否定され、また既婚女性の財産所有も認めら

れなかった (354-7)。だが、『北と南』での路上は、マーガレットと労働者階級の父娘との

出会いを導く場でもある。ロンドンでの社交や、牧師の娘として教区民の訪問は、いわば

レディーとしての義務、セレモニー化したイベントでしかない。しかし、ヒギンズ父娘と

の交流が「人間への関心 (a human interest)」(NS 71) から発生するなら、ここからマーガ

レットの求める人間関係が上下の関係ではなく、横の関係（友情）に発展することは想像

に難くない。中産階級のレディーを自認しながらも、マーガレットが工場主と労働者双方

との交流が可能なのは、彼女がどちらのグループにも属さない〈よそ者〉だからである。

工場主と労働者の力関係は、男性と女性の力関係に置き換えることが可能ならば、経済問

題もまたジェンダー問題と無縁ではなくなる。労働者たちが工場主の一方的な搾取からの

脱却を求めるならば、女性もまた一方的な男性支配からの脱出を求めることも可能ではな

いのか。 

まず、女性が行動の自由を得ることは、男性からの保護を失うことでもある。この点

から考えてみよう。マーガレットの場合、彼女はヘルストンに帰郷して以来、保護される

立場ではなく、逆に家族を保護する立場に置かれてきた。ヴィクトリア朝の慣習に従うな

ら、気弱になった父の代理として、ヘイル一家を支えるのは兄フレデリックのはずである。

だが、一家は国外逃亡中のフレデリックの帰国を願うものの、彼の帰郷は家族に危険をも

たらす出来事になりかねない (Morgan 108)。父権制の家（拡大解釈すれば国家）の未来

を支えるのは息子である、それゆえ、何事においても息子が娘よりも優先されるのが社会

通念であったのだろうが、皮肉にも、ギャスケルの作品では、肝心の息子が不在であるケ

ースが少なくない。息子が幼いうちに亡くなることもあれば、健在であっても外国暮らし
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や、犯罪者としてコミュニティから追放される場合もある。モーガンも指摘するように、

ギャスケルは、実質上一家の柱になるのが娘しかいないのに、家族の期待は手元にいる娘

でなく遠くにいる息子に向けられるというケースを扱い、家族の中での将来への夢と現実

のミスマッチを焙り出している (107-8)。マーガレットの行動を論じる際に必ずと言って

いいほど引用される二つの場面、つまり、暴徒の投石からソーントンを守る場面と、駅で

フレデリックを追手から救出する場面からも明らかなように、公的空間で大人の男性が、

マーガレットの機転と行動で命拾いをしている。このように、マーガレットは慣習的には

保護の対象であるべきなのに、物語では、彼女が男性を保護している場面が際立っている

のである。 

それゆえハーマンは、マーガレットのケースにおいては、公私の領域を分離すること

は困難であり、むしろ相互依存の関係でとらえるべきだと指摘している (358)。だが、女

性が公私の二つの領域を往来することは、ヴィクトリア朝の社会では容易ではない。マー

ガレットの行為に関して言うと、ソーントンの件ではセクシュアリティの問題が絡み、フ

レデリックの件ではさらに道徳の問題も加わる。女性の判断と行動が男性の命を救うとい

う単純な図式では、マーガレットの振る舞いは周囲の理解が得られないのである。結果は

どうであれ、マーガレットは、公私の境界を越えたという事実に対して、それなりの後始

末を引き受けねばならない。ソーントンの件では、事件の後、彼からの求婚を拒絶すると

いうプロセスを通し、マーガレットは、自分の善意から発した行為が性的な意味合いで受

け取られ、彼女は「汚された (tainted) 」(NS 182)、「恥や厄介ごと (shame and trouble)」

(181) に巻き込まれたという意識に縛られてしまう。 

一方、フレデリックの件では、兄を守るためにマーガレットは嘘をつくことになり、

ソーントンに誤解と軽蔑を引き起こしたと思い、良心の痛みにさいなまれる。いずれの場

面においても、公的空間でマーガレットが〈女性の姿〉を見せることによって、他者に与

えた誤解と、今度はその誤解ゆえに、マーガレットが経験する心の葛藤である。彼女は、

自分が正しいと思い、自分の意思で行動したことに迷いはないものの、社会規範を逸脱し

たことを肯定するまでには至らない。だが、人助けと規範破りとのとジレンマの中で、マ

ーガレットが選択するのは沈黙ではない。彼女は、「権威への服従」と「自由な活動」の

間で折り合いをつけること (Hotz 181) を学ぶが、これは、マーガレット以前のギャスケ

ルのヒロインには見られない傾向である。「権威への服従」は、自己放棄とセーフティネ

ットの確保を伝授する、いわば前世代からの〈母〉の教えであるが、「自由な行動」は、
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横暴な工場主に対して労働者の権利を主張するために暴力をも肯定するヒギンズの理屈で

ある。そうすると、前述のハーマンの指摘にあるように、マーガレットの行動には公私の

分離は不可能であり、むしろ両方が相互依存するという論がうまく機能することがわかる。 

さらに、マーガレットがつく嘘についても言及しておきたい。フレデリック帰国の場

面でのマーガレットは、兄を追う賞金稼ぎレナーズを振り切るため、「弱い力をふりしぼ

って (with all her feeble force)」(242) フレデリックを汽車に乗せる。これはソーントンを

かばった時の行為の再現であり、ギャスケルが、マーガレットの激しい感情や衝動性を封

印していない証左でもある。だが、この場面で注目すべき点は、兄を隠匿するためにマー

ガレットがついた嘘が、その後どのように処理されていくかである。 

嘘をつくこと自体が誠実な行為ではないために、マーガレットは良心の呵責に悩むこ

とになる。警察の捜査は、フレデリックの帰国の件ではなくレナーズの死因に関して行わ

れるが、兄を隠匿しなくてはならないマーガレットは駅にいたことを否定するしかない。

彼女にすれば、これは方便としての嘘 (a white lie) であるが、彼女の証言は警部補と治安

判事（ソーントン）をも動かすほどの力を持つことになる。特にソーントンは、マーガレ

ットの嘘を知りつつ、彼女の貞潔 (whiteness) を守りたいがためにその嘘に乗じる。 

ボナパルトは、マーガレットの嘘を創造的な行為であると見なし、マーガレットは

「出来事を作り上げ、それに関わる事柄の創始者」であり、その力は司法の権威者をも圧

するものとして肯定的にとらえている (173)。だがマーガレットの嘘が通ってしまうのは

それなりの事情がある。というのも彼女の嘘が作り出す
、、、、、、

内容こそが、権威者側の歓迎する

答えであるからだ。ソーントンは、マーガレットへの愛情ゆえ、彼女をかばうことに異存

はない。だが、警部補の意見は、「確たる証拠がない以上、しかるべき (respectable) 立場

の若い女性の証言を疑いたくはない」(NS 255) というもので、レナーズが酔って喧嘩の

末に転んでけがをし、それが原因で彼が死亡したという話が成立するならば、警察側の都

合がよいわけである。目撃証言を得るために、わざわざ中産階級の女性を取り調べるとい

う「厄介な仕事 (an awkward job)」(257) から解放されたいというのが、警部補の本音で

あろう。これは、レナーズにとって非常に不公平な処理なのだが、中産階級の女性の名誉

が労働者階級の男性の死因よりも優先されるという現象を如実に表したものである。マー

ガレットの嘘は、シェヘラザードの物語と同じく、男性権威者に都合のいい話なのである。 

一方、ジル・L・メイタスは、普段嘘などつかない女性が嘘をつく時、それは「普通の

状態でない (not herself)」ゆえ、マーガレットが「創造的であるとか様々な側面を持つ女
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性であるとは言えない」と指摘している (43)。マーガレットが土壇場で我を忘れた行動

を取ったと解釈し、マーガレットには物語の操作などできないということである。しかし、

メイタスの説に則れば、その後のマーガレットの苦しみとのバランスが取れないのではな

いか。マーガレットは、自分の嘘に端を発し、「単純な事実が次から次へと誇張され歪曲

されていく」ことを認識し、嘘をついたことを「自分の間違い」だと自覚しているのであ

る (NS 262)。実際、マーガレットの意思と選択による情報操作は行われたのであり、そ

れにより真実の一部が闇に葬られたわけである。 

レナーズの死に対するマーガレットの共感が希薄な点では不公平感が残るものの、兄

の逃亡を助けることにより、マーガレットが国家の権威に反発しているのは明らかである。

フレデリックの容疑は軍内での反乱に加担したことによるが、その反乱が、フレデリック

の個人的な理由ではなく、不当な権力の乱用に対する抗議手段としての反乱であると信じ

るからこそ、マーガレットはその権威の手先であるレナーズの存在を切り捨てたのである。

そして、マーガレットの行為もまた、彼女のためでなく兄の救出のためであるからこそ、

ギャスケルは、プロットの中でマーガレットを不当な権力の手から守ろうとしたのではな

いか。ギャスケルは、マーガレットの嘘と反省を正当化するのに、他者利益と自己犠牲と

いう大義名分を用いている。ギャスケルの作品では、肉親の絆が法律よりも優先されるこ

とは珍しくない。『暗い夜の仕事』においても、ヒロインは、彼女の父が犯した殺人事件

を隠蔽し、父のために沈黙をまもり続けるという例が見られる。7 『北と南』の場合、興

味深い点は、権威の押し付けを嫌いながらも、その権威を利用するマーガレットの姿勢で

ある。 

そこで、物語の当初では商売人を嫌い、「金銭的結び付き」のみで繋がる資本家と労働

者の関係を批判したマーガレットが、後にミスター・ベルの遺産を元手にビジネスに着手

するという変化について考えてみよう。カーライルの思想である、「金銭的結び付き」に

対する嫌悪は、ディケンズを始めとする男性作家がこぞって乗じ、英国近代社会を揶揄す

るプロットの中に取り込んだ (Zlotnick 62)。前にも述べたが、ギャスケルが、カーライル

の言葉を賛辞と解釈して、文壇の意向に従うならば、カーライルの理想を自分の作品に持

ち込むのは自然の流れであろう。しかし、『北と南』は、カーライルの理想にはある程度

まで好意的だが、後に反転する流れを含んでいる。マーガレットに暴君的な態度を責めら

れたソーントンは、ヒギンズとの交流を通して、労働者たちの福利厚生をも考慮に入れた

経営方針に転じる。ところが、経済不況のあおりを受けて、彼の工場は経営難に陥ってし
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まうのである。インガムが指摘するように、ソーントンは、「カーライル（とマーガレッ

ト）のアドバイスを受け入れて、労働者たちと金銭関係を超えた関係を築いた結果」事業

に失敗したのであり、ミルトンで成功するには、工場主は弱者たる労働者たちを切り捨て

ても利益確保に従事するのが先決である (xx) という事実は変わらない。ギャスケルは、

カーライルの理想がその場の解決策としてはよいが、先の安泰まで保証するものではなく、

「金銭的結び付き」は十分に機能することを承知している (Campbell 243) のである。8 で

は、なぜギャスケルはソーントンを失敗させたのであろうか。これはおそらく、ソーント

ンの工場再建にマーガレットの資金を提供する機会と、二人の結婚の機会を、物語にプロ

ットに導く呼び水であると考えられる。ここにあえてカーライルの思想を取り入れたのは、

理想論だけでは現実は何も変わらないことを認識したギャスケルの措置と言えるだろう。 

『北と南』以前の作品では、人間関係の構築に必要なものは金銭でなく、仲間意識や

共同体意識であった。だが、ギャスケルはお金の価値を全く無視した理想郷を創造／想像

してきたわけではない。田舎町クランフォードは、近隣の大都市ドランブルの経済破綻に

際して、たちまちそのあおりを受けていることからも、それは明らかである。マーガレッ

トの場合、彼女が金銭の価値を認めるに至ったのは、ミスター・ベルの遺産継承によって

得た経済的な自立が、彼女をさまざまな束縛から解放してくれることを知ったからである。

皮肉なことだが、ここで初めて、マーガレットは、商人の持つ資産の価値を示唆した母ミ

セス・ヘイルの価値観と和解できたとも言える。生前の母とは互いに理解し合う関係には

至らなかったが、マーガレットは、男性社会に不可欠な要素である「金銭的結び付き」の

価値を知ることで、母に歩み寄ることが可能になった。逆に、ソーントンとヒギンズは、

「金銭的結び付き」ではなく、互いへの共感という女性の価値観によって結びついたので

ある。 

 

5. ヒロインの自立と自己充足 

ギャスケルは、マーガレットの物語を通して、女性の自立や自己充足の得られる人生

設計を提案してきた。彼女の場合、女性の意思の強さ
、、、、、

と資産
、、

という二つの力が行動を起す

原動力になったことは明らかであり、その第一歩は、女性が自分のケアをする、自分のた

めに何かを始めることである。しかしながらギャスケルは、その第一歩を踏み出すために

は、どのような教育が必要かという点についての具体的な論を展開していない。シャーリ

ー・フォスターによると、マーガレットは、自己犠牲的精神ではなく、自分の人生は自分
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の手で切り開くという意識の獲得からスタートした (Victorian Women’s Fiction 151)。それ

ゆえ、ソーントンとの結婚がかなわない場合でも、マーガレットは、ヘンリー・レノック

スとの結婚でそれを補填しようとは思わない。男性の保護に頼らなくても、マーガレット

には強い意志と資産があり、自分で人生の選択ができる地盤を持つ余裕があるからである。 

マーガレットには、最終的にソーントンと結婚することが示唆されている。しかし、

彼女の人生は必ずしも常套的な〈幸福な結末〉を迎えるわけではないだろう。マーガレッ

トは、未来への可能性を持ち自己確立した女性であるゆえ、「男性のパートナー」

(Clausson 5) となりえるが、もしギャスケルの最初の設定どおり、ソーントンのキャラク

ターが終始一貫「親方／支配者 (master)」(Letters 321) であるならば、マーガレットの立

場はどうなるであろうか。二人の立場が「あんな女」(NS 396) と「あんな男」(396) とい

う、言葉の上では等価的なものであったとしても、ソーントンが主人
マスター

である限り、マー

ガレットは必然的に、居間を本拠地とするレディーの生活、すなわち、ロンドンでの生活

のパターンに引き戻されることになるだろう。 

しかしながら、マーガレットの物語は慣習的なやり方を拒否することから始まり、結

末の場面においても、彼女の活動的な動きは鎮静化していない。求婚の場面でのマーガレ

ットに注目すると、彼女は、ソーントンが差し出すバラの花を女性らしくない
、、、、、、、

振る舞い 

(“gentle violence”) (NS 395) で受け取っているのである。「やさしい (gentle)」と「乱暴さ

(violence)」というように、相矛盾する二つの要素を持つのがマーガレットの行動の特徴

である。これは、ソーントンの夢に登場するマーガレットの姿にも表れているが、彼女は、

エドマンド・スペンサーの『妖精の女王』に登場する、聖女ユナと妖女デュエッサという

二つの姿を持っている。つまり、マーガレットという女性は、一枚岩のキャラクターでは

なく、複数の顔を持つ女性なのである。一見「瓢箪から駒」式に持ち込まれる『北と南』

の「大団円」だが、その背後で ギャスケルは非伝統的な要素を女性の役割の中に移植し

ていると、ドリス・ウイリアムズ・エリオットも指摘している (47)。さらに、この結婚

は、マーガレットがソーントンとの交渉の末に到達した結果であり、テクストの最後の一

行がマーガレットのセリフで終わることからも、マーガレットに内在するワシテは眠らず

に活動を続けるということを示唆するものである。 
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第第第第 3 部部部部    女性の沈黙と言葉女性の沈黙と言葉女性の沈黙と言葉女性の沈黙と言葉－言葉を失う女性と言葉を操る女性言葉を失う女性と言葉を操る女性言葉を失う女性と言葉を操る女性言葉を失う女性と言葉を操る女性 
 

第第第第 5章章章章 

女性の教育と沈黙女性の教育と沈黙女性の教育と沈黙女性の教育と沈黙－『シルヴィアの恋人たち』『シルヴィアの恋人たち』『シルヴィアの恋人たち』『シルヴィアの恋人たち』 

 

1. 沈黙するヒロイン 

『シルヴィアの恋人たち』は、ギャスケルが、『北と南』の出版後、9 年ぶりに出版し

た長篇小説である。ギャスケルは、18 世紀末イングランド北部で実際に起こったプレス

ギャング（“the press-gang” 海軍強制徴兵隊）事件を扱い、国王の勅許のもとで暴力的に

徴兵を行うプレスギャングと、それに抵抗する捕鯨船員たちおよび一般人との戦いを通し

て、国家権力と個人の権利の対立構図を提示している。だが、本作品は、このような歴史

的事件をメイン・プロットに据えるのではなく、公の事件を私的領域における男女の関係

に置き換えて、一方が他方を合法的にコントロールするシステムに対して問題提議をする

ことに重点を置いている。 

まずこの作品は、これ以前のギャスケル作品とは異なり、平和的解決としての妥協や

和解を一切拒んでいると言える。ひとつの陰惨な事件が連鎖的に悲劇的な事件を引き起こ

すだけでなく、登場人物は、互いに「共有できない経験の問題 (a dimension of alien 

experience)」(Eagleton 26) を内に秘めて、コミュニティ内での共感や連帯という形での結

束は不可能となっている。プレスギャング対船員の対立は、資本家対労働者の対立と異な

り、双方の主義主張の相違が争いを引き起こすわけではない。プレスギャングは国家政策

の執行人に過ぎず、彼ら自身の意思で動くわけではないゆえ、彼らが船員との間に妥協点

を見出すこともない。語り手の皮肉めいた言葉、「我々には船がある。しかし船員はどこ

に？」(SL 5) が示唆するように、国家は船（器）を提供するだけで、そこに入れるべき兵

士の調達はプレスギャングに丸投げしている。ところが、プレスギャングは、役目執行の

ためなら、国家の構成員である一般人を蹂躙することも厭わず、まさに「個人の世界が公

の出来事による干渉を受けて破壊される」(A. Sanders, Intro to SL ix) に等しい「非道な行

為 (tyranny)」(SL 15) に終始することになる。 

過去の作品、たとえば『クランフォード』や『北と南』であれば、物語において、〈男

性による破壊〉に対する〈女性による救済〉という二元論が前提となり、前者は後者によ

って補填されるプロジェクトが成立していた (Kucich 126)。ところが、テリー・イーグル
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トンが指摘するように、『シルヴィアの恋人たち』では、「暴力と平和主義の対立が虚しい

ほど曖昧で」、「個人による破壊的な攻撃に対して、それを防御すべく博愛主義のもとに結

束するという対立はもはや意味をなさない」(20-23)。つまり、確固たる行動指針が欠如し

ているため、プレスギャングによる公的暴力に対して、個人的な抵抗を試みたダニエル・

ロブソンが逮捕・処刑される一方、拉致された船員チャーリー・キンレイドが抵抗から服

従に転じて出世を遂げるという皮肉的な結果が生じている。国家的正義と個人の幸せの追

求は同じベクトルを持つとは限らないのである。 

そこで、この政治的もしくは社会的優位な立場にあるものが他者を支配するという関

係を、シルヴィア・ロブソンと彼女を巡る男性たちとの関係に置き換えて、ギャスケルは、

恋愛と結婚の物語プロットにおいて、男性の独善的な考えにコントロールされる女性の人

生を描き出している。それゆえ、この作品には、『北と南』のマーガレット・ヘイルのよ

うな女性、つまり、新時代に向けた女性のロールモデルとも言うべき、活動的な〈家庭の

天使〉は不在である。シルヴィアが体現するのは、男性によって家庭空間に閉じ込められ、

自身のボイスを失う女性の姿である。彼女は結婚後の沈黙に同意する女性のタイプに属す

るが、重要な点は、シルヴィアの物語には、伝統的なロマンス・プロットが与える〈幸福

な結末〉が欠落していることである。ここでの〈幸福な結末〉とは、結婚による社会的・

経済的基盤の確保だけではない。女性は愛する男性との結婚の成就という精神面での充足
、、、、、、、

感
、
を得ることで〈幸福〉を獲得するが、シルヴィアにはそれがない。彼女は経済的理由か

ら、愛のない結婚に同意した。愛がなければ、金銭面で裕福であっても、幸福を感じられ

ないとすれば、シルヴィアにとって、結婚とは自己放棄と同じである。父の喪中に結婚し

たため、シルヴィアは喪服で結婚式に臨み、式から戻って一番に耳にしたのが、病身の母

の泣き声であることからも、彼女の結婚というイベントは葬儀のような様相を呈している。 

ギャスケルは何の意図を持ってこのような設定をしたのであろうか。シルヴィアの結

婚プロットが、結婚というゴールに向かうのではなく、結婚というプロセスを経て、そこ

から既婚女性の生活を追うものであれば、〈娘〉から〈妻〉・〈母〉へと立場を変えた女性

の内外の変化、心身両面での変化を追うことになる。それは、伝統的な〈幸福な結末〉に

よって、語られずにいた領域に踏み込むことになるだろう。これは、女性にとって、結婚

とは、物語における理想化したイベントではなく、法的な制度の中に参入することである

という視点から提示された新たな論点である。 

そこで、まず、ギャスケルと同時代の女性作家たちは、結婚制度についてどう考えて
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いたのかという点から見てみよう。フランスの女性作家ジョルジュ・サンドは、公の制度

に対する女性の無力さについて次のように訴えた。「男と女の関係は、女が囚われの身と

なるか（結婚）、罪人扱いとなるか（婚外関係）のどちらか」(28) であり、「結婚とは、

女性が他者に依存し、低い立場に甘んじ、さらには社会では何の価値もない存在であるこ

とを是認する公の制度である」(30)。サンドの主張では、社会は、結婚が女性の正しい
、、、

生

き方だと主張するが、この時代の結婚制度は、女性を法律によって保護すると同時に束縛

する手段になるというのである。同時期の英国の法律に照らし合わせると、既婚女性の財

産法 (the Married Woman’s Property Acts, 1870年および 1882年) が施行される以前には、

妻は私有財産の所有が認められず、また、1891 年までは「（夫は）妻の意に反していても、

妻を監禁することが法律で認められていた」(Harman 354)。このような制度のもとでは、

当然、女性は社会的弱者の立場に追いやられてしまう。それゆえサンドは、男女どちらか

が「不平等で、劣勢な立場に置かれ、相手に依存しなければならないような環境である限

り」、「完全な幸福や理想的な愛情」などあり得ないと断言しているのである (Schneir 30)。 

さらに、問題視すべき点は、制度上明らかに不平等な関係である男女の間柄であって

も、結婚が正しい
、、、

選択であると思い込ませる言説が機能することである。この点について、

ジュディス・ジョンソンとヒラリー・フレイザーは、「歴史、社会、政治における一連の

指針 (agenda) は、家庭（小説）の語りを形成して」、女性の人生を決定づけてきた (240) 

と指摘しているが、実は、ギャスケルと同時代に活躍したジョン・スチュアート・ミルも、

同様の見解を述べていた。彼は、『女性の服従』(1869)1 の中で、奴隷制度が廃止になって

も、まだヨーロッパのキリスト教国では「女性の隷属状態が依然として存在し、女性は、

緩やかな形ではあるが徐々に依存的な存在へと導かれている」と論じている (223)。特に

ミルの指摘で興味深いのは、男性は、女性が「強制的に従うのではなく、自発的に従うこ

とを望んでいる」(232) と指摘する点である。ミルが述べるように、女性が自発的に従う、

あるいは従わざるを得ないような言説を作り出すのは男性であろう。だが、その言説を擁

護するのは男性だけでない。『メアリ・バートン』において、メアリに、「女性のたしなみ 

(maidenly modesty)」(MB 113) を教えるのは、友人マーガレット・ジェニングスという女

性である点は看過できない。つまり、女性が男性に従うように仕向けるのは、男性からの

強制だけでなく、女性もその制度の運用に共謀しているのである。 

ヴィクトリア朝小説において、ヒロインに社会慣習への服従を薦めるのは、女性のみ

が処罰と非難の対象となる淪落を避けるためであれば、それは立派な犯罪予備的警告とな
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りえる。だが、その代価として、女性が主体性やボイスを失うことになるなら、これは問

題視すべき点である。ショーが指摘するように、女性が「自分のために新しいプロットを

書くこと」を許されないのなら、それこそ歴史 (history) は、文字通り〈男性の物語 (his 

story)〉となり、〈女性の物語 (her story)〉は男性の物語の背後に埋もれたままになる 

(163)。そして、記録が残らなければ、その物語は「過去へのアクセスが全く不可能であ

る」(Rignall 27)。さらに、女性の沈黙が慣習として次世代の娘たちに受け渡しされれば、

女性による女性の文化遺産の創造と、それを世代間で継承することは不可能になる。 

過去の作品において、ギャスケルは、女性たちが、男性文化を継承しながら、それを

女性の生活様式に合わせて改良することを提案してきた。『クランフォード』では、町の

女性たちが、互いに結束を強めながら、男性文化を利用するものの、決して男性支配に盲

従するわけではないという姿勢を明らかにした。このやり方が有効になるには、既存のシ

ステムを上手く活用すると同時に、コミュニティ内での女性たちの結束が重要な鍵となる。

しかし、『シルヴィアの恋人たち』には『クランフォード』に見られるような女性の結束

はない。作品内において、シルヴィアを含む大半の女性たちは、各自が個別に男性との関

わりの中で価値観を形成するが、同性間で互いの情報を交換し、共有する機会を持つこと

はない。概して、女性の人生を形成し、もろもろの出来事の配置をし、コントロールする

力を持つのは男性である。女性は、男性の思考や行為の客体であることに甘んじているよ

うに見えるが、ギャスケルは、女性がそのような状況に抗う手段を持たないことを強調し

ているのである。 

一例をあげると、『シルヴィアの恋人たち』というタイトルは、一見複数の恋人を持つ

女性の物語を予測させ、ギャスケルが、当時流行したセンセーション小説のヒロイン 

(“‘sensation’ and ‘fleshy’ women” Helsinger, Sheets and Veeder 79) を意識したのかとも考えら

れる。だが、実際の物語プロットが扱うのは、二人の恋人を失う
、、

女性の人生であり、セン

セーション小説への期待は裏切られている。シルヴィアは、二人の男性から愛され、位置

的には二人の愛情の中心にいるわけだが、ここでいう中心
、、

という場は空虚である。シルヴ

ィアの身体は男性が書き込む物語の客体として存在し、彼女は常に他者の指令によって動

かされている。これは、ギャスケルが当初考えていたタイトルの変遷を見ても明らかで、

「銛打ち (Specksioneer)」、「フィリップの偶像 (Philip’s Idol / Philip’s Idle)」(Letters 678) の

いずれのタイトルにも、シルヴィアの名前は記されていない。銛打ち（キンレイド）にし

ろ、フィリップにしろ、ギャスケルは男性が主体となる物語を想定していたのは間違いな
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い。シルヴィアが常に男性の視線の対象となり、彼女自身が語る機会がないのは、もとも

とシルヴィアを主体にした物語ではなかったという事情に帰すると言える。 

だが、問題点はシルヴィアの沈黙にとどまらない。状況は多少違えども、作中の女性

のほとんどがシルヴィアと類似の立場に置かれているのだから、これは一人の女性の個人

的な問題ではない。挿話の中で、幾人もの女性の人生が言及されているが、いずれも、男

性がその女性の人生を想像／創造して語っているのである。もし女性が語る場合であって

も、その女性の人生は、男性が決定した女性の人生プランに従ったものとなる。センセー

ション小説のように、女性が情熱や欲望を持ち、それに従って行動することは認められな

い。そのような感情を動機として、あるいは行動の原動力として物語を創造できるのは男

性のみである。 

シルヴィアの人生における悲劇の要因を考えてみると、プレスギャングによる恋人の

拉致を発端にして、父の逮捕・処刑があり、続いて母の発病がその余波として起こる。そ

して、この不幸の連続に乗じたフィリップが、働き手を失ったロブソン家の農地を勝手に

処分して、シルヴィアに求婚するという流れを作り出している。このフィリップの行為に

ついては、ダルバーティスが、「個人に対して契約上保証されている権利や決定権を、国

家もしくは無慈悲な配偶者が当事者の意思に反して否定する機能を有する」(106) ものだ

とみなしているように、彼の行為とプレスギャングの行為とは相似していると考えてよい

だろう。もちろん、恋愛や結婚に関する問題は個々の関係に依存し、一般化して論じるこ

とは不可能である。シルヴィアの不幸な結婚生活は、結婚という制度そのものでなく、愛

のない結婚に同意したことに起因するという理由で片づけられるかもしれない。だが、配

偶者選択において、果たして女性が男性と対等な立場で選択の機会を有するのか否かとい

う点は議論の余地がある。 

フィクションのプロットとしての〈幸福な結末〉には、女性を沈黙に誘うシステムが

機能しているのだが、その中でも愛する男性との結婚の成就という点では、女性側にもそ

れなりの達成感や満足感があり、沈黙は勝利感に裏打ちされたものだ。だが、シルヴィア

の結婚プロットが焙り出すように、物語のプロットを進行させる（あるいは作り出す）段

階で、男性による言葉や行為による恣意的な操作が存在するなら、女性が結婚によって得

る勝利感というのも、男性のコントロール下にある人為的産物であると言えるのではない

か。女性は、伝統的な自己抑制プログラムにおいて男性に従うことが美徳とされるため、

自己主張の言葉を捨てることが正しい選択
、、、、、

であるとみなされている。そうすると、いわば
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男性による女性の飼いならしの過程における選択を、女性の自己責任による選択として片

付けるのは性急であろう。 

結局、シルヴィアはセンセーショナルなヒロインとは程遠い存在である。彼女は、シ

ャーロット・ブロンテのヒロイン、ジェイン・エアのように男性の家を逃げ出すどころか、

逆に家にとどまることを選んだ。だが、ここで選ぶ
、、

という行為は、必ずしも望む
、、

という動

機から発しているわけではない。先ほどミルの指摘に言及したが、女性が自己を殺すこと

に応じざるを得ないシステムが機能し、女性が自発的に従う
、、、、、、

という言説にすりかえられて

いるのである。その一例が次節で取り上げる、男性による女性の〈飼いならし (taming)〉

のプロセスである。 

 

2. 女性の飼いならし－男性の言葉に縛られる女性 

文学史を遡れば、シェイクスピアの『じゃじゃ馬馴らし』(1623) などは、女性の馴化

プログラムを扱いつつ、喜劇的効果を狙った作品である。この作品では、男性の手によっ

て、じゃじゃ馬娘を従順な妻に変え、結婚へ導くという計画が立てられるが、それは人間

（求婚者）が野生の猫（女性）を手なずけて飼いならすという比喩で表現されている。2 

ペトルーキオの目的は、「パデュアで金持ちの女と結婚する」(1. 2. 72) ことであるから、

彼にとって、女性は求婚活動における標的（獲物）でしかない。そこで、彼の標的となっ

たカタリーナは、彼女以上の毒舌と乱暴な振る舞いの男を黙らせる
、、、、

ために、ある作戦を展

開する。それは、従順な妻を演じつつ、その背後では機知と機転を働かせて、相手の心を

コントロールするというものである。最後の場面で、カタリーナは、友人たちの前で妻の

義務をしとやかに語りながら、抜け目なく、夫の義務にも言及し、ペトルーキオを出し抜

いたのである。3 この展開が笑いを誘うのは、過剰なまでに芝居がかったペトルーキオの

言葉と行動に対して、カタリーナが相応の芝居で応じるパワー･ゲームの効果であろう。

カタリーナの勝利（感）を支えるものは、ペトルーキオによる女性の飼いならしのプロセ

スにおいて、彼女が学んだ発話と沈黙の使い分け－「何を得て何を捨てるか (what to 

take and what to leave)」(1. 1. 105)－に集約されている。ギャスケルの作品ならば、『北と

南』のマーガレットや、『妻たちと娘たち』のミセス・ギブソンが、カタリーナの系譜に

連なる女性として、相応の対処が望めるかもしれない。だが、シルヴィアに対して、この

ような形成逆転の機会を掴むことを期待するのは無理である。 

パワー・ゲームには、参加者が互いにプロッター (plotter) であることが必要である。
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そうでないと、互いの力が拮抗せず、一方が他方を支配する関係のままであるからだ。と

ころが、『シルヴィアの恋人たち』におけるプロッターは男性のみで、シルヴィアは「二

人の男の間で競争の的になるか取引の対象」(Irigaray qtd. in Schor 166) に過ぎない。シル

ヴィアの二人の求婚者、フィリップとキンレイドは、外見・内面共に対照的な男性として

登場するが、シルヴィアに対する振る舞い方は根本的に同じである。男性は言葉を操り、

女性はただ聞くだけという点に関しては、二人はほぼ同じ考えを共有している。彼らの目

から見て、シルヴィアは、一人の個人というより女性というより類型、対等のパートナー

というより性的な客体として存在している。だから、二人ともシルヴィアの愛を求めるも

のの、シルヴィアからは、男性と同じ言葉で愛を語ることを期待してはいない (Irigaray 

qtd. in Schor 165)。 

たとえば、キンレイドの求婚に際し、シルヴィアの返答は、「言葉そのものよりもただ

言葉の響き（＝音）のみが彼に伝わっただけ」(SL 195) である。にもかかわらず、キンレ

イドは、女性の受身的な反応に満足した。というのも、結婚についての具体的な取り決め

は、当の女性とではなく、女性の父との間で交渉すべき問題であり、女性は「こういった

大問題には関わらない」(154) のが常であるとみなされるからである。不平等な男女関係

にベールをかけて、愛情というオブラートで包むことにより、女性が「自発的に従う」状

況が作られていくのである。しかも女性は、そのことを自覚しないままに、男性の申し出

に応諾してしまう。 

一方、フィリップは、叔母（シルヴィアの母）に頼まれて従妹に読み書きを教えると

いう立場から、師弟関係の中でシルヴィアの飼いならしを試みている。フィリップの指導

法は、男性名「アベデネゴ (Abedenego)」(SL 154) の書き取りを繰り返すことであり、ま

さに「言葉からリアリティを奪う行為」(78) である。これでは、女性の知性や能力の開

発どころか、女性は、男性の言葉を単純に繰り返すことを学べと言われているに過ぎない。

フィリップの教育は、前述のペトルーキオと同じく、「野生動物を飼いならすように、（女

性を）飼いならすこと」(103) であるが、指導を受ける側のシルヴィアには、カタリーナ

のような教養も機知も備わっていない。農家の娘シルヴィアは、物理的な作業を拒否する

ことはできても、相手の裏をかくような言葉の操作は不可能である。それゆえ、フィリッ

プによるシルヴィアの飼いならしはパワー・ゲームとして成立せず、男性が女性の無知に

乗じて、男性の言葉で構築された世界を、女性に押しつけるものになっている。 

実は、フィリップが他者の弱い立場に乗じるのはこれだけではない。彼は、公的領域
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である強制徴兵プロットと、私的領域であるシルヴィアの結婚プロットの双方に参入し、

キンレイドとシルヴィアの人生を左右することになる言葉
、、

を支配する立場に立っている。

もちろん、キンレイドの徴兵事件そのものは、フィリップの罪とは無関係であるが、その

事件に乗じて、シルヴィアを騙したのはフィリップである。プレスギャングは、キンレイ

ドが保護捕鯨船員の徴兵免除証を所持しているにもかかわらず、その文言を無視したので、

書状は単なる紙切れと化した。これによって、本来国王によって保護されているはずのキ

ンレイドは、同じく国王の許可を得た（プレスギャングの）暴力の獲物に置き換えられる。

フィリップは、たまたまその徴兵現場に遭遇し、キンレイドからシルヴィアへの伝言を託

されるが、彼はキンレイドの言葉を切り捨てた。フィリップは、プレイボーイと噂される

キンレイドの存在を抹消することが、シルヴィアのためだと信じこみ、行方不明のキンレ

イドはもう「死んでしまった」(SL 129) という話にすりかえてしまう。つまり、プレスギ

ャングは、軍の命令遂行に邪魔な言葉を一切排除し、暴力に訴えてキンレイドを捕らえた。

一方フィリップは、その隙に乗じて、彼の私的目的の遂行のために、意図的な言葉の操作

を行い、シルヴィアを捕らえたのである。 

そうすると、罠にかかったシルヴィアとキンレイドの状況は相似関係にあると言える

が、この段階でのシルヴィアの選択については、シルヴィアの自己責任を問う批評家もい

る。ダルバーティスは、シルヴィアに対して情状酌量の余地はあるものの、あくまでもシ

ルヴィア自身の意思による選択であるため、誘拐の上監禁されたキンレイドに比べれば

「自由」であった (122) と論じている。モーガンは、ハーディの『ダーバヴィル家のテ

ス』のヒロインと比較して、「テスの領域には、周囲の状況から察する以外には何の指針

もなかったが、シルヴィアには道を示してくれる者がいた」(122) と述べて、テスの方が

より悲惨な状況であったと指摘している。両批評家の意見は納得できるものであり、シル

ヴィアの結婚については、厳密なる生か死かの選択ではなく、物理的な生活状況で言えば、

結婚は彼女に社会的・経済的基盤を保障するものである。しかも、愛情のない結婚に踏み

切ろうとするシルヴィアに対して、その危険性を忠告する人物（シルヴィアの家の使用人

ケスタ）もいたので、シルヴィアは全く無知の状況に置かれていたとは言い難い。だが、

ケスタの忠告、つまり言葉だけでは、シルヴィアを経済的困窮から救うことはできない。

もしフィリップの求婚を拒絶したなら、病身の母の看護のため、そして自身の生活のため

に、シルヴィアが早晩身を持ち崩すことは十分にあり得る。そうすると、彼女にはフィリ

ップの申し出を受ける以外に選択肢はなかったというのが実情である。 
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結局、シルヴィアの選択は、プレスギャングに抵抗して無駄死にするよりも、生きて

功績を成す道を選んだキンレイドの選択と同じ類のものであろう。彼らは、心と体を切り

離し、二つの顔を使い分けることで生き残りを図り、内なる信念を守り通すことを試みた

のである。だが、徴兵と結婚は同じシステムではない。キンレイドに求められた妥協は

「思考ではなく、言葉のみ」(D’Albertis 115) であるから、国家への忠誠の誓いが本心か

らでなくても、物理的に任務を遂行すれば、それで通用する。だが、シルヴィアの場合、

「夫に対して忠誠を誓った」(SL 288) ことを言質として、彼女の心と体の両方が「結婚制

度の義務と鎖」(282) で縛られてしまう。さらに、フィリップが出奔した後も、婚姻関係

が有効である以上、シルヴィアが制度上の義務や束縛から解放されることはないのである。

妻が夫の行動の客体である証拠として、シルヴィアは「見捨てられた妻」(356)、娘は

「フィリップ・ヘプバーンの子供だが、父がいない」(313) とみなされ、フィリップの代

理として、今度は、後見人が彼女と子供を監督することになる。こうした状況下では、既

婚女性が自身のボイスを持ち続けることは困難と言えるだろう。 

そこで、フィクションにおける女性の救済措置とも言うべきジャンルが、19 世紀の

「女性の小説 (woman’s novel)」である。4 サリー・ミッチェルによると、このタイプの

作品では、最後に勝利するのはヒロインであり、その鍵を握るのは『ジェイン・エア』の

ロチェスターに代表される、「身体に障害を持つ、あるいは女性化されたヒーロー」の存

在である (38)。この「犠牲者のヒーロー (the victim hero)」は、ヒロインの愛情の対象で

ありながら、同時にヒロインの分身的な存在として、外界へ冒険に出かけて行くという役

割を持つ (Mitchell 38)。これらの基準を適用するなら、フィリップは、出奔後、軍隊での

事故による負傷、放浪の旅、さらに川でおぼれた子供の救出等、「犠牲者のヒーロー」と

しての条件を満たしている。だが、『ジェイン・エア』と決定的に異なるのは、ジェイン

がロチェスターの家を出る、つまり女性が男性の家を脱出して旅に出るのに対して、シル

ヴィアはフィリップの家
、、、、、、、

にとどまり、出て行くのはフィリップであるという点、それゆえ、

以後の物語では、フィリップの冒険に焦点が当てられ、シルヴィアは〈家に閉じ込められ

る妻〉という範疇を超えない存在となる。 

物語の終盤で、フィリップは、シルヴィアの看護の対象になっても、彼女に語る機会

を与えない。というのも、夢うつつの中で、フィリップが語るのは、彼の偶像であったシ

ルヴィア－彼の亡き母を模したイメージであり、神のイメージを模したシルヴィア

－の物語であり、そこは他者には一切アクセス不能の場である。フィリップが一方的
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に語る場では、かつてフィリップがシルヴィアを騙したことを外部の者に知らせる機会も

ない。逆に、フィリップの嘘は、その罪を許さなかったシルヴィアの罪にすりかえられて、

後に言い伝えとして残ったのは、シルヴィアの罪のみである。その結果、語り手が、「こ

のようにしてみんなの思いが、本当の出来事を知らないまま物語を形成する」(SL 374) と

述べるように、「女性は、孤独な存在であり、会話の中に客体として存在し、男性が作る

物語を辿る存在でもある」(Shaw 181) ということを証明した形となった。ミッチェルが

言及する「女性の小説」の範疇でも、シルヴィアのボイスを拾い上げることはできない。

それほどに、フィリップのボイスが優勢であるということになる。 

 これまで見てきたように、女性の沈黙は、女性の歴史を男性の歴史の背後に追いやっ

てしまうが、Ｓ・フォスターによると、その原因は、男性は「直線的な歴史の流れ中であ

る部分を一時的に占めた出来事－戦争、政治、公の事件－に関わる」のに対して、

女性は「円環的で果てなく繰り返す流れの中－私的空間とも呼ばれ、外界の動きから

隔絶された空間－に存在する」(Intro to SL xv) ためである。男性の歴史が過去から未来

へ向けて直線の上を前進するのに対して、女性の歴史がある点を中心にして果てない循環

を続けることを意味しているのであれば、女性の歴史が〈前進〉という意味で発展するの

は難しい。しかしながら、モーガンが指摘するように、「未来は過去の繰り返しではない

という歴史観を共有するのであれば」、『シルヴィアの恋人たち』の結末は、女性の沈黙へ

のエレジーで終わらない (12)。いずれにせよ、ギャスケルが、シルヴィアの人生を通し

て、何らかの警告を発していると考えるが妥当であろう。 

 

3. シルヴィアのボイスとそのゆくえ 

シルヴィアの人生において、円環的に繰り返される女性の物語を読み取ってきたが、

そのサイクルに楔を打ち込むことは可能であろうか。また可能ならば、どのような形でそ

の流れを変えることができるのであろうか。 

過去のギャスケル作品では、女性の発言や行動の機動力として母性が活用され、自己

犠牲と他者利益に基づいた行動により、女性が装飾的な存在から実践的な役割を担うこと

を可能にしてきた。ところが『シルヴィアの恋人たち』では、母性に基づく女性の行動は

提示されるものの、それが女性の内面から自発的に発動するというより、外部からの圧力

によって動かされる
、、、、、

ように見える。『メアリ・バートン』では、ジェムのアリバイを証明

するためにメアリがリバプールへ単身で赴き、『ルース』では、伝染病患者の看護のため
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にルースが病院で看護師として働く姿が見られた。これらは、母性が女性に戸外での活動

の機会を与えるきっかけとして有効に機能している例である。だが、『シルヴィアの恋人

たち』における母性は、シルヴィアの行動を抑制する役割を果たしていると言える。 

たとえば、キンレイドの予期せぬ帰還にあたり、シルヴィア、フィリップそしてキン

レイドが一堂に会する場面がある。ここで、シルヴィアは眠りから覚めたようにかつての

激しい感情を取り戻すのだが、それは一瞬の出来事で終わってしまう。この場面は、昔の

恋人が生還し、夫の不誠実が暴かれ、女性が不幸な結婚生活から解放されるプロットには

導かれない。逆に、シルヴィアを縛る結婚のくびきは解消されず、妻は決して夫の家から

出られないという事実を強調するものである。シルヴィアは一瞬、キンレイドに伴われて

家を出ようとする。だが、その瞬間に赤子の泣き声が母シルヴィアを引き止める。以下は

その時のシルヴィアの言葉である。 

  

“Hark!” said she, starting away from Kinraid, “baby’s crying for me. His child—yes, it is 

his child—I’d forgotten that—forgotten all. I’ll make my vow now, lest I lose mysel’ again. 

I’ll never forgive yon man, nor live with him as his wife again. All that’s done and ended. 

He’s spoilt my life,—he’s spoilt it for as long as iver I live on this earth; but neither yo’ nor 

him shall spoil my soul.” (288) 

 

ここで、シルヴィアの言葉を辞書的な意味で解釈すれば、キンレイドに伴われて、フィリ

ップ家を出ようとした瞬間に、赤子の鳴き声がシルヴィアの母性を刺激し、彼女は道を踏

み外すのをとどまるので、子供は母を淪落から救う救世主とも言えるかもしれない。そし

て、赤子の泣き声をきっかけにして、物語の流れは、人妻が昔の恋人と駆け落ちするとい

うセンセーショナルなものから、一転して、過ちを犯しかけた母が我に返るという道徳的

なものに変わる。ここで母性は、「女性が自己を捨てて母らしい滅私的な気持ちに転換さ

せる」(Davis 526) 役割を果たし、女性のいかなる資質よりも優先される資質とみなされ

ている。 

だが、この場で、シルヴィアの母性がいきなり発動するのは、唐突感が否めないので

はないか。この再会の場面の次に、シルヴィアの母が突然死する場面が来るのだが、ここ

でも、シルヴィアは子供の世話を優先させられて、母の死に対する悲しみに浸ることを許

されない。その証拠に、呆然とするシルヴィアの意識を回復させるために、男性医師は赤
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子を泣かせ、彼女の関心を子供に向けさせるのである。赤子を使って母の気を惹くという

手段は、『妻たちと娘たち』でも繰り返されるが、デイヴィスは、男性による母性のコン

トロールを「残酷だ」と評している (527)。 

しかしながら、この母性への介入は、ある意味でカムフラージュ的な効果も併せ持つ

と考えられるではあるまいか。つまり、シルヴィアの母性を前景化することによって、彼

女の発言が与えるインパクトを弱めることができる。換言すると、彼女の言葉には、母性

的なもの以外に、意味深長なメッセージが含まれているということである。それは、上の

引用の中で、シルヴィアが述べる言葉、「あなたにも、あの人にも、私の魂を台無しには

させない (neither yo’ nor him shall spoil my soul)」の中にある。この言葉は、彼女のこれか

らの人生には男性の介入は無用だという宣言とも解釈できる。シルヴィアは、昔の恋人に

伴われて夫の家を出ようとするが、その矢先に赤子の泣き声で我に返る。シルヴィアの振

る舞いは、一時的とはいえ、ヴィクトリア朝の規範に抵触するものであり、今後は、自分

の義務を忘れないというシルヴィアの決心を表していると解釈するなら、「二度と迷わな

いように」ということになる。 

一方この言葉は、シルヴィアがフィリップに騙されていたことを知り、決してフィリ

ップを許さないと公言した直後に発せられたものである。その点に注目すると、彼女は

「二度と自己
、、

 (self) を失わない
、、、、、

ように」決心したという解釈も成立するのではないだろ

うか。これまで、シルヴィアの人生は、父をはじめ、フィリップやキンレイドら男性たち

の制御下にあったが、この言葉は、今後は自分のことは自分で決めるという、シルヴィア

の独立宣言とも受け取れる。もし、彼女の意識の中で、フィリップを夫とは認めず、キン

レイドとも関わりを持たないと決心し、今後は、男性による支配を認めない代わりに、男

性の保護も不要というのであれば、シルヴィアが彼女自身のボイスと物語を得る絶好の機

会となるだろう。 

だが、そのシルヴィアの自立を阻むのは結婚制度である。フィリップが出奔して、シ

ルヴィアは夫への奉仕から解放されるはずであるが、まず、子供の親権問題が浮上してく

る。「私の愛で包んであげるからね、お父さんの愛なんていらない」(311) というシルヴ

ィアの言葉には、子育てに父は不可欠ではないという考えが伺える。だが当時の法律では、

嫡子に対する権利はすべて父に付与されていたのである (Thanden 62)。それゆえ、シルヴ

ィアと娘の後見人であるジェレマイア・フォスターは、「この国の法律では、子供の親権

は父にあるのを知っているのか。あなたはその法律を反古にするつもりか、あるいは偽証
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するつもりか」(SL 412-13) と述べて、脅しとも取れる言葉によって、シルヴィアを縛る。

かつてフィリップがシルヴィアの飼いならしを試みたように、夫が不在の時には、ジェレ

マイアがその代理としてシルヴィアを飼いならす構図となっている。法律は、女性が男性

支配を回避して、子供を一人で育てるという決心を挫き、慣習的な〈無力な母〉の立場に

追いやってしまうのである。 

シルヴィアの周辺には、かつて船乗りと結婚して不幸な人生を歩んだアリス・ローズ

がいて、彼女は、夫の死後、一人で子供を育てた経緯を持つ。その背後には、匿名でアリ

スに資金援助する男性の存在があったのだが、ジェレマイアはそれを、「母の愛情はプラ

イドよりも強い」(SL 184) という母の美談として処理している。そうすることで、アリス

の人生は、配偶者選択の失敗を経験し、その後は子供への愛情と世話に専心するという自

己犠牲的な母の典型にはめ込まれていったと言える。確かに、母の強い意志と力で子育て

をしたという点は賞賛に値するが、同時に、母という立場の女性に対して、自己確立の放

棄を勧める筋書きではないだろうか。この点については、ジュディス・ジョンソンとヒラ

リー・フレイザーも、「女性を私的空間に住まう、受身的で自己犠牲的な家庭の女神に仕

立て上げるイデオロギー的規範」である (234) と指摘している。同じくジェレマイアの

言葉に捕らわれたシルヴィアは、アリスと同じく、男性が作る母性の物語を踏襲するよう

に仕向けられたのである。 

だが、ここで大きな疑問が残る。前述のように、シルヴィアは、あれだけの独立宣言

をしながら、なぜジェレマイアの言葉に簡単に屈してしまったのか。 

その理由のひとつとして考えられることは、シルヴィアの言葉が、男性の言葉の力に

対抗するだけの力を持たないからである。ヴィクトリア朝小説の〈父の娘〉らしく、父の

言葉の受け売りで話すシルヴィアが父の影から脱するのは容易ではなく、またその方法も

簡単には見出せない。シルヴィアにとって、母の言葉は簡単にすり抜けるが、父の言葉は、

フィリップやキンレイドの言葉同様に、彼女の意識の中に深く根づいている。しかも、シ

ルヴィアは、言葉とその言葉が指し示す対象を一対一の対応で結び付けるため、クランフ

ォード式の嘘や意味の拡大解釈は苦手である。これはシルヴィアに特有のことではなく、

『シルヴィアの恋人たち』の女性たちは、程度の差はあれ、不在の男性の言葉をよすがと

して、彼らの影にすがりついている。たとえば、シルヴィアが折にふれて発する、「私は

決して許さない (I’ll niver forgive)」(242) という言葉が、彼女の亡き父の口癖であったこ

とは言うに及ばず、この言葉の力が、シルヴィア自身に跳ね返って、彼女を縛り、その効
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力は延々と続いていく。ひとたび「私は決して許さない」と言えば、シルヴィアは、その

後長期に渡って、「許さない」という感情だけでなく、その行為にまで忠実であらねばな

らぬという強迫観念に駆られるのである。 

ではシルヴィアは、このような言葉の呪縛から解放されるために、母の存在や力をあ

てにすることはできないのであろうか。これまでのギャスケルの作品の傾向から考えれば、

ここで救世主となるのは、母かその代理の人物であろう。ところが、シルヴィアは、母を

始め、周囲の女性の言葉に全く耳を貸さない。これは、シルヴィアが両親との関係を語る

言葉の中にも表れている。彼女は、「母さんはめったに話をしないけど、する時は言葉が

重いの。父さんは私と似ているから、くだらない話をたくさんするわ。でも母さんの話と

きたら、切り出した石みたいに重いのよ。言葉に意味を詰め込みすぎるんだわ」(19) と

述べ、母の言葉が重いなら、シルヴィアは注意深く聞いているのかといえば、その逆であ

る。母の言葉は重いゆえに、娘は、その内容を吟味することなく聞き流してしまうため、

母が伝えたい重要なメッセージを逃すことになってしまう。 

その一例が、母が語る、ナンシー・ハートレイの挿話である。この挿話が伝えるのは、

船乗りの恋人に捨てられたナンシーが、後に正気を失い、自己憐憫にふけっては泣き叫ん

でばかりいたという悲劇の物語である。この挿話の狙いは二つある。一つはシルヴィアの

将来に対する警告である。母は、船乗りとの恋愛に夢中の娘に対し、ナンシーの二の舞に

ならぬように警告を発しているが、シルヴィアにとって、ナンシーは「とっくの昔に亡く

なった狂気の娘」(SL 188)、つまりフィクションの人物と同じく遠い存在に過ぎない。そ

れゆえ彼女は、ナンシーの悲劇が、まさか自分に降りかかってくる恐れがあるとは予想も

していない。シルヴィアは、普段から父と「くだらない話」に興じる一方で、母と深刻な

問題（女性の人生を左右するような問題）に取り組むことには無頓着であるため、ウェイ

スが指摘するように、シルヴィアは母の言葉を「聞かないことを選んだ」(277)。つまり、

彼女自ら、母の言葉を切り捨てたということである。 

挿話のもう一つの狙いは、ナンシー自身の言葉、「あの人はここにいたのに (He once 

was here)」(147) が表象する、彼女の状況
、、
である。この言葉を文字通りに解釈すれば、あ

る男がかつてこの場所にいたという過去の事実を述べただけであるが、この言葉を発する

ナンシーは、過去のある時点にその場所にいた男によって、そして今はその男の不在によ

ってのみ、自身のアイデンティティを成り立たせている。換言すると、ナンシーは、現在

も未来も認識できず、ただ過去のある時点における、ある男の存在にすがりついていると
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いうことである。だが、シルヴィアには、ナンシーと彼女自身を同一視して考えることな

ど及びもしないので、母の警告は娘の前を通り過ぎただけである。 

ところが皮肉なことに、娘に警告を発しながら、実は母ベルがナンシーと同じ轍を踏

んでしまう。ナンシーの挿話はベルの人生にとって、警告ではなく手本になってしまった

のである。ベルは「女性にとって日陰の人生を生きることは賞賛に値すること－よい

家政、夫、それに子供と関わらない自分など存在しないということ」(SL 99) を信条とし

ていたが、この言葉を実践するかのように、彼女は、夫が処刑されるや正気を失い、シル

ヴィアの母という役割を捨てて、逆に娘に世話をしてもらう客体に転じた。デイヴィスは、

母娘の役割が逆転するこの現象によって、母が義務とフラストレーションから解放される

格好の機会となると指摘する (531) が、「早期痴呆症を患う母はそれで幸せかもしれない

が、世話をする娘にとっては大変なこと」(SL 243) なのである。ベルの教えによれば、

「女というものは、自分の楽しみを犠牲にしても夫に従うもの」(281) だから、その主張

どおり、彼女は夫の死に殉じるかのように、心身を病み早世する。そうすると、ベルの役

割は、ナンシーの挿話によって娘を救うはずが、ナンシーの悲劇を自ら繰り返して、いわ

ば悪しき見本を娘に提示したことになる。その意味では、シルヴィアが母の言葉を切り捨

てたことは、むしろ幸運であったとも言える。 

そこで、シルヴィアの選択を考えると、シルヴィアが、夫の不誠実な振る舞いに激怒

して、以後は娘ベラと二人で生きることを決意するならば、彼女の人生は母と袂を分かつ

ものとなる。つまり、夫に準じて沈黙する女性の人生というサイクルから抜け出し、新し

い女性のライフスタイルを見出す突破口になるかもしれない。さらに、シルヴィアが娘と

築く「マターナル・サークル」によって、ベルとシルヴィアの間で疎遠となった母と娘の

関係を、シルヴィアとベラの関係において、修復の可能性を見出せるかもしれない。ギャ

スケルは、失われた母娘の絆が再び結ばれる瞬間を、シルヴィアと娘が偶然、負傷して秘

かに帰郷したフィリップがすれ違う場面で描いている。この章のタイトルが「初めての言

葉」なので、物語の筋書きとしては、フィリップが娘ベラの言葉を初めて聞くことが焦点

となっているのであろうが、注目したいのは、ベラの言葉を引き出すきっかけとなったシ

ルヴィアの意識と行動である。 

シルヴィアは、ベラに、手に持つケーキを浮浪者（フィリップ）にあげるように促し

ながら、そっと半クラウン貨をケーキの中に忍ばせる。ここで注目すべき点は、シルヴィ

アの行為が亡き母の習慣（空腹の貧者に食べ物を与えるという慈善行為）を受け継ぐ点で
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ある。ベルの教えは〈養う〉という母
、
の行為
、、、

－ここでは、生前のベルが習慣的に行っ

ていた慈善行為と、赤子に食べ物を与える (feeding) という母親の一般的行為との両方を

指す－に基づいているから、それを受け継ぐシルヴィアの行為もまた、乞食同然のひ

もじい生活をしたフィリップを養う
、、

行為となる。そして、シルヴィアに促されて、ベラが

発した「初めての言葉」、すなわち「かわいそうなおじちゃん、これ食べて、ベラはおな

かすいてないから」(361) もまた、フィリップを養う
、、
ことを意味している。ストーンマン

が指摘するように、ベラの言葉が、〈父の法〉でも、復讐心に燃えた母の思いからでもな

く、シルヴィアが亡き母の習慣であった博愛主義的な行為を思い出したこと (156) は重

要な点である。キンレイドとの再会と別離、さらにフィリップの出奔という大きな出来事

の後、物語はフィリップの冒険が主流となったため、シルヴィアは、物語の筋書きからも、

また彼女の日常生活においても、沈黙を強いられていた。そのシルヴィアの変化が、この

再会の場面に如実に現れるわけであるが、彼女が他者を養う
、、

言葉と行動に関心を持ったこ

と、それは、ベルからシルヴィアへ、そしてシルヴィアからベラへと、母娘三代の間で受

け継がれる行為であり、同時に母娘間の絆が深まる貴重な瞬間でもある。 

だが、この言葉と行為は両刃の剣でもある。というのは、シルヴィアが亡き母の価値

観と和解することは、同時に、彼女が亡き母の生き方を受け入れることに繋がるためであ

る。前述のように、ベルは、夫に依存するのが妻の生き方であるという考えを持っていた。

そうすると、シルヴィアが母の価値観に倣うということは、シルヴィアもまた、自分を殺

し、ベラとの「マターナル・サークル」による母子関係の強化を放棄するということであ

る。つまり娘が、母の価値観を再認識し、母へ歩み寄ることは、これまで疎遠であった母

娘関係の修復に大いに貢献すると言える。だがシルヴィアがベルの生き方に倣うというこ

とは、既婚女性の沈黙を正当化し、夫／父を除外した母娘関係の強化という新しい家族の

あり方も否定することになる。それゆえ、母との和解によって、シルヴィアが沈黙から解

放されることはない。逆に、以下に論じるように、シルヴィアとベラの生活にフィリップ

を呼び戻すことになるのである。 

ベラが見知らぬおじちゃん（フィリップ）に発した「初めての言葉」は、この章のタ

イトルにもなっているが、この場面では、言葉の内容だけでなく、実は言葉を発するとい

う行為そのものが重要な意味を持っている。言葉を発するという行為は、ラカン風に言え

ば、母の世界である「前エディプス期」から父の世界への参入を意味するものである。そ

れゆえ、ベラの言葉を契機として、女性のサークル（シルヴィアとベラ、二人と同居する
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アリス・ローズと娘ヘスタ）の中に、再び父を呼び戻し、後に父娘関係が強化されて、ベ

ラが〈父の娘〉の道を歩む前兆となると考えられる。 

ところが、ギャスケルは、ベラの人生を、祖母ベルや母シルヴィアと同じサイクルの

範疇に属するものとはみなしていないようである。ベラが伝統的な〈父の娘〉の枠組を逸

脱するにはいくつかの要因が密接に関係しているのだが、これらの要因は、ベラの意思と

は全く関係のないところにある。まず、ベラが「初めての言葉」で父を呼び寄せることに

なったにもかかわらず、臨終のフィリップは、ベラの存在を完全に忘れてしまっている。

「死にかけていた父に食べ物を施した子供」（＝ベラ）は、父の意識の中で「母のような

神」の姿にとって代わられ (Stoneman 158)、娘は父の領域から締め出されている。父から

切り捨てられる娘は、父からの独立が可能となる。 

次に、ベラの「最初の言葉」は、父の関心だけでなく、自分のための新しい物語プロ

ットも引き寄せたと解釈することが可能である。ベラが「かわいそうなおじちゃん」と呼

びかけるのは、シルヴィアが「あのかわいそうなおじちゃん」(484) と呼んだ繰り返しで

あると同時に、ジェレマイアの「かわいそうな子供」(310) のエコーでもある。だが、ベ

ラは「哀れみや慈善」の言葉を発するだけでなく、その言葉を実践する行為－「手ず

から物質（ケーキ）を渡す」(T. Wright 179)－をも実践している点は重要である。ベラ

が、父の言葉と母の行為の両方を持ち、二つのソースから新しいプロットを構築するチャ

ンスを得ているなら、「女性という類型が演じる、似たような物語を延々と繰り返すサイ

クルから逃れるための突破口を開く」(Schor 179) ことも可能かもしれない。 

さらにもう一つ、両親の死後、ベラの養育を引き受けたのはヘスタ・ローズである。

ヘスタは、教育を受けて経済的自立を得ている点で、すでにシルヴィアとは違うタイプの

女性であるが、未婚の立場でベラの母の代理を務めた点では、ギャスケルのヒロインらし

い資質を持っている女性である。事後談で、ベラはアメリカへ渡って結婚したと伝えられ

るように、その後のベラを知る人はいないものの、彼女は母の世代とは別の場所で、新し

いライフスタイルを開拓することを示唆されている。ベラにとって、シルヴィアとヘスタ

という二人の母の存在は、複数のロールモデルを提供する重要なソースとなることは明ら

かである。プレスギャング事件における二人の英雄、ダニエル・ロブソン（反乱と処刑）

とチャーリー・キンレイド（服従と生還）の人生が「適者生存のパロディ」である (T. 

Wright 189) ならば、シルヴィアとヘスタの人生もまた同種のコントラストを提示するの

ではないか。ヘスタの人生は、結婚と出産（妻と母）という類型的な女性の軌跡を辿らな
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かった。それゆえジェンダーの境界を越え、ある程度まで公私の両空間を往来することが

可能であった。これらの点は、次世代の娘に向けて、ギャスケルが用意したお膳立てであ

るが、それをどう生かすのかは今後のベラの生き方次第である。しかし、本作品は『シル

ヴィアの恋人たち』というタイトルが示すように、シルヴィアを巡る男性たち
、、、、

の物語なの

であるから、ベラの物語は彼らの物語に付随するものでしかない。よって、ベラのその後

に関しての記述もないのである。 

しかしながら、ベラの養育に携わったヘスタに関して、言及しておくべき点がある。

ヘスタは、経済的基盤を持ち、結婚はしなかったが、愛する男性（フィリップ）の遺児ベ

ラを養育した。ところが、ヘスタの内面では、結婚とその後の沈黙という類型的な女性の

人生に反発を感じるどころか、むしろその人生に憧れていたふしがある。もしヘスタがフ

ィリップとの結婚を成就していれば、彼女は喜んで結婚後の沈黙にも応じたのではないか。

そうなると、結婚とその後の沈黙に対する是非は、結婚という制度がもたらす影響ではな

く、その制度に参入した女性の個人的な見解・感情に左右されるものであろう。 

ヘスタは、制度外において、フィリップの妻と彼の娘の母の役割の双方を引き受けた。

その役割は、『クランフォード』のミス・マティの役割と同様、夫や家長を持たない女性

が、ボランティアとして子育てに参入する形をとっている。ギャスケルは、結婚制度にお

ける男女の不平等を訴えながら、慣習的役割を望む女性に対しては、その生き方に従うこ

とを否定しない。むしろ愛情があれば、制度外であっても女性が結婚における役割を担う

ことを認めているようである。このギャスケルの姿勢は、一見、女性の選択の幅を広げて

いるように見えるが、これは、ミルが指摘するように、男性は、女性が「強制的に従うの

ではなく、自発的に従うことを望んでいる」状況を、批判することなく受け入れることに

なるのではないか。そうすると、女性と沈黙との密接な繋がりは、世代間で踏襲されてい

くことになる。 

では、社会慣習への服従と抵抗という点から考えるなら、シルヴィアとヘスタの人生

は、どのように評価できるのであろうか。適者生存という観点からいうと、この世での生

存競争の勝利者はヘスタである。だが、一時的にせよ、男性支配からの独立を試みたシル

ヴィアの生き方、すなわち、「マターナル・サークル」形成による母子間の絆の強化は、

淪落の女性ルース・ヒルトンの生き方と同様、父権制社会のパラダイムに一石を投じるも

のであろう。モーガンは、キリスト教的な寓話でなければ、シルヴィアの物語は「人生を

無駄にした物語」であると指摘している (118) が、不十分であっても、既存のシステム
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に否
ノン

を突きつけたシルヴィアの物語は、ギャスケル以前にはあまり注目されなかった既

婚女性ボイスについて考える機会を与えることになった。しかしこの作品で、既婚女性の

立場や役割に関して、何らかの問題が解決したわけではないので、ギャスケルは、後の

『妻たちと娘たち』で、この問題を再び問うことになる。 

 

4. 『シルヴィアの恋人たち』が継承したものと譲渡したもの 

『シルヴィアの恋人たち』について検証する時、その 6 年前にギャスケルが、同じモ

チーフを使い、やはり女性の沈黙に目をむけた短篇「マンチェスターの結婚」に言及しな

いわけにはいかない。文学史上、一人の女性をめぐる二人の男性（船乗りと商人）の三角

関係というモチーフは珍しくなく、特に『シルヴィアの恋人たち』との関連で言えば、ア

ン・バーナードの『オウルド・ロビン・グレイ』(1825) とテニソンの『イノック・アー

デン』(1864) は、ギャスケルのプロットと好対照をなす作品である。ショーは、テニソ

ンがギャスケルの作品を読み、そこから何がしかの詳細な情報を得たかもしれないが、ギ

ャスケルに負うところは些細であり、両作品は別個のものであると指摘している (48)。5 

『イノック・アーデン』は、男性が語る英雄譚だが、『シルヴィアの恋人たち』は、男性

視点による女性の物語を、女性が語ったものである。一方、バーナードのバラッドについ

ては、ギャスケルがこれを読んだか、あるいは話に聞いたかに関しての記録はない。だが、

『シルヴィアの恋人たち』のプロットとの共通点は顕著で、しかも、ヒロインの選択をめ

ぐる環境も出来事もおおむね一致するゆえ、ギャスケルが『オウルド・ロビン・グレイ』

を知っていたことは十分に考えられる。だがテニソンがギャスケルとは異なるスタイルに

従事したように、ギャスケルのスタンスもまたバーナードと異なることは確かである。 

「マンチェスターの結婚」は、母娘関係に水を差す男性の介入が強調される。アリ

ス・ウィルソンは若さと情熱のままに船乗りのフランクと結婚するが、夫が航海中に行方

不明となり、幼子を抱えたアリスは経済的安定のために再婚する。娘時代の感情の高まり

や衝動性を母性の名のもとに封印するアリスは、『シルヴィアの恋人たち』のアリス・ロ

ーズの人生のモデルとなって男性の語りの中に再登場する。だが、アリス・ウィルソンの

沈黙は、ただ無口な女性になったというだけでなく、周囲の出来事に対して全く無知にな

る点で重要である。決定的なのは、ヒロインであるにも関わらずメイン・プロットから完

全に疎外され、妻であり母という役割のみに従事するだけの装飾的な存在にする点である。

行方不明だったフランクが秘かに生還し、オープンショー家（再婚したアリスの家）を訪
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れていること、そして妻の幸せを目の当たりにしたフランクが、自死したことをアリスは

知らない。事件の顛末を知るのはオープンショー氏と侍女ノラのみである。さらに数年後、

アリスとフランクの娘エルシーが、その事情を知ることになるが、語るのは養父のオープ

ンショー氏であって、アリスは二人の会話からも疎外されている。義理の関係とはいえ、

ある秘密を共有することで父と娘の絆が深まる一方、男性が語る物語を共有できない母と

娘の間には溝が生じる。また女主人に話せない秘密を抱えたノラとアリスの関係も、以前

と同じではない。オープンショー氏の介入により、この家の女性たちの思いは分断され、

感情面での結束は消失する。こうした配置は『シルヴィアの恋人たち』にも適用され、女

性同士の関係の解消、母と娘の乖離、女性の疎外感や孤独感という問題へと発展するわけ

である。 

一方、バーナードの『オウルド・ロビン・グレイ』では、女性の発話や語りを重要視

されており、ヒロインは決して沈黙に甘んじてはいない。本作品のメイン・プロットは

『シルヴィアの恋人たち』と非常に類似しているが、ヒロインの忍耐と自己犠牲が美徳と

して賞賛される物語であるという点、つまり、オースティン流のロマンス・プロットに沿

った展開である点で、ギャスケルの作品とは一線を画している。初版のイントロダクショ

ンでは、編集者であるウォルター・スコットによるバーナードのインタビューが紹介され、

『オウルド・ロビン・グレイ』の成り立ちを明らかにしているので、そこから興味深い点

を拾ってみたい。 

このバラッド執筆にあたり、バーナードは、スコットランドの口承文学である「オウ

ルド・ロビン・グレイ」を種本としたが、オリジナルの内容がいまひとつ面白くないので、

「つつましい生活の中に、高潔な悲しみの物語を少しばかり添えたい」と思い、変更を加

えたと述べている (Scott 2)。それゆえこれは、バーナードの視点から見た「オウルド・ロ

ビン・グレイ」の解釈になっており、出版時期から察するに、オースティン流のプロット

の影響があってもおかしくはない。そこで、バーナードが追加したヒロインを巡る悲劇的

要素とは何であろうか。彼女は、恋人の船乗りジェイミーの遭難、父の怪我、母の病、そ

してロビン・グレイの求婚という 4つの悲劇的要素を思いつき、そこにロビンがジェニー

の家の牛を盗むという事件を加えてはどうかと助言を受けた (Scott 3)。これら 5つの要素

は、多少の相違はあるものの、シルヴィア・ロブソンを巡る悲劇的要素と一致する。大き

な相違は、シルヴィアの父は死亡し、フィリップの采配によって家畜のみならず、農場の

借地権をも失うという点であろう。 
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それから、三部作形式を持つ『オウルド・ロビン・グレイ』は、第一部がジェニーの

視点で語る「オウルド・ロビン・グレイ」、第二部がロビンの視点で語る続編、そして第

二部の内容をジェニーの視点で語りなおす第三部から成っている。特に、第三部において

は、ジェニーが、糸巻きの仕事をしながら、労働歌にのせてこれまでの人生を語るという

形式になっており、彼女が物語を支配する力を有する点は重要であろう。ヒロインが自ら

の人生を語るのは、ギャスケルのプロットにもテニソンの詩にもないものである上に、ジ

ェニーの物語は、歌（女性の言葉）を通して、同世代から次世代へと伝えられていくので

ある。ただし、ここにも注意すべき点がある。ジェニーが歌う内容は、妻としての責任と

義務、ロビンの罪に対するジェニーの赦しが主となるが、そこには彼女の怒り、憎しみ、

後悔というような負の感情は含まれていない。これは「苦しむことと沈黙すること (to 

suffer and be still)」というエリスが主張した女性の美徳、言い換えれば、ヴィクトリア朝

のジェンダー規範に沿った従順で、自己犠牲的で、献身的な女性の理想像を体現したもの

である。その点では、女性たるものかくあるべしという、一種のジェンダー・イデオロギ

ー的なメッセージを含有することは否定できない。たとえば、昔の恋人ジェイミーの帰還

に際して、ロビンの妻となったジェニーは次のように述べる。 

 

I will do my best a gude wife aye to be, 

For auld Robin Gray, oh! he is sae kind to me (Part 1, IX 3-4) 

 

ここでジェニーがロビンを選んだ理由は、「あの人が私にとても親切だから」と述べてい

るが、実は、シルヴィアがフィリップの求婚に承諾したのも同じ理由である―「彼は

私たちにとても親切だった」、「だから私も彼を幸せにしたい」(SL 325）。しかし、ロビン

もフィリップも、相手への親切な行為の背後に罪（窃盗や嘘）を隠している。シルヴィア

は、フィリップの親切が欺瞞に裏打ちされたものであることと、自分の人生を狂わせたこ

とが許せないゆえ、怒りと憎しみをあらわにした。しかし、ジェニーはそうしない。ロビ

ンが牛を盗み、それを隠匿した事実は、ジェニーの人生に大きな影響を与えたにもかかわ

らず、その真実がロビンの口から明かされるのは臨終の場面を待たねばならない。だが、

その時点でもジェニーとロビンの間には何の諍いも生じることなく、ロビンの病死後、ジ

ェニーはジェイミーと結婚して子供に恵まれるという〈幸福な結末〉に落ち着く。ジェニ

ーの最後のセリフである、「私は今ジェイミーの妻になって幸せ これ以上何が要るとい
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うの？」(Part 3, XII 2) は、ジェイン・エアの結婚宣言と同じく、これまでの忍従が報わ

れた女性の勝利を謳うものと言える。アンドリュー・Ｈ・ライトがオースティンのヒロイ

ン（『マンスティールド・パーク』のファニー・プライス）を評価する言葉を借りれば、

「善良なる娘は最後に勝つ」(124) という結末である。 

バーナードは、女性の自己犠牲を女性らしさの典拠として称え、女性の沈黙もまた、

女性の倫理規範を賞揚するための戦略として用いている。ジェニーが、物語の進行をコン

トロールする権限を持つなら、女性の情熱や欲求を発信することも可能なはずだが、あえ

て彼女はその手段をとらない。可能であるが実行しない（＝隠す）という手段によって、

女性の鑑たるジェニーの美徳を引き立たせる狙いがあるようだ。オースティンのプロット

がそうであるように、バーナードもまた時代が理想とする女性像を掲げた。ジュディス・

ロウダー・ニュートンが指摘するように、女性の能力 (capability) をひっそりと (quietly) 

提示することが、男性支配を覆す戦略になりえる (883)。だが、ジェニーのように、怒り

も憎しみも見せない態度は、不自然な印象を与えるのではないか。結局ジェニーのボイス

や勝利宣言は、女性の視点ではなく、男性視点による理想の女性像が発する言葉というこ

とになる。 

『シルヴィアの恋人たち』において、このジェニーの役割を担うのはヘスタである。

フィリップを秘かに愛するヘスタには、経済的な理由でフィリップの求婚に同意した シ

ルヴィアの思いを理解できず、むしろ「フィリップを幸せにすることなど簡単なことなの

に！」「フィリップの望みをかなえるその対象に自分がなれたらどんなに幸せだろう」

(297) と考えている。ヘスタは、フィリップがシルヴィアを愛していることを知るゆえに、

自発的に自身のボイスを封印してしまうが、それは、女性の自己犠牲的行為を肯定し、愛

情というオブラートで包んでしまうことになる。ヘスタは、フィリップがシルヴィアを手

に入れるために姑息な手段を講じたことを知らない。そして、シルヴィアと一緒に暮らし

ながらも、互いの情報を共有せず、また共感による交流もない。このように、女性同士の

関係が疎遠であり、愛する男性の幸せが女性の幸せであるという考えが優勢である以上、

女性は決して自己（の幸福）を優先することは出来ない。これこそ男性優位主義に都合の

いい言説であろう。ヘスタは、結婚という公の制度ではフィリップの妻になれなかったが、

シルヴィアの死後は二人の遺児ベラを引き取り、施設救貧院を設立してフィリップのイニ

シャル “P. H.” を冠した。ギャスケルが、ヘスタを「暗闇の中でのみ、その輝きで存在が

確認できるような星」(273) と位置づけるように、ヘスタは、自分を積極的にアピールす



 

126 
 

 

ることなく、誰もいなくなって（暗闇になって）、その存在が感じられる人物である。彼

女のボイスは常にヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉らしく、男性が理想とする姿を描き出

すために発せられる。その意味ではヘスタは美徳の鑑としての賞賛を得ても、ヒロインの

沈黙というコンベンションから外へ出ることはない。逆に、失敗に終わったとはいえ、男

性支配を脱しようと反逆を試みたシルヴィアの方が、実験的キャラクターとしての価値が

あるのではあるまいか。 

しかしながら、テニソンの『イノック・アーデン』の登場によって、ギャスケルが試

みた女性による女性の物語は、再び男性視点の英雄譚に戻ってしまう。テニソンの物語プ

ロットは、『シルヴィアの恋人たち』以前の「マンチェスターの結婚」に類似し、イノッ

クの人物造形は、「マンチェスターの結婚」の、船乗りフランクと『シルヴィアの恋人た

ち』のフィリップを混合したものである。テニソンにとって、イノックはロマンス・プロ

ットのヒーローではなく、ギリシア神話の英雄オデュッセウスのように、外界へ出て冒険

を経験する男性的な
、、、、

ヒーローである。それゆえ、イノックの人生を支配するのは偶然や自

然災害であり、他者の自己都合や、フィリップが夢中になったサー・ガイの寓話のような

伝説でもない (Shaw 51)。また、フィリップとシルヴィアは共に、過去のある一時点の出

来事にとらわれ、その先も過去のイメージから連想される虚像に突き動かされていった。

過去の失敗による学習や、その後の軌道修正を受け入れない点は、もはや偶然や運命の力

ではなく、個々人の判断の間違いが招くものであろう。 

オリジナルの「オウルド・ロビン・グレイ」では、「登場人物がみな悲しい結末になる

が、もともと悪意や罠にかけるような振る舞いが原因ではなく、相手にとってよかれと思

った判断が裏目に出ただけである」とスコットが述べるように、6 罠を仕掛けるプロット

を導入したのは、ギャスケルとバーナードである。テニソンの詩の場合、かつての恋人ア

ニーが沈黙し、イノックの自己犠牲が一方的に強調されている。そのため、イノックのヒ

ロイズムを称揚する構図は非常にシンプルである。一方、ギャスケルは、フィリップの不

誠実とシルヴィアの怒りとを並列させて、その因果関係を明らかにしているものの、後に

シルヴィアが沈黙してしまうために、フィリップの発言のみが事実として残ってしまう。

フィリップの不誠実な行為が明らかになる分、シルヴィアの置かれた状況はより苦しい印

象を与え、男女関係における両性の不平等な状況がよりリアルに描かれることになる。 

ヒロインの扱い方についても、当然のことながらギャスケルとテニソンは異なる。ギ

ャスケルは、敢えてシルヴィアの母性を目覚めさせて自己抑制へのソースにした。「母
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性」によってシルヴィアの女性としての一面－昔の恋人キンレイドを選ぶかもしれな

い情熱と欲望－を滅却するためである。一方テニソンのヒロイン、アニーの母性は、

過去の愛（最初の夫イノック）から新しい愛（再婚相手フィリップ）にシフトする原動力

として作用する。最初の結婚以来、アニーについては妻や母という役割以外の部分は語ら

れない。子供が生まれた時のアニーの様子は以下のように、あくまでも母として描かれて

いることに注意したい。 

 

Then her new child was as herself renew’d, 

Then the new mother came about her heart, 

Then her good Philip [the second husband] was her all-in-all (ll. 519-21) 

 

この引用部分から先には、アニーは物語に登場せず、イノックの意識の中の客体にとどま

る。臨終の床で、イノックがアニーへの思いを語っても、そこには、アニーという血肉を

持った女性は存在しない。決定的なのは、自分が死んだら子供たちには知らせて、死に顔

を見せてもいいが、アニーは決して来させるなというイノックの遺言である (884-86)。メ

ロドラマ的に解釈すれば、アニーの人生に苦しみを背負わせたくないというイノックの気

づかいであろうが、この提案には、彼の物語にアニーの入る余地はないと宣言するのも同

然である。ギャスケルの「マンチェスターの結婚」での結末で、アリスが沈黙させられた

ように、テニソンの英雄譚でも、母は父が語る物語の客体にしかなれず、父の意向次第で

物語プロットから排除され、父子関係だけが強化されていくのである。 

それゆえ女性のボイスに注目するなら、それこそバーナードとギャスケルが扱う領域

である。バーナードを文学上の母として、ギャスケルは、同じ三角関係のモチーフを使っ

て、おとぎ話的美徳を持つヒロインを、悲劇的状況に困窮する女性に置き換えた。テニソ

ンは、あたかもベラの「最初の言葉」を受け取った父フィリップのように、ギャスケルの

小説からインスピレーションを得て、伝統的な英雄譚を作り上げた。ギャスケルがテニソ

ンの作品 (In Memoriam) からの引用をエピグラフに掲げたのは偶然のことであったかも

しれないが、女性の運命と作家の創造的作品の行く末を暗示する前兆として、非常に興味

深い措置である。女性たちは言葉を奪われて、女性の物語は男性の歴史物語の背後に埋も

れていることを示すように、『シルヴィアの恋人たち』のエピグラフには、次のような一

節が掲げられている。 
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Oh for thy voice to soothe and bless! 

What hope of answer, or redress? 

Behind the veil! Behind the veil!—Tennyson 

 

この詩は、テニソンが友人の死を悼んで書いたものであり、作者の伝記的事実のとお

りに解釈するなら、「ベールの背後に (Behind the veil)」は、辞書的意味に従って「あの

世」を意味するものだと考えてよいだろう。しかしながら、『シルヴィアの恋人たち』の

文脈で考えるなら、「ベール」は、真実や本音を隠すもののメタファーであると解釈でき

るのではないか。それは、この世に生きながら、死者と同じく沈黙を守る女性たちの声で

あろう。 

もし女性が男性の行為の客体であるなら、女性の沈黙はその男性の姿なり行為なりを

投影すると言える。シルヴィアのボイスを覆うものが因習であれ、彼女自身の頑固さであ

れ、そのベールを剥奪すれば、シルヴィアの本音を暴露すると同時に、彼女を沈黙へと追

いやった男性の仕業をも暴露すると考えられる。しかしシルヴィアは、自分の人生を語る

言葉を持たず、周囲の男性たち（父、過去の恋人、夫、後見人など）が誂えた物語の枠組

を辿るだけである。それは、最後の場面で、シルヴィアの人生が、断片化された他者の記

憶の中で語られるだけという事実によって裏付けられている。ギャスケルは草稿段階から、

この作品を連載形式のような「細切れにはしたくない」(Letters 675) と願い、この作品が

最初から単行本として刊行されたことで、それはかなった。しかし皮肉にも、ヒロインの

人生は細切れ
、、、

の情報の中で語られる運命を免れなかったのである。 

この作品の悲劇性は、言葉にならない主張が聞き手を持たないまま、そして真実が明

かされないままに過去の闇へと葬られることにある。嘘が嘘を呼び、真実が覆い隠される

と、嘘は真実に、そして真実は嘘に転じることもある。シルヴィアのボイスを無視して、

彼女の姿をフィリップの視点から描けば、シルヴィアの姿は虚像でしかない。残るのはフ

ィリップの行為の記録のみ、シルヴィアの思いを伝えるものは何も残らない。これが本作

品の悲劇的効果をより高める要因であると言える。 

 

 

 

 



 

129 
 

 

第第第第 6章章章章 

ゴシックにおける女性のゴシックにおける女性のゴシックにおける女性のゴシックにおける女性の二重空間二重空間二重空間二重空間－「灰色の女」「灰色の女」「灰色の女」「灰色の女」 

 

1. ギャスケルと「女性のゴシック」 

アン・ラドクリフが 1794 年に出版した『ユドルフォ城の怪奇』が先駆けとなり、文学

の世界でゴシックが大流行した。熱狂的なブームは一過性のものであれ、その後も文学作

品の中にゴシックの装置や設定を取り込む傾向は廃れず、21 世紀の現在にも踏襲されて

いる。中でも、エレン・モアズが「18 世紀以降の女性作家が用いた特定の文学スタイ

ル」を「女性のゴシック (female gothic)」と呼んだように、ゴシックは女性作家が好んで

用いた空間・装置である。というのも『ユドルフォ城の怪奇』というタイトルが示すよう

に、その舞台となるのは「城」すなわち家や建物の内部であり、「どんなに荒れ果てたも

のであれ、その城の内部は全くもって女性のための空間」(Moers 216) だからである。そ

こに現実から遊離した「異空間 (another world)」を設定すれば、「リアリズム小説の女性

たちに課せられる制限」を取り払うことが可能であり (Schor 165)、女性は「嗜みを損な

うことなく、日常から離れてときめくような旅」ができる (Moers 216)。 

とはいえ「女性のゴシック」は、〈加害者たる男性〉対〈被害者たる女性〉という図式

の中で展開され、女性は男性による暴力に耐え忍ばねばならない。その苦しみが大きけれ

ば、それに比例して女性の美徳が賛美され、最終的に女性の救出と男性の敗北という立場

の逆転によって物語は終わる。これを犠牲者たる女性の視点から語るのが〈犠牲者の語

り〉(victim narrative) である。男性優位社会に生き、自己抑制を強いられる女性たちにと

って、このようなパラダイム・シフトを可能にする空間がストレスのはけ口として機能し

ていたことは想像に難くない。 

しかしオースティンは、ゴシックへの過度の傾倒がもたらす弊害に目を向けた。彼女

の処女作である『ノーサンガー僧院』(1818)1 では、ゴシック小説に夢中になるあまり、

現実と虚構の区別がつかなくなるヒロインの失敗が描かれている。オースティンの教育的

見地からすれば、ゴシックの世界は、未熟なティーンエイジャーの通過儀礼の一種で、成

長の暁には切り捨てるべき対象であろう。 

ところが、皮肉なことに、オースティンの語りは、ゴシックの世界を完全切り捨てる

には至っていない。物語の冒頭では、およそ「ヒロイン」（「英雄」という意味での「ヒー

ロー」の女性版）になれそうもない生い立ちのキャサリン・モーランドが (NA 1)、結末



 

130 
 

 

では「とてもすばらしい冒険」を手に入れたと語り手の賞賛を受けている (204)。つまり、

キャサリンは、ゴシック体験のおかげで冒険物語のヒロインに昇格
、、
できたということにな

る。ロイド・Ｗ・ブラウンも指摘するように、この矛盾が引き起こす笑いによって、『ノ

ーサンガー僧院』は、「喜劇的結末」に落ち着き (1582-83)、恐怖に満ちたゴシック小説と

は一線を画している。だが、肝心のオースティンの語りは、ゴシックの過熱ぶりを揶揄す

るものの、その魅力や旨みを否定していない。むしろこの作品は、「女性のゴシック」を

形成するメタフィクション的側面を持ち、ゴシックの価値を認めているのも同然であると

言ってよい。 

このように、虚構と現実との折り合いをつけながら、二つの空間をうまく往来するこ

とがゴシック遊びの妙味というものであろう。たとえば『ルース』において、ミセス・ブ

ラッドショーが、暴君的な夫の前で従順な妻を演じるために必要なことは、「単調な生活

のプレッシャーから解放」される手段として、「ミネルヴァ社出版の作品に倣って空想し、

欲求不満のはけ口とする」ことである (RU 141)。2 フィクションに倣い、空想の中で何

かを転覆させたり、破壊したりしたところで、現実の行動に移さない限り安全である。ミ

セス・ブラッドショーが居間に座ってあれこれ考えていること、つまり専制君主的な夫へ

の怒りや不満は、彼女が直接手を下してリベンジを行うのではなく、彼女の負のエネルギ

ーは、夫が現実のビジネスの世界で代行して発散してくれる (Bonaparte 217)。それゆえ、

夫人は空想と現実の二つの世界を往来しつつ、ストレスの発散を行い、夫の前では〈家庭

の天使〉よろしく、おとなしく振る舞うことができるのである。 

ところが、娘のジェマイマは、母のように二つの空間を自由に操ることができず、心

の中にある「恐ろしいデーモン (terrible demon)」と「よき天使 (better angel)」の板ばさみ

で苦しんでいる (RU 245)。ジェマイマの怒りや衝動はグロテスクなモンスターのイメー

ジで表象され、そのモンスターを退治してやっと、彼女は〈恋愛と結婚〉プロットに参入

することができる。これをゴシックの視点で読みなおすと、ジェマイマのように、「デー

モン」が払拭もしくは抑制され、〈天使〉の側面のみが残った人物は、成長した後のキャ

ラクターの振幅が狭くなってしまうという弱点がある。逆に、ミセス・ブラッドショーは

成長しないが、外見の従順さ（天使の仮面）と内面の激しさ（デーモン）の二重性を保持

するために、謎の部分を残す複雑なキャラクターとなるわけである。 

また、ギャスケルは、『シャーロット・ブロンテの生涯』においても、ゴシックの要素

を用いて面白い試みをしている。ギャスケルは、作品の中で、ブロンテ家という異空間を
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設定し、父と息子による利己主義的な行為と、〈家庭の天使〉たる三姉妹の自己犠牲的な

態度を対比的に描いている。3 三姉妹は各々の才能を犠牲にし、その代償行為として兄／

弟のブランウェルに全ての優先権を与えるのだが、姉妹の過度の期待は彼を自己崩壊へと

追い詰めてしまう。ジェフリー・メルマンが、「他人を崩壊させるほどの、過度の感情の

高ぶり」を｢絶望の楽園 (desperate paradise)｣と呼ぶように (Mehlman 25 qtd. in Lydon 89)、

他者への献身も度を越せば、逆に相手を拘束し破滅に導くことにもなる。この原因は、三

姉妹のデーモンにあると言えるだろう。娘たちのデーモンは、父と息子の専横的な行為に

転位し、彼女たちの負のエネルギーを代償するかのような横暴ぶりを発揮するが、デーモ

ンの一部は彼女らの中にとどまり、犠牲的行為の中で発動している。姉妹たちに悪意はな

くとも、その独善的な行為は他者の命を奪うほどエスカレートし、手加減を知らない〈家

庭の天使〉の行為は、時として残酷ですらある。 

リアリズム小説ならば、ヒロインの物語においてデーモンを追い払う、これが前述の

ジェマイマのケースである。ところがゴシック空間では、女性が自分の内なる激しい感情

や欲求の表象としてデーモンを利用し、女性自らも暴力的な行為を行うことがある。そう

すると、ゴシックの要素をリアリズム小説や伝記の中に取り込むことで、女性は善悪の二

分法－あるいは天使／悪魔の二極化－で分類されることを拒否できる。ヴィクトリ

ア朝の社会慣習に対する抵抗も、ゴシックという異空間であるなら許容の範囲である。こ

の措置によって、女性は、〈家庭の天使〉でなければならないという強制から解放され、

複数の顔（マスク）を持つことができる。『シャーロット・ブロンテの生涯』の娘たちが、

救済
、、

の天使から迫害
、、

の天使に転じて、〈天使＝善〉という概念を崩壊させるように、ギャ

スケルにとってゴシックは、固定観念の崩壊をより自由に実践する場でもあったと言えよ

う。 

すると、ギャスケルのゴシックは、前述の〈犠牲者の語り〉の枠内に収まりきらない

ことがわかる。女性たちは、男性の暴力の犠牲者であるが、同時に自ら暴力（相手を精神

的に追い詰める精神的な暴力も含めて）をふるう加害者でもある。そこでもう一つの枠組

として、ヒロインが戦略的に天使を演じる
、、、、、、

〈ゴシック・フェミニズム〉(gothic feminism) 

による解釈が可能ではあるまいか。ゴシック・フェミニズムは、女性がイデオロギー的な

女性らしさを装い、既存の秩序やイデオロギーの転覆を画策するという考えである。ダイ

アン・ロング・ヘーヴェラーは、耐える女性を天使のごとく神格化せず、女性が見せる天

使の仮面の背後に隠された、新たな物語やイデオロギーを構築する戦略に注目している 
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(4)。ヘーヴェラーが例証するゴシック・フェミニストのヒロインは、ジェイン・エアで

あるが、犠牲者と加害者の二面性を持つ女性という点から見ると、ジェインは、彼女のデ

ーモンを肩代わりするバーサ・メイスンとその役割を二分している。しかもその分担が入

れ替わることはない。一人称で語られる『ジェイン・エア』は一貫して〈犠牲者〉の視点

であり、〈加害者〉の役を担うバーサの視点が語りから脱落している限り、犠牲者ジェイ

ンの勝利である。 

 そこで新たに注目したいのが、ギャスケルの後期の中篇「灰色の女」(1861) のヒロイ

ン、アンナ・シェーラーである。ギャスケルが時と場合によって、ヒロインの手を汚すこ

とも辞さないスタンスを持つことは、他の章でも述べてきたとおりであるが、ゴシック作

品に関しても同様である。逆にゴシック空間においては、極限状態に置かれた女性が、

「社会通念上認められた仮面の下に潜む、悪魔的で破壊行為を好む性質」を白日のもとに

さらすことも許容されるため (Foster, “Violence” 22)、いかにたおやかな女性でも、暴力と

いう手段に訴え、潜在的な残虐性をも発動させることが可能となる。 

ギャスケルの初期の短篇「クロプトン・ホール」(1840) には、死後早々に埋葬された

シャーロット・クロプトンが、棺の中で意識を取り戻し、生き延びるために肩の肉を食い

ちぎるという場面があるが、「灰色の女」にも類似の場面がある。夫の部屋で死体を発見

したアンナが、恐怖心から失神しないように「容赦なく（手の）肉を歯で噛みちぎった」

(GW 147) 場面である。この二人の行為は、「自己保存の本能 (some instinct of self-

preservation)」(151) から発動したカニバリズム (cannibalism) 的行動であり、「文明社会に

野蛮さを持ち込む」(Foster, “Violence” 17) 行為の表象でもある。さらに興味深いことに、

シャーロットはその後息絶えたが、アンナは夫の手が自分に及ばないように城（夫の家）

逃げ出すという、ギャスケルの時代ならばスキャンダルとなるような行動を起こしている。

『ジェイン・エア』において、「ヒロインの逃亡がヴィクトリア朝の人々に家庭崩壊の危

機感を植えつけた」(Gilbert and Gubar 338) のであれば、アンナの行為も糾弾されてしか

るべきものであろう。しかしゴシック空間であればその縛りは緩む。そこでの崩壊や転覆、

逆転がどこまで可能となるか、ギャスケルの作品はその限界への挑戦でもあるだろう。 

そこで、以下に「灰色の女」を取り上げ、犠牲者と加害者の二つの顔を持ち、二つの

空間を往復するゴシック・ヒロイン、アンナが開拓する物語について検証していく。 

 

2.「灰色の女」における〈犠牲者〉の擬装と女性のデーモン 
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 「灰色の女」は二つの物語が入れ子細工になっており、大半を占めるのはアンナが娘ア

ーシュラに宛てた手紙である。この手紙は、母が娘の婚約に反対する理由を述べる意図で

書いたものだが、その内容はアンナの若き頃の恐怖体験の記述、彼女の半生の記録、そし

て「女性のゴシック」のメタフィクションでもある。特に注目したいのは女性が自分の言

葉で自分について書く
、、
（文字で残す）点で、これはギャスケルのヒロインとしても稀有な

ケースであり、女性の言葉／エクリチュールを考察する恰好の材料となる。しかし、ジュ

リエット・ミッチェルのように、アンナのような「ブルジョアの資本主義のもとで作られ

た、いわゆる社会の産物としての主体」が発信する「女性の文体 (female writing)」や「女

性のボイス (a woman’s voice)」など認められない (389) と断言する批評家もいる。ミッ

チェルの論を適用するなら、アンナは「男性の言葉を用いたヒステリックなボイス」で

「いかにも女性的な経験」(389) を語るので、書かれたものは男性のエクリチュールの二

番煎じでしかない。 

それでもアンナの語りには、女性の語り／エクリチュールの面で注目すべき点がいく

つかあることは否定できない。ここで語られる物語の内容に関しては、アンナ自身が取捨

選択し、演出も彼女の手腕にかかっている。しかも往時を知る人が存命でないため、アン

ナの半生記の内容の真偽を検証することも不可能であり、アンナの言葉だけが情報発信す

る力を持っている。その場には、彼女に危害を加えた男性（最初の夫のムシュー・ド・

ラ・トゥレル）や、彼女を保護した二度目の夫フォス医師が口をはさむ機会はない。アン

ナが語る物語は、たとえ男性のエクリチュールの真似ごとであっても、アンナが支配する

もの、つまり、女性による女性の人生の演出であるなら、アンナの言葉は決して無力とは

言えない。論点は、アンナは自分の人生をどのように演出するのかである。 

まず、「灰色の女」を〈犠牲者の語り〉で読み解くなら、男性による女性の人生の破

壊の物語である。アンナが犠牲者としての立場を強調するために用いるのが、文化的産物

としての〈女性らしさ〉の強要、他者への服従、擬装の三点で、それによって、彼女は表

面上受け身の姿勢に徹する。彼女のゴシック体験は、フランス人のド・ラ・トゥレルとの

結婚により、故郷のドイツから彼の城へと移った時点に始まるのだが、彼女にしてみれば、

その結婚自体が騙し打ちであった。「若くて世間知らず」(GW 141) の娘が、狡猾な男性

の言葉と父権制の罠にかかり、求婚を断れば「薄情なコケット (a heartless coquette)」

(137) とみなされてしまう。その時の状況についてアンナは、「私は夢見心地の中で、絶

望にも似た魔法にかけられた」(137) と表現し、自分の意思や選択の余地がなかったと述
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べている。つまりアンナの物語は、ゴシックの舞台である城に入る前から、すでに男性支

配の犠牲者であったと主張することから始まっているのである。 

さて、アンナの新しい生活の場であるド・ラ・トゥレルの城は、部分的に増改築がほ

どこされて、新旧のものがいびつなバランスで混在する建物である。その城の主である

ド・ラ・トゥレルは、一見「少女のようにたおやか」(GW 135) に見えるが、その「ひ弱

そうな外見と振る舞いの下に、有無を言わせぬ意思の強固さ」(138) が潜む。対照的に侍

女のアマントゥは男性的な体格であるが、アンナに対しては慈悲深く母性的な態度で接す

る。アマントゥは、ギャスケルの定番とも言うべき理想的な「癒し」の姿を提示する代理

母的な人物である (Kranzler, “Gothic Themes” 58) が、実際、彼女の「共感 (sympathy)」が

「言葉にできないほどの恐怖」を経験したアンナにとって唯一の慰めとなった (GW 152)。

しかしアマントゥには、「（アンナ以外の）他人に対しては如才なく振る舞い」(142)、階

級や性別による役割分担の境界を横断することも厭わないほどの強さと狡猾さを見せると

いうもう一つの顔があった。このように、アンナを取り巻く人や物、そして環境がそれぞ

れ二重性を帯び、アイデンティティの固定化を拒否しており、これではアンナの判断が狂

ってもおかしくないと思われる要素が、次々と繰り出されていくのである。 

さらに、アンナが嫁いだ時期のフランスに目を向けると、当時のフランスは、革命と

いうパラダイム・シフトの只中にあり、政治形態から身分制度、社会システム、人々の意

識などあらゆるものが混乱し、転覆や逆転が日常化した場であった。ド・ラ・トゥレルの

人物描写および行動が象徴するように、フランス貴族は一般人の金と命を搾取する強盗殺

人鬼と相似関係に置かれ、ドイツの中産階級出身のアンナは、フランス貴族の目から見て

の仮想敵である。アンナの逃亡とドイツ帰国、さらに夫が処刑されアンナが生き長らえる

のは、革命によりブルジョワと貴族の立場が逆転したことを象徴しているとも考えられる。 

その中で、アンナはドイツの中産階級のレディーの規範を守り、転覆や逆転の行為を

直接行うデーモンはアンナの分身－城の中ではド・ラ・トゥレル、逃亡中はアマント

ゥ－が肩代わりして (Bonaparte 217) 暴れ回る。前述のように、アンナが死体を見た時

の恐怖から正気を保つために、自分の手の肉をかみ切るという行為もある。これもアンナ

のデーモンが極限状態に置かれた時に発揮した力である。しかもアンナのデーモンは、暴

力や残虐な行為を他者に向けるのではなく、彼女自身の身体を傷つけて、醜い傷跡を残す

という自虐的な方法に訴えている。先ほどの手の肉をかみ切った時の傷跡は、一生彼女の

身体に残った。さらに逃亡時には、アンナは金髪と白い肌をくるみ色に染め、歯を黒く塗
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り、前歯を一本折ったのである。特に、前歯を折る行為は武器を手放すことを意味し、以

後のアンナは、まるで飼いならされた動物であるかのように、アマントゥが立てた逃亡計

画に粛々と従う弱い存在
、、、、

と化している。一方、アマントゥは、服装、言葉遣い、振る舞い

によって、男性のふり
、、

をするのみで、自身の身体に全く傷を残さない形の擬装と比較する

と、アンナの擬装は心身ともに痛みを伴うものである。 

そんなアンナとアマントゥは、世を忍ぶ仮の姿と称して夫婦を演じるわけだが、厳格

な夫と従順な妻というロール・プレイングにおいて、二人の主従関係は見せかけだけでな

く、現実の生活面でも逆転している点は興味深い。本来ならこの二人は、主人であるアン

ナが召使であるアマントゥに給料を支払うべき関係にある。だが、アマントゥは、擬装だ

けでなく、実際に旅の仕立屋に扮して生活費を稼ぎ、アンナを扶養しているのである。そ

のことがより二人の関係を密接にし、二人は階級差も性差も超越した互いへの共感によっ

て結ばれていくのだが、共感による女性同士の絆という点ならば、ギャスケルのリアリズ

ム小説の世界でもお馴染みのパターンである、女性の連帯や擬似的な母娘関係である。と

ころが、ゴシックならではの注目点は、いわば〈夫婦ごっこ〉のようなロール・プレイン

グ・ゲームにおいて、アマントゥは、女性が男性に扮し、管理能力が発揮できれば、十分

に経済的自立が果たせることを証明したことである。 

一方、女性的な外見のド・ラ・トゥレルは、「妻に裏切られて捨てられた夫」(GW 162) 

を演じ、二人が駆け落ちしたという触れ込みでアンナとアマントゥを追うが、嘘から出た

真のごとく、実は、彼の夫／家長としての立場や権威は完全に失墜していることは、アマ

ントゥの活躍で証明済みである。「アマントゥ」という名前が、フランス語で「恋人」を

意味するのも偶然ではないだろう。女性同士の間柄ゆえ、アンナとアマントゥは、本質的

にセクシュアリティとは無縁な友人、もしくは姉妹／母娘のような関係なのだが、外見的

には駆け落ちした恋人同士を連想させるに十分の姿である。また、逃亡計画がアマントゥ

主導であることから、「アマントゥ＝恋人」が妻を連れ去ったというド・ラ・トゥレルの

筋書きは、あながち的外れなものとも言えない。 

ここで、アンナのロマンス面について詳細に見ていくと、実に興味深いことがわかる。

アンナには男性恐怖症的な側面があり、アマントゥとの夫婦ごっこも、アンナにとって男

性支配を回避した結婚生活を得る絶好の機会と言えるだろう。アンナは、ド・ラ・トゥレ

ルと出会う以前、父の徒弟であったカールから求愛されていたのだが、彼の振る舞いに怖

気づいてその申し出を拒絶した。「カールは言葉使いが荒く、すぐに頭に血が上るタイプ
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だから－もちろん私に対してではなく、他の人たちに対してだが－私はいつも彼の

前では萎縮していた。そしてそんな私の振る舞いが彼を傷つけているのではないかとも恐

れていた」(GW 133) とアンナは述べている。つまりアンナは、カールに代表される「男

性的なセックス・アピールに怖気づき」(Lewis xviii)、軟弱そうな（男性的でない）外見

を持つド・ラ・トゥレルを選んだと言える。 

そうすると、アマントゥが最終的にフォス医師にアンナのことを託した理由も類推で

きる。フォス医師は結婚後アンナに「愛」と「服従」を求める (GW 170) が、同時に彼

はアマントゥに代わって、アンナの母親の代理を引き受ける男性である。これは、ディヴ

ァーやハーシュが指摘するように、「母親の不在」を「未来の夫」で補完する (Dever 29, 

Hirsch 58) という、リアリズム小説におけるヒロインの配偶者選択のパターンの一つでも

ある。4 

つまりギャスケルは、ゴシック小説においてもリアリズム小説と同じく、社会構造や

システムを根本から覆す意図はないということであろう。アマントゥの男装もド・ラ・ト

ゥレルの悪行も、革命ブームに乗せられて国中が狂気と化したフランスを表象する手段で

ある。ギャスケルは、混沌の中にあるフランスを肯定することはなく、また、アンナの冒

険（ゴシック体験）を永続的な状況とはとらえていない。それゆえアンナのドイツ到着と

共に、アンナのデーモンであるアマントゥは暗殺され、手を下したド・ラ・トゥレルと部

下も逮捕され処刑されている。混沌を象徴する他者はドイツに場を持つことはできない。

だから支配しない保護者フォス医師が必要となるわけである。 

つまるところ、アンナのゴシック体験は、日常生活の一部ではなくカーニバル的な出

来事である。カーニバルでは、人々が「マスクやドミノ」(ADNW 307) で仮装して浮かれ

騒ぐが、カーニバルはそのすぐ後にレントという禁欲期間を控えたイベントである。一時

的な解放期間だからこそ、仮装も羽目を外したお祭り騒ぎも許されるのであって、永遠に

続くことはない。そのため、アンナのドイツ帰郷はゴシック体験というカーニバルの終わ

りでもある。 

ところが、Ｓ・フォスターも指摘するように、「灰色の女」はアンナの帰郷と再婚でめ

でたしという「妥協的な結末」で終わることはない (“Violence” 23)。それで終わりならば、

アンナが受けた暴力の恐怖がもたらす影響力から話をそらすことになってしまう。アンナ

が、「私は初めて変装して以来ずっとその格好でいた。髪や顔を最初に醜く変えて以来、

ずっとそれを繰り返してきた」(GW 167) と述べるように、彼女の恐怖体験はトラウマと
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して残り、それゆえ彼女は生涯にわたって擬装を続けたのかもしれない。では、アンナの

擬装にはどんな意味があるのだろうか。一つには、アンナにはかつてその外見の美がもと

でド・ラ・トゥレルの罠に落ちたという苦い経験があることから、今度はその美を捨てて

彼との関わりを断ち切ろうとしたという解釈が可能である。だがそうなると、彼女の擬装

が日常化していることから、アンナにとってカーニバルがまだ終わってはいないというこ

とになる。アンナには、アイデンティティを隠すことが日常生活の一部となっている。彼

女が他者から「灰色の女」と呼ばれる理由はその髪の色ゆえであるが、逆に、その灰色の

髪を除けば、彼女は「灰色の女」ではなくなる。すると、過去の恐怖体験はアンナのアイ

デンティティを支える要素である以上、どんなに怖いものであれ、その恐怖体験の記憶を

失えば、拠り所を失うことになる。だから、どうあっても失いたくない記憶となっている

のではないか。そしてまた、灰色は字通り、アンナがグレイ・ゾーン（二つの空間の往

来）を生きていることを示唆するものである。他者には二重性の永続を認めないほどの厳

しさを示しながら、アンナは、自身の二重性を確保し維持している。もちろんこれは、物

語を支配するのがアンナであるから可能なことである。 

しかしながら、平和な空間であるドイツにおいても、アンナがゴシック体験にこだわ

る理由は何であろう。またあえて彼女がゴシックに終止符を打つことができない理由は何

であろう。今度はその点を、アンナとアーシュラの母娘関係から読み解いていく。 

 

3. 母の言葉と娘の沈黙 

アンナの語りにおいては、アンナと実の娘アーシュラとの母娘関係よりも、アンナと

代理母アマントゥとの母娘関係の方がより親密に描かれている。アンナとアマントゥが展

開する物語は、これもギャスケル作品に常套的なパターンであるが、窮地に陥った娘を母

が助けるという図式に則るものである。逃亡中のアンナは、アマントゥの庇護のもとで娘

（被保護者）の立場を崩さず、アマントゥはアンナに対して自己犠牲を厭わない母性的な

母の役割を担っている。ところがドイツに到着するや、アンナの保護者はアマントゥから、

未来の夫であるフォス医師に交替し、以後は彼がアンナの夫であり、母
、
の代理となる。旅

の終わりは、アンナが再び〈家〉（＝故郷、実家、男性の権力の傘下）に戻ることを意味

するが、ゴシック・ヒロインとしてのアンナは、〈沈黙〉と〈文字による発言〉の二つの

空間を往来することが可能である。表向きは沈黙する犠牲者であるが、アンナは、文字と

いう武器を用いて、自分の半生を記録する力を持ち合わせていると言える。クランツラー



 

138 
 

 

が指摘するように、アンナの「言葉」は「有無を言わせぬ力」を持ち (Gothic Tales xxvii)、

娘の人生に大きな影響力を及ぼしている。アンナは、アマントゥとの関係においては従順

な娘であったが、娘アーシュラに対しては、一転して支配的な態度で臨んでいる。この違

いは何を意味するのか。 

そこでまず、外枠の物語に目を向けてみよう。冒頭でカフェの主人が、この作品のテ

ーマである、「父親の因果が子に報う (The sins of fathers are visited on their children)」(GW 

131) を掲げて、旅行者一行と読者にアンナの手紙を紹介する。その手紙の中で、アンナ

は、男性の暴力に耐えてきた半生を犠牲者の視点で語りながら、最後にやっと謎解きの答

えを出すのである。以下はその部分である。 

   

For this reason, my child. The lover, whom you have only known as M. Lebrun, a French artist, 

told me but yesterday his real name, dropped because the blood-thirsty republicans might 

consider it as too aristocratic. It is Maurice de Poissy. (170) 

 

この引用の最後に明かされることになる「モーリス・ド・ポワシー」という名前によって、

娘の婚約者というのは、その昔アンナが夫の部屋で見てしまった死体の主「ポワシー氏 

(the Sieur de Poissy)」の遺児であることがわかる。そして、冒頭に言及されたテーマ、「父

親の因果が子に報う」のもとに、アンナの恐怖（過去）とアーシュラの悲しみ（現在と未

来）が結びつくのである。この瞬間から、アーシュラには、恋人の父を殺した仇の娘とい

う新しいアイデンティティが付加され、以後、彼女は見えざる父の影に支配されることに

なる。カフェの主人の話から、アーシュラが生涯独身を通したという事実がすでに明らか

なので、ド・ラ・トゥレルは、妻と娘の二代にわたる女性の人生を破壊したことになるわ

けである。 

しかし、ルイスも指摘するように、「父親の罪のせいで、モーリス・ド・ポワシーと娘

の結婚を断念させるというアンナの理屈は、説得力に乏しい」(ADNW xix) と言わねばな

らない。罪に対しては赦しで対応するのが、ギャスケルの常套手段である。他のゴシック

作品を見ても、初期の短篇「モートン・ホール」(1853) では、憎み合う二つの家系が数

世代後に和解するという結末へ導き、『暗い夜の仕事』では、亡き父の罪を隠蔽するため、

長期にわたって沈黙を強いられたヒロインが、過去の出来事を主体的に語ることで、自己



 

139 
 

 

解放を得るプロットが提示された。それならば、「灰色の女」においても、アーシュラと

モーリスの結婚によって、親の世代に発生した罪に対して、「贖いの手段、癒しや再生の

シンボル」(Lewis, ADNW xix) となるかもしれない。だがアンナが選んだ手段は、母の言
、、、

葉
、
によって、父の罪業を過去から呼び出し、娘に呪詛をかけるのに等しい行為と言えよう。

なぜアンナはこのような手段をとったのだろうか。 

この手紙が書かれた時点で、ド・ラ・トゥレル、アマントゥ、フォス医師はすでにこ

の世の人ではないから、アンナ以外にその事件を知る人はいない。証拠といえば、アンナ

のやつれた姿と今も続く擬装、そしてアンナの手に残る傷跡（昔、彼女が噛み切った痕）

である。さらに、アンナはアーシュラに対して、この手紙の内容に関しては以後「お互い

の間で一切言及しないという条件」(GW 132) を突きつけた上で、疑うならこの手紙を持

って司祭のもとへ行けと言う。しかし、司祭はフランスでの事件を直接知る立場にはいな

いから、彼には手紙の内容の真偽を証明することはできない。つまり、アンナの一方的な

情報発信により、その言葉の管理下に置かれたド・ラ・トゥレルの罪業が、アーシュラの

人生を決定づけたわけである。その点から考えると、アーシュラの悲劇を生み出したのは、

父の仕業よりも、母の言葉の力であろう。 

アンナが用いるレトリックは、ド・ラ・トゥレルのそれと同じく、沈黙か死の二択で

ある。ド・ラ・トゥレルは、先妻ヴィクトリンの死について、「何も問うな、何も言う

な」(GW 149) という警告されたにもかかわらず、それを破って余計な詮索をしたために

口を封じられたと述べている。アンナも同じ論法で、手紙の内容について「（自分に）質

問されたら、死んでしまう」(132) と述べている。当然この言葉は、母の命を担保にした

娘への圧力として作用するだろう。もしアンナの言葉が夫の言葉の模倣であるなら、アー

シュラの悲劇は、父から受け継いだ負の遺産であり、「父の因果が子に報う」というサイ

クルの中で生まれたものである。しかし、アンナの手紙で語られる出来事は、あくまでも

アンナの言葉で、そしてアンナの演出によって提示されたものである。すると、彼女が語

る物語というのは、彼女の外見と同じく、擬装の可能性もあるのではないか。換言すると、

父の罪はアンナの言葉によって創出されたものであるとも考えられる。 

とはいえ、なぜアンナは、今では誰も知る人のない過去の出来事を掘り起してまで、

娘の人生に介入しようとするのか。そこには、単に娘の結婚を反対するだけでなく、別の

理由や事情があるのではないか。そこでもう一度、アーシュラの婚約者の出自に言及した

部分に戻ろう。彼は、「アンリ・ルブラン」（偽名）と「モーリス・ド・ポワシー」（本
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名）の二つのアイデンティティを持つフランスの貴族出身の男性である。実は、これだけ

の情報開示でも、彼がド・ラ・トゥレルと似たプロフィールを持つことがわかるだろう。

また、別人とはいえ、ド・ラ・トゥレルの部下に「アンリ」という名の男がいたことをア

ンナは知っており (GW 149)、その名を聞けば、アンナは、否応なしに夫と彼の所業を思

い起こすことになる。現在のルブランは、共和党員に追われる身ゆえ、護身のために擬装

しているのだが、この事情は、アンナとアマントゥが経験した逃亡生活と相似関係にある。

おまけに、アーシュラが、肖像画に描かれた若きアンナにそっくりだということから、娘

も「母親と同じ過ちを繰り返す可能性」(Lewis, ADNW xix) が十分に予測できる。つまり

アンナの手紙から繰り出される物語は、母が自ら体験した結婚のプロセスに潜む罠と危険

を伝えて、アーシュラとルブランの将来の生活がどのようなものかを予期させる役割を持

つ。多少強引な手段ではあるが、これは、母が娘を悲劇的な結婚から守るために、物理的

に残る形で警告を発したという解釈もできる。母による娘への教育的効果と考えれば、ア

マントゥとアンナの擬似的母娘の物語を、アンナとアーシュラの母娘の物語が引き継いだ

格好となるだろう。そうなると、アーシュラの婚約解消によって「父親の因果が子に報

う」ことは回避されるが、外枠の物語でカフェの主人が提示するテーマとは、全く逆の結

果になるだろう。テーマと内容が矛盾することになってしまう。 

それなら、外枠の物語で「父親の因果が子に報う」というテーマを開示することには

どんな意味があるのだろうか。もっともこれは、アンナではなくギャスケルの操作になる

のだが、実は、読者をミスリードする仕掛けがなされていて、そのヒントは、手紙の最初

の部分にあるアンナの言葉に隠されている。アンナの、「私の人生の苦しみの原因はすべ

て、あのバベット・ミューラーだった」(GW 133) という言葉に注目すれば、彼女の怒り

の源はド・ラ・トゥレルではなく、バベットという女性だったということがわかる。 

バベットはアンナが娘時代に美を競ったライバルである。彼女は、アンナの兄フリッ

ッと結婚し、新しくシェーラー家の女主となった。ということは、バベットが来るまでは、

アンナが亡き母の代理で女主人の立場にいたわけで、アンナはバベットに場を奪われた形

になる。しかもバベットは、夫も義父も管理下において、家庭内で専制的な支配力を行使

し始めた。アンナから見れば、バベットは、シェーラー家を侵略し、父と娘、兄と妹の関

係を邪魔するよそ者（他者）に他ならない。しかも、「バベット」という名前がフランス

語の語源を持ち、加えて、アンナが逃亡中の折には、バベットがド・ラ・トゥレルに協力

した点からも、バベットはドイツ人ながら、フランスと親和性を持つ女性として位置して
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いる。 

これらの点を総合して考えると、アンナにとって、すべての元凶は、恐怖体験を強い

た男性（ド・ラ・トゥレル）ではなく、そんな男に嫁がねばならない状況を作り出した女

性、つまり娘時代に自分のものを奪った女性バベットにあると言ってよいだろう。もちろ

ん、アンナの結婚はアンナの問題である。しかし、アンナの語りにおいては、常に彼女は

犠牲者であり、不都合なことは外的要因に転嫁されている。つまるところ、アンナは、フ

ランスに関連するものすべてが災いの元であり、それを排除することが正義であると考え

ているようだ。 

では、少し視点を変えて、バベットの行為を見てみると、彼女が目指しているのは、

「強い女性と安全に飼いならされた男性が同居するような、中性的な中産階級の家庭」

(Hoeveler 214) の確立を使命とするゴシック・フェミニスト的なものである。バベットは、

このようなイデオロギー的ジェンダー関係の逆転を試みて、夫と義父を支配下に置き、彼

女が支配できる、彼女独自の家庭空間を確保しようとする。ここまでは、この後に出る

『妻たちと娘たち』のミセス・ギブソンと同じやり方なので、バベットの態度が極端に強

硬であるとは言い切れない。しかしここで、この作品の舞台であるドイツとフランスとい

う土地柄と、ギャスケルの作品傾向とを照らし合わせて考えると、ギャスケルの共感はド

イツにあるのではないかと思われる。ピーター・スクラインもこの点について、ギャスケ

ルは「革命前夜のフランス」対「平和なドイツ」を設定し、ドイツを「社会面でも道徳面

でも（英国と）価値観を共有する」国であるとみなしていると指摘している 5 が、この傾

向は、「灰色の女」に限定されるものではない。たとえば、『妻たちと娘たち』では、英国

で育った律儀な娘モリーに対して、フランス育ちの軽薄な娘シンシアが登場し、ギブソン

家にトラブルを持ち込むというプロットが展開されている。シンシアというフランス的要

素を持つ女性は、安定とは無縁で、猫の目のように態度を変えつつ、恋人も次から次へと

変えていく。その点から考えても、ギャスケルがフランスを「平和な」場所とはみなして

いないのは明らかである。 

そうすると、アンナは、バベットによってフランス化したシェーラー家からフランス

性を排除し、原状－アンナと兄が「幸せな子供」だった頃 (ADNW 253)－への回帰 5 

を目指しているのではないかと考えられる。アンナがドイツへ着くや否や、アマントゥや

ド・ラ・トゥレルらフランス人が相次いで物語から退出させられたように、アンリ・ルブ

ラン／モーリス・ド・ポワシーもまた、アンナの目の届く範囲から排除されるのは当然の
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帰結であろう。アンリ／モーリスのように、フランスの貴族出身で、複数のアイデンティ

ティを持つ男性が、アンナの領域に住むことは、アンナが支配する物語には許されないこ

とである。だがアンナは、直接に手を下して敵を排除するのではなく、娘に婚約を諦めさ

せるという形で、しかも、その決定を娘が自発的に行うように仕向ける点が巧妙である。

ドイツでのアンナは、ゴシック・フェミニストのヒロインらしく、「自らの手を汚さずに

勝利を得る」パターン (Hoeveler 223) に則っているのである。 

こうしたアンナの軌跡は、ヘーヴェラーが例証するジェイン・エアの軌跡と類似して

いる。ジェインは男性支配に抵抗するヒロインとして知られるが、彼女の終着点は〈家／

家庭〉（父権制下では男性の権威のシンボル）の確保である。一見矛盾するようだが、ジ

ェインの目指すものは父権制そのものの崩壊ではなく、彼女の意思および意図に反するも

のを排除して、彼女が支配しうる家庭を創造することであると言えよう。しかも、彼女が

欲するのは、ヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉が住まう家庭であって、フェミニストが主

導する女性の社会進出や地位向上を訴える場ではない。スザンヌ・ベッカーが論じるよう

に、ゴシックそのものが伝統やイデオロギーへの反発を喚起しながら、最終的には新たな

イデオロギーを構築する結果を導く (4) ので、ゴシックのヒロインは混乱状態を肯定す

ることはない。ただし、新たに構築したはずのイデオロギー的産物が、壊したはずのもの

と同種・同類になってしまうこともありえる。これは、アンナの移動－すなわち平和

なドイツから混乱のフランスへ、そして再び平和なドイツへの帰還というプロセス－

を見ても明らかである。ジェインとアンナが獲得したものがどう違うかというと、孤児で

あるゆえ本拠地を持たないジェインが、結婚によって夫の家を自分のものに作り変えるの

に対し、アンナは結婚によって去ったはずの父の家に再び戻りたいと願うことである。い

ずれも男性の家に固執するわけだが、現在と未来を繋ごうとするジェインと、現在と過去

を繋いで未来を拒絶するアンナとでは、両者が目指す方向が逆になるのである。 

ジョイス・ゾナナは、ジェインが住んだことのある家は、どれも一人の男性が複数の

女性を支配するハーレムであり、彼女もまた「アラビアン・ナイト」のシェヘラザードの

ように横暴なサルタンと戦ってきた (605) と分析している。これは的を射た意見である

が、ジェインにとって、直接の敵は、サルタンではなく、サルタンの支配（父権制）に盲

従する女性たち－ミセス・リード、ヘレン・バーンズ、ブランチ・イングラム、そし

てバーサ・メイスン－ではあるまいか。ジェインは、父権制に反抗しながらも、その

制度が女性に与える場である〈家庭〉に執着している点で、彼女の意識とヴィクトリア朝
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ドメスティック・イデオロギーが要求するものとは附合する。それゆえ、ジェインは、

「一人の男と彼の財産の所有権を巡って」(Hoeveler 216) バーサと争うわけだが、一人称

で語られる『ジェイン・エア』では、ヒロインは、自分が被害者、相手は加害者という立

場に立ち、バーサをモンスターのごとく扱い、排除すべき客体として敵視しているのであ

る。もし、アンナがジェインと同じ軌跡を辿るのであれば、アンナもバベットを排除する

ことで、最後に勝利を得るという結末に至るはずである。 

ところが、アンナの立場は、ジェインと共通する部分もあるが、同時に、ロチェスタ

ーに幽閉された妻バーサとも共通する部分を持つ。アンナとバーサは共に、他国出身の男

性と結婚し、その男性の国に連れてこられて、その男性の家に監禁されてしまう。アンナ

にはアマントゥという救済者がいるが、バーサには味方はいない。英国の植民地出身の女

性であるバーサにとって、夫の家は帝国主義による植民地支配の象徴でもある。彼女がそ

こから脱出するためには、放火によって、彼女を閉じ込める器
、
（家）を焼失させるしかな

かったのだが、屋根裏というゴシック空間に棲むバーサは、ゴシックの舞台である家の中

でしか生きられなかった。ギャスケルとは異なり、ブロンテは女性のデーモンが市井に持

ち込まれることを認めず、むしろ、バーサが憑いたソーンフィールドの館を崩壊させるこ

とで、ゴシックそのものを追い払う措置を採用した。いわば、悪魔祓い的な措置である。

ガヤトリ・スピバックは、この措置について、英国植民地の女性（バーサ）が「（本国

の）姉妹（ジェイン）の地固めをするために、狂気に駆られた動物を生贄にするような方

法で殺された」と指摘している (qtd. in Gezari 272)。まとめると、ジェインの軌跡は、異

国間の女性同士の連帯を拒否し、ロチェスターの行為に見られるような男性優位主義を認

め、さらにその上に築かれた父権制社会の産物である結婚という〈幸福な結末〉を最終目

的地とすることで決着をつけたということである。 

しかしながら、ジェインが、ロチェスターとの結婚によって、「母権制度に基づいた普

遍の力を発揮できる新しい家／家族の確立」(Hoeveler 203) を目指したのとは対照的に、

アンナにとってド・ラ・トゥレル結婚は、「異空間 (a different sphere of life)」(GW 132) へ

の移動と監禁であるから、本拠地の獲得にはならない。しかもアンナは、夫の家
、、、

における

妻
、
ではなく、父の家

、、、
における娘

、
であり母の代理

、、、、
という場を求めているのである。これは、

父や兄との関係、そしてドイツの実家に固執する彼女の態度からも明らかである。このア

ンナの考えは、同じくゴシック作品『暗い夜の仕事』のヒロイン、エリナ・ウィルキンズ

と似ているので、エリナの言葉を引用しよう。彼女は、「どんなことがあっても、私は父
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を裏切るなんてことはできないと、夫になる人に知ってもらう必要があります」(ADNW 

266) と断言している。この言葉通り、〈父の娘〉に徹したエリナは、亡き父がかけた呪詛

から解放されるために、愛しいが暴君であった男性の影（父と昔の婚約者）を切り捨てる

決心をしなければならなかった。それが、30 代になっても、まだ少女の頃の思い出に固

執するエリナが大人として生きるための通過儀礼であった。ところがアンナは、過去を断

ち切るどころか、過去への執着度を増幅させるばかりなのであるから、エリナの軌跡をた

どることはできない。 

アンナの語りというのは、母という立場から娘に対して語りかけているが、実際は、

彼女自身の人生を振り返る回顧録であり、その内容は、娘の視点からの物語として一貫性

を持っている。つまり、アンナはずっと〈父の娘〉のままでいたいと願い、意識面で大人

への成長を拒否している。前に言及したように、異性のセックス・アピールを嫌悪するア

ンナであれば、これも想像に難くない。ドイツに帰国後、アンナはフォス医師と再婚し、

二度目の夫と家庭を手に入れるが、それでもアンナが望むのは父の家への帰還であること

は間違いない。 

そして、結果を先に言うならば、アンナは自分の支配圏を確保したと言えるだろう。

シェーラー家の現当主はバベットの孫に当たるが、彼は直系である両親や祖父母の物語で

はなく、傍系の女性アンナの手紙を客のもてなしに供している。アンナの手紙は、アーシ

ュラの死後、本来の受け取り手／読み手を失い、もはや特定の相手へのコミュニケーショ

ンの手段ではなくなっている。それゆえ、今やその手紙は、第三者に向かって開かれるエ

ンターテイメントの材料であり手段でもある。ポワシー／ルブランの出自の秘密の開示は、

カフェの客と読者にとって、謎解きの楽しみであり、時空を越えた遠い存在であるアンナ

の恐怖体験もまた、ゴシック作品やその派生形であるセンセーション小説が与えるスリル

に類似する。これらは、安全圏の中で胡坐をかいてこそ、読者が得る楽しみであって、ま

さに、ヴィクトリア朝の文壇が理想とした楽しみ方のお手本であろう。しかし、現在のシ

ェーラー家が、アンナの恐怖体験と全く無縁の安全地帯であるのかと言えば、そうではな

い。実は、アンナの手紙がエンターテイメントの材料として受け継がれるのと同時に、ア

ンナの負の遺産も確実に踏襲されているのである。たとえば、現当主の妻が病のため部屋

に閉じこもる様子は、かつて城に閉じ込められたアンナを彷彿させ、しかも、その妻が臥

せる部屋には、若く美しかった娘時代のアンナの肖像画が飾られている。 

そうなると、アンナの物語はまだ終わってはいないと考えるのが妥当であろう。アン
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ナは娘に対して、手紙の内容に関しては一切口にするなと釘をさしたはずである。にもか

かわらず、半世紀以上もの間、アンナの手紙はシェーラー家の伝説として生き続けている。

これはどういうことなのか。端的に言えば、アーシュラが、母の遺産を闇に葬らず、あえ

て後世の人たちの目に触れるのを意図して、手紙を残したということになる。それによっ

て、アンナの恐怖体験は誰かが手紙を読むたびに繰り返し人前に晒され、ギリシア神話に

おいて、縛られたプロメテウスが夜ごとに内臓を食らわれて苦しむように、アンナの苦し

みもまた、読み手のイメージの中で果てしなく再生が繰り返されている。かつてアンナが

言葉によって過去から夫の罪業を呼び出したように、アーシュラは同じ母の言葉を通して、

母の恐怖体験を甦らせているわけである。クランツラーは、ギャスケル作品の中には、

「言葉、呪詛、物語などが、何らかの権威を確保するという不運な試みにおいて、他人を

呪う別の無力な女性に移譲することがある」(Gothic Tales xxvii) と指摘しているが、アン

ナがアーシュラにかけた呪詛は、アーシュラによって再びアンナに向けて返されたと言え

るだろう。 

アンナの手紙は、娘の婚約を巡る母娘の諍いを機に生まれたものだが、最後まで二人

の間に妥協や和解の糸口は見出せないままである。アーシュラは、アンナが失った若さと

美を持つ複製、分身、そしてライバルと言える存在である。さらに、ド・ラ・トゥレルの

血を引き、アンナの立場を危うくする点では、バベットの分身とも言える。それゆえ、ア

ンナは、復讐の矛先をアーシュラに向けたとも考えられる。そして、母の遺産である言葉

の暴力の犠牲者となったアーシュラが、自身は沈黙したまま、母の苦しみを永遠に長引か

せる加害者に転じた。その結果、シェーラー家はリアリズムの空間の中で飛び地のように

存在するゴシック空間となり、アンナとアーシュラの母娘による憎しみの連環にも似た物

語が繰り返し再生されているのである。 

ギャスケルは、『メアリ・バートン』において、ミスター・カーソンとジョン・バート

ンの間での憎しみの連環を絶つために、赦しのプロットを持ち込んだ。それは、「金銭関

係」で結ばれた非情な人間関係を、共感によって結ばれる人間関係へと転換させることで

あり、男性社会に女性の価値観を呼び込むことで達成された。ところが、ゴシック空間で

のギャスケルは、女性同士の関係にさえ、赦しのプロットを適用せず、リアリズム小説で

は抑圧され、封じ込められている女性の思いを、デーモンに託して発散させているようで

ある。 
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4. ゴシックからセンセーション小説へ 

これまで見てきたように、ゴシックが展開する女性の二重空間は、イデオロギー的な

女性らしさの仮面、他者への服従、そして擬装を手段として、最終的に女性が自分の支配

圏を家庭内に確保する場である。しかし、男性支配から女性支配への逆転が見られたとし

ても、女性の場を家／家庭に限定する限り、伝統的な女性の領域を覆せないという弱点を

抱えてしまう。ここに、ゴシック・フェミニズム的解釈の限界も生じている。また、ゴシ

ック・フェミニストのヒロインは、中産階級の生活の安泰を確保するために献身し、本来

敵であったはずの父権制に服従するという矛盾した結果を導くこともある。ヒロインは、

家の中で恐怖体験を経た後、そこから解放されたにもかかわらず、その後再び家の中に自

ら軟禁状態に甘んじる。つまり、入口と出口が同じで、一時的にはジェンダー関係の転覆

が見られるかもしれないし、時にはゴシックの設定が女性を日常生活から解放するかもし

れない。それでも、ヒロインは必ず家に戻ってくる、あるいは結婚によって別の家を本拠

地とするのである。だからこそ、「女性のゴシック」は、ヴィクトリア朝の〈女性らし

さ〉を再生産し、維持することに貢献すると言える。 

だが、ゴシックのヒロインは、沈黙しても、後のために「復讐の手段としての言葉」

を確保するというヘーヴェラーの指摘 (209) の通り、「灰色の女」のアンナが残した手紙

は、彼女自身の人生を書き替えて、娘の人生をも左右するほどの力を持つ点は否定できな

い。本来この手紙は、アンナからアーシュラに宛てたものであるが、デリダが論じるよう

に、手紙というものは受け取る側において無差別に自己分裂し、複数の受け手と複数の解

釈を可能にする「行為の力」(“performative power”) を持つ (qtd. In Miller 288-97) ものであ

る。「灰色の女」は、外枠の物語もアンナの手紙も未完のまま、物語が終わるので、実際

に、アーシュラが、母の手紙を受け取ったか否かも不明である。それならなおのこと、ア

ンナの手紙（言葉）は読み手の数だけ、さらなる物語を演じることが可能となるだろう。 

その一つとして、「灰色の女」が開拓するジャンルについて言及したい。アンナの逃亡

中の物語は、彼女のデーモンが市井の中に紛れ込み、女性の潜在的カニバリズムが世間一

般のごく身近な存在となる点を示唆している。女性のデーモンが内から外へと場を移動す

るのは、ギャスケルの晩年に流行したセンセーション小説の特徴であるが、センセーショ

ン小説がゴシック小説の次世代型のジャンルであることはすでに知られている。 

1820-60年代のコメンテイターが小説家に求めたのは「高貴で自己犠牲的な女性キャラ

クター」であったにもかかわらず (Helsinger, Sheets, and Veeder 51)、60年代に入ると、メ
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アリ・ブラッドンのような女性作家によるセンセーション小説が大流行した。当時の『ク

ォータリー・レヴュー』誌上でも、「見た目にうるわしい外見の下にデーモンが隠されて

いると考えるだけで刺激的だ」と述べた記事が掲載された (Jay ix) が、そこには条件が必

要であった。一時的な興奮を求めつつも、決して実生活の道徳観までは壊さないという前

提のもと、センセーション小説では、結末に必ず社会の掟破りをした者が罰せられること

になる (Helsinger, Sheets, and Veeder 126)。ジェイは、センセーション小説が与える影響に

ついて、「デーモンが社会や家庭という、すぐ身近な場所に潜んでいる点で、社会に与え

るショックはゴシック小説よりもはるかに大きい」と指摘している (ix)。 

ヘンリー・ジェイムズは、1865 年に出したコメントの中で、センセーション小説が一

般社会に与えるインパクトについて次のように述べている。「かつて『ユドルフォ（城の

怪奇）』が提供した恐怖は、今日心地よいカントリー・ハウスやロンドンの宿屋で我々に

供される。明らかに後者の方が恐怖の度合いが高いのは言うまでもない」(qtd. in Elizabeth 

Jay ix)。ジェイムズが指摘するように、センセーション小説は、ゴシック小説のような異

空間にしつらえた物語ではなく、一般社会や一般家庭においてデーモンの存在が読者の

「身近にある (proximity)」(Jay ix) という感覚を与え、さらなる恐怖を喚起する。つまり、

スリリングな冒険を空想することで得られるカタルシスだけでなく、実際に内部崩壊の脅

威を喚起する点で、センセーション小説は危険視されたのであろう。それゆえ、ヴィクト

リア朝の論評家たちは、自身に直接危害が及ばない安全圏のもとで、逆転 (topsy-turvy) 

の気分に浸ることを求め、物語の結末で悪は決して成就しないという条件をつけるのもそ

のためである。 

「灰色の女」は、ゴシック空間を用いながら、同時にセンセーション小説のモチーフ

をモザイクのように織り込んだ作品である。ある人物の恐怖体験は、その人が身体的もし

くは精神的に尋常ならざる経験をした証拠となる。アンナの手紙は、恐怖を引き起す理由

や原因がその人物の内面よりも外的な要因にあることを訴え、その要因は、ひたすら「住

んでいる社会に対する感じ」の表象によって示される (S. Mitchell 31)。女性の怒り、憎し

み、暴力行為というものが、父権制社会が与えるプレッシャーに対する反応であれ、もし

くは過去の呪いの結果であれ、その人物の人格を形成するプロセスにおいて非常に大きな

影響力を持つ。それゆえゴシック空間をどの時代・場所に設定するかについて慎重に吟味

することは、作家にとっても重要な作業となる。「灰色の女」の舞台となった革命時のフ

ランスは、ギャスケルが生きた時代や社会から遠く離れた空間であるが、現実と全く乖離
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した空間ではない。その距離をうまく操ることによって、読者にスリルを与える点で、こ

れはギャスケルが試みるゴシックに恰好の空間となったのである。 
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第第第第 4 部部部部    自己を演出する女性たち自己を演出する女性たち自己を演出する女性たち自己を演出する女性たち－天使の仮面と男性の仮面天使の仮面と男性の仮面天使の仮面と男性の仮面天使の仮面と男性の仮面 
第第第第 7章章章章 

女性の義務と演技女性の義務と演技女性の義務と演技女性の義務と演技－『妻たちと娘たち』『妻たちと娘たち』『妻たちと娘たち』『妻たちと娘たち』 

 

1.〈母〉殺しと『妻たちと娘たち』 

『妻たちと娘たち』は、構想の段階から興味深い過程を経た作品である。もともと

「二人の母」というタイトルで構想された物語が、半年後に、二人の娘たちの物語に変更

された。1 最終的に「妻たちと娘たち」というタイトルに落ち着いたものの、初期段階で

は、プロットの中心にいた「母」が削除されたことは意味深長である。物語の中心が、母

（たち）から娘（たち）へと変わったことにより、本作品は、「母は死か無用の存在であ

り、それによって物語が始まるのみならず、母の人生を否定することで、娘がプロットを

得ることができるという、ヴィクトリア朝女性作家の『母性の抑圧』」(Thanden 22) を抱

えるものになったように見える。だがそうであるなら、この変化は、『メアリ・バート

ン』以来、母の存在と力を肯定的に扱い、女性の力を世代間継承の対象としてきたギャス

ケルの作品傾向に反するものである。ここにきて、母を否定するのは、ギャスケルが、文

学における伝統的な〈母殺し〉を彼女自身の作品で行ったということになる。だが、それ

がギャスケルの狙いなのだろうか。 

もちろん、決定稿となった『妻たちと娘たち』にとって、母が無用の存在になったわ

けではなく、むしろ、母の不在
、、、、

が、物語のプロットを動かす重要な動機であると言っても

過言ではない。物語が開始した時点で、主人公モリーの実母はすでに他界し、後にモリー

の継母となるハイアシンス・カークパトリックの娘シンシアは、幼少の頃から実母と離れ

て暮らしている。モリーとシンシアにとって、血縁関係の母という存在は、日常生活にお

いて自分と密接に関わる存在ではないため、どちらのケースにおいても、母娘間の関係は

心理的・物理的両面において疎遠である。これは、「よき母は死か不在」(Dever 19) を前

提にして、「母が不在であるということは、子供に謎解きを提供することであり、子供は

－ロールモデルが欠落する中で－女性のあるべき行動、ジェンダー・モデル、そし

てセクシュアリティを繰り返し定義しなおしていく」(Dever xi) という、典型的な〈母殺

し〉のプロットを用いた、娘の成長物語を提示するものに見える。しかし、ギャスケルの

物語プロットは、それだけではないのである。 

前述のように、ギャスケルは、母娘関係の亀裂という問題に対し、関係の修復と改善
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に向けての模索を繰り返しながら、母からの歩み寄りと娘による母の受け入れという形で

解決を図ってきた。母による娘の養育と教育に重点をおいてきたのも、ギャスケルが、母

の立場から語り、次世代を担う若者を育成するという意識を持っていたからであろう。そ

の点から、この変更を肯定的に考えると、二人の娘たちの物語は、母の不在を補填し、後

に結婚・出産を経て、母になる（と見込まれる）娘たちのための足固めをする物語になる

と予測できる。 

ところが、『妻たちと娘たち』において、最も存在感をアピールし、影響力を行使しよ

うと務めるのはミセス・ギブソンであり、モリーとシンシアは、この母
、
に振り回され、支

配される存在となっている。これほど強力な力を持つミセス・ギブソンの活躍ぶりを見る

と、これは、オリジナルのタイトルから外されてしまった「母」のリベンジ的な行為であ

ると考えることも可能であろう。しかもミセス・ギブソンの行動は、『メアリ・バート

ン』においてギャスケルが開拓した、母性を基盤にしたマザリングや、社会における他者

救済の活動における類のものではない。それとは逆に、彼女は、巧みな言葉の操作と、他

者の視線を惹きつける振る舞いによって、娘たちのみならず、男性の意識をもコントロー

ルする策士であり、自己中心的で利己主義的な性格の女性なのである。 

これまで繰り返し議論してきたことだが、ヴィクトリア朝の女性に求められたのは自

己犠牲を美徳とする資質であり、〈家庭の天使〉に象徴される理想的な女性像はその最た

るものである。特に母は、「活動的で、怒りを抑えられず反抗的」であってはならず 

(Hirsch 38)、常に他者に対して、無償で与える
、、、、、、

ことを最優先にすべきであるとみなされて

いた。『妻たちと娘たち』で、この役割を担うのは、モリーの実母やミセス・ハムリーで

ある。二人とも、〈娘〉に何らかを与えて（譲って）死を迎えるという〈母殺し〉のプロ

ットに組み込まれた女性たちであり、その何らかとは、母の名前、アイデンティティ、家

庭での役割、そして、ギャスケルが重要視する〈娘に対する教育〉である。そうすると、

ここで、母から何らかを譲渡された娘は、その母の複製となり、やがて自身が母の立場に

立った時に、次世代の娘にそれを与えて、自分が世を去るというサイクルに参入すること

になる。これが女性の世代交代のシステムであると言ってしまうのは簡単だが、このサイ

クルが延々と繰り返されれば、女性は、自己 (self) あるいは個々人の独自性を持たずに、

先代から移譲されたものを今度は次世代へと譲渡するという中継者に過ぎなくなる。 

ミセス・ギブソンは、このような女性の人生に楔を打つべく登場した女性であろう。

彼女は、このタイプの世代交替のサイクルを拒否し、自己主張を捨てるどころか、逆に、
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他者から何らかを得て自らの利益とし、〈母殺し〉のプロットの流れに逆らって行き残り

を画策する女性である。ミセス・ギブソンから見れば、母と娘の間柄は、支配者（母）と

被支配者（娘）の関係（縦の関係）であり、同時に、男性（夫／父）の関心や愛情を巡っ

て争うライバル同士の関係（横の関係）でもある。換言すると、ミセス・ギブソンという

母
、
は、娘に何らかを与えるのではなく、娘から何らかを奪い取る存在とも言える。すると、

ミセス・ギブソンは、ヴィクトリア朝の慣習が求める母の義務と役割を拒否した点で、イ

デオロギー的〈母〉を殺すことにしたのではあるまいか。彼女が提示する物語は、伝統的

な〈母殺し〉のプロットではなく、ヴィクトリア朝的な〈母〉を殺すプロットであり、こ

のプロットを牽引することが本作品におけるミセス・ギブソンの存在意義となるだろう。 

そこで、『妻たちと娘たち』のタイトルについて、もう一度考察してみると、「母」が

欠落したのは、イデオロギー的な〈母〉を捨てたミセス・ギブソンの物語に負うところが

大きい。では、ミセス・ギブソンの立場は何なのかというと、これは「妻」という場に集

約されており、彼女が目指す「妻」の座とは、名目上は男性の〈家〉である家庭において、

実質上の主人
マスター

の座を狙う既婚女性の場である。ミセス・ギブソンにとっては、娘たちだ

けでなく、夫を含め男性たちをもライバル視して、競争の対象とするパワー・ゲームを展

開する場が家庭空間なのである。 

もしモリーの物語が定番のヒロインの物語（自己抑制を学んで、〈幸福な結末〉として

の結婚で終わる）を辿るのであれば、彼女の物語は、伝統から逸脱するミセス・ギブソン

の物語とどのように相対するのかが論点となる。ギャスケル自身は、この作品を書いた時

点で、娘、妻、そして母というプロセスをすべて経験しており、どの立場・役割を取り上

げても、それは彼女の人生を築きあげてきた不可欠の要素である。ミセス・ギブソンも、

この点ではギャスケルと同じなのであるが、彼女はあえて〈家庭の天使〉的な〈母〉の部

分を切り捨てた。これによって、彼女は常に母より娘が優先されるという文学的慣習から

逸脱する。そうすると、これから妻そして母となるプロセスに参入するモリーとシンシア

に対して、ミセス・ギブソンが与える教え
、、

はどういうものになるのであろうか。少なくと

も、ミセス・ギブソンという女性の生き方を考察するには、娘からの視点、すなわち〈女

の親〉としての類型的な〈母〉の生き方という観点からの検証では不十分である。 

ショーは、女性が「娘」として生まれるのは「自然の (natural)」理だが、「妻」になる

のは「人工的な (constructed)」産物になることである (183) 述べている。この意見に即し

て考えると、『妻たちと娘たち』は、まさに女性が「自然」な状態から「人工的」な産物
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へと作り変えられる
、、、、、、、

プロセスを描くものと言えよう。ミセス・ギブソンのような、すでに

そのプロセスを経た女性の物語においては、女性が娘から妻に変わる過程で、その時代や

社会の価値観がどのように影響を及ぼすのか、そして、当の女性がそれとどのように向き

合うのか（折り合うのか、あるいは拒否するのか）を再検証する機会を与えてくれる。こ

れからその過程に参入するモリーとシンシアが、既存のロールモデルを否定する母の生き

方から学ぶべきものは少なくない。 

このように、女性の人生における複数のライフステージを議論の対象に置くことも、

ギャスケルが提示する女性の物語の重要な側面である。ギャスケルは、ヒロインの物語は

結婚では終わらないと考え、『シルヴィアの恋人たち』において、既婚女性を縛る枷（結

婚制度と母性）について取り上げた。だが彼女は、シルヴィアをその縛りから解放するこ

とはできず、夫フィリップの辛苦を語る物語にすり替えてしまった。しかし「灰色の女」

は、ゴシック空間内であれば、女性もイデオロギーの縛りを無視することができることが

可能であることを示した。『妻たちと娘たち』は、これらの作品で未消化に終わった論点

を、もう一度問い直している作品であると思われる。 

 

2. モリーの物語－母たちのボイスと娘の葛藤 

まず、教養小説の定番であるヒロインの成長の物語という点から、モリーについて分

析していこう。モリーは 3歳の時に実母と死別した。モリーの洗礼名「メアリ」は、母と

同じであり、母は娘にアイデンティティを譲ってプロットから姿を消したのである。その

モリーと擬似的な母娘関係を築くミセス・ハムリーは、娘に先立たれたゆえに、アイデン

ティティの譲渡がかなわず、息子たちが大学進学のために家を出た段階で病死する。時期

的に子育てが一段落した頃と言えばそうだが、亡き娘の代理たるモリーとの出会いにより、

ミセス・ハムリーはようやく世代交替を果たすことが可能になったとも言える。 

ミセス・ハムリーはロンドンの商人の娘だったが、結婚後は夫が都会嫌いのため社交

界での楽しみを諦めて徐々に外出を控えるようになった。病を得て、家に引きこもるミセ

ス・ハムリーの姿は、モリーの母が生き急いだ時間を少しずつ引き延ばしているだけのよ

うである。モリーとの出会いは、ミセス・ハムリーにとって、母から娘へ
、、、、、

の〈家庭の天

使〉の処し方と行く末を伝授する絶好の機会となるわけであるが、夫人が伝授する教えと

は何かというと、これは、夫人の次の言葉に集約されている。 
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Well, well, I submit. I am a woman. Molly, thou art a woman! Go and order some 

strawberries and cream for this father of yours. Such humble offices fall within the province 

of women. (63) 

 

ここで注目すべき点は、ミセス・ハムリーが言及する女性の務め
、、、、、

とは、男性の食（欲求）

を満たすために、女性は「自己の意思を必要としない単なる伝令 (selfless messenger, 

selfless massage bearer, selfless mediator)」(Homans 256) であり、しかも、それは他者によっ

て交替 (replaceable) 可能な役割に過ぎない。そのことを、女性であるモリーはしっかり

と認識しなくてはならないと、ミセス・ハムリーは訴えているのである。実は、この二つ

の要求は、ミスター・ギブソンが再婚にあたって想定した妻の条件とも一致していること

に注目すべきである。 

医師という職業柄、自宅を離れることが多いミスター・ギブソンだが、女主人が不在

であるため、不意の来客に対して、しかるべき時間に、しかるべきタイミングで、またし

かるべきマナーで満足な食事を提供できないという事実は、中産階級の男性のプライドを

傷つけるものである。彼が、「ご覧のように、私のような男では－妻に先立たれ－し

かも常に娘が手元にいるわけではございませんので－細かいことなら多少目が届くも

のの、家全体をきちんと管理することは無理なのです」(81) と述べる時、この言葉の背

後には、主人と召使との間での労使問題が絡み、ギブソン家の召使たちは、主人に対する

不満を仕事の怠慢という形で訴えていることが窺える。問題の根本は労使関係がうまく機

能していないことにあり、しかも、これは男性の領域の問題であるから、ミスター・ギブ

ソンが解決すべき問題である。ところが彼は、これを女主人の不在の問題にすり替え、娘

の保護監督に加えて、家政監督もこなせる力量を持つ女性を妻に迎えることで解決したい

と思ったのである。この時点でのミスター・ギブソンは、主人
マスター

の立場を主張するものの、

その立場に伴う責任や義務を放棄したのも同様で、『北と南』のミスター・ヘイルと同じ

く、言葉で語るものの、その言葉が指す内容を実行する力は乏しい人物であると言わねば

ならない。 

そこで、再婚相手のハイアシンスが、カムナー伯爵家をモデルにして、ギブソン家の

管理体制を整えることになる。彼女は自分の使い勝手がいいように振る舞っているようだ

が、実は家長たるミスター・ギブソンの代理として
、、、、、

、行動を起こしている点を看過しては

ならない。ハイアシンスの「ミセス・ギブソン」としての役割は、ギブソン家のジェンテ
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ィリティ化 (gentrification) にある。リンジー・ローレンスが指摘するように、ミセス・ギ

ブソンが夕食の時間を遅くに設定することにより、ギブソン家はホリングフォードという

田舎町の社交パターンとは相容れないライフスタイル、つまり、ミセス・ギブソンが見慣

れてきた上流社会のスタイルにシフトする (31-32)。これは中産階級内におけるさらなる

上昇指向の暗示でもあるが、バンクスが論じるように、夫の収入がもたらす社会的地位に

恥じない生活をすることは、責められるどころか、妻の積極的務めであった (75)。ミセ

ス・ギブソンにすれば、モリーと使用人が親しく付き合うことを禁じるのは、階級間の差

別化を明らかにするために必要な措置であり、かつて召使による仕事の怠慢を許したのは、

その労使間の境界線が曖昧だったためである。 

だが、モリーやミスター・ギブソンの目から見れば、ミセス・ギブソンの改革は、他

所からやってきた者に家庭空間を侵害された形になり、彼らの不満の種となった。ミスタ

ー・ギブソンにとって、先に言及した「きちんと管理する」というのは、妻が夫の価値観

や方法を代行することであり、妻が率先して家庭内での主導権を行使することではない。

ミスター・ギブソンは、求婚に際し、「妻の意見に自分（夫）の意見の反響しか見えない

のは、つまらないし退屈だ」(88) と断言したが、彼が本音で求めるのは、ミセス・ハム

リーのように、「表面上は穏やかで受け身的ながら・・・家の精神的な支柱」になる妻 

(200) であり、ヴィクトリア朝の作法マニュアルの言葉を借りれば、「（妻の）真の立場と

は、家庭の管理者であり主動力、さらには案内役の星」(Banks 63) であり、「社会のスト

レスを癒す役割」(Newton 890) を担うものであった。いずれも妻の力量が問われる役割

であるが、あくまでも受け身的な立場のものである。 

非常に興味深いことだが、この、ヴィクトリア朝の男性側から見た理想的な妻
、、、、、

のイメ

ージは、20 世紀半ばのアメリカにおいても、まだその影響力を保持していたことが、ア

ン・モロウ・リンドバーグ (1906-2001) の著述から読み取ることができる。リンドバーグ

は、1955 年出版の『海からの贈り物』の中で、「女性であることは、車輪のハブからスポ

ーク（輻）が何本も出ているように、母性という中心から利害関係と義務があらゆる方向

に向かって出ているようなものだ」(28) と指摘し、既婚女性が外部の力によってどれほ

ど精神的・身体的な拘束を受けているかを訴えている。「車輪のハブ」という表現が示唆

するように、女性が占める場は、ものごとの中心に位置しているとはいえ、女性の意思決

定が可能な場でなく、また、外部から引く力のバランスを取りながらも、与えることだけ

を求められる空虚な場に過ぎない。リンドバーグは、周囲との緊張関係にとらわれ、その
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中に自己を埋没させてしまう
、、、、、、、、、、、

ことを恐れていたが、彼女の不安は、まさに、後にモリーが

認識することになる、〈家庭の天使〉という生き方への疑問、不安、虚しさと同じ類のも

のである。 

そこでモリーの問題に戻ろう。リンドバーグは一時的とはいえ、家族や友人、コミュ

ニティから離れて、一人になる
、、、、、

ということが可能であり、そのことに意義を見出す機会に

恵まれた。しかしモリーは、父の意向次第で場から場へ、役割から役割へと移動を繰り返

すのである。モリーのハムリー家滞在も、父とハムリー家の間で取り決められたものであ

り、モリーは、自分の意思に関係なく、父の言葉を携えて移動するのみである。2 実際モ

リーに限らず、この作品の女性たちは、常に誰かの代理として男性の希望に従い、その役

割が終わるとすぐに退出を余儀なくされている。最初の「ミセス・ギブソン」であるモリ

ーの実母は、ミスター・ギブソンが幾度かの恋愛経験を経た後に妻に選んだ女性である。

そして母の死後、モリーは母の代理として家を取り仕切ってきたが、ハイアシンスが「ミ

セス・ギブソン」としてやって来ると、モリーの立場はたちまち、ギブソン家の女主人か

らただの娘に戻る。また、ミセス・ハムリーとの擬似的な母娘関係においても、モリーは、

幼くして亡くなったファニー・ハムリーの代理
、、
である。夫人の教えに関しては、後に、モ

リーとハムリー家の次男ロジャーとの結婚が示唆されることから、未来の女主人への手向

けとも解釈することも可能である。だが、モリーの結婚プロットが浮上する前に、物語の

背後でハムリー家の長男オズボーンが秘密裏に結婚し、次世代の「ミセス・ハムリー」は

すでに誕生している。そうすると、ミセス・ハムリーの物語からの退場は、夫人によるモ

リーの教育の遂行だけでなく、まだ素性は明かされてはいないが、オズボーンの妻の誕生

とも相俟って、タイミングよく行われたわけである。 

このように、常に交替要員が控えている場では、その役割を担う女性が持つ個々のア

イデンティティは抹消され、各人の存在価値も希薄化していくのは自明のことである。そ

して、去りゆく〈家庭の天使〉たちは、モリーの実母が「肺病 (consumption)」で他界し

たように、自身の命を消費して (consume)、この世を去る形となっている。しかしながら、

残されたモリーにしてみれば、〈家庭の天使〉という生き方もまた、自己を殺すこと（精

神的な死）を受け入れるという点において、〈死〉の仲間入りをするに等しいのではない

だろうか。デイヴィスが、娘には、母のやさしさへの憧れと同時に、母の複製になること

への恐れが共存していると指摘している (507) ように、モリーもまた、この〈天使＝

死〉という生き方に疑問を抱きながらも、同時に自己抑制の「無感覚 (deadness)」の中に
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唯一の安らぎを見出したい (WD 108) とも願い、アンビバレントな二つの感情のジレンマ

に陥っている。実際このジレンマは、ギャスケル自身が経験したものと相似しており、彼

女はその思いを、「臆病者」の選択だとわかっているものの、「服従こそが女性の唯一の義

務であるとみなされる暗闇の中へと戻りたいと願う時がある」(Letters 109) と表現してい

る。 

このモリーのジレンマで注目したいのは、彼女が、父や恋人など男性からのプレッシ

ャーによって〈死〉の問題に直面するのではなく「憧れの対象である実母と嫌悪の対象で

ある継母の間で揺れ動く」(Davis 507) 点である。ウルストンクラフトは、このような女

性の状況の原因として、社会のイデオロギーによって自己犠牲が美徳とみなされて、女性

の教育が「男性を喜ばせる」ことに重点が置かれていた点を痛烈に批判している (23)。

同様に、もしギャスケルが、男性による女性の教育の在り方に疑問を呈するのであれば、

モリーが、ロジャーからの忠告－「自分よりも他者のことを優先に考えるのがいい」

(WD 94-95）－を受けた段階で、その内容に疑問を抱かせることもできたであろう。し

かしモリーの疑問は、自分の自己犠牲が継母には全く理解されず、自分のやっていること

の虚しさを痛感した時に生じた。つまりモリーは、ロジャーの忠告そのものには異論はな

いが、それを継母との関わりの中で適用しようとして、初めて納得できないことを認識し

たのである。もちろん、〈家庭の天使〉というヴィクトリア朝の理想像は、男性文化の産

物であるため、モリーの疑問は、最終的には男性による女性の教育という問題に向き合う

ことになると言える。だがそのきっかけとして、モリーが、母と娘という女性同士の関係

の中で新たな認識を得たことは注目すべき点であろう。 

これまでモリーにとって、母
、
とは、実母やミセス・ハムリーのように、娘から去る

、、
人

であって（それゆえに理想化されるのだが）、継母のように、娘と相対する人ではなかっ

た。モリーは、実母の名前、部屋、家具調度品、ギブソン家での立場などを引き継ぎ、い

わば、彼女の背後には亡き母が密着し、「彼女の母の娘ゆえに」(WD 419) 周囲から愛され、

母の代理あるいは母のミニチュアとして、父の思い通りに育てられた。モリーにとって、

母は幼い頃の記憶の中にあるイメージと周囲の人々が語る言葉の中にしか存在しない。理

想化された母のイメージと一体になった娘は、すべての物事が表裏一体であるかのような

価値観の中で育ってきたと言える。それゆえ、母の不在が不利益であることを痛感したの

は、娘でなく父であり、モリーにしてみれば、父の再婚は、新しい母の獲得ではなく父と

の密接な絆の喪失に他ならない。モリーとミセス・ギブソンが対立する時、それは、モリ
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ー及び彼女の背後にいる実母の影と新しいミセス・ギブソンとが衝突するだけでなく、一

枚岩だったモリーの内面が、外部からの力に引っ張られて複数のものに分裂する瞬間でも

ある。この点から考えると、モリーが、亡き母（過去）との決別なしに成長することはか

なわないことは明らかであり、その認識のきっかけが継母との衝突となる。 

モリーがミセス・ハムリーから学んだのは、〈家庭の天使〉の処し方、つまり、父が望

む生き方である。だがそれは、モリーにとって自己を殺す
、、、、、

ことに繋がる。〈家庭の天使〉

は、「男性の言葉を中継するような受け身的な役割しかなく・・・そこから、自分の利益

になるようなものは何も得られない」(Homans 255)、他者が代行できるような、交替可能

な場は、「死の（ような）状態」である (Bonaparte 63)。これがわかったから、モリーは、

「自分よりも他人の幸せを考えることはとてもいいことだけど、それは、私の個性を捨て

ることかしら。熱い想いや、激しい欲求を抑えてしまうことなのかしら。それがあるから

私なのに」(WD 108) という認識に至ったと言える。これは、モリーがミセス・ギブソン

との葛藤から学んだ成果であろう。その後、モリーによる「私たちは天使じゃない」とい

う宣言が出てくるのだが、この宣言は、モリーが今後、どのようにして自己抑制（自己を

殺す）するかではなく、「どのように存在するか（生きるか）を問うている」(Uglow 585) 

ものである。彼女が、〈家庭の天使〉という生き方と決別することは、実母やミセス・ハ

ムリーとは異なる人生を考え始めたということである。 

伝統的なロマンス・プロットの場合、母を切り捨てて、父に従うのが定番であり、そ

の先に〈幸福な結末〉としての結婚が待っている。これが女性の精神的な死を意味するこ

とは、すでに述べてきた通りである。だが、モリーの前途には継母が立ちはだかり、モリ

ーが、いわば精神的な死を受け入れるのを阻もうとしている。定番の〈世代交代による退

場〉を拒む母は、娘にしてみれば自分の持ち場を脅かす存在であるが、同時に、その母の

おかげで、娘は、男性に従うことを当たり前とみなす既存の価値観に疑問を抱くようにな

る。だが、ミセス・ギブソンがヴィクトリア朝のイデオロギー的な〈母〉を拒否したため、

ギブソン家では期待されていた類型的な〈母〉が不在のままである。加えて、この家は妻

と娘が衝突する場へと変化してしまった。しかしギャスケルは、この衝突がモリーにとっ

て否定的な要素であるとは考えていない。むしろ、この衝突を通じて、モリーは、従来の

〈母〉のイメージに囚われていた自分を解放し、ミセス・ギブソンを、亡き母の代理では

なく「父の妻」(WD 355) という、これまでのモリーの意識にはなかった範疇でとらえる

ことができるようになるのである。 
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3. ミセス・ギブソンの物語－女性の演技と擬装 

 伝統的な〈母殺し〉のプロットを拒否し、〈死〉による世代交代をも回避し、今度は娘

に対して影響力を行使しようとするミセス・ギブソンは、これまでギャスケルが前景化し

てきた救済者としての母
、、、、、、、、

とは対極の人物である。しかしながら、前節で、モリーが〈家庭

の天使〉（＝死）の生き方に疑問を持ち始めたように、もし〈家庭の天使〉というあり方

そのものが、女性を拘束する枷となっているなら、ミセス・ギブソンのように、そこから

逸脱することは、女性の自己救済活動の一端を担うことなのではないだろうか。ギャスケ

ルは、『シルヴィアの恋人たち』以降、女主人公の人生の中で、既婚婦人の場や役割につ

いて見直してきたが、ミセス・ギブソンの人生に対する考察もその作業の範疇に入るだろ

う。結果的に、ミセス・ギブソンの考えや振る舞いが、娘たちに悪影響もしくは害を及ぼ

すことになったとしても、娘たちにとっては、自らの将来設計を立てる段階において、単

一のロールモデルとしての〈家庭の天使〉しか持たない場合よりも判断材料が増えるとい

う利点がある。メアリ・バートンにとって、叔母エスタの淪落が反面教師であり貴重な警

告であったように、最終決定は娘たち自身が行うことにするなら、ミセス・ギブソンの半

生もまた、モリーとシンシアの将来を考える上で重要なソースになると思われる。 

 さて、そんなミセス・ギブソンの成功とは、巧みな言葉の操作を武器として、「外見と

振る舞いの優雅さや嗜みが、彼女の性格や才芸よりもずっと功を奏して、有利な立場を手

にすることを容易にした」(WD 100) という表現に集約されている。これまで述べてきた

ように、女性に与えられる場と役割には常に交替要員が控えており、当の女性に対する評

価は、その人物の内面よりも外面をもとに判断されるケースも多い。これは結婚市場にお

いても然りで、ある男性の妻というポストを複数の女性が競う場合、選ばれる基準は単純

で、夫となるべき男性の欲求を満たす姿を提示した女性が勝利するのである。そこでミセ

ス・ギブソンは、「羽の美しさで鳥の美しさが決まる (fine feathers make fine birds)」(382) 

ように、「服装が女性の自己表現や自己演出の手段として有効である」(Fitzwilliam 4) こと

を十分に理解し、それを実践したわけである。 

まず、ミセス・ギブソンの言葉の使い方から見てみよう。彼女は言葉の意味を固定せ

ずに、一つの言葉に対して複数の意味の解釈を許容し、語彙の範疇の拡大を促している。

これは、意味の流動化という点で、『クランフォード』におけるアマゾンたちの言語の使

用法と似ているようだが、アマゾンたちが用いるのは、相手の気持ちを慮るゆえの嘘であ

り、コミュニティの連帯を強化する手段（方便）としての嘘である。その意味で、クラン
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フォード式の嘘は生産的であると言えるだろう。だがミセス・ギブソンの言葉は、発話行

為と発した言葉の意味を完全に切り離し、その場だけの「言葉を弄ぶゲーム (a free play 

of signifier as figuration)」(Homans 258) に興じものである。彼女は、「本音を言葉にするこ

とはめったになかったし、たとえ言葉にしたとしても、その意見に固執しない」（WD 

326）。発言が流動的であるのと同様、その判断もまた流動的である。一つの言葉に複数の

意味が横断するということは、その言葉の確固たる意味を否定することになる。そうする

と、この言語の使い方は、一つの役割に対して複数の交替要員が控えている、あるいは一

人の身体を複数の役割が横断するという、〈家庭の天使〉の役割や場と同じシステムであ

る。すると、女性の立場を反映しているという意味において、これはきわめて女性らしい
、、、、、

武器と言えるだろう。だが、ビジネスがすべて言葉と文字による契約によって成立する男

性の社会においては、ミセス・ギブソン式の言語の使用は断じて許されるものではない。

発話の度に言葉の意味が異なるような不安定な状況下で、ビジネス上の信頼関係を築くこ

とは不可能であろう。 

 次に、ミセス・ギブソンが用いる演技や擬装の問題であるが、実は文学において、女性

が演技や擬装によって相手の気を引くというプロットは、18 世紀の女性作家たちの作品

においてすでに確立していた。以下に、キャサリン・クラフト‐フェアチャイルドによる、

女性の擬装についての記述を要約してみよう。女性にとって、〈女性らしさ〉という仮面

は、ジェンダー関係を揺るがす武器にもなるが、同時に社会のイデオロギーが理想とする

枠組に当の女性自身が埋没してしまう危険性をはらむものである。女性は、仮面を被ると

いう擬装によって男性の視線をコントロールし、男性から〈見られる〉対象から、今度は

男性を〈見る〉主体へと変化することが可能である。ところが、仮面が表象する〈女性ら

しさ〉というものが、男性文化の産物であるならば、女性は、イデオロギーが理想とする

形に自身をはめ込んでいくことになるので、擬装という手段は両刃の剣と言わざるを得な

い (Craft-Fairchild 2-7)。このように、演技や擬装は、その背後に本来の自分を隠すための

手段であるが、男性のイマジネーションに基づく〈女らしさ〉をまとい、イミテーション

になるということは、自分自身を商品化し、競争によって市場価値を引き上げるシステム

に客体として参入することを意味することになる。これらを自覚した上で、演技や擬装を

用いるセス・ギブソンは、かなり手慣れたパフォーマーであろう。 

だが演技や擬装の効果に関して言うと、必ずしもパフォーマーが意図した通りにはい

くものではない。これは『ルース』においてすでに例証ずみであるが、ベンソン家のお膳
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立てによる擬装は、ルースに対して他人が描いた人生をなぞることを強要し、ひとたび

人々の間に広まった嘘は、もはやパフォーマー自身の制御が困難となる場合もある。また、

演技や擬装を繰り返すうちに、本来何かを隠すための手段が演技や擬装であったはずが、

いつの間にかそれらが目的となってしまうケースもある。これは後に論じるが、シンシア

のケースである。さらにクーシッチが指摘するように、ヴィクトリア朝小説では、女性は

騙す者であるというイメージが確立しているので、嘘をつくという行為そのものが「女性

的な悪癖」としてみなされている (128)。これらの点を考えれば、擬装や演技に従事する

人物は、モリーの正直さや誠実さを賛美する物語においては、批判の対象にならざるを得

ない。 

ユーグロウは、ミセス・ギブソンの外見と内面の不均衡に言及し、再婚前には学校を

経営していたにも関わらず、知的な面を磨くことには無頓着なこと、また服装に気を使う

ものの、ドレスに隠れて見えない下着は非常にお粗末であるという点を指摘している 

(592)。確かに、この点からミセス・ギブソンの浅薄さや虚飾性を批判するのは容易であ

る。だが、女性の演技や擬装が全て女性側の狡猾さや自己満足に拠るものではなく、男性

側の要求に合わせた結果でもあるすれば、ミセス・ギブソンの性格上の欠点という個人的

な問題にとどまるものではないだろう。 

前にも言及したが、ウルストンクラフトは自己犠牲を美徳とみなし「男性を喜ばせ

る」ことに重点を置く教育方針を批判した (32)。彼女は、「ルソーからグレゴリー博士に

至るまで、女性の教育や作法について著述した人は、女性をさらに装飾的で軟弱な 

(artificial, weak characters) 性格にするものであり、もし逆の状況であれば、女性は社会の

中でもっと有用な存在になっていただろう」(26) と述べている。この主張によれば、女

性は教育次第で無用にも有用にもなりえるから、男性は自分に都合のいいように、女性を

「装飾的で軟弱な性格」にしたということになる。だからこそ、根本的に教育システムそ

のものを変えなくてはならないというのがウルストンクラフトの主張である。恐らく、ギ

ャスケルもこの考えに賛同しているだろうが、ギャスケルは、真っ向から現行のシステム

に否
ノン

を突きつける前に、その「装飾的で軟弱な性格」となった女性たちは、どのように

して男性たちの要求に対応するのかを見計らっているようだ。 

女性が「装飾的で軟弱な性格」を持つことが、社会および男性側の要求に沿ったもの

であるなら、その産物たる女性たちが、「サバイバル・ツールとしてパフォーマンスに従

事する」(Debrabant 25, Bonaparte 278) のは当然の帰結であろう。換言すれば、男性が女性
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の外見を重視することを前提にして、女性は男性の気を惹いて結婚に至るチャンスを捕え

るための作戦を練るわけである。これは、ミスター・ギブソンが再婚相手として（未亡人

の）ミセス・カークパトリックに白羽の矢を立てるにあたり、彼女のどういう点に注目し

たかを考えれば明らかである。彼はミセス・カークパトリックを「獲物 (his “hare”)」(82) 

とみなし、以下のように観察した。 

 

[Mr. Gibson] was accustomed to winnow the chaff from the corn; and her [Mrs. 

Kirkpatrick’s] voice was so soft, her accent so pleasant, that it struck him as particularly 

agreeable after the broad country accent he was perpetually hearing. Then the harmonious 

colours of her dress, and her slow and graceful movements, had something of the same 

soothing effect upon his nerves that a cat’s purring has upon other people’s. (84) 

 

医師であるミスター・ギブソンは、「鑑識眼がある 」という前提のもとで、引用のように、

相手の声・言葉使い・ドレスの色や優雅な物腰をじっくりと観察している。ところが、彼

の識別力はというと、「外科医であるにもかかわらず、女性の心を解剖する (anatomize) 

術を学ばなかった」(321)、つまり、女性に対する観察については、中身を詳細に分析し

て調べることをせずに、外見から受ける印象をそのまま鵜呑みにしてしまうレベルだと、

語り手に皮肉られる始末である。そうすると、ミセス・カークパトリックの狡猾さだけを

取り上げて批判の対象とするのは性急であろう。 

もちろん、ミセス・カークパトリック側にもミスター・ギブソンの妻になりたいとい

う希望なり目標があった。だが彼女が彼に見せた
、、、

ものは、相手が見たいと願っているもの

であり、彼女の好みを優先して見せているわけではない。少なくとも、相手の意向に合わ

せるために女性は自己抑制をしなくてはならない。ここで機能しているのは、程度の差は

あれ、相手が望むもの（需要）と、彼女が提供するもの（供給）の一致であり、金銭関係

を伴うわけではないにしろ、市場原理が働いていると言える。それならミセス・カークパ

トリックは、ウルストンクラフトが批判するような、「装飾的で軟弱な性格」だけの女性

ではない。ミセス・カークパトリックが、自分の美を資本としてどれだけの利益を生み出

せるかを計算して結婚市場に臨んでいる点を考えると、彼女はそれなりにビジネスの交渉

術を身に着けているようである。 

 そうすると、ミスター・ギブソンが想定する妻の資質と、ミセス・カークパトリックの
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資質との間にギャップが生じるのは当然である。ミスター・ギブソンの再婚は、パートナ

ーシップを築く相手としての妻を欲したからではなく、娘の監督者としての母が必要だと

感じたから、つまり、現在のギブソン家に欠けている母
、
を補填するのが目的であった。そ

れでは、モリーの実母と同様に、なぜ身近にいる（近所の）独身女性を選ばなかったので

あろうか。 

 理由の一つとして、女性に〈家庭の天使〉像を強要するうちに、男性もその幻想に囚わ

れてしまっていることが考えられる。前にも言及したが、ディヴァーが、「母が不在であ

るということは、子供に謎解きを提供すること」であると指摘するように、母の不在は子

供にとって自分のルーツを求める冒険に繋がる。ミスター・ギブソンは彼自身の素性を探

し求めているわけではないが、彼の日常生活とは別の領域に属するミセス・カークパトリ

ックという未知の世界の中に、謎解きや冒険の可能性を見出そうとしたのではないだろう

か。彼女のように、階級間を横断し、上流社会のセンスとマナーを身につけた女性は、ミ

スター・ギブソンの日常風景にはいない。ミスター・ギブソンの目から見て、ミセス・カ

ークパトリックは異空間に属する女性であるからこそ、彼女の言葉づかいひとつから服装

や物腰にいたるまで、その一つ一つがミステリーを呼び起こし、新鮮な雰囲気をもたらす

存在であったと言える。 

だがミスター・ギブソンは大きな間違いを犯してしまった。彼がカムナー伯爵家で目

にした、ガヴァネスの「クレア」や、伯爵夫人に仕える「ミセス・カークパトリック」の

姿は、すべて彼女の演出のもとに作られた
、、、、

姿である。なぜならそれらの姿は、ミセス・カ

ークパトリックが労働対価として勤務する姿（見せるため
、、、、、

の姿）であり、〈家庭の天使〉

が行うと彼が考えているような自己犠牲の行為の姿ではないのである。ところが、ミスタ

ー・ギブソンにはこの両者区別ができず、彼女の外見から見た印象で、自分の都合いい解

釈をした。その結果、彼は、自己犠牲を払う〈母〉ではなく、自己主張をする妻を招くこ

とになったのである。 

しかしここで言及しておかねばならないのは、ヴィクトリア朝中期の既婚女性にとっ

ては、夫婦間の関係の方がはるかに重要だった点である。私有財産が認められない妻にと

って、「夫は子供ほど簡単に取替えのきく商品 (a replaceable commodity) ではなかった」

(Thanden 124)。またバンクスによる分析では、1850年代から 70年代にかけての中産階級

の家庭では、台所や育児室での日常的な家事の雑役はもはや妻／母の義務ではなくなり、

富に比例して家事を代行する者が獲得できるシステムが浸透した。そこで、家庭内におけ
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る妻／母の仕事が簡素化され、既婚女性の役割は、家庭内活動から社交活動へ、「パーフ

ェクト・ワイフからパーフェクト・レディー」へと推移した (69)。すると女性の服装や

家具調度品、召使の数は、その家の主たる男性の社会的地位と財産を誇示する手段であり、

贅を尽くすのは必ずしも女性の虚栄心やわがままから発するものとは限らない。ミセス・

ギブソンが憧れる〈レディーの生活〉は、「お金のために悪戦苦闘するのは男性の仕事。

妻は居間でレディーのように振舞って座っていればいい」(WD 79) というものであるが、

これはまさに「レディーの品質証明としての非生産性」(Banks 66) を象徴している。この

ような有閑女性に与える仕事の一つとして、また女性を家にとどめる手段の一つとして、

後に、母の手による育児が奨励されるようになったとサンデンは指摘している (115)。 

するとミセス・ギブソンの子育ては、まさに当時の既婚女性の事情を反映したやり方

だったことがわかる。彼女はガヴァネスとして働きに出るため、娘を寄宿学校に入れて

〈母〉の代行をしてくれる場を確保した。この時点で、彼女が物理的な面での育児放棄を

したとは言い切れず、むしろこれは、女性の役割が交替可能であることをよく知るがゆえ

の措置なのである。だが、シンシアは母には交替要員はいないという前提で主張するため

に、母の不在は母の愛情の欠乏に直結し、二人の考えはどこまでも平行線をたどる。 

一方、女性による社交活動への貢献の例を挙げると、女性は男性の代理として、男性

以上に効果を上げることができる場合がある。カムナー伯爵の末娘、レディー・ハリエッ

トなどは、モリーを「正直者で有名なお嬢ちゃん (a famous little truth-teller)」 (WD 238) 

として信頼を寄せているが、いざ社交活動になると、ミセス・ギブソンやシンシアが示す

ような、他者に合わせた臨機応変の振る舞いが有効であることを承知していた。たとえば

慈善舞踏会の場面では公爵夫人の臨席が呼び物とあって、参加している女性たちは公爵夫

人の装いに大きな期待を抱いていた。ところが当の公爵夫人はダイアモンドはおろか宝石

一つない地味なドレスを着て現れたため、会場の人々は落胆を隠せない。レディー・ハリ

エットが言うように、町の人々にとって、貴族は「ショーであり見世物－普段着のハ

ーレキンとコロンビーナ（いずれも無言劇の道化役）と一緒にパントマイムを演じるよう

なもの」(240) という側面を持っている。それゆえ、レディー・ハリエットも、本音では、

町の人々こそまさに「ハーレキンやコロンビーナ」、つまり、笑いや揶揄の対象であると

みなしているのだが、この場では、貴族もあえて彼らに
、、、

合わせ
、、、

る
、
必要があることを主張し

ている。昔なら、庶民は貴族に「従ってあたりまえ」(5)、貴族も「崇拝されるのが当

然」(5) という理屈が通っていたが、時代が変わり、今や貴族とて次期選挙のために票集
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めをしなくてはならないからである。ところが両親も兄も、そんな時代の趨勢や社会状況

の変化には無頓着であるゆえ、レディー・ハリエットが率先して町の人々の機嫌取りを行

うことになる。レディー・ハリエットの振る舞いは、ミセス・ギブソンの擬装や演技とは

目的が異なり、彼女自身の利益というよりも、他者利益のための行為である。最終目的は

伯爵家の権威の維持のためであるから、レディー・ハリエットに全く無関係な仕事という

わけではない。だが、この舞踏会での彼女の目的はというと、家と階級を代表する父や兄
、、、

の
、
面目を
、、、

ほどこ
、、、

す
、
ため
、、
であり、明らかに男性の代理

、、、、、
としての行動なのである。そうすると、

自ら広告塔として活動するレディー・ハリエットの処し方は、皮肉にも、ギブソン家の権

威を引き上げようとするミセス・ギブソンの振る舞いと同じ類になるのである。ミセス・

ギブソンが、かつてレディー・ハリエットのガヴァネスを務めていた事実からすれば、伯

爵家の他の娘たちが考えつかないアイディアのソースが、ミセス・ギブソンの教えである

ことは想像に難くない。 

このような処し方は、モリーのように、「自分の我に固執 (stubborn will of her own)」

(WD 224) した正論では対処できないこともあると、デブラバントも指摘している (25)。

ミセス・ギブソンは、〈家庭の天使〉の振る舞いが女性たちによる仮面劇に過ぎないこと

を暴露し (Morris xix)、女性は、〈家庭の天使〉という男性による理想像を演じることによ

って、彼らの要求に応えていることを示している。だがモリーのように、その演技や擬装

を苦痛だと感じる女性もいれば、ミセス・ギブソンのように、自分の利益や欲求を満たす

手段として、それを利用する女性もいる。どちらが正しいのかと言えば、道徳的な判断で

は、モリーに軍配が上がるだろう。しかしこれまで見てきたように、ギャスケルの作品の

女性たちは、社会が容認する考えや制度に対して、それが間違っていても、真っ向から異

議を唱えるのではなく、枠組はそのままにして、インフラを整備していくやり方をとって

きた。それが、物事を穏便におさめ、同時に、女性側としても使い勝手がよくなる手段と

なるからである。これは隙間を狙ったビジネスのようなものであるが、その点から見ると、

ミセス・ギブソンのやり方はあながちアンチ・ヒロインの手段とは言い切れない。 

 

4. シンシア－「ヘッドレス」コケットの擬装と演技 

これまで見てきたように、ミセス・ギブソンは、モリーとシンシアの二人の娘たちに

とって、〈家庭の天使〉というイデオロギー的な〈母〉とは対極のタイプである。彼女は

伝統的な〈母殺し〉を否定し、娘たちをライバル視しつつも、母娘間のパワー・ゲームに
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おいては、娘たちを支配下に置き、常に自分が優位に立とうとする。殊に、シンシアに対

する対応は厳しく、ミセス・ギブソンは彼女を自分の一部であるかのように扱っている。 

たとえば、ミセス・ギブソンとシンシアの名前の構造から、両者の関係を読み解いて

みよう。ミセス・ギブソンが「（シンシアの名前は）私のものなのです」(85) と述べてい

るように、「シンシア (Cynthia)」という名前は、母の「ハイアシンス (Hyacinth)」に由来

している。スペリングをよく見ると、“Cynthia” は “Hyacinth” から頭部 “Hya-” を切断し

て、末尾に “-ia” を付加した構造になっている。人間の身体機能の観点から見ると、頭部

は思考を司る部位であるから、「シンシア」には思考部分が欠如していると読むことが可

能である。すると、「思考が万全で・・・精神的で崇高なものに対し、行動は単に物理的

なものに過ぎない」(249) というミセス・ギブソンの意見に従えば、比喩的に頭部
、、

が欠損

しているシンシアの行動は、何の考えもなしに、ただ身体を動かしているだけのパフォー

マンスということになる。 

そこでメアリ・ライドンの論を借用し、シンシアの名前に見られる頭部の欠損が、彼

女の性格や行動にどう影響するのかについて掘り下げてみたい。ライドンはデリダの脱構

築主義の観点から、ある単語から頭部を切り離すことで、新しい語を生み出す場を確保す

るという論を展開しているが、要約すると次のようになる。たとえば、“mother”（母）と

いう語は、頭部の “m” を切り離せば、“other”（他者）となる。そこで、“m/other” のよ

うに、頭の部分にスラッシュを入れて分裂させれば、“m” の部分で「自己」(self) の演出

ができるので、“m” の部分は “mask” もしくは “masquerade” と解釈できる (Lydon 85) 

のである。 

このライドンの解釈を適用するなら、「ハイアシンス」という語の頭部も仮面とみなす

ことができ、ミセス・ギブソンは、“Hya-” という仮面の背後に「他者 (other)」を隠して、

状況に応じて仮面を変えていく、つまり頭部を擬装や演技の場として有効活用しているの

である。一方、シンシアには母が持つ “Hya-” の部分が欠損しているから、母の振る舞い

の物真似をやって、他者の気を惹いているだけということになる。これは、ミスター・ハ

ムリーが初めてギブソン家を訪問した折の場面で例証することができる。ミセス・ギブソ

ンは、「財産相続人となるハンサムな若者の父に対して、良い印象を与えておこうという

心づもりがとっくにできていた」(WD 150) が、シンシアの振る舞いは、「目の前にたまた

ま男性がいれば、老若を問わず、相手に受けがいいように、最高に愛らしさと優雅さを振

りまくような、生来のコケット (natural coquette)」(378) のようだった。シンシアは、「こ
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れといった努力は要らない。ただ本能に従うだけで、その場に居合わせた人全員を惹きつ

けてしまう」(181) のである。だがシンシアは、「言い寄るつもりなんかなくて－ただ、

自分をよく見せたいだけ－そうしないといられない」(330) だけである。シンシアのこ

の態度は無邪気であるが、相手の気を惹いたものの、その後のことは全く関知しない点が

問題となる。何かトラブルが起こっても、彼女はその責任を負う義務すら感じていない。

ミスター・ギブソンは、このようなシンシアの態度を「軽率だ (thoughtless)」(329) と批

判するが、この場合の “thoughtless” という語は、「軽率だ」という辞書的な意味を指すだ

けでなく、「考えがない」（＝頭の部分がない）シンシアの姿をも表象しているように思わ

れる。 

ではギャスケルは、シンシアは「生来のコケット」だから、この振る舞いはどうしよ

うもないと考えているのであろうか。いや、ミセス・ギブソンの擬装や演技にそれなりの

事情があったことを考慮すると、シンシアもまた「コケット」のようにならざるを得ない

事情があったと考えてもよいだろう。その点を、ミセス・ギブソンとシンシアの母娘関係

から分析していくことにする。 

シンシアは、4 歳の時に父を亡くし、以来、母がガヴァネスとして働きに出たために、

寄宿舎での生活を余儀なくされていた。「（母は）私と離れることについて、大して気にか

けていなかった。言ってみれば、私は厄介者だったの」(178) という言葉から窺えるよう

に、シンシアは、母のケアが必要な時に「ネグレクトされた」(355) という強い思いを抱

えたまま成長し、その思いは今もトラウマとして彼女の心に根付いている。それゆえ、彼

女は、「母を慕う気持ちは本能から来るものではないと思う」(178) と断言し、母だけで

なく、「誰も自分のことを本当に愛してくれないし、自分も愛されることに値しない」

(Bonaparte 68) と思い込んでいる。ボナパルトは、「愛が欠如しているために、シンシアは

自己 (self) というものを持つことすらやめてしまった」、「個 (individuality) という意識が

なければ、誰に対しても怒りは感じないし、他者が望む存在であればそれでいい。シンシ

アは、長い時間をかけてこれを学んできた。これが彼女の成功 (successes) の秘訣であ

る」(69) と解釈している。つまり、現在のシンシアには自己というものがないから、他

者に合わせることも簡単で、相手の望みの姿を演じることができる。この解釈は納得のい

くものであろう。 

しかしながら、前述のように、シンシアが母という本体から頭部を切り離し、母の身

体の部分を複製したもののシンボルであるなら、彼女は、「自己を捨てた」というよりも、
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最初から自己確立ができていないと考えるべきではないか。彼女が他者を喜ばせるような

振る舞いをするのは、自分が他者から愛されない
、、、、、、、、、

と思い込んでいるためだろう。つまり、

相手に嫌われたくない
、、、、、、、、、、

からである。それを限りなく繰り返すうちに、彼女は、他者の目に

映る自分の姿ばかりを意識して、自分がどうありたいのかを考える余裕がなかったのかも

しれない。そのため、自己確立する機会を逸してしまったのではないか。シンシアは、カ

メレオンのように自分をその場の状況に合わせていくため、自分の姿であれ、意識であれ、

「不断 (constant)」(WD 399) という状態を保つことができない。ミセス・ギブソンも、カ

メレオンのように態度を変える女性だが、彼女はまさにライドンが定義づける “m/other” 

－母であり、自己演出に長けた者－であるから、“m-” というマスクの背後には 

“other” という、他人に見せる
、、、、、、

顔とは異なる顔がある。ところが、シンシアには “other” 

の部分しかないにもかかわらず、自己確立ができていないから、“other” は何もないのに

等しい。つまり隠すものは何もない。すると今度は何もないことを隠す
、、、、、、、、、

ために “m-” の部

分で装い、その場限りの取り繕いに終始するのである。 

このように、母の不在がシンシアに与えたトラウマとその余波を考えると、『メアリ・

バートン』でヒロインが述べる、「母（の不在）は、娘にとって痛ましい損失です」(MB 

270) という言葉が、あらためて重要性を帯びてくる。ギャスケルは、母がいない娘に対

するケアとして、友人・隣人・知人、さらには語り手までもが、その補填に携わるような

手配をしてきた。モリーに対するケアはこの範疇に入るだろう。しかし、シンシアへのケ

アはそうではない。シンシアには物理的な世話は与えられても、精神面でのサポートが欠

落していたのである。 

シンシアは、モリーのように、ミセス・ギブソンとの葛藤から学ぶということはない。

シンシアにとって、実母が健在であり、しかもその母は、モリーが抱くような理想的な母

親像を徹底的に否定し、娘に〈与えて、譲る〉というプロセスを受け入れるどころか、娘

を犠牲にして、自身の利益を優先する女性である。そうすると、シンシアにできるのは、

伝統的な〈母殺し〉のプロットに則って、母を切り捨てて、父（＝男性）に従うという成

長過程を辿ることである。だが、シンシアは、その場を取り繕うことで満足しているから、

誰かひとりを継続的に深く愛するということができないのである。これは、シンシアの恋

愛模様にもはっきりと表れている。 

シンシアの恋愛プロットで、大きな位置を占めるのが三人の男性である。ミスター・

プレストンは、シンシアがお金に困った時に 20 ポンドを差し出して、取引としてシンシ
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アの愛を求めたので、二人は秘密の内に婚約した。しかしその後シンシアは、その契約か

ら自由になりたくて、ロジャーと婚約した。ところが過去の不始末が発覚した時に、シン

シアは、ロジャーに「謝り」、「子供のように説教されて許してもらう」(WD 446) という

関係が嫌だから逃げてしまう。3 ここで、他者（ロジャー）の基準で判断されるのは嫌だ

というシンシアの言い分は、これまで他者の欲求に合わせてきた彼女の生き方と矛盾する

ように見える。しかしシンシアは、相手の考えと自分の考えの間にずれが生じたと感じた

らすぐに逃げてしまい、その後始末を他人に丸投げするのである。ボナパルトが、『妻た

ちと娘たち』では、女性は、男性と関わりを持つために自分を殺すことが必要である 

(66) と指摘するように、ミセス・ギブソンもモリーも、手段や程度に違いはあっても、

この点で妥協してきた。シンシアも、母と同じく自分をよく見せるための演出をしてきた

が、その背後に自分の利益の確保という目的を隠して演技する母と、単に相手に好かれた

いだけという娘とでは、演出の意図と効果は全く異なる。端的に言うと、シンシアは、他

者から何かを求められる
、、、、、

ことを恐れているのである。というのは、自己確立ができていな

いシンシアには「自分のもの」と呼べるものはない。ないものを求められても困るから、

逃げるという手段を取る。そこで、彼女が結婚相手として選んだのは、ミスター・ヘンダ

ーソンという「現状のシンシアをそのまま受け入れてくれる」(WD 489) 男性である。 

このシンシアの配偶者選択に関しては、ハーシュの論が参考になるだろう。ハーシュ

は、アドリエンヌ・リッチが提案した、「理解してくれそうな男性 (the-man-who-would-

understand)」というタイプの人物であれば、父権制の中でも、女性を支配せずに保護して

くれる存在になると考えている (58)。またディヴァーも、不在の母と未来の夫が相互補

完の形となれば、未来の夫は、ヒロインに道徳的な指針を与え、同時にヒロインの欲求を

満たしてくれる存在であると述べている (29)。ハーシュもディヴァーも、このパターン

の代表例として、オースティンの『エマ』における、同名のヒロインとミスター・ナイト

リーとの結婚を取り上げていることから、シンシアの選択はすでに出来上がった結婚プロ

ットの一種に含まれている。 

しかしながら厳密な意味で考えると、シンシアにとって、ミスター・ヘンダーソンは

「理解してくれそうな男性」の類型に完全に一致するわけではない。もしシンシアがこの

類型の人物を選ぶのであれば、その男性は、彼女が〈家庭の天使〉へと成長する
、、、、

ように導
、

く
、
はずである。ミスター・プレストンかロジャーならばこの範疇に入るだろうが、ミスタ

ー・ヘンダーソンは、「現状のシンシアをそのまま受け入れて」満足しているのだから、



 

169 
 

 

今後のシンシアには何の変化も期待していない。また、シンシアも変わるつもりはない。

そうすると、シンシアは結婚を機に母のもとを去るが、彼女自身に成長の跡はない。これ

までギャスケルのヒロインの成長と言えば、結婚の有無はさておいて、他者の世話を受け
、、、、、、、、

る娘
、、

から、他者の世話をする母
、、、、、、、、、

へと変わるのが主流であった。その意味では、シンシアの

恋愛プロットは、〈配偶者を選ぶ＝世話をしてくれる人を選ぶ〉という物語だから、ギャ

スケル的なヒロインの成長物語ではない。 

さらに、シンシアに変化が見られないのであれば、ミセス・ギブソンとの関係も進展

は期待できない。シンシアがロンドンの弁護士との結婚を決めたことは、社会的地位や経

済状況の安定を評価基準にするミセス・ギブソンから見れば、まさに望みどおりの縁組を

手に入れたということになる。だがシンシアの望みは、幼い頃から欠けていた部分、切り

落とされた頭部を補填してくれる人を手に入れることであり、それが結婚によって可能に

なったに過ぎない。結局シンシアは、母から離れて
、、、、、、

、母の影響力を回避する
、、、、、、、、、、

ことはかなっ

た。しかし、それによってシンシアが精神的な自立を得たわけではない。むしろシンシア

は、結婚という制度を利用してイデオロギー的な〈母〉を手に入れたわけで、これは伝統

的な〈母殺し〉の行為でもなければ、精神的な成長による母からの独立というものでもな

い。 

 

5. 母の復活－モリーの成長とエーメの登場 

このように、『妻たちと娘たち』は、妻と娘のエネルギーが衝突するさまを描いた物語

であり、モリーとシンシアの物語が表象するのは、娘が妻となるプロセスである。モリー

の結婚が予測レベルで終わっているとはいえ、娘たちは結婚し、妻となる段階でこの物語

は終結する。だがこれでは、オリジナルのタイトルから欠落した母
、
がまだ欠損したままで

ある。ホーマンズが指摘するように、ミセス・ギブソンは、シンシアとモリー双方にとっ

て、母の役割を担う女性ではなく (269)、シンシアとの葛藤においては、母娘関係が修復

されたとは言い難い。そこでシンシアの退場と入れ替わりに登場するエーメに注目したい。 

エーメは、作品内でイデオロギー的な〈母〉を否定する言説が繰り返される中で、唯

一、〈家庭の天使〉的な母として復活する女性である。興味深いのは、エーメは、フラン

ス出身で英国人家族に子守として雇われていたという経歴を持つが、これは明らかに、フ

ランスの寄宿舎で育ち、ガヴァネスとして働きに出る予定だったというシンシアの経歴と

相似するものである。その意味でもエーメは、シンシアが成就できなかった、ギャスケル
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のヒロインとしての資質－恋愛と結婚を経験し、母的特質を獲得すること－を受け

継ぎ、シンシアの代理もしくは分身としての存在である。エーメが、シンシアの（物語か

らの）退場と入れ替わりに、姿を見せるのは偶然ではないだろう。 

妻としてのエーメは、生前のオズボーン・ハムリーが語る話の中に登場するのみであ

った。だが長旅の後、夫の死の知らせにショックを受けて、人事不省となったものの、赤

子の泣き声で我に返るという場面において、ユーグロウは、エーメが亡き夫に付随する存

在から母として命を吹き返す点を評価している (596)。一方デイヴィスは、男性医師が赤

子を泣かせてエーメの母性をコントロールすることに批判的である (527) が、ここでエ

ーメが母として生きる場を得ることは、本作品における〈母
、、

〉
、
殺し
、、
－イデオロギー的

な〈母〉殺し－のプロットを締めくくる上で非常に重要な意味を持っている。という

のも、モリーとシンシアという二人の娘が、それぞれのプロットで実母の喪失を経験し、

母と娘の関係が疎遠な状況からスタートした『妻たちと娘たち』が、最後にエーメという

母を得るのである。彼女の存在によって、オリジナルのタイトルから欠落した「母」の場

が復活を遂げ、本作品は、娘、妻、母の三者のバランスを保ち、安定を獲得して幕引きを

迎えることになる。 

しかし『妻たちと娘たち』は結局、モリーの成長－ギャスケルが『メアリ・バート

ン』で提示したように、他者の世話を受ける〈娘〉という立場から、他者の世話をする

〈母〉という立場への転換－を主軸にした物語である。ミセス・ギブソンもシンシア

も、〈家庭の天使〉が仮面劇に過ぎないことを暴露し、女性にも男性を支配したいという

欲求とそれに伴う戦術があることを示した。彼女たちは、ヴィクトリア朝小説のヒロイン

は天使か娼婦のいずれかという二極化を否定し、そのどちらか一方ではなく
、、、、、、、、、、

、どちらでも
、、、、、

ある
、、

というアンビバレントな存在である。その点では、彼女らはセンセーション小説のヒ

ロインのタイプであるが、最後には、モリーが体現する〈家庭の天使〉の資質－他者

優先の行動を自らの意思で行う－には敗北を喫する。というのも、ミセス・ギブソン

は演技や擬装という手練手管で、男性の意識をコントロールするだけのしたたかさを持つ

が、彼女が望むのは「レディーの生活」、つまり夫の地位や財産に依存する生活であり、

男女の立場の逆転はありえない。居間で居眠りをするミセス・ギブソンは、彼女が否定し

たはずの〈家庭の天使〉的な、静的で装飾的な存在に収まってしまった。 

一方、エーメという外国出身の女性を新たな〈母〉として迎えるならば、英国の〈家

庭の天使〉的な母というイデオロギー的な類型も変化せざるを得ない。旧家の地主である
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ミスター・ハムリーは、先祖から受け継いだ血筋と土地と社会的立場の維持にこだわる人

物だが、跡継ぎの息子は早世し、ハムリー家を継ぐのは、オズボーンと外国人で労働者階

級の女性との子供ロジャーである。ミスター・ハムリーが、次男のロジャーではなく、ま

だ赤子のロジャーを次期当主と認めることは、彼が純血主義を捨てて多文化共生を受け入

れることを示唆している。そうすると、代々の「ミセス・ハムリー」が受け継いできた

〈家庭の天使〉的な生き方も、エーメの代になれば変化せざるを得ない。彼女は故ミセ

ス・ハムリーとは面識がないため、彼女の教えを直接受け継いではいない。それを受け継

いだのはモリーである。だがモリーもまた、継母との関わりによって学んだ以上、慣習的

な〈家庭の天使〉をそのまま受け入れることはないと予測される。そうすると、『妻たち

と娘たち』においては、イデオロギー的な〈母〉は否定されざるを得ないということにな

る。 

 ではモリーはどのような母になるのであろうか。物語は結婚後のモリーの姿をとらえて

はいないが、シンシアとの場面でモリーのマザリングを垣間見ることが可能である。悲し

みにくれるシンシアに対して、モリーはシンシアの手を取り、ゆっくりと撫でているが、

それは「母から受け継いだ撫で方－彼女（モリー）が遺伝的に受け継いだものなのか、

あるいは亡き母がやさしく撫でてくれたのを覚えているのかは、定かではないが」(260) 

というものであった。これは、まだ言葉が十分に理解できないほど幼い娘に対して、母が

教えた非言語手段によるコミュニケーションであるが、4 モリーはその力を十分に理解し

ている。つまり、モリーが実母から受け継いだ文化遺産はこのような形で生かされ、モリ

ーと実母の間の絆は断ち切られていないことがわかる。このように、モリーによって、母

という存在は、過去（実母）、現在（継母）、そして未来（モリーが母となる）へ繋がって

いくと思われる。 

ところでボナパルトは、この作品の結末について、面白い仮説を立てているので言及

しておきたい。それは、ギャスケルがこの結末を書けなかったのではなく、書かなかった、

いや、書きたくなかったというものである。ボナパルトは、モリーをミセス・ハムリーや

「荒野の家」のミセス・バクストンのような、「耐えて待つ (stand and wait」(MC 100) と

いうタイプに帰属させるなら、いっそ作者が死んでオープン･エンディングにする方がい

いと主張している (277)。この意見はかなり極端な見方であり、ギャスケル自身の意見と

して実証するだけの根拠もない。しかし、『妻たちと娘たち』が娘の物語であり、娘の将

来は、母による〈家庭の天使〉の生き方指南ではなく、娘自身の決定に委ねたいと、ボナ
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パルトが考えているのは明らかである。 

そこで、1999年に英国の BBC放送が『妻たちと娘たち』をテレビドラマとして制作し

たが、その折に新しい解釈が提示された点に注目したい。オリジナルのテクストでは、モ

リーがロジャーのアフリカ行きの出発を家の窓から見送る場面が結末となるが、テレビド

ラマのエンディングでは、ズボンをはいたモリーがロジャーと並んでアフリカの大地を歩

く場面に変更されている。モリーの服装は、英国内であればジェンダーの掟破りとして大

騒ぎになるところであろう。しかしアフリカならば、英国のイデオロギーによる縛りも届

かない。 

記録によれば、この時代にはメアリ・キングスレー (1862-1900) を筆頭に、「レディー･

トラベラー」と呼ばれる女性たちが、アフリカを始め英国の植民地を旅して回るのが流行

であった。ところがキングスレーの旅行記によると、「レディー・トラベラー」の服装は、

「白いブラウスと黒のロング・スカート」である。5 これは、英国の「レディー」を象徴

する服装であり、異国にいても、彼女たちは、英国のドメスティック･イデオロギーに縛

られていたということが窺える。 

ストーンマンが指摘するように、テレビドラマにおける変更は現代の視聴者に合わせ

た演出であった (88) と言える。さらに、この変更によって視聴者は、『妻たちと娘た

ち』における（ギャスケルが書かなかった）結末と、「荒野の家」で達成しえなかった物

語（ヒロインの国外脱出および新しい文化との出会い）を見ることがかなったのである。

もちろんこれらは、ギャスケルが生前に意図したものと異なるものであろうが、ギャスケ

ルが言葉
、、
では果たしえなかったヒロインの解放の物語を、映像という 20 世紀ならではの

ツールによって可能にしたという点で、非常に興味深いプロジェクトであったと思われる。 
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第第第第 8章章章章 

ギャスケルと娘たちギャスケルと娘たちギャスケルと娘たちギャスケルと娘たち－エリオットとウルフの作品に見るギャスケルの遺産エリオットとウルフの作品に見るギャスケルの遺産エリオットとウルフの作品に見るギャスケルの遺産エリオットとウルフの作品に見るギャスケルの遺産 

 

1. ギャスケルからエリオット、そしてウルフへ 

 ヴィクトリア朝の小説において、ギャスケルが、母という存在を前景化し、母のボイス

や力を肯定的にとらえて生産的な効果を持つものとして扱ったのは、これまで見てきた通

りである。最初に世に出た『メアリ・バートン』が母の嘆きを起点する物語であったこと

が、その後のギャスケル作品の方向性を決定づけたとも言えるが、さらにその背景には、

ギャスケル自身が実生活において母であったことも重要な要因であろう。女性作家の系譜

においても、オースティン、ブロンテ姉妹、ジョージ・エリオットと続く流れの中で、彼

女たちの視点はいずれも娘
、
のものであった。それは、〈子〉である主人公が、ある時は自

分の出自を求め（謎解き）、またある時は自分の将来を思い描く（人生設計）ことが、物

語の主筋になっていることからもわかる。一方、ギャスケルの作品では、主人公が常に他

者との関わりの中で自分の立場や役割を考える点においては、上記の作家たちと共通する

ものの、彼女のヒロインたちは、〈他者からの世話を受ける者＝娘の立場〉から〈他者の

世話をする者＝母の立場〉へと変化する。この点で、ギャスケルのヒロインは、他の女性

作家のヒロインたちと大きく異なる。そしてこの変化には、娘が過去を担う母
、
たちの存在

価値を認め、女性の人生を〈娘／妻・母〉で二分しないことが不可欠な要素となっている。 

オースティン以降の女性作家の中で、いわゆるキャノン（あるいはそれに準ずるも

の）として認められる作品には、母つまり過去の女性たちを受け入れる寛容さが欠けてい

ると言わねばならない。当然ながら、母という存在についても、ここで再定義が必要とな

るだろう。オースティンやエリオットが切り捨てた母とは、『高慢と偏見』のミセス・ベ

ネットや『フロス河の水車場』のドドソン姉妹のように、無意味なおしゃべりに時間を費

やす女性たちであり、また、エリオットが評論『女性作家による愚かな小説』(1856) で

攻撃対象とした作家や作品である。ところがギャスケルは、そのような「愚かな」話に興

じる女性たちの姿に当時の社会のあり方を見ていたようだ。それゆえギャスケルは、女性

たちがお茶の間で繰り広げるおしゃべりを、十把一絡げに無駄話として処理することはな

い。時として彼女は、女性の話が愚かだというなら、そうではない話ができるように教育

するべきであるという姿勢を示している。『妻たちと娘たち』には、父が娘を「子供のま

まにしておきたい」(WD 26) と願う場面があるが、まさにそのように育てられた娘が大人
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になって困るケースが『従妹フィリス』のヒロインである。その娘は大人になった後も他

者の世話を必要とする。身体的には大人になっても、精神面での成長がそれに伴わないた

め、心身の状態がアンバランスなのである。それゆえギャスケルは、『北と南』のヒロイ

ン、マーガレットの言葉を通して、「賢い親なら、子供に対して絶対的なルールを押しつ

けるのをやめて、子供の友人や忠告者となって、子供が独立できるように願うものではな

いか」(NS 114) と訴えているのである。 

これまで述べてきたように、ギャスケルが構想する〈母〉とは、他者を養育
、、

し教育
、、

す

る者である。例外的に男性の教育者も容認されるが、大半は年輩の女性がこの役を担って

いる。ただしこの〈母〉の役割には、ヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉的な振る舞いや価

値観が前提となっているため、ギャスケルが当時のイデオロギーに迎合しているとみなさ

れてしまうのは仕方のないことである。だが、後期のギャスケルの作品を読めば、母の立

場にある女性にも、イデオロギー的な姿を強要される者と、自らの意思や欲求に基づく選

択を行う者がいる。そうなると、〈母〉のボイスと言っても、〈母〉そのものを一括りにし

て考えることに無理がある。実際ギャスケル自身も、母である〈私〉と娘である〈私〉と

いう複数のボイスを抱え、その板挟みになっていたことが窺える。未来を担う娘を物語の

主軸に据えた時、〈母〉たるものは、娘に優先権を譲らなくてはならないというのが前提

ならば、母を生かし、かつ娘も生かすのは困難である。それゆえギャスケルは、母（過

去）を切り捨てて独自の道を開拓する女性を描いた女性作家たちのように、娘の主義主張

を強く押し出すことができなかったと考えられる。 

そこでこの章では、ギャスケルの迷いを踏まえた上で、母という存在を切り捨てる作

家たち、換言すると〈母殺し〉のプロットを扱う作家たちに目を向けてみたい。中でも、

ギャスケルの作品との比較がなされる機会が少ないエリオットとウルフの作品について取

り上げる。このような前提を述べると、最初から違いが明らかなら何が論点になるのかと

いうところだが、実は、ギャスケルとエリオットの間、そしてギャスケルとウルフの間に

は共通点が少なくないのである。しかも母と娘の関係という点から考察すると、ウルフの

作品には、母という存在を切り捨てながらも、母との葛藤を経て、娘は成長していくとい

う構図がはっきりと読み取れる。つまりウルフは、最初から母を無視したプロット作りを

していないわけで、この点はオースティンの流れとは異なっている。エリオットは比較的

あっさりと母と娘の関係を分断してしまうが、ウルフは彼女自身の体験もあって、娘が母

の影響を逃れるには相当の戦いを強いられることを示している。以下に、エリオットの
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『フロス河の水車場』とウルフの『灯台へ』を、それぞれギャスケルの作品との比較を試

みるが、ギャスケルが提示した母
、
の力（物語中の母の存在であり、作家ギャスケルが後輩

に与える影響）に対して、ギャスケルとほぼ同時代のエリオット、半世紀後のウルフ、そ

れぞれがどのように対応するのかを見ていく。 

 

2. 娘による、母の教えの受け入れと拒絶－「荒野の家」と『フロス河の水車場』 

 これまで多くの批評家が、『フロス河の水車場』（以下、『フロス』と略す）を作者の伝

記的事実と関連づけて議論し、作家の人生を投影した物語であると位置づけてきた。とこ

ろが、この作品は、ギャスケルの中篇「荒野の家」（以下、「荒野」と略す）と多くの類似

点を含有していることから、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーンも、エリオッ

トがギャスケルから恩恵を受けていると指摘していた (“A Note on Charlotte Brontë.” 1877 

in The Critical Heritage 164)。しかし、両作品の発表時期には 10年の隔たりがあり、両作

家の間でこれらの作品に関する意見交換があったという記録も残っていないせいか、これ

まで両作品を比較した先行研究も見当たらない。しかしこれらの作品の共通点を分析する

ことで、『フロス』はエリオットの人生ありきの物語であるという、いわば定番とも言う

べき解釈から距離を置く機会となるであろう。同時に、ヴィクトリア朝女性作家としてた

だ一人キャノン入りを認められているエリオットと、作家の死後 100年にわたり無視され

てきたギャスケルとは、違いがあって当然であるという考えも、この機会に見直すべきか

もしれない。 

 さて『フロス』と「荒野」では、マギーという名の娘が登場する（『フロス』ではマギ

ー・タリヴァー、「荒野」ではマギー・ブラウン）。二人を取り巻く環境も似ており、暴君

的な性格の兄と二人兄妹、可愛がってくれた父とは死別し、息子を頼る母との関係は疎遠

であることも同じ、そして、年頃になって恋愛を経験するが、その恋もそれぞれの家族の

事情で阻まれること、そして孤独を空想という現実逃避で埋め合わせることなども、両作

品のマギーが共有する背景である。論点は、この似通った状況にある二人が最後には生と

死という対照的な結末を迎えることになるのだが、その際にどのような力が二人に影響し

ているかにある。 

 ギャスケルは、母と娘の疎遠な関係を修復することで、家族愛に飢えた娘のトラウマを

解消し、ヴィクトリア朝小説の〈恋愛と結婚〉のプロットへと導く。この時、マギーの実

母（彼女は息子しか愛せないため、娘には冷たい態度を取る）に代わり、マギーの成長を
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手助けする母
、
が登場するのが、ギャスケル作品の特徴である。これに対して、エリオット

の物語では、母と娘の関係改善を考える前にマギー自身が母の愛を求めないという事実が

ある。マギーが欲するのは兄トムの愛であるから、兄妹間では異性愛が成立しない以上、

マギーの物語は伝統的な恋愛プロットも異性愛も否定してしまう。さらに、マギーが子供

時代の思い出を理想化し、その中での兄を慕う点では、彼女は大人になることすら拒否し

ていると言えるだろう。 

 もとよりエリオットの作品では、母と娘が良好な関係を築くケース自体が稀である。

『ダニエル・デロンダ』には、母を慕うユダヤ人の娘ミラ・ラピドスが登場するが、ミラ

の母は行方不明である。母が不在の場合、子供の心に理想的な母のイメージが構築される

ことは、これまで言及してきた通りである。ミラの母が不在ゆえに理想化され、思慕の対

象となるのも当然の帰結であろう。この作品には、グウェンドレン・ハーレスのように、

母が健在である娘も登場するが、この場合、娘は母に決して歩みよることはない。興味深

いことに、グウェンドレンの母は二度の結婚を経験した未亡人で、その経験がこれから結

婚生活に入る娘へのよき忠告となるだろうと予測される。しかし、この母娘はその話題に

触れることさえ避けてしまい、娘は予備知識のないまま結婚生活に参入し、不幸を目の当

たりにすることになる。換言すれば、母娘の間の沈黙によって、女性の物語の筋書き、す

なわち女性の人生設計における欠陥や弱点が看過され、娘は母と同じ間違いを繰り返すこ

とになるのである。グウェンドレンの母は、娘に道徳的な忠告をするどころか、娘の破滅

の手助けをしているというサンデンの指摘 (24) は的を射たものであろう。結局、母が思

慕の対象となるためには、他者の心象にとどまらねばならない (Hirsch 37)。そのために

は、母と娘が現実レベルで良好な関係を築いてはならないというような傾向が、エリオッ

トの作品にはある。 

 それでは、ギャスケルのマギーはどのようにして母
、
との和解を果たすのであろうか。マ

ギーの母ミセス・ブラウンは、夫の死後、息子を溺愛するあまり、娘に全く愛情を注げな

い人物である。彼女の娘への態度は、女中の目から見て、「母の手の感触を感じさせるた

めにも、時には娘の手を取ってあげればいいのに」(MC 14) と言わしめるほど冷たいもの

である。そこで、マギーを孤独から救い、成長させるために、代理母ミセス・バクストン

が登場する。母の愛に飢えるマギーと娘を亡くしたミセス・バクストンとは、互いに愛情

の不足分を補い合う形で擬似的な母娘関係を築いていく。マギーは、実母から読み書きや

計算など実務面での教育は与えられている (24) ので、ネグレクトされているわけではな
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い。しかし、思春期の娘に必要なものは精神面でのサポートであり、その欠落部分を補填

するために代理母を配置するのはギャスケルの常套手段である。 

 ミセス・バクストンが与える教育とは、「決まった型に沿うものではない」(24)。夫人

の元には孤児の姪アーミニアが滞在しているが、夫人は、マギーとアーミニアを「同じ型

の性格に矯正するつもりはなく」(25)、それぞれの個性に合わせた性格形成の中で悪い点

を直していく方法を採っている。その効果は、「不調和でバラバラなものが、夫人の前に

来ると、調和と秩序あるものに見える」(25) というものである。病弱な夫人は自室から

出ることもままならないが、彼女はバクストン家の精神的支柱として、家政に関する指令

系統を司る立場にある。そうした夫人の教えは、家庭の中心に位置する者の心構えを中心

とするもので、決して自分を殺すことを奨励するものではない。 

この教えはエリスによる女性の教育方針と類似しており、女性に必要なものは、既

婚・未婚を問わず、社交生活においては嗜みや礼儀などの外面的な要素、そして家庭生活

においては、「意志の強さ、理解力、正しい知識、決断力、与えられたことを何でも習得

する力、そして固い決意」の内面的な要素 (12) と言える。エリスは、ヴィクトリア朝社

会での性別役割分担を認めた上で、それぞれの場にふさわしい教育が必要であるという主

張しているために、エリオットには性差を意識した教育という点で不満であるかもしれな

い。加えてギャスケルは、ジャンヌ・ダルクのような英雄行為に憧れるマギーの空想癖を

「危険である」(MC 25) とみなし、マギーはミセス・バクストンから自己犠牲を尊ぶ「や

さしきレディーの振る舞い」(25) を学ぶことになる。これが社会慣習とうまく折り合っ

ていく方法であることは言うまでもない。しかし、世の習いに従って穏便に済ませようと

するギャスケルに対し、不当な扱いに対して怒りを爆発させるエリオット（作品の中では、

ヒロインの暴力的行為などに表象される）は、そのような妥協は容認できないという姿勢

である。 

 ギャスケルは、マギーに代理母から家庭人／社会人としての女性
、、

の生き方を学ばせ、マ

ギーが後にミセス・バクストンの息子との結婚により、名実共に夫人の後継者となる道筋

をつけている。そのやり方は、ヒロインが母娘間の良好な関係を築きつつ、娘が未来に備

えて母の役割を学ぶことに集約される。ここで重要なのは、娘の成長過程に大きく影響す

るのは、娘の生まれつきの資質よりも、娘の育て方にあることを、ギャスケルが強調して

いることである。そうすると自ずと女性の教育者の育成も不可欠となり、ギャスケルが母

に白羽の矢を立てたのは、母にこれまでの人生経験を活かす機会を与えるためであろう。
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当然ながら、この教育者は誰でもいいというわけではなく、「荒野の家」ならばミセス・

ブラウンが適任者でないことは明らかである。 

 さて『フロス』におけるマギーと母の関係も、「荒野」と同様に、母が娘を切り捨てる

形で疎遠となっている。だが、物語の中で一度だけ、母がマギーを庇う場面（マギーがス

ティーヴン・ゲストとの逃避行から帰宅し、兄から門前払いをされる場面）があり、「私

もあなたと一緒に行くわ。あなたには母がついているのよ」(MF 614) というミセス・タ

リヴァーの言葉には、この先、母から娘への歩み寄りが期待できそうである。ところが、

このミセス・タリヴァーの母性愛の発動があまりにも唐突で、これまでの流れを考えても

不自然な印象が拭えない。しかもこれ以後、母と娘の関係は全く進展せず、せっかくの歩

み寄りの機会も生かされないままに終わるので、ミセス・タリヴァーの意識と態度の変化

が未消化で放置されてしまった。明らかなことは、『ダニエル・デロンダ』におけるグウ

ェンドレンと母の関係にもあてはまることだが、エリオットが提示する母と娘の物語には、

両者が向き合って対応する場面がない。そのため両者の関係改善を図る機会すらないと言

える。 

 この理由の一つとして、ギャスケルが女性同士の共感や連帯に救済を見出すのに対して、

エリオットは、女性の視点による考えや態度についてかなり批判的である点を取り上げた

い。マギーの逃避行の件について言うなら、世間は、男性（スティーヴン）よりも、女性

（マギー）の態度により厳しい判断を下している。エリオットは、語り手を通して、「世

の中の意見は常に女性の、しかも妻の視点から見たもの」(MF 619) であり、マギーが住

むセント・オッグスの町には、やさしい気持ちや道義心のある女性など全くいない (MF 

637) と断言している。その「世間」を代表する「女性」の顕著な例が、マギーの母方の

伯母や叔母たち、つまりドドソン家の女性たちである。 

 ミセス・グレッグを筆頭とするドドソン家の四人姉妹は、結婚後も実家に対する誇りの

もとに結束するが、その絆は女性の連帯ではない。ミセス・グレッグが、「私の父は子供

たちを決してそんな風には育てませんでした。そうでなければ、私たちは、今とは全然違

う家風になっていたでしょうね」(MF 126) と（「私」を特に強調して）述べているように、

姉妹たちは、結婚後も実家と亡き父の教えを拠り所としている。そこには母の姿も言葉も

ない。ドドソン姉妹の口を通して語られるのは、娘たちの背後に影として存在する先祖

代々の男性たちの言葉であり、彼女らは、過去の男性の教えを次世代の子供たちに伝授す

る伝令に過ぎないと言える。それゆえ、姉妹たちの関係も互いへの共感で結ばれるのでは
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なく、ドドソン家に流れる血の絆と、家名を汚さぬように面目をほどこすという共通の目

的によって繋がっている。彼女らの態度は、一見、ギャスケルが描くクランフォードのア

マゾンたちの処し方に類似しているようだが、アマゾンたちは事ある時には家柄や社会的

地位に関係なく、助け合いの精神で結束する。エリオットが、女性の連帯に信用を置けな

いと断言する限り、ドドソン家の姉妹たちをはじめ、セント・オッグスの町には不始末を

しでかしたマギーの味方は不在である。 

 マギーは幼い頃よりドドソン家の者らしくないと周囲から言われているが、それは、彼

女が無意識のうちに、母方の先祖の教えに抵抗する態度を表象していたと解釈できるだろ

う。心の繋がりを求めるマギーにとって、形式ばかりを重要視するドドソン家のやり方は

腑に落ちない。そして、大人になるにつれマギーはおとなしくなるが、それは反抗心が消

滅したのではなく、心の奥で沈静化しているだけで、何かをきっかけとして、発動する機

会を窺っていると考えられるだろう。普段のマギーは孤独の埋め合わせを空想の場に求め

ており、この点では「荒野」のマギーと共通しているが、『フロス』のマギーには救い手

がいない。これでは『フロス』のマギーにとって、愛情の飢餓状態を解決する方法が見い

だせないのも無理はない。 

 ニーナ・アウエルバッハは、『フロス』のマギーが表象する飢餓状態が、「原始的な意味

で女性的な愛の渇望」である、「殺したい、死にたいという衝動と一体になっている」

(60) と指摘している。これは、やさしさや気遣いという些細なことも含めて自分への愛

が拒絶された場合、マギーが自分や他者を傷つけること（自分の髪を切る、人形を壊すな

ど）によって、欲求不満のはけ口としている点を指している。また、メアリ・ジェイコブ

ズとジリアン・ビアは、マギーの欲求不満の原因として、彼女の欲求と社会慣習が認める

女性の領域や役割とのミスマッチに言及している。マギーは心の飢えを埋めるために知識

を求めるが、男性のための知識はマギーの実生活には役立たないゆえ、彼女の不満が解消

されないという解釈である (Jacobus 72, Beer 135)。実は『フロス』の語り手も、ジェンダ

ーの壁によって、社会で名をあげるような英雄的行為から排除される娘は、「内面に力を

溜め込んで」「破壊的で暴力的な手段でその力を放出する」と述べている (MF 320)。つま

り、マギーは常に四面楚歌の中で自分で自分を追い詰めてきた。その鬱積した負のエネル

ギーのはけ口が、結末の大洪水となって、町を破壊するに至ると考えられるのではあるま

いか。ビアの指摘にあるように、河の氾濫はそれまで抑圧されていた「マギーの欲望の再

覚醒」と結びつき (136)、マギーが一番求めるもの、つまり兄との「再会／結びつき 
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(reunion) を達成することになる。 

 このように、「荒野」のマギーは代理母から教えを受けることで、自分の家では得られ

なかった彼女の場を獲得し、また、恋人との愛と結婚を成就することで、その後は沈黙が

待っているが、〈幸福な結末〉に対する自己充足感を得た。一方、『フロス』のマギーには、

「荒野」のマギーが入手したものがことごとく否定されている。まさに『フランケンシュ

タイン』の怪物のように、自分がよかれと思ってしたことが拒否され、他者の愛を求めて

もかなわないゆえに、自分と自分の置かれた環境を破壊する行動に出てしまうのが、『フ

ロス』のマギーである。二人のマギーの状況において、差異を生み出したのは、母という

存在、そしてその母が与えるよい影響の有無であろう。女性たちの教えというのであれば、

『フロス』のマギーにも、ドドソン家の伯母・叔母たちの忠告があるのだが、彼女たちが

与えるのは、他者への共感や同情ではなく、厳しい家訓であり教訓、失敗者に対する冷た

い眼差しである。これらは男性社会の競争原理に基づく態度であり、それを女性たちが代

理で表象していることを看過してはならない。 

 それでは、エリオットが期待し頼るのはどのような価値観なのであろうか。結婚プロッ

トで言うなら、それは「理解してくれそうな男性」の存在にかかっていると言える。ハー

シュは、『ダニエル・デロンダ』において、ミラは行方不明の母を恋い慕うが、ミラにと

って、母に同行して行方不明になっている兄もまた忠誠の対象である (71) と述べている。

ミラのイメージの中で喚起される母と兄は、男性の支配と女性の服従という上下関係では

なく、互いを思いやる気持ちの共鳴である。それゆえミラにとって、兄は、父権制の権威

を象徴する父ではなく、母性的
、、、

な（〈家庭の天使〉的な）母の代理となる存在でもある。 

 ハーシュが、19 世紀女性作家の作品の中で欠落する母を補填する存在として、「父の権

力と母の養育とを兼ね備えた男性」を想定し、リッチの用語を借りて「理解してくれそう

な男性」と呼んでいることはすでに述べた通りである。このタイプの男性はヒロインの兄

もしくは兄の代理として登場し、ヒロインの主体性を奪わないのが特徴であり、兄と妹の

関係は、双方の結婚後も同じ状態が続くため、兄はヒロインに対して自己放棄と引き換え

の結婚を要求することはない。ミラとダニエルの結婚が理想的な組み合わせとなるのは、

ダニエルが、自殺しようとしたミラの命を救い、彼女の世話を引き受け、さらには行方不

明のミラの兄を見つけ、彼の後継者としてユダヤ思想を引き継ぐ存在だからである。 

 ところが、『フロス』におけるマギーとトムは実の兄妹なので、二人は互いの結婚の対

象とはならない。しかもマギーが求めるトムは、彼女の記憶の中にある幼い頃のトムであ



 

181 
 

 

る。彼女は、幼い頃に兄と手をつないで河のそばに立った時、つまり二人の生活がジェン

ダーによって分割される前の、まさしく「子供時代の黄金の門」(MF 270) が閉ざされる

前の瞬間に戻りたいと願っている。だが、時の経過は子供を大人にし、トムはジェントル

マンに、マギーはレディーになる教育を受けるために、二人の生活はイデオロギー的な境

界線で分断されてしまう。かつては横並びに並んだ二人が、社会のシステムによって二分

され、しかも、マギーは女性であるという理由でトムよりも下位に置かれてしまう。すべ

てがマギーの望みとは正反対の配置になるため、マギーの不満や怒りが鬱積するのは想像

に難くない。 

 そこで最後の洪水の場面を見てみよう。マギーが自分の大切なものを奪ったものへの復

讐として内的な力を放出したとすれば、洪水はその力の表象と解釈できる。水は父権制社

会の実践の場である町を飲み込んで破壊的な力を見せつけるが、その水の中にトムを巻き

込むことには重要な意味がある。トムは、タリヴァー家の現当主、ドドソン一族の血を受

け継ぐ唯一の男子、さらにトムが出世の目標としてきたミスター・ディーンの後継者でも

ある。これらはすべてマギーには否定されたポジションで、洪水は、そのポジションから

トムを奪い取り、跡継ぎの場を根絶やしにしてしまうのである。かつてよそ者の乙女がこ

の町の船頭を従わせたというセント・オッグスの町の伝説のごとく (MF 182)、社会の周

縁に置かれたマギーが、社会の中心にいるトムを支配するという逆転現象を起こす 

(Barrett 65) のである。 

 一方、「荒野」にも、結末近くで水難事故が起こっている。犯罪者となった兄に同行し

て、マギーもアメリカに渡ることになり、二人が乗った船が出発直後に火事に見舞われる

場面である。兄エドワードは、我先にと海に飛び込んで水死するが、マギーは彼女を追っ

てきた恋人に救出される。海の水は兄と妹を引き離し、マギーに命と自由を与えることで

物語の決着をつける。これに対して、『フロス』の洪水の水は、マギーと兄を結びつけ、

兄妹をともに死に至らしめる。水は二人のマギーの運命を生と死に二分するものの、それ

ぞれの願望達成を導く点では同じ働きをしているという点は興味深い。「荒野」のマギー

は、恋人と結婚を手に入れ、『フロス』のマギーは兄と和解を果たした。そうすると、水

は両ヒロインの願望をかなえ、かつ、両者の人生に平穏をももたらしたということになる。

ただし、『フロス』の水には、兄妹の和解だけでなく、前に言及した父権制社会に対する

マギーの怒りも含まれる (Jacobus 73) ため、暴力的な方法での兄妹の和解は死を伴った

のである。 
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 兄への思慕と死を伴う和解という点から見ると、『フロス』のマギーは、過去と未来か

ら切り離され、現在のみを生きる孤独な存在である。子供時代を黄金時代だと考えるなら、

エリオットは、少女が大人の女性になることや、娘が母の役割を担うことを否定的にとら

えていると言える。しかし、『フロス』の 3 年後に出版される『ロモラ』(1863) では、同

名のヒロインが、放浪の果てに母親的資質を受け入れ、亡き夫の愛人とその子供の世話を

行っている。この点を鑑みれば、エリオットもまた、母と娘の関係修復のプロットを模索

しているのではないかと考えられる。だが、見知らぬ町で〈コミュニティの母〉という立

場を確立したロモラが、結局故郷に戻り、自分と父を裏切った夫の愛人と遺児に奉仕する

のは、彼女が家系に対して忠誠心を持つこと－夫の血を受け継ぐ子供たちを育てて、

その血を絶やさないこと－に因るものであろう。ロモラの行きついた先は、ギャスケ

ルのヒロインが行う社会的育児活動とは似て非なるものであり、1 しかもロモラの育児活

動は、彼女の物語のメイン・プロットとはならないため、彼女による母
、
のボイスも弱いも

のである。 

 それでは、エリオットの作家としての成功は、やはり男性ボイスを駆使したことに尽き

るのか (Langland 134) というと、そうとも言えない。今ひとたび、マギーの望みを振り

返ると、彼女が求めたものが、男女の境界が曖昧だった頃への憧れであったことは、過去

への郷愁もさることながら、ジェンダーによる振り分けを強要する社会への抵抗とも考え

られるのではないか。洪水の水によるマギーとトムの結びつきは、分割されたものを再結

合するという比喩 (Beer 135) であり、また分割と性差の禁止のメタファーである 

(Jacobus 70) という解釈も可能である。するとこれは、女性であることを隠し、男性名を

筆名としたエリオット自身の思いではないだろうか。作家としてのエリオットは、男性と

女性の二つのジェンダーを持ち、その中間に位置し、あるいは両者に引き裂かれる存在で

もある。そうすると、エリオットが求めたのも、男性作家としての成功というよりも、性

別に関係なくその人が持つ資質や能力を認められることではあろう。しかしその望みがか

なう時代や社会はまだ先のことであるため、エリオットを代弁するマギーは抑圧だけの世

界に生き、最後に死と引き換えに失った半身、すなわちトムを取り戻して、自己解放を遂

げたと解釈できる。 

 

3. フェミニストの娘の主張－『灯台へ』 

 ギャスケルとウルフが生きた時代の間には、世紀末を経て半世紀以上の隔たりがある。
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新しい時代において、新しい女性のロールモデルを求めるウルフらフェミニストの娘た

ちにとって、過去の女性たち、特に、男性に服従するヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉

たちは切り捨てるべき類型であった。とはいえ、ヴィクトリア朝小説の女性たちすべて

が、この〈家庭の天使〉という類型に収まるわけではない。また〈家庭の天使〉の範疇

にあっても、すべての女性が男性に服従していたわけでもない。ギャスケルのヒロイン

たちは、程度の差こそあれ、男性支配に不満を抱き、それぞれの場において改善策を提

示してきた。それは、ジェイン・エアのように、男性の家から逃げ出すという大胆な手

段－だがジェインは最終的に男性の家に戻る
、、
ことになる－ではないが、密やかに父

権制の土台を切り崩すような強さを示すものである。 

『北と南』のマーガレットは、ミスター・ベルの遺産を手にした後、自分の意思と計

画に基づいて貧民街へ慈善活動に出かけて行くが、このように、周囲の意見に耳を貸さ

ず、自己主張を貫く女性は、1854年当時、「頑固な (strong minded)」女性と称されて、す

でに世間に広く知られていた類型であった。2 このタイプの女性は、当時の社会が理想と

した女性の資質、「無私／無欲 (selfless)」とは正反対に位置するため、世間では嫌悪の対

象であった (Helsinger, Sheets and Veeder 92-93) が、ギャスケルが、ヒロインの活動源とし

て「頑固さ」を肯定的にとらえているのであれば、彼女はこの資質がもたらす生産的な

効果を認めていたと考えられる。 

そんなマーガレットに対し、従姉のイーディスが、「そんなに頑固にならないで (don’t 

be strong-minded)」(NS 417) と諌めることから、中産階級の女性が貧民街へ赴くことはも

ちろん、従者も連れずに一人で行くこと時代が危険
、、
であるとみなされていた社会背景が

読み取れるだろう。そして、従姉の忠告にも耳を貸さず、自分の意思を貫くマーガレッ

トの強さも強調されている。ここで注目したいのは、イーディスの意見が母であるミセ

ス・ショーの意見の代弁であり、マーガレットの行動を〈女性らしくない〉と諌めるの

は、男性ではなく女性である点である。〈家庭の天使〉という理想像は男性文化の産物で

あり、女性が家庭外の活動に参入するのを是としないのも、男性によるイデオロギーの

強要であるのだが、大半の女性もまたそれを容認し、次世代の娘たちに押しつけてきた。

マーガレットが経済的な自立を得て、家庭外での活動に従事しようとする時、そこに立

ちはだかる壁は同性である女性－〈家庭の天使〉の価値観である点は看過できない。

この状況はウルフの時代にもまだ残っている。 

そこでウルフに戻ろう。フェミニストの娘たちは、自身の母親を含む前世代の女性た
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ちの生き方は、娘に男性に従うように教え込む存在、いわば男性支配のエージェントだ

とみなした。それゆえウルフは、「家庭の天使を殺すことが女性作家としての務めであっ

た」(The Death of the Moth 151) と述べて、過去の女性たち（母たち）と自分は違うのだと

いう独立宣言をしたのであろう。フェミニストが女性の権利や男女平等を主張する時、

それを阻むのが男性社会の慣習であれば、敵は男性になる。ところが、ウルフの〈天使

殺し〉のように、過去の女性たちと敵対する場合は、フェミニストの娘たちは、男性の

側について、彼らと共に〈母殺し〉－母の無能化－を行い、同じ女性でありながら、

娘は一方的に母を拒否して切り捨てることになる。逆に、母が強くなれば、母が敵とみ

なすのは、自分を抑圧してきた男性ではなく、自分の複製である（と思い込んでいる）

娘なのである。 

この構図は、ギャスケルが『妻たちと娘たち』で提示したものである。ギャスケルは、

母と敵対することで、娘の自立がかなうというプロットを提示してはいないが、『シルヴ

ィアの恋人たち』のヒロインが母との和解によって自己崩壊の道を辿ったように、母に

倣うことが必ずしも娘の成長に寄与するとは限らない。母の力を肯定的に扱うことから

始まったギャスケルの作品も、後期に入り、母の力と娘の力のバランスを取ることがま

すます困難になり、双方の視点を持つギャスケルもまた迷っていることは明らかである。

結果的としてギャスケルは娘の視点を選んだ。彼女は、人生の先輩としての母の生き方

を踏まえて、娘に自分はどう生きるのかを考えさせている。そこには、最後には袂を分

かつことになろうとも、母との対立や確執を経験して学ぶという姿勢が重要視されてい

る。このプロセスこそ、ギャスケルが提示した重要なメッセージであり、オースティン

からブロンテ姉妹、そしてエリオットに続く流れの中には見られなかったものである。 

世紀を超えて、この母と娘のパワー・ゲームを作品の中で展開したのがウルフである。

ウルフの結論としては、〈母殺し〉による娘の自立なのであろうが、そのプロセスの中で、

強力な影響力を持つ母と、それに抗う娘の対峙というモチーフは、ウルフが敬愛するオ

ースティンにもエリオットにもないものである。ウルフは、「もう少し工夫があれば、

（オースティンは）ヘンリー・ジェイムズやプルーストの先駆けとなったかもしれな

い」(WW 120)  と述べるほどに、オースティンの作品を高く評価している。一方、ギャス

ケルについては、「女性の読者に対して、母の（力という）鉈を振り回し、賢く、機知に

富み、その上非常に心が広いので、読者は、彼女のことを母の中でも最も素晴らしい母

だとみなして心酔している」(75) と褒めつつ、彼女の作品は「賢明さが欠けており (lack 
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of cleverness)」(147)、「人物描写における機知の欠如 (lack of wit in her character-drawing)」

(149) のため、ヒーローやヒロインは「堅苦しい (solid)」(149) と指摘している。これら

のコメントから、ウルフの関心は、作品の描き方や語り方であることが読み取れる。ギ

ャスケルの作品の世界が「広い世界ではあるが日常生活の範疇でしかない」(147)、「素人

くさいがプロであるという 19 世紀半ばの小説家らしい手法のため、（20 世紀の読者を）

イライラさせる」(146) とウルフに感じられるのはそのためであろう。これらのコメント

は、セシルによるギャスケル評－「典型的なヴィクトリア朝女性」たるギャスケルの

作品は「その時代以外には通用しない」(198)－を思い起こさせる。恐らく、セシルも

ウルフのコメントを参照したのではないかと思われる。 

このように、小説の技法という点からすれば、ウルフとギャスケルに共通点を見出す

ことは困難であろう。しかしフェミニズムの視点から見れば、ギャスケルの作品は、社

会的養育活動のように、後のフェミニストたちの活動の布石となる提案をしていること

がわかる。さらに母の視点の掘り起しという点から見れば、母を切り捨てて父に従うと

いう典型的な〈父の娘〉の物語に一石を投じ、女性の生き方を女性が決めるという方針

を貫くギャスケルの姿勢は、ウルフのそれと無縁のものではないだろう。ウルフが意識

したのは、オースティンやエリオットのような知的な文章であろうが、彼女が扱う娘の

自立の物語には、ギャスケルからの流れが窺える。ウルフは、ギャスケルが「女性の読

者に対して、母の（力という）鉈を振り回し」たと述べているが、ウルフもその力の影

響を受けた一人だと言えよう。 

さて『灯台へ』は、ミセス・ラムゼイとリリー・ブリスコウという擬似的母娘の二つ

のボイスが対峙し、パワー・ゲームを展開する物語であるが、ウルフが直視するのは、

さらに大きな枠組である過去と現在の二項対立である。その一つが「伝統とモダニズム

のせめぎ合い」(Drabble xvi) であるが、新しい時代の作家として、ウルフがいかにして文

学の伝統という足枷から逃れるのかという問題でもある。このウルフの姿は、画家リリ

ーによる作品の製作に投影されている。物語の最後で、リリーは絵を完成させるが、そ

のために彼女が獲得した手法、さらにその手法獲得のために、彼女が得たものと失った

ものがある。それは、『灯台へ』の完成によって、亡き母の影との戦いに勝ち、「もはや

母の声は聞こえない」(Moment of Being 94) と勝利宣言を行ったウルフの状況と相似関係

にあるのではないだろうか。リリーとウルフ、いずれも作品の完成と母の存在（影響

力）は不可分の関係にある。 
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リリーが描く絵はミセス・ラムゼイと息子ジェイムズがモデルだが、彼女は古典的な

モチーフである「聖母マリアと幼子ジーザス」を用いず、「紫色の三角形」(TL 72) とい

う幾何学的・抽象的な形で二人の姿を表象している。彼女が絵を描く動機は、「それが面

白いから」(98) で、名誉や他者からの賛辞を求めてはいない。自分のための絵を完成さ

せること、いわば、自己満足のための製作である。これは、ヴィクトリア朝の「フェミ

ニン作家」に求められた意識－金儲けや業績のための執筆は女性らしくない
、、、、、、、

とみなさ

れた－に通じるものがある。しかし、リリーの場合、画壇できちんと評価して欲しい

という意識はないため、「フェミニン作家」のような二重拘束（「女性らしくない」とは

思われたくない反面、きちんと評価して欲しい）はない。ただ、その自己満足の落とし

どころが見つからないために、その絵は未完成のままである。リリーと彼女が描く絵は、

彼女のアイデンティティの確立と将来設計が未定であることを意味している。キャンバ

スの上のどこに光を配置し、どこに影を配置するかを決められないのは、ミセス・ラム

ゼイが勧める結婚－夫人は、「未婚女性は人生の最良の時を逃してしまう」(68) と考え

ている－と、リリーの「独りでいたい (to be alone)」、「自分らしくありたい (to be 

herself)」(69) という願望とのジレンマの表象でもある。絵が未完成の間はその決定を先

送りできるという、モラトリアムにも似た猶予期間は、結局リリーの成長
、、
（絵の完成と

自己認識の獲得）を先延ばしする口実になっていると言えよう。 

しかしながら、『灯台へ』はリリーの成長のプロットを中心に進むわけではない。また、

リリーが成長するために、彼女が何らアクションを起こすわけでもない。リリーは〈見

る〉人であり、〈観察する〉人でもあるが、彼女に敵対する力として、最初に視界に入る

のは、「男性のエゴティズム」(Drabble xxi) である。チャールズ・タンズリーによる、「女

には書くことはできないし、描くこともできない (Women can’t write, women can’t paint)」

(TL 116) という言葉に集約されるように、『灯台へ』の女性たちはみな、言葉と絵画の両

方での自己表現は不可能であると宣言されている。このタンズリーの意見は、画家のリリ

ーにとっては屈辱的なものだが、彼女はこれに対して反論することができない。彼女の絵

の完成が未完成であるという事実もさることながら、男性が女性を見下す主張に対して、

反論する言葉を持っていないからである。タンズリーだけでなく、作品内の男性たちは、

それぞれペンを武器に武装している－ミスター・ラムゼイは哲学者、タンズリーは彼

の弟子、ミスター・バンクスは植物学者、そしてオーガスタス・カーマイケルは詩人であ

る。彼らは、女性（の性質や行動）に対して、「愚かさ  (silliness)」 (116)、「無知 
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(ignorance)」(163)、そして「単純 (simplicity)」(163) という表現を適用し、女性は家事に

いそしめばそれでいいと考えている。ベティ・ロンドンは、ウルフは、言葉を用いたスト

レートな表現は男性的な視点 (masculine point of view) であるとみなしている (14) と述べ

ているが、もしそうなら、女性は何を手段として自己表現をするのであろうか。 

そこで、女性と言葉の密接な関わりという点から、ギャスケルの『クランフォード』

を参照しよう。『クランフォード』には、「上品な倹約」という、女性たちが社交上に用い

る方便としての言葉使いがある。端的に言って、「嘘も方便」的な言語使用法であるが、

これは相手が弱い立場にある時に、その相手を慮っての方便である。これに対して、時も

場所もわきまえず、何でもストレートな表現
、、、、、、、、

で済ませるのが男性（キャプテン・ブラウン

やミスター・ホルブルックなど）の言葉使いである。クランフォードの社交においては、

理屈よりも感情が優先されるため、男性のストレートな物言いは容認されない。そのため、

そのような言葉を用いる男性は、何らかの事情で町から追い払われてしまう。これは、デ

ボラのように、女性が男性のようなストレートな表現を使用するケースにも適用されてお

り、この町では、他者との穏便な関係を築けない人物は物語の表舞台から去るというプロ

ットが仕組まれているのである。ギャスケルは、男性の言葉使いを真似しても、借り物の

言葉では、女性の自己表現はできないと考えているようだ。だから、女性には男性とは別

の表現手段、すなわち「上品な倹約」のように婉曲的な言語表現が必要となるのである。

これがなければ、「女性は大半を沈黙の中で生きることになる」(Schor 98) ので、この点

は『灯台へ』の女性たちにも当てはまることである。 

リリーには絵画という表現手段があるのだが、彼女の絵が未完成であるように、その

手段は確立していない。他の女性たちの例を見ると、「うまくやるためには嘘をつく」

(Homans 279) ミンタ・ドイルがいる。彼女は、『妻たちと娘たち』のミセス・ギブソンや

シンシアに連なる、言葉を弄ぶタイプの女性である。当然ミンタの言葉はその場限りで、

その言葉が指す意味内容に縛られない自由というメリットがある反面、当人は浅薄な性格

の人物という評価を与えられてしまう。特にミンタが果たす役割で興味深い点を見ると、

彼女には、『ミドルマーチ』の第三巻と祖母にもらったブローチを紛失する
、、、、

というエピソ

ードがある。ものを紛失するという行為から、ミンタが軽率な人物であることを示すわけ

だが、それ以上に、彼女が母系遺産（過去の女性から受け渡された文化遺産）を紛失した

という点に注目したい。 

ホーマンズは、このミンタの紛失（物）について、ウルフは、ジョージ・エリオット
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の作品を紛失する点は容赦できないだろうが、ヴィクトリア朝の〈家庭の天使〉たるミン

タの祖母の所有物の紛失は構わないという、「両面価値 (ambivalence)」的な考えを持って

いる (278) と指摘している。前述のように、ウルフにとって、エリオットは敬愛する先

輩作家であるから、それを紛失するというのはエリオットという文学上の〈母〉の否定に

繋がる。しかしながら、『ミドルマーチ』の冒頭には、ドロシア・ブルックが、母の遺品

の宝石の中からエメラルドの指輪とブレスレット以外は要らないと言って、妹にすべて譲

る (13) 場面がある。ドロシアとミンタの振る舞いは同じであるが、ウルフはこれをどう

考えるのか。作家としての自己確立のためには、〈家庭の天使〉を殺さねばならないと断

言したウルフならば、ドロシアによる母の遺産の拒絶は是認するところであろう。だが、

『ミドルマーチ』という、ウルフにとって文学上の母の遺産を紛失してしまうミンタの行

為は許しがたいとなれば、ホーマンズが述べるように、エリオットの遺産の紛失と、祖母

のブローチの紛失について、ウルフは母系遺産の扱い方でアンビバレントな態度を取って

いると言わざるを得ない。それでは、ミセス・ラムゼイとリリーという母娘の関係で考え

るなら、ウルフにとって、あるいはリリーにとって、ミセス・ラムゼイは捨てるべき過去
、、、、、、、

なのであろうか。そこで、作品全体におけるミセス・ラムゼイが占める位置や価値観につ

いて詳しく分析していこう。その上で、リリーがこの代理母（の影響）をどう評価するの

かを考えたい。 

『灯台へ』は三部形式で、第二部以降では、ミセス・ラムゼイはこの世の人ではなく、

霊として存在している。第一部の彼女は、〈家庭の天使〉らしく、他者に与えるのみで、

他者から何かを得ることを求めていない。アン・モロウ・リンドバーグは、20 世紀半ば

のアメリカの既婚女性にとって、家庭内の無償の奉仕は、「突然、泉が涸れてしまう、井

戸が涸れてしまう」(48) ような感覚を伴うと述べているが、ミセス・ラムゼイの考えは

正反対である。彼女は、「男性の不毛 (sterility of men)」(TL 113) をよく知り、逆に、「女

性は何かを持っているかのように、決して欠けるものはない」(115-16) と信じているので、

常に、自分から他者に向かって「命の噴水から水を噴出させている」(52) と感じている。

それゆえ、彼女は、日常生活の中で、多くの人と交流しながら、「すべてのものを通り過

ぎ、すべてのものの中を通り抜け、すべてのものの中から出てくる」(112) 感触を得るこ

とができる。ミセス・ラムゼイには、自分が感じ
、、、、、

、そこから「安らぎと喜び」(150) を感

じられることが重要であって、それを他者に伝えるための（表現手段としての）言葉は不

要なのである。ドラブルは、ミセス・ラムゼイを、「一般的な意味での創造的 (creative)」
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な人ではないが、「調和、素晴らしい瞬間、記憶の創造者」(xxi-xxii) であると述べている。

恐らくミセス・ラムゼイは、他者に与えるという行為の中で－それが、精神的なエネ

ルギーという目に見えないものの放出で、相手がそれを受け取ったか否かが不明であって

も－彼女自身の内面の充足を得ることができる点で、「自分らしくなれる、独りででき

る (be herself, by herself)」(85) 人と言える。 

しかし次世代の娘リリーには、ミセス・ラムゼイのように、感じることで自己満足を

得るだけでは不十分である。リリーは、他者に与えるよりも自己実現を望む女性である。

すると、ミセス・ラムゼイが霊となって一方的にリリーに与え続けようとするのは、リリ

ーにとって脅威であろう。一方的に与えられるという状況は、リリーの成長を遅らせるだ

けでなく、「母による保護の邪悪な面」(Ferrer 45) がむき出しになり、リリーの意識に響

く「声 (voice)」となって、「なぜ、これを受け入れて、これに満足して、黙って従って、

諦めてくれないの？」(TL 194) と責め立てる。この姿は、「かつてはリリーにとって、完

璧な女神であった」(272) ミセス・ラムゼイが、「欲しい、欲しい、でもまだ得られな

い」(272) と威嚇する男性のエゴティズム（たとえば、灯台行きの直前に、リリーに拒絶

されたミスター・ラムゼイの態度）をまとったようでもある。つまり、生前は穏やかであ

ったミセス・ラムゼイには、潜在的な（あるいは隠していた）もう一つの顔があり、それ

を代理で表象するのが夫の態度であったと解釈できる。それゆえ、その「声」を聞いた時、

リリーがとっさに「あの恐怖 (the old horror) だ」(272) と感じたのは、ミスター・ラムゼ

イが彼女に与えた「あの恐怖 (the old horror)」(206) と同じ類のものだったからである。 

フェラーが指摘するように、ミセス・ラムゼイの霊はリリーの幻覚かもしれない (45)。

だが、生前のミセス・ラムゼイは、第一部のタイトル「窓 (The Window)」が表象するよ

うに、窓から外を眺めるだけで、外の世界で冒険しようなどとは考えない女性であったの

に、今や「死せる母となって、至るところに姿を現し、生者の世界を侵略している」

(Ferrer 45)。リリーが立ち向かわねばならないのは、後者のタイプの母
、
である。ギャスケ

ルが『メアリ・バートン』で提示した、娘の成長に寄与することを最優先にする母（その

ために、自身のことは後回しになるという弱点を抱える）母でない。また、ミセス・ギブ

ソンのように、娘を放置する母でもない。「灰色の女」のアンナのように、言葉で娘の人

生娘に過干渉する母に似てはいるが、ミセス・ラムゼイは言葉を武器とはしていない。霊

という存在で娘に干渉する点からすると、Ｅ・Ｍ・フォスターの『ハワーズ・エンド』の

ルースを彷彿させる母であろう。 
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リリーはまた、ミスター・ラムゼイが要求した「共感 (sympathy)」(204) 与えること

－亡き妻の代理となること－を拒否した。ミスター・ラムゼイにとって、「ミセス・

ラムゼイ」という存在は、そのポジションに就いていれば誰でもいいわけである。これは、

『ハワーズ・エンド』において、ミスター・ウィコックスが、ルースの死後、マーガレッ

ト・シュレーゲルを「ミセス・ウィルコックス」の場に据えたのと同じ事情である。だが

前述のように、リリーは「自分らしくありたい」わけだから、他者の代理になることは我

慢ならない。だからきっぱりと拒絶した。しかしながら、無意識のうちにではあるが、リ

リーは非常に興味深い形で、ミスター・ラムゼイに「共感」を与えていた点を見逃しては

ならない。長年の間、先延ばしになっていた灯台行きの朝、リリーは一行を見送り、無事

に旅立ったことを、心の中で喜んだ
、、、、、、、

のである。ここでリリーが感じる喜び
、、

は、言葉で相手

に意思を伝えることのではなく、思いを送る－相手がそのメッセージを受理したか否

かは関係なく、送ることで満足する－というやり方である。これこそ、生前のミセ

ス・ラムゼイが密かに行っていたことである。そしてこの瞬間に、リリーがそれを踏襲し

たということになる。 

そしてこの後リリーは、キャンバスに「一本のラインをそこ、中央に」(281) に引いて

絵を完成させた。その線は灯台を表象し、一行の旅の完遂を祝う形と解釈できるが、同時

に、「ウルフが手紙の中で述べているように、全体のデザインをまとめるために、本の中

心に線を引く」(Goldman 167) こと、つまりバランスを取る（調和を見出す）ことでもあ

る。完成された絵には、やはりミセス・ラムゼイとジェイムズの姿がデフォルメされた形

で残っているが、これは、リリーの人生において、ミセス・ラムゼイを排除するのではな

く、逆に、「ミセス・ラムゼイのことを思い出す努力」(Homans 284) が必要であることを

意味しているのではないか。娘が窮地に陥ったからといって、語り（手）が、娘の周囲を

清めるような母はウルフの作品には登場しない。与えることと奪うことの両面価値を持つ

母を黙らせるためには、その両方の顔とうまく対峙していくこと、そのバランスを学ぶと

いうことである。ガヤトリ・スピバックが面白い指摘をしているが、リリーの絵の完成に

は、「男性を道具に使って、女性の姿を女性のヴィジョンで述べる試み」(28) が必要であ

った。これは男性のエゴティズムと向き合い、それに屈服するのではなく、うまくかわし

ながら、最後に女性の方が優位な立場に立っているという満足感
、、、

を、女性が得ることであ

ろう。リリーの絵に使用される色を見ると、「緑色と青色ばかり」(TL 281) だが、緑色は

ミセス・ラムゼイのショールの色、青色は海の色（灯台行きの船旅）と解釈できる。灯台
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行きは、ミスター・ラムゼイの発案であり、それが完遂することによって、リリーの自己

認識の獲得と絵の完成が達成された。そこには、言葉での説明ではなく、彼女の「ヴィジ

ョン」(281) があるとウルフは述べている。 

このように、リリーの絵の完成（これは彼女の自己確立の瞬間でもある）には、ミセ

ス・ラムゼイの存在が不可欠であると証明された。（エリオットの作品と祖母のブローチ

に表象される）過去の遺産を否定して捨てたミンタがすでに物語の表舞台から退場してい

ることからも、『灯台へ』においては、〈過去＝捨てるべきもの〉という図式は成立しない

ことは明らかである。 

 

4. 女性と言葉 

 ギャスケルからエリオット、そしてウルフへの影響を見てきたが、エリオットとウルフ

のヒロインはいずれも、女性の自己表現の手段としての言葉を回避していることが読み取

れる。マギーの怒りと憎しみは洪水に、リリーの不満は絵画に、それぞれ言葉ではない手

法で思いを消化／昇華させた。リリーの場合、タンズリーから「女には書くことはできな

いし、描くこともできない」と言われたことに対して、一矢を報いた形にもなっている。

だがマギーはどうだろうか。学問が男性にのみ与えられたチャンスにもかかわらず、怠惰

で勉強嫌いな兄に比して、マギーは、学習においては自分の方がモチベーションが高く、

能力も優れていることを自覚していた。しかしマギーは、女性というだけで、学ぶ場も知

識を生かす場も得られなかった。それゆえ、トムとの結びつきがマギーの最大の欲求とは

いえ、他者を巻き込んで自己崩壊に至るのは、教養小説における主人公の成長そのものを

否定することになる。 

 また、女性が自己充足感と自己実現を得る手段として言葉を否定するのであれば、作家

であるエリオットとウルフも、自己の武器であるペンを否定することになりはしないか。

文壇において、男性作家と比肩するために、女性作家は男性の武器という借り物で勝負を

するしかない。そこでは女性－〈家庭の天使〉的な理想像の女性ではない－のボイ

ス（視点、考え、意見、表現手段など）は欠落せざるをえない。エリオットは男性名の筆

名という〈仮面〉を必要とし、男性作家（と彼らの作品）に対抗しうるだけの知識や理解

力と判断力を身に着けて、それを作品の中に描きこまねばならなかった。それでも、エリ

オットが完全に女性的な要素を作品から排除したとは言えない。これはすでに述べた通り

である。 
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 さらに興味深いことに、ウルフは、エリオットの作品の女性たちが「自分という個人の

ためではなく、女性という種のために」行動しようとしている点が問題であると指摘して

いる (WW 159)。ウルフの分析では、エリオットのヒロインたちは、「古来より女性が望

んでも手に入らなかったもの－それが何であるかをわからないまま－恐らく、人類

の存在とは相容れないものである」を求めた結果、「悲劇的な人生を送るか、あるいはさ

らに憂鬱な妥協をすることになるか」になった (159-60)。換言すると、エリオットが描く

のは、女性による女性の人生の模索と追及の物語なのである。それならば、エリオットの

作品の根幹をなすものは、ギャスケルの作品の根幹に流れるものとの間に共通するものが

あって当然であろう。 

だが、求めるものが類似しているとはいえ、『フロス』と「荒野」の比較で考察したよ

うに、エリオットが、自己も他者も破壊するのを承知で挑むのに対し、ギャスケルは穏便

に解決を図る点で、作家としてのスタンスは異なる。ギャスケルが、「ミス・ブロンテと

私の違いは、あの方はご自分の欠点をすべて本に書かれるのに対して、私は自分のいいと

ころばかりを書くのです」(Letters 229) と述べるように、作家のスタンスの違いは、作家

の個性を反映するものである。マギー・タリヴァーとジェイン・エアが、自分自身を傷つ

けるのを厭わないほどの感情の高まりや衝動を見せる点で共通するものの、ジェインの凶

暴性は、後に肩代わりをしてくれるバーサの存在によって緩和されるが、マギーのそれは

最後まで彼女の行為として描かれている。ギャスケルならば、女性が凶暴性を見せるのは、

ゴシック空間での話に限られている。そしてウルフの場合、マギー・タリヴァーが見せる

ような女性の原始的な凶暴性は、霊となったミセス・ラムゼイ－リリーの幻覚かもし

れない存在－の表象として描かれている。そうすると、ウルフとギャスケルの場合、

リアリズムの世界（目に見える世界）の中では、感情より理性を優先させているというこ

とが明らかである。一方エリオットは、そのような制限－「性、健康、慣習」」(WW 

160)－を超えて、「より多くの知識、自由」を求めた」とウルフは述べている (160)。

しかし、これらがヴィクトリア朝の女性作家に容認された言葉で表現しきれなかったこと

は容易に推測できる。 

さらにもう一点を挙げるなら、エリオットとウルフのヒロインには、彼女たちの文化

遺産を継ぐ者が作品の中に不在である点は看過できない。エリオットのマギーは大人にな

ることすら拒否したまま水死し、リリーはミセス・ラムゼイの記憶をとどめることで、自

分の道を切り拓くことができたが、それを受け継ぐ次世代のことは触れられていない。 
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ミセス・ラムゼイには実の娘が二人いたが、一人は死亡し、もう一人キャムは父と兄

に同行して灯台行きの船に乗った。キャムが母（ミセス・ラムゼイ）がなし得なかった灯

台行きに参加した点では、（部屋の窓から外を眺めていた）母よりも広い世界（海）へと

出て行ったと考えられる。ところが、父と兄が漕ぐボートに揺られ、キャムは安堵感から

海の上で「眠りに落ちてしまう」(TL 275) のである。眠る娘はそこにいるだけ
、、、、、、、

の存在で

あり、ボートを漕ぐという活動
、、

をしている男性たちの支配下にあると言ってよい。この状

況は、男性支配を認めた母の価値観に従うものであり、明らかにリリーとは一線を画する

ものである。母を否定せず、さりとて母に盲従せずというスタンスを持つリリーであるが、

女性は男性より優位な立場であるという意識を継承した時点で、彼女はミセス・ラムゼイ

の後継者となった。だが、そのリリーの後継者については書かれていない。これは、ウル

フ以後の女性作家たちの手に委ねられた課題と言える。 

そして、ウルフより四半世紀後に登場するアメリカの作家リンドバーグが、敬愛する

先輩作家ウルフの教え－女性作家には自分だけの部屋が必要である－に従って、自

分の場を求めた。彼女は家の外に出たのである。妻であり母であるリンドバーグが、しば

らくの間、家と家族から離れて得たものは、『海からの贈り物』(1955) の執筆である。こ

れは、ウルフが作家としての自立のために「自分だけの部屋」と「家庭の天使殺し」が必

要だと主張したことを、リンドバーグがウルフとは異なった形で継承し実践したと言える

のではないか。 
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結結結結    論論論論 
 

ギャスケルは、〈嘆きの母〉のボイスを起点とし、悲しみという負のエネルギーを他者

救済の活動へと転換して、〈救いの母〉のボイスを開拓した。他者利益を優先する育児
マ ザ

活動
リング

は、ヴィクトリア朝のイデオロギー的女性像である〈家庭の天使〉の行為に抵触しな

いことから、ギャスケルは家庭での育児行為を社会活動へと応用し、女性の活動領域を家

庭外へと拡大する提案を行った。『メアリ・バートン』は、そんな〈母のボイス〉のメリ

ットを最大限に生かした作品と言える。作家活動のスタートが 38 歳と遅かったものの、

ギャスケルは〈母親作家〉として文壇での場を確保し、母の愛と力で子供を守り、次世代

を育てるというプロットを、初期の中・短篇の作品で繰り返し使用してきた。だが、彼女

が描く〈母〉とその力には弱点がある。ギャスケルがイデオロギー的な母親像を利用した

ために、〈母〉は社会が容認する役割の範疇でしか動けないのである。つまり、他者利益

のための自己献身という理由がなければ、積極的な活動は行えず、ひたすら他者に〈与え

る〉という役割に徹しなければならない。物語のプロットの主軸が子供の成長を中心にし

ている限り、母は決して他者から与えられることはなく、また自ら何かを求めることも認

められない。ここでギャスケルは、〈母のボイス〉で語ることにおいて、大きな壁にぶつ

かったと言える。 

『メアリ・バートン』では娘の救い手となった〈母〉であるが、一方、母という立場

の女性が被るデメリットもギャスケルは見逃していない。『ルース』に見られるように、

女性は娘から母となった瞬間に母性による束縛と自己主張の否定を余儀なくされてしまう。

ルースは未婚のシングルマザーであるから、彼女には結婚に付随する義務がない。にもか

かわらず、母となった彼女はもはや恋心を抱くことも許されず、自分のための人生は諦め

ざるを得ない。それが世の習いであり、従来の恋愛と結婚のプロットであるならば、〈幸

福な結婚〉後の物語は語られないのが常である。ルースには堕ちた女という汚名があり、

彼女はその贖罪ゆえに堪えることを学び実践するが、それは母となった女性が沈黙を強い

られるという問題から目をそらしたに過ぎない。そして、ルースがこの世で生きる場を得

ることはなかったという結末は、オースティンの『分別と多感』における淪落した女性の

扱い－「（その女性には）死を迎える覚悟のための時間しかなかった」(175)－と大差

はない。『メアリ・バートン』のエスタも、まさにオースティンの〈堕ちた女〉と同じ扱

いであった。だが、ギャスケルはルースに「ジーザスがマグダラのマリアに与えたやさし
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くて思いやりのある助け」(RU 260) と「この世で生きる場 (her place in the world)」(272) 

を提示したのではなかったか。それなら、ルースの物語を慣習的なプロットから外して、

新たな物語を構築することは、ギャスケルの選択肢に入っていたと考えてもおかしくない。

では、ルースの社会復帰は目前であったのに、なぜ彼女は死ななくてはならなかったのか。

それは、ルースの社会復帰が、彼女の自己抑制－ルースがルースであるために必要な

内面的要素（激しい感情や情熱的な恋心など）をすべて否定すること－を前提として

いるからであろう。ルースの自己解放の物語はヴィクトリア朝の小説の範疇では描けない。

ギャスケルには死によってルースを解放するしか手段がなかったと言えよう。 

このルースの処遇は女性作家として自己表現を求めるギャスケル自身の問題でもあっ

たと思われる。執筆活動が自己主張の領域であるなら、それは娘の領域に属するものだろ

う。母は他人の世話に専心しなければならない。それゆえギャスケルは「一人になりた

い」と願っていた。「私は家庭に縛られていて、やるべきことがあるから、鳥ではなく女

性として生きている」(Letters 14)、「私は本来ジプシーのような独り者になるはずだっ

た」(301) と述べていることから、彼女が男性のような自由－「男性にとって家庭の事

はそんなに大きな比重を占めていない」(106)－を欲していることが読み取れる。ギャ

スケルは、常に自分の中に複数の「私 (Mes)」が存在し、それぞれの「私」が異なった目

的を有していることを認識していた。その中で、｢真のクリスチャンの私｣や｢社会的な私｣

とは相容れないもうひとりの「私」－「（他者のためでなく、自分のために）美や便宜

を十分に享受する私」(108) は、自己犠牲と他者利益に価値を置く〈家庭の天使〉の生き

方とは相反するものである。それゆえギャスケルは、「決めるのは（夫の）ウィリアムで、

彼が正しいと感じることが私のルールであるべきだ」(108)、「もし家事が女性の人生／生

活の主要部分であるならば、女性は芸術家としての人生を諦めなくてはならない」(106) 

と認識している。しかし同時に、彼女は「芸術という隠れ家を避難場所とするのが健康

的」(106) であることを否定したくないのである。結局、ギャスケルはこの問題を「家庭

内の務めと個人の生活 (home duties and individual life)」(106) の折り合いの付け方という

問題として解決策を考え、「（これら）二つを混ぜ合わせることが望ましい」(106) という

結論に達した。一口に「混ぜ合わせる」とはいえ、その配分は容易ではない。しかし、ギ

ャスケルが自己を捨てるか否かの二者択一ではなく、自己献身をすべき時もあれば、自己

主張をしてもよい時があるという、二つの顔の使い分けを認める決心した点に注目したい。

彼女のスタンスは、一つのボイスではなく、複数の顔と複数のボイスを持っていても構わ
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ないということである。これは、程度の問題はあるだろうが、曖昧さを認めること、そし

て複数の要素が混合する場を認めることに繋がり、それゆえ、後にこれが『クランフォー

ド』や『北と南』のプロットの土台になったことは想像に難くない。 

一方、ギャスケルの脳裏には一つの道をひたすらに歩む女性作家の姿があった。『シャ

ーロット・ブロンテの生涯』はこの女性作家の物語である。タイトルは実在の人物であり、

著名な作家であるシャーロット・ブロンテの伝記を表しているが、内容はギャスケルによ

るシャーロットをヒロインにしたフィクションとみなすことは可能である。記載事項の中

には、ギャスケル自身の調査不足や思い込みによる事実誤認の記述や、彼女が意図的に編

集したと思われる個所もある。だが、ブロンテの内面と外界との密接な関わり、特に外的

要因が人間の内面に与える影響力の大きさを考えれば、これは同時代の、しかも友人関係

にあったギャスケルの状況とも無縁ではない。恐らくギャスケル自身もそう考えていただ

ろう。その意味では、『シャーロット・ブロンテの生涯』は一人の女性作家の伝記的事実

を正確に記録するというよりも、シャーロット・ブロンテの人生を描きながら、ギャスケ

ルが無意識的に彼女を自分の内に投影している、もう一人のギャスケル
、、、、、、、、、、

の人生の物語とも

言えるだろう。本論では言及する機会がなかったが、以下に少し述べておきたい。 

ブロンテはカラー・ベルという男性名を筆名に用いて執筆し、家庭人シャーロットと

の二つの顔を使い分けていた。ギャスケルは特にシャーロットの〈家庭の天使〉としての

顔を強調し、一方で父のミスター・ブロンテと弟のブランウェルを徹底した悪人に仕立て、

家庭内で三人の娘たちが男性支配に耐えて自己犠牲を強いられる物語を描いた。作家と家

庭人という二つの顔／アイデンティティの狭間でジレンマに陥るシャーロットであるが、

最後には家庭人としての生活を選び、病死する。結婚後のブロンテは、「私自身の生活は

以前よりも忙しくなりました。考える時間がそんなに取れません。以前よりずっと現実的 

(practical) になったのです。なにしろ、愛するアーサー（ブロンテの夫）が非常に現実的

な人なので」(LCB 365) と述べているように、彼女の「生活そのものがすっかり変わって

しまい」(LCB 365-66)、作家として思索する時間が取れなかった。つまり、家庭人として

「現実的」な側面に集中しなくてはならなかったのである。このようにギャスケルが提示

したブロンテの人生は、傲慢な男性たちの犠牲になる女性の物語であり、またペンよりも

夫への献身を選んだ〈家庭の天使〉の物語である。これはジェイン・エアという不屈のヒ

ロインを生み出した作家に対する世間の予測を裏切るのには十分の効果であったと思われ

る。 
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しかし、ボナパルトは、女性は天使とデーモンの両方を内面に抱えている存在である

という前提のもとで、シャーロットの「分身であるデーモン」の存在に注目している。ボ

ナパルトによると、ギャスケルは「フィクションの世界をデーモンの表現の場であると考

え」(257)、『シャーロット・ブロンテの生涯』では、シャーロットのデーモンを黙らせる

代わりに、「ハワースの住人たちに彼女のデーモンを肩代わりさせた」(238)。そうすると、

この作品のプロットは、表面上は〈男性の支配〉に対する〈女性の服従〉という構図を示

すが、密かに男性中心のイデオロギーに共謀する女性の倫理観を崩す方向に向かっている

と言えるのではないだろうか。 

それでも、ギャスケルは物語の中でシャーロットを救うことはかなわなかった。もち

ろん、この伝記の執筆時点で、シャーロットが早世しているのは揺るぎない事実であるか

ら、それを変えるわけにはいかない。しかし、『シャーロット・ブロンテの生涯』のシャ

ーロットはもう一人のルースでもあろう。ルースと同様に、シャーロットは二つの顔を使

い分けることを拒んだのである。「天使」と「デーモン」が自身の内面で衝突し争う中で、

シャーロットは心身ともに「天使」であることを選んだ。すなわち、作家としての自己

（＝カラー・ベル）を捨てることにしたのである。シャーロットは、家／家庭とハワース

という土地が彼女を閉じ込める場であることを認識していたが、そこから逃れることはで

きなかった。彼女は 1846年の手紙の中でこう述べている。「正しい道は、自分の利益を最

大に犠牲にする必要がある道です－つまり、他人に一番よいことをしてあげることで

す。これは、きちんと歩んでいけば、いずれは成功と幸福 (prosperity and happiness) に繋

がると私は思っています」(LCB 190)。だが、この自己犠牲という縛りから自己解放する

ためにシャーロットの死があるならば、ルースと同じくシャーロットにもこの世では生き

る場がなかったということになる。 

作家ブロンテにとって、自己（主張）を抑制するのは、結局、自分の半身を殺すのと

同様である。前述のように、ギャスケルが複数の顔を持つことに異論がなく、多忙な環境

にありながらも、それが彼女の作家活動を支えるものであれば、〈家庭の天使〉のひたむ

きで一本気な気質は、命を縮める原因となる。少なくとも、『シャーロット・ブロンテの

生涯』において短い命を全うしたヒロインは、「芸術家としての人生」を諦めた場合のギ

ャスケルの人生であったのかもしれない。ギャスケルは正面から当たって砕けるよりは妥

協や折り合いを望むタイプである。作家活動においても、ギャスケルは批評家や読者から

の風当たりを回避するために、あえて一般に容認された形や姿を利用してきた。彼女が母
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のボイスを利用するのは、これまで母が被った抑圧に対する怒りや憎しみを表象するため

ではなく、自己犠牲と他者利益のために行動するための方便であり、彼女はその目的遂行

の手段として世間に認められるための擬装を容認した。だが、それをすべて拒否して、死

によって自由を得たのであれば、ギャスケルのヒロイン、シャーロットは擬装生活に耐え

られなかった点でルースと同じ運命を辿ったと言わねばならない。 

そのように考えると、『クランフォード』のミス・マティや『北と南』のマーガレッ

ト・ヘイルは、どんなに苦境に陥ったとしても、柔軟に対応するだけの強さを持つがゆえ

に生き残ることができたと言えよう。もちろん彼女たちは自己犠牲を否定せず、むしろ他

者のために献身できる女性たちである。だが同時に、どうすれば自分の思いを実現できる

かを考える女性たちでもある。それには、彼女らのプロットにおいて、過去の失敗を糧に

して現実の問題に向き合い、未来への足掛かりにするというプロセスが機能していること

に注目すべきであろう。ミス・マティは姉デボラ（フェミニスト主導者であるが、亡き父

の教えを強要する）の犠牲者であり、マーガレットは元牧師の父の犠牲者である。共に男

性の価値観での生活が破綻し、新たな人生設計を強いられた。その結果、ミス・マティは

商売を始め、マーガレットは後見人の遺産をソーントンの工場に投資することになったの

だが、それには「苦しむことと沈黙すること」というエリスが主張した女性の美徳ではな

く、自ら動くことを厭わない気質と行動力が求められる。 

実はギャスケルも、女性が動かない
、、、、、、、

ことのデメリットについては「荒野の家」ですで

に認識していた。ミセス・バクストンは、マギーに、ジャンヌ・ダルクのようなヒロイズ

ムではなく、「最高の犠牲を求める素晴らしい力」を持つように諭し (25)、マギーもそれ

に倣うのだが、結末で夫人に対する賛辞が述べられる中で、「生きている間、ほとんど何

もできなかった」ミセス・バクストンは「『耐えて待つ』ことだけを運命づけられてい

た」(87) と評される。ここで「運命づけられた（“doomed”＝破滅した)」という語を使用

することにより、賛辞は一転して皮肉となる。そして今は亡き人（過去）に対する遺憾の

思いだけでなく、夫人の後継者たるマギーの人生（現在および未来）が同じ軌跡を辿り、

さらに次世代にも同じ運命が踏襲されうることを暗示している。ミセス・バクストンが病

弱ながらも家の指令系統の中心にいることは、将来の「ミセス・バクストン」となるべき

マギーのお手本である。だがマギーには、兄の不始末のあおりとはいえ、アメリカという

新天地での生活が予定されていた。これは英国の社会からの縛りを脱するチャンスでもあ

ったのである。そのマギーが船火事という災難に見舞われて英国へ引き戻されるというの
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は、前掲の「運命づけられた（“doomed”＝破滅)」人生に引き戻されたという解釈になる

のではないか。 

これに対して、ミス・マティはデボラの男性を真似たライフスタイル（女性のライフ

スタイルの否定）を、そしてマーガレットは母と友人ベッシーに共通する「あの世への憧

れ」（この世での幸せの否定）を、それぞれ繰り返さない
、、、、、、

ために、自分の人生設計を再検

討するわけである。ギャスケルは、娘が母の複製となって〈天使＝死〉の再生産が行われ、

その繰り返しにより、女性の人生は同じ軌道を延々とループすることに疑問を抱いた。母

の人生は母のものであるから否定はしないまでも、母の存在や価値観を否定することは、

過去の女性たちの人生から何も学ばないという失敗に繋がる。 

これ以後、ギャスケルの作品には、母と娘（すなわち過去と現在・未来）が何らかの

形で衝突し、対立する構図が見られるようになる。だが、これは必ずしも悪い傾向ではな

い。フィクションにおける伝統では、母は無能化され、無用な存在とみなされていたこと

を考えれば、母が娘と正面から向き合って対峙するのは、女性同士の関係が変化するきっ

かけとなる。ハーシュが提案した「最初に母ありき」の物語は、母という存在を再定義す

ることから始めなくてはならないが、ギャスケルは不在の母－他者のイメージとして

理想化された姿－を現実化することから始めたために、彼女の〈母〉は娘と同列に並

ぶ女性というよりも聖母マリアのようにやや神格化した女性像を提示することになった。

デイヴィスが指摘するように、ギャスケルのヒロインたちは、母の持つやさしさへの憧れ

と、母の人生を複製することへの恐れのジレンマに苦しんでいる (507)。その理由は、娘

にとって、〈母〉が保護者であると同時に、自己 (self) を捨てた透明な存在でなくてはな

らないからである。母に倣うのであれば、やがて娘自身も自己を捨て、透明な存在に甘ん

じなくてはならない。このサイクルを避けるために必要なものは、女性が過去からの教訓

を礎に新しいライフスタイルを構築することである。 

そこで、ギャスケルはヒロインを生かす（命を長らえ、さらに活動的にする）ことを

考えた。『クランフォード』や『北と南』では、ヒロインの周囲で病や死が頻発する中で、

ヒロインだけが生き残るための力を蓄えていることは明らかである。生き残るためには、

様々な障害との戦いも必要になってくる。いつまでも保護対象の女性では、その戦いに勝

つことはできない。『クランフォード』以降では、ヒロインが保護される立場から他者を

保護する立場へ転換した後の周囲の変化が著しくなってくる。ミス・マティには特に意識

はなくとも、彼女が自活するために商売を始めることは、中産階級のリスベクタビリティ
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の問題が絡み、もはや個人の問題では処理できない。ギャスケルが強調するのは、社会の

システムがどうであれ、大事なことは個人と個人を結ぶのは共感、つまり精神的な繋がり

である。だが、ひとたびクランフォードが他文化の流入を認めるようになると、ギャスケ

ルの世界ではひとつの流儀に縛られること自体がマイナス効果になってくる。これは『北

と南』のマーガレットが文化的ハイブリディティという特性を生かして生き残るパターン

にも適用されている。ルースやシャーロットのように曖昧さや擬装を拒否する態度では、

マーガレットの苦境には対応ではない。 

さて、『北と南』からおよそ 9 年間、ギャスケルは長篇小説の執筆を休んでいたが、復

帰作『シルヴィアの恋人たち』において、彼女は母と娘の間の葛藤を前面に出し、その関

係の修復を照射するようになった。私生活でも母であるギャスケルにとって、母娘間の問

題はフィクションの領域に限られたものではない。子供を持つ立場となっても、ギャスケ

ルは彼女の母の娘である。これは文学の領域に置き換えると、女性作家の先達は〈母〉で

あり、彼女は〈娘〉として前任者たちの伝統をどのように受け継ぐのか、そして彼女の跡

を追ってくる次世代の娘たちに対して何を残すのかという問題になる。これまで述べてき

たように、ギャスケルは伝統という流れの中に自分がいるという意識が強かったようで、

彼女のヒロインたちもまた、さまざまな形で過去からの影響を受け、未来に受け渡すもの

を持っている。もちろん、過去からの受け継いだものには負の遺産もあり、シルヴィアが

早世したのは、彼女が実母の教えを守り、夫の死に殉じたからだと解釈できる。彼女には

男性の言葉が作り出す女性の物語を変えるだけの力はなかったからである。〈父の娘〉と

して育ち、無意識のうちに象徴的な〈母殺し〉を行っていたシルヴィアは、ヘスタのよう

に自立することができず、夫の人生に付随した女性のままであった。    

このように自分の言葉を持つことができず、他者の言葉に縛られた人生を送る女性た

ちの悲劇に対して、ギャスケルが次に挑戦したのが、言葉を操る女性たちの物語であった。

もちろん初期の作品にも、母の言葉が強い影響力を行使する例が見られる。短篇「手と

心」(1849) には、父を亡くした子供に対して、お金よりも他者に対する思いやりの大切

さを説く母の教えがあり、この教えは後に子供を通して他の人たちの間にも広まっていく。

特に、騒動の絶えない伯父一家に亡き母の教えをもたらすトムの役割は、男性家系（伯父

はトムの父の兄）に女性の価値観を持ち込み、そこから女性の価値観が伝播するさまは、

『クランフォード』の例と同じく、男性社会を女性化する現象とも解釈できる。しかしこ

の作品では、母の価値を引き上げる一方で、その母は「理想的な母は死か不在」のプロッ
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ト内で処理されているため、母はトムの意識にあるイメージにとどまる。立場を変えれば、

トムの母の運命（母は子供に理想的な印象を残して早世する）は、『妻たちと娘たち』の

モリーの実母やミセス・ハムリーが辿った道であり、夫が早世し、代わりに妻が働いて生

計を立てるという点では、ミセス・カークパトリックと似ており、状況が違えば、彼女に

も降りかかった運命だと言える。  

そうすると、母の言葉が力を持つとはいえ、当人が亡くなっている限り、これは伝統

的な〈母殺し〉のプロットの範疇にある。「理想的な母は死か不在」という伝統は母の

〈死〉が前提である。その伝統を覆すために、母が自ら殺される
、、、、

ことを回避する手段を講

じるならば、ミセス・ギブソンのように、フィクション演じて（または創造して）生き残

る道を模索するのも一つの手段である。あるいは、「灰色の女」のアンナのように、自分

の人生を自分の言葉で書き換え、当人が身体の死を迎えてもなお、その人生が永遠に言葉
、、

の中で生き続けるように文字化して残すのも効果的であろう。女性作家たちが、後者の手

段によって自身の言葉を後世に伝えていることは言を俟たない。 

このように、母が自身のボイスを得て自己主張を始めると、そこには必ず〈母＝過

去〉と〈娘＝現在・未来〉の衝突が起こる。母の影響力が強くなれば、娘にはもはや母を

切り捨てることは不可能である。『妻たちと娘たち』に見られるように、伝統的な〈母殺

し〉はミセス・ギブソンには通用しない。とはいえ、母らよる娘の支配と、娘の葛藤につ

いては、現在もなお未解決の問題が多く、解決も容易ではない。  

ルース・イリガライが母と娘の関係を「暗黒大陸 (the “dark continent”)」(415) とみなす

ように、母娘間の意識のギャップを埋めることは難しい。特に、互いが血縁の親子という

縦の人間関係にある場合、女性同士という横の人間関係で相手をとらえることが非常に困

難であると、フランスのフェミニスト作家、アンヌ‐マリー・ド・ヴィレーヌは指摘して

いる。ヴィレーヌによると、20 世紀末ですら、娘にとって母が一個人の女性であり、独

自のアイデンティティを持つ存在であることは受け入れがたい事実である (44-45)。娘に

とって、母は〈母親〉の役割を担うべき存在であることが最優先事項であるから、母が女

性としての人生を優先することなど認めたくないというのである。これはヴィクトリア朝

の母親像が現在もなお娘の意識の中で温存されている状況であろう。母娘間の障害で最も

重要であり、かつ最も困難な点は、母を伝統的なイメージから解放すること、そして母に

対して娘が理解と共感を示すことである。そのために、イリガライは固定観念化された母

親像に権利を与えるべきだと主張し、以下のように述べている。 
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. . . we must not once more kill the mother who was sacrificed to the origins of our culture. 

We must give her new life, new life to that mother, to our mother within us and between us. 

We must refuse to let her desire be annihilated by the law of the father. We must give her the 

right to pleasure, to jouissance, to passion, restore her right to speech, and sometimes to cries 

and anger. (421) 

  

特に興味深いのは、イリガライも母という存在を「私たちの中に、そして私たちの間にい

る (“our mother within us and between us”)」とみなしている点である。娘の視点では、母を

同じ女性として同等に考えることは困難だろうが、母を切り捨てることに関しては、後に

娘が母の立場に立った時、今度は自分が切り捨てられる立場になることを認識すべきであ

る。これはギャスケルが作品の中で繰り返してきたメッセージでもある。だから、父の法

に母を殺させず、むしろ、これまで母には与えられなかった「権利」を与えよというイリ

ガライの主張は筋が通っている。デイヴィスもまた、自分は娘の視点を持つ立場だと断り

ながら、「母との和解やマザリングの歴史との和解」を模索しているという興味深いコメ

ントをしている。そしてデイヴィスは、母には「愛情のこもった世話 (nurturance) を行う

理想的な母の姿」を押しつけることなく、むしろ「母もまた娘と同じく世話をしてもらう

必要がある」場合もあることを認識すべきである (521) と述べている。つまり、世話を

する者とされる者の逆転もありえるから、伝統だからとか、慣習だからという理由だけで、

母に対して他者からの定義づけを押しつけるなということである。この点から考えると、

『妻たちと娘たち』においては、娘が〈母〉を「父の妻」、すなわち一人の女性とみなす

ことが非常に需要な意味を持つと考えられる。この認識がモリーにとって〈父の娘〉から

の独立と、義母との和解に繋がったのは言うまでもない。 

 男性が父と息子の関係の中で生きるように、女性もまた母と娘の関係の中で生きている。

いわば二つの顔を持つわけである。家庭内の役割という面で見れば、母は世話をする人、

娘は世話をされる人に分断され、ひとたび母
、
となった女性に娘

、
に戻ることは許されないよ

うだが、前述のデイヴィスの指摘のように、母にも「世話をされる」ことが可能ならば、

〈母〉と〈娘〉の役割は交換可能ということになり、それは往復可能な場でもあると言え

る。だが、現実レベルとしては、娘の意識として、これは困難である場合が多い。  

 しかしギャスケルは、ゴシックという異空間においては母と娘の立場の往復が可能であ
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ることを示した。アンナが語るのは、アマントゥという母
、
に世話をされる娘

、
アンナの物語

である。さらにギャスケルは、女性がリアリズムとゴシックという二つの空間を言葉によ

って往復できることを提案し、かつて『ユドルフォ城の怪奇』が女性作家の手による作品

であったように、今度はギャスケルがゴシックという（ギャスケルの世代から見れば）古

いジャンルを蘇らせた。ギャスケルの時代はセンセーション小説が流行していたが、当時

の『イグザミナー』紙の論評にあるように、「『センセーション小説』のプロットときたら、

粉屋のズタ袋にタールを刷毛で塗りたくったような、やたら目を惹くだけのものと決まっ

ている」(Examiner 28 March 1863, qtd. in Easson, Critical Heritage 441) と酷評されていたジ

ャンルである。このような批判をかわすために、ギャスケルにはゴシックの「犠牲者の語

り」－ラドクリフという文学上の母からの遺産－が必要であった。とはいえ、ギャ

スケルのゴシックはセンセーション小説の要素を取り込んでおり、彼女の作品が両ジャン

ルの橋渡しとなっていることは明らかである。 

ギャスケルの作品における究極の目的は、女性の歴史において断片化された情報を収

集して、ひとつの〈まとまり〉にすること、すなわち〈繋がり〉を作ることだと考えられ

る。そのためには、まず、母（過去）と娘（現在・未来）の関係の改善が必要であり、そ

の関係が疎遠であるなら、和解の糸口を見つけなくてはならない。ギャスケルが提示する

母と娘は血縁関係に縛られない。互いの共感を絆とする精神的な関係が何よりも重視され

る。この関係を構築するために、女性たちは社会階級や世代の境界を越えることも厭わな

い。エリオットはこの横の繋がりを拒否したゆえ、彼女のヒロインの人生は過去から、そ

して未来への展望からも分断されてしまっている。一方、ウルフはギャスケルの流れを受

け入れて過去を捨てなかったため、彼女のヒロインの現在と未来は過去を礎としたものと

なっている。 

また、ギャスケルの作品に対しては、メロドラマ的であるとか、非現実的な楽観主義

という批判を受けることもあるが、これは彼女が人間の感情の絆を重視した副作用である

と考えられる。ギャスケルには既存の社会システムを転覆させようとか、破壊しようとか

いう意図はない。むしろ、システムというハード面が変わったとしても、そこに住む人間

の意識が変わらなければ意味がないと、ギャスケルは考えているようだ。ハード面よりも

ソフト面からの改革を推進するのがギャスケルであり、その鍵を握るのは人間関係の改善

である。ヒロインのロマンス・プロットは男女の恋愛関係を主な軸にしているが、それに

加えてギャスケルは世代間や階級間の葛藤に目を向け、関係の改善策を模索している。ギ
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ャスケルが成したことはキャノンという男性作家の評価基準には合わないかもしれない。

実際、彼女の作品には世の中を動かすような大きな力は見られないが、彼女が投げかけた

問題は、後世の娘たちに密やかに、しかし確実に受け継がれていることを考えれば、過去

から現在へ、そして未来への橋渡しには大いに貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 
 

 

注注注注 
 

序論 

1 ソフォクレスによる『オイディプス王』のテクストでは、イオカステの存在はオイディ

プスの言葉の中で次のように表現されている。 

That wife, no wife of mine—that soil 

where I was sown and where I reap my harvest  (ll. 1258-59 qtd. in Hirsch 4). 

2 クリュタイムネストラは、夫アガメムノン殺害の動機として、彼が娘イピゲネイアを生

贄にしたことを主張するが、エレクトラは、父による娘殺しには目をつむり、母が愛

人と謀って父を殺したこと、つまり母の不貞が動機であると主張して譲らない。 

3 サンデンは、ハーシュの分析において、ギャスケルとマーガレット・オリファントの作

品に見られる母の視点への言及がないことを指摘し、ハーシュが見逃した点として、

両作家の作品に登場する母親キャラクターには、フィクションでは定番となった母親

のイメージを覆すほどの存在感と力がある点を強調している (22)。 

4 ディヴァーは、ヴィクトリア朝のテクストが分野によって異なった視点で描かれること

に注目し、特に母の表象の方法について次のように述べている。教養小説では、子供

及び周囲の人々に対する母の影響（力）について子供の視点から考えるのに対し、医

学的見地の報告書では、異常出産を経験した妊婦についてその原因を母自身の環境に

ついて検証している。フィクションで扱われる母性 (motherhood) は、母のためではな

く、母の周囲の人たちのために存在するとディヴァーは結んでいる。 

5 ショウォルターは、ヴィクトリア朝女性作家を執筆時期によって三つのカテゴリーに分

類している。「フェミニン作家」（1840-80年代）、「フェミニスト作家」（1880-1920年

代）、「女性 (Female) 作家」（1920年代から現在）(13)。 

6 エリオットは、評論「女性作家による愚かな小説」の冒頭で、「女性作家（Lady 

Novelists）による愚かな小説には、多くの種類が含まれるが、それは、作品の中に支

配的に存在するある種の愚かさ－（内容の）くだらなさ、退屈と、偽善性、あるい

は衒学的なところ－によって判断される。しかし、このような小説の大半を生み出

すのは、これらの要素が混合したものの－女性らしい愚かさ (feminine fatuity) の複

合したものであり、我々はこれを「心と帽子 (mind-and millinery)」のタイプとみなし

て区別することにしよう」と述べている (1)。 
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7 『メアリ・バートン』の出版にあたり、ギャスケルは、当初 “Stephen Berwick” という

男性のペンネームを用意していたが (Letters 59)、結局匿名による出版となった 

(Letters 62)。 

 

第 1章 嘆きの母から救いの母へ－『メアリ・バートン』 

1 イエゼルが言及する作品は、ウォルター・スコットの『ミッドロジアンの心臓』(1818) 

やベンジャミン・ディズレリの『シビル』(1845) である (153, n 13)。 

2 すでに多くの批評家が指摘している事項であるが、ギャスケルは、小説『フランケンシ

ュタイン』に登場する怪物のことを、誤って「フランケンシュタイン」と呼んでいる。

実際、怪物には名前がない。 

3 “cash nexus” は、カーライルが『チャーティズム』(1839) の中で述べた考えであるが、

ギャスケルは『北と南』で工場主ソーントンが発する言葉として取り入れている。 

4 「老水夫行」では、老水夫が結婚式に参列しようとする若者を捕まえ、「ぎらぎらと光

る眼 (his glittering eye)」(l. 17)で魔法をかけるように見る場面がある。『メアリ・バー

トン』にも、“the mariner’s glittering eye” (137) をはじめ、“with dark glaring eyes” (102), 

“glaring round with terrified eyes” (139), “glaring, with eyes” (160), “her eyes gleamed” (190), 

“the mother’s burning eyes” (191) というように、言葉に窮した人物が老水夫のような

「ぎらぎら光る眼」、あるいはそれに似た眼差しを向ける場面が何度も出てくる。 

5 リジーの淪落については、マンチェスターの奉公先からの手紙によって、その出来事が

知らされるのみで、詳しい経緯は語られていない。 

 

第 2章 〈堕ちた女〉の物語とヒロインの死－『ルース』 

1 1966年に出版された最初の書簡集 Letters of Mrs Gaskell において、1850年 1月 8日付

の手紙が、パスリーの淪落の事情とその後の処遇について述べている (Letters 98-99)。

パスリーは、継母をはじめ保護者たちのネグレクトを経験し、男性の誘惑に罠に落ち

てしまった。まさに男性支配の犠牲者という存在でもあり、これまで多くの批評家が、

パスリーをルースのモデルとみなしてきた。一方コックの件は、2000 年に出版された

補遺集 Further Letters of Mrs Gaskell によって初めて明らかにされた事実である 

(Further Letters 37-38)。1847年 9月の出来事であるから、パスリーの件以前に、ギャス

ケルは、家庭内で転落の女性の問題に直面していたことがわかる。注目すべき点は、
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望まぬ妊娠の果てに世間から後ろ指をさされるような状況にあっても、まだ相手の男

を忘れられないというコックの態度である。道徳的な是非は別にして、誘惑者たる男

性がどういう性格の男であれ、恋心は簡単に消えるものではなく、また理屈で説得で

きるようなものでもない状況が、そのままルースというキャラクターにも投影されて

いると考えられる。 

2 ギャスケルが、『ルース』に先駆けて出版された『緋文字』について、どのような意見

を持っていたかについては、記録が残っていないので不明である。だが、現存する彼

女の手紙の中には、何度かホーソーンの動向や彼の作品についての言及があることか

ら、彼女がホーソーンの作品に関心を持っていたのは確かであろう。中でも、1859 年

のジョージ・スミス宛の手紙の中で、ギャスケルは、ホーソーンの『大理石の牧神』

(1860) の内容をすでに知っていると述べている (Letters 575) ことを鑑みれば、彼女が

『緋文字』に無関心だったとはありえないと思われる。 

3 1850年代には、「頑固な」女性は珍しいものではなかったが、文壇は「自己 (self)」を

持つヒロインを、「真の女性らしい品格 (True Womanhood)」が欠落した存在であると

みなし、非難や揶揄の対象としていた (Helsinger, Sheets and Veeder 93)。 

4 『クランフォード』における、女性特有の言葉の使用法については、本論第 3章で論じ

ることになるが、ギャスケルは、『ルース』の段階で、すでにその予兆的なものを提示

していると言える。 

5 ウィルソンは、2002 年に発表した評論の中で、「私の知る限り、これまでレナードのキ

ャラクターと母子関係に焦点をあてた研究はない」と述べている (83) が、サンデンに

よる研究を見逃している。サンデンは、「マターナル・サークル」という母子関係に注

目し、ヴィクトリア朝の女性作家の作品における、母が主体となった子供との関係を

分析・考察している。ただし、ウィルソンは、母子間の相関関係に照射し、それが子

供の成長にどのような影響を及ぼすのかという子供主体の研究を行っているので、サ

ンデンと全く同じ視点からの研究ではない。 

6 当時の英国の法律では父が一方的に親権を行使できるのは嫡子のみで、非嫡子には何の

権利もなかった。カロライン・ノートンによる調査では、1837 年時点での子供の後見 

(child custody) は、非嫡子については 7歳までは母の親権が認められ、それに異議を唱

えることはできなかったという (qtd. in Thanden 146)。『ルース』執筆時にはこの法律は

改正されておらず、アバーマスでの再会時、レナードは 6 歳であるから、ルースは子
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供に関するベリンガムの権力行使を合法的に拒否することが可能であった。 

 

第 3章 母の教えと女性のコミュニティの意義－『クランフォード』 

1 ツインクロス‐マーティンによると、エリスは「男性の優位性と女性の従属性のギャッ

プ」に焦点をあてて検証し、「道徳面では女性に優位性がある」と判断している。その

意味では、「男女の役割分担というのは、女性が男性の干渉を受けない場を獲得するた

めの一つの手段である」とエリスは考えている (Twycross-Martin 25, 11)。 

 

第 4章 ヒロインは眠らない－『北と南』 

1 ギャスケルは、出版者エドワード・チャップマンに宛てた 3通の手紙の中でカーライル

の手紙に言及し、“Mr Carlyle’s letter has been most valuable” (Letters 64), “Mr Carlyle’s 

letter remains my real gain” (68) というように、彼の言葉を賛辞として受け取っている。 

2 アンガス・イーソンは、ギャスケルは「最大の反逆のシンボル」である「ワシテ」にな

ぞらえて、マーガレットを階級の問題だけでなく男性支配に疑問を投げかけるヒロイ

ンとして設定していると指摘している (“Explanatory Notes” to North and South 449)。 

3 『シャーロット・ブロンテの生涯』で、ギャスケルは、ブロンテ家の子供たちについて、

“He [the boy] is expected to act a part in life; to do, while they [the girls] are only to be” (LCB 

117) と記している。男性の役割は「行動すること＝ to do」、女性は「単に存在するだ

け＝ only to be」という価値観のもとで、姉妹たちは唯一の兄／弟にすべての優先権を

与えることになった。この伝記の内容に関しては、ギャスケルの調査不足や独断も加

わり、真偽のほどかあやふやな個所がある。だが、ここで注目したいのは、ブロンテ

家を舞台にして、ギャスケルが描く男女の性別役割分担の表象である。 

4 『北と南』のテクストの中では、ミセス・ソーントンが工場に足を踏み入れるシーンは

ないが、BBC製作のドラマ版（サンディ・ウェルチ脚本、2004年放映）では、夫人が

工場内を歩き回って職人たちを監視しているシーンが挿入されている。 

5 オーロラ・リーも最後にはプロの詩人としてのキャリアよりも従兄の妻になることを選

んだ。彼女は以下のように愛の尊さを語る 

Art is much, but love is more. 

O Art, my Art, thou’rt much, but Love is more! (9. 656-67) 

6 ナイチンゲールが、クリミア戦争時に野戦病院で看護の仕事に従事していたことは有名
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であるが、同じ時期にギャスケルは、懇意にしていたナイチンゲール家に滞在し、『北

と南』の原稿の一部を執筆した。シャトルワースは、マーガレットとナイチンゲール

が従事する社会的養育活動 (social mothering) について、「根幹を揺るがすような変化

ではなく、女性の伝統的な役割を拡大したもの、すなわち他者に対する無私の世話で

ある」と指摘している (xxxiii)。だが、ナイチンゲールの奉仕は個人を殺して種を救う

ものであるのに対し (Letters 320)、マーガレットは、最終的に個人の幸せを選択してい

る点で異なる。 

7 『暗い夜の仕事』のヒロイン、エリナ・ウィルキンズは、父親が殺人を犯した事実を知

るが、父親への忠誠のためにその罪の隠蔽に加担する。この時の嘘について、エリナ

は、“The lie is said and done and over-it was not for my own sake. Can filial piety be so 

overcome by the rights of justice and truth, as to demand of me that I should reveal my father’s 

guilt?” (ADNW 259) と述べている。 

8 ズロトニックによると、ディケンズをはじめ、ヴィクトリア朝の男性作家は、カーライ

ルの理想に乗じる形でイングランドの近代社会を揶揄する作品を送り出した。男性作

家の伝統は近代化を否定することだが、ギャスケルとシャーロット・ブロンテは、古

いものを捨てて新しいものを求めていた。たとえば、過去と結びつく抑圧的な社会秩

序からの脱却と、産業資本主義は女性の未来に希望を与えるという楽観的な信条であ

る (62-63)。 

 

第 5章 女性の教育と沈黙－『シルヴィアの恋人たち』 

1 『女性の服従』は 1869年の出版だが、執筆時期は 1861年である。本書はミルの妻ハリ

エット・テイラーの影響が大きく、ミル自身も妻と論議したことが作品の土台となっ

ていると明言している (Schneir 162)。 

2 ペトルーキオは、カタリーナ（ケイト）の「飼いならし」について次のように表現して

いる。 

. . . to tame you, Kate,  

And bring you from a wild Kate to a Kate 

Conformable as other household Kates. (2. 1. 265-67) 

3 カタリーナは、以下のように、まず夫を褒めて、その後少しずつ徐々に夫の義務へと論

点をずらしていく。 
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Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, 

Thy head, thy sovereign; one that cares for thee 

And for thy maintenance; commits his body 

To painful labour both by sea and land, 

To watch the night in storms, the day in cold, 

Whilst thou li’st warm at home, secure and save. (5. 2. 146-51) 

4「女性の小説 (woman’s novel)」は、「1860年代（実質的には 1855年あたりから 1870年

代初頭）の中産階級の女性たちが好んで読む」ジャンルで、「その時代特有の社会状況

やキャラクター、そして感情が盛り込まれたものが圧倒的な割合を占める」。女性向け

小説のジャンルを通史的に見ても、これほど時代性を反映した特徴を持つケースは他

に類を見ないと、サリー・ミッチェルは指摘している。このジャンルの作品は、内容

が劇的なものよりも扇情的なものが多く、メアリ・エリザベス・ブラッドンのような

センセーション小説の作家も含まれている (30)。 

5 ショーの調査によると、『イノック・アーデン』の元になったのは、1850 年代に、テニ

ソンが友人トマス・ウールナーに紹介されたスケッチ「漁夫の物語 (“The Fisherman’s 

Story”)」である。 

6 ロビンの盗みと嘘のエピソードは、オリジナルのバラッドには含まれていない。バーナ

ードの創作に対して、スコットは、「正直者のロビン・グレイの評判が崩れてしまい、

もとの物語の素朴さがそこなわれると考える読者がいるかもしれない」との見解を述

べている (6)。 

 

第 6章 ゴシックにおける女性の二重空間－「灰色の女」 

1 『ノーサンガー僧院』は、最初『スーザン』というタイトルの物語で、オースティンが

執筆を開始したのは 1798 年である。その後、1803 年に出版する取り決めになってい

たが頓挫し、実際に作品が世に出たのは作者の死後、1818年であった。 

2 ミネルヴァ社 (Minerva Press) は 18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけて、センセーショ

ン小説やロマンティック小説を出版し、後にこのジャンルを指す代名詞ともなった出

版社である (Shelston, “explanatory notes” to Ruth)。 

3 ギャスケルは、『シャーロット・ブロンテの生涯』の中で、姉妹たちの献身ぶりについ

て、“These are not the first sisters who have laid their lives as a sacrifice before their brother’s 
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idolized wish. Would to God they might be the last who met with such a miserable return!” (87)

と述べている。 

4 これは、アドリエンヌ・リッチが構想する「理解してくれそうな男性」で、ハーシュと

ディヴァーは、オースティンの『エマ』におけるミスター・ナイトリーを想定してい

る。 

5 スクラインの意見では、「灰色の女」の舞台として、「革命前夜のフランス」対「平和に

ドイツ」を設定することから、ギャスケルは、ドイツを「社会面でも道徳面でも、英

国と価値観を共有する国である」と考えている (46)。 

5 アンナが兄との子供時代に戻りたいと願うのは、子供時代が黄金時代であったと考える

点で、エリオットの『フロス河の水車場』のマギーと類似している。マギーについて

は、第 8章で論じる。 

 

第 7章 女性の義務と演技－『妻たちと娘たち』 

1 ギャスケルは 1863年 9 月 20日付の手紙の中で、『ハウスホールド・ワーズ』誌に掲載

するつもりで、「二人の母」というタイトルの作品を構想中である (Letters 712) と述べ

ているが、翌年 5 月 3 日付の手紙で、この作品は、二人の娘たちの物語に変更したと

報告している(Letters 731)。いずれも『コーンヒル・マガジン』雑誌の主宰者であるジ

ョージ・スミス宛ての手紙であるから、掲載誌の変更に伴い、スミスの編集方針に沿

った作品構成になったと考えられる。 

2 父の再婚に伴う一連の出来事の中で、モリーは、ハムリー邸、カムナー伯爵家の屋敷 

(the Towers)、ブラウニング姉妹の家を転々と移動するが、いずれの場所でも、モリー

は第三者として排除された形である (Debrabant 21)。  

3 ショーは、シンシアのように次々と恋愛対象を変えていくことは、女性の性的かつ道徳

的奔放さを暴露するだけでなく、父権制をも揺るがす危険性があると指摘する。その

女性が出産した場合、母親は確定できても父親が確定できず、いわゆる父方の家系を

中心としたか系図が成立しないからである (198)。 

4 ホーマンズは、『灯台へ』において、ミセス・ラムゼイが娘をあやす言葉 (“lulling 

speech”) に注目し、母娘間の言語は「音と存在 (sound and presence)」が、その言葉の

意味する内容よりも重要であると指摘している (233)。 

5 「レディー・トラベラー」に関する情報は、井野瀬久美恵 著『女たちの大英帝国』（講
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談社, 1998年）を参照した。 

 

第 8章 ギャスケルと娘たち－エリオットとウルフの作品に見るギャスケルの遺産 

1 ギャスケルの作品では、「ペン－モーファの泉」のネスト・グウィンや、『従妹フィリ

ス』のフィリス・ホルマンのように、未婚であるが、居住区内の孤児を引き取って養

育しているケースがある。両者とも、失恋の痛手を受け、生きる希望を失いかけるが、

心機一転し、そこから他者の世話をする母
、
の役割を担う女性へと成長する。ロモラの

ように、コミュニティの外へ出て冒険を経験することはない。 

2 ヴィクトリア朝の人々の間では、「頑固な (strong minded)」女性は、「自己主張を持ち」、

「男性に倣って上昇したいと願い」、「自分を目立たせようとする」女性のことを指し、

その用語も軽蔑的な意味を持って使用されていた (Helsinger, Sheets and Veeder 92-93)

（第 2 章の注 1参照）。カーライルが、ジョージ・エリオットを「頑固な女性」と言及

したことから、この用語は当初「知的で活動家の女性」を指すものであったが、後に、

知性だけでなく、情熱、衝動、自意識、独自の判断などの要素も含めた意味で使用さ

れるようになった (“Explanation Notes” to North and South 452; Helsinger, Sheets and 

Veeder 93)。 
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