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１． はじめに 

 

 シャーロット・ブロンテ (Charlotte Brontë, 1816-55) の『教授』(The Professor, 
1857) は、主人公クリムズワス (William Crimsworth) が教師を引退後、その半
生を振り返るという体裁で書かれており、語り手のクリムズワス本人が自分の

経験を直接読者に語る自伝形式の小説である。第 7章の冒頭で、彼は自分の人
生を小部屋に掲げられた 4幅の絵になぞらえている。 
 
       Three―nay four pictures line the four-walled cell where are stored for me 

the Records of the Past. First, Eton. All in that picture is in far perspective, 
receding, diminutive; but freshly coloured, green, dewy; with a spring-sky, piled 
with glittering yet showery clouds―for my childhood was not all sunshine―it 
had its overcast, its cold, its stormy hours. Second, X―; huge, dingy; the canvass 
cracked and smoked; a yellow sky, sooty clouds; no sun, no azure; the verdure of 
the suburbs blighted and sullied―a very dreary scene. 

       Third―Belgium; and I will pause before this landscape. As to the fourth, a 
curtain covers it, which I may hereafter withdraw, or may not, as suits my 
convenience and capacity. (Brontë, The Professor 55) 

 
第 7章は小説の中核をなすベルギー生活に舞台が移る章で、物語の実質的なス
タートラインと言える。大きな場面転換を迎えるタイミングで、クリムズワス

は第 1章から 6章までで述べたイートン校時代と故郷Xにある兄の工場で過ご
した自分の過去、ベルギーでの現在、そして未来を絵画作品として象徴的に示

している。 
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『教授』執筆に当たり、シャーロット・ブロンテは「わたしの主人公はわた

しが見てきたとおりに、現実の生きた男たちと同じように働いて人生の道を切

り開かなければならない」(3) と自分の創作方針を明らかにしている。語り手
クリムズワスもまた作者と同様の姿勢で彼の人生を―写生画を描くように対

象を紙面にそのまま―写し取っていったのであろうか。 
 しかし先の引用に戻ると、彼の人生を描いたとされる絵画は「四方を壁に取

り囲まれた小部屋」に収められている。「小部屋」を表わす “cell” に「刑務所
の独房」という意味があることを考えると、彼の人生を象徴するこれらの絵画

には見る者の視線を遮るような壁の存在が感じられる。なぜ 4幅の絵はそのよ
うな場所に保管されているのか、疑問を感じないわけにいかない。しかも、覆

いを掛けられた 4幅目の絵を見せるかどうかはクリムズワスの都合と能力によ
るという。すなわち彼の将来が読者に提示されるか否かに関しては、彼が決定

権を握っていることになる。 
クリムズワスは時として描写を一方的に切り上げてしまったり、あえて語る

のを控えたりすることがあり、その物語は単純に彼が見たままを言葉に移し変

えたとは言いがたい。4幅の絵画が収められている小部屋の比喩が示すとおり、
彼の人生には読者を遠ざけようとする気配さえ感じられる。語り手クリムズワ

スへの疑念を漏らした最初期の批評家の一人は Terry Eagleton である。彼はク
リムズワスが「知ってもらいたいことしか語っていないのではないか」と述べ

て語り手としての信憑性に疑問を呈し、クリムズワスを「信頼に値しない語り

手」(“untrustworthy narrator,” 78-79) と呼んだ。Carol Bock も「テキストはいつ
正確に語りいつ偽っているかを決める充分な手掛かりを読者に与えていない」

として、クリムズワスの語りを鵜呑みにはできないことを指摘している (56)。
本稿では、クリムズワスが単なる語り手ではなく、物語世界を支配的する力を

持った創造者であるという仮説を立て、彼の語りが呼び起こす不信感の背景に

あるものを探る。そして、そのための前提として、作者であるシャーロットが

なぜ彼を語り手として設定したのかという問題を、『教授』の未定原稿などの断

片と比較し考察する。 
 
 

２． シャーロットの試行錯誤 

 

 シャーロットは最終的に現在の形で『教授』を残したわけであるが、初期作

品の世界に別れを告げた直後から『教授』執筆までの過渡期にも、また 9回に
わたって出版を試みる過程においても、度々この作品の改訂に取り組んできた。
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彼女が試作し、そして結果的に採用しなかったそれらの断片がどのようなもの

であったかを知ることは、『教授』の語り手を理解する上で重要であろう。ここ

ではこれら『教授』に関連した未完の断片として「アッシュワス」(“Ashworth,” 
1840), 「序文」(“Preface,” c. November/December 1847) そして「ジョン・ヘンリ」
(“John Henry,” c. November 1847) の三つを取り上げ、それぞれの語りの特徴を
比較することで、シャーロットがなぜ『教授』においてクリムズワスを語り手

として採用したのかを明らかにしたい。1 

 
2.1. 三つの断片 
執筆年代に沿って、最初に「アッシュワス」を取り上げる。これは現存する

作品としては『教授』の直前に書かれたもので、初期作品群から『教授』へと

移行する間に彼女が何を目指していたかを理解する資料になるだろう。この断

片には『教授』のクリムズワス兄弟と同じファースト・ネームを持つ Edward と 
William というアッシュワス兄弟が登場する。全体的なストーリー展開は異な
るが、『教授』第 1章のオレステスとピュラデスの友情にも言及があるなど、両
者に多くの共通点があることは見逃せない。 
この断片で特徴的なのは、シャーロットが初期作品で長く扱い慣れた、登場

人物を兼ねた語り手 Charles Wellesley（後に Charles Townshend）とは異なり、
語り手が誠実で中立な立場を守ろうとしている点であろう。「わたしは今、本当

に起こったことを話しているので、誠実な記録者として自分に語られたとおり

に物語を伝えなければならない」 (81) という決意表明にそれがよく表れてい
る。ただし、この「わたし」はクリムズワスの場合と異なり登場人物ではない

ため、これから語られるストーリーは語り手自身が参加したり、目撃したもの

ではない。そのため、語りの手法としては特定の登場人物の視点による一人称

の語りというよりは、全知の語りに近い。「わたし」は情報提供があった事柄に

ついてしか語ることがなく、情報の伝達者に徹している。登場人物や作中の出

来事と直接関連のない語り手を設定し、作品世界と語り手との間に一定の距離

を設けたことは、情報の正確な伝達を第一義とする語り手の中立性を保つため

には有効だったと言えよう。以上のように、「アッシュワス」はシャーロットの

模索―初期作品で長く用いてきたのとは異なる語り手を採用しようとする試

み―が、この頃すでに始まっていたことを示している。 
しかしながら、この模索が必ずしも成功していなかったことを忘れてはなら

ない。「アッシュワス」では章ごとにフォーカスされる人物も場面も次々と切り

替わり、登場人物にかろうじてつながりはあるものの、章と章との有機的な関

連は感じられない。岩上はる子はシャーロットが試した語り手について「彼が
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与える印象は中立な立場の語り手というよりも・・・自信のない語り手である」

(377) と評しているが、岩上が指摘する「自信のなさ」は語り手だけでなく、
作者シャーロットのものと言えるのではないか。脈絡なく場面が移り変わって

いく展開は、結局この物語で語り手が―そしてシャーロットも―何を語ろ

うとしているのか、その方向を定め切れなかった結果だと考えざるを得ない。

「アッシュワス」の語りの手法は新しい試みかもしれないが、シャーロットは

この断片を通して中立な立場の語り手を扱う難しさを実感したはずである。 
 「アッシュワス」の試みを経て、シャーロットは本格的な小説第一作として

『教授』を執筆した。現在『教授』に付されている「序文」とは別に、それ以

前に書かれた「序文」がある。シャーロットが『ジェイン・エア』出版直後に

『教授』の改訂を考えた時、すなわち 1847年 11月か 12月に書かれたものであ
ろうと Margaret Smith と Herbert Rosengarten は推測している (The Professor 
265)。ここでは、現在「序文」として『教授』に付されているものと区別する
ため、これを「第一の序文」としておく。1847年 12月 14日付の William Smith 
Williams 宛の手紙で、シャーロットは『教授』の冒頭部分がかなり弱いことを
認め、書き直して三巻本にしたい意向をもらしていた。同じ手紙の中で『ジェ

イン・エア』に続く次回作についても触れ、そのために始めた草稿が三つある

と書いている (Letters 1: 574)。Christine Alexander は「第一の序文」がこれら草
稿のうちの一つである可能性がきわめて高いとしている (336)。確かにこの断
片は主人公の出自という具体的な内容を含んでいることからも、またシャーロ

ットが気にしていた小説の冒頭が大きく変更される可能性を示していることか

らも、『教授』の新たな書き直し原稿として十分に納得できる。 
「第一の序文」は所々読み取れない部分があるものの、単語にして 400語足

らずのごく短い断片である。「わたし」という一人称の語り手によって語られて

いるが、これは主人公のクリムズワスとは別人であり、次のように始まる。 
 
       I had the pleasure of knowing Mr. Crimsworth very well―and can vouch 

for his having been a respectable man―though perhaps not altogether the 
character he seems to have thought he was. Or rather―to an impartial eye―in the 
midst of his good points little defects and peculiarities were visible of which he 
was himself excusably unconscious―An air―a tone of his former profession 
lingered over & round him―a touch of the pedagogue―unobtrusive but also 
unmistakable ―Besides his household thought him infallible and this naturally 
inclined other people to look out for failings―which as he was human and 
erring―of course they found.2  



 『教授』におけるクリムズワスの創造性と語りの綻び 35 

 
 

この引用で注目したいのは、「公平な立場の者の目には、クリムズワス自身が気

づいていないのも無理からぬ小さな欠点や風変りな癖が見える」とあるように、

主人公が意識していない部分に語り手が言及していることである。クリムズワ

スが主人公でありまた語り手でもある『教授』の世界では、彼が意識していな

いことは当然作品の中で語られることはない。その結果、彼の意識外にあるこ

とはそれ自体存在していないことになってしまう。しかし「第一の序文」の語

り手はそうしたクリムズワスの意識が行きわたらない領域と、彼の影響力が届

き得ない人々―すなわち「公平な目」を持つ読者―の存在を明らかにして

いる。この語り手自身がまさしくその一人と言えよう。 
「第一の序文」の語り手である「わたし」が登場人物を兼ねるかどうかは、

残された短い断片からだけでは判断できない。「第一の序文」には、クリムズワ

ス本人から物語の修正と短縮を任されたという記述があることから、「わたし」

は語り手であると同時に編者であることが推測できる。また、クリムズワスと

その家族をよく知っており、特にクリムズワスには自伝の編集を委ねられるほ

どであるから、彼から大きな信頼を得ている人物であろう。そして、自伝を短

縮するために最初の 7章分を一気に取り去ったり、クリムズワス本人が気づか
ぬ欠点を指摘している点を見ると、どうやらクリムズワスとの親密さによって

「わたし」の判断力は鈍っていないようである。この語り手には客観性が期待

できると言えよう。 
「第一の序文」は、兄エドワードと弟ウィリアムが腹違いの兄弟であるとい

う以外は『教授』と同じ設定であるが、両親が相次いで亡くなりクリムズワス

が母方の親戚に引き取られたと述べたところで、唐突に中断されている。しか

し、「第一の序文」の語り手は「アッシュワス」とも『教授』の語り手とも異な

り、主人公を非難する力を持つ存在として興味深い。なぜなら、特に『教授』

と比較した場合であるが、クリムズワスは自分が気づいていないことや知らな

いこと―あるいは、あえて触れるのを避け読者には明かさないこと―を作

中で語ることは決してないが、「第一の序文」の語り手にはそれを語る可能性が

十分あるからである。そして、シャーロットが書き始めたばかりの段階で執筆

を打ち切った事実は、『教授』を成立させるためには、判断力と客観性を備えた

「第一の序文」のような語り手は、むしろ不適切であると早々に判断したこと

を示唆しているのではないだろうか。 
 『教授』をめぐるシャーロットの試行錯誤の過程をたどる最後の断片として、

「ジョン・ヘンリ」を取り上げる。Rosengarten と Alexander は、ウィリアム
ズ宛の手紙にある三つの草稿は『シャーリー』のためのものではなく『教授』

を書き直したものであるとし、その一つとしてこの断片を挙げている 
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(Rosengarten xiv; Alexander 223-24)。その内容は後見人の許で育った弟 William 
Calvert Mooreが兄 John Henry Mooreを頼って会計事務所へやって来るという
もので、確かに『教授』の冒頭部分と類似している。第一章では、兄弟が互い

に宛てたものとして手紙の挿入という手法がそのまま継承されている他、ウィ

リアムの後見をしていた親戚も Seacombe と同じ名前である。兄弟が置かれた
状況も性格づけもあまりに『教授』と似ているため、シャーロットは原稿の中

で「ジョン・ヘンリ」と書くべきところを「エドワード」と書き誤っている箇

所もあり、この断片が『教授』と密接な関係があることは疑いようがない。 
「ジョン・ヘンリ」もまた「わたし」という声によって語られるが、この語

り手は登場人物を兼ねておらず、三人称の全知の語り手である。「アッシュワス」

や「第一の序文」と異なり、自分がどのような立場の語り手であるかというこ

とは一切表明されていない。この語り手は時おり顔を覗かせるだけで、軽妙さ

を装った語り口が読者を苛立たせる時もあるが、その主張がストーリー展開に

影響を及ぼすことはない。この点は、同時期に書かれ、オープニングが「わた

し」というコミカルな全知の第三者によって語られる『シャーリー』の場合と

同断である。なぜなら、同作第 1章で描かれる副牧師たちのカリカチュアは、
小説の主題とは何の関わりもないからだ。 
「ジョン・ヘンリ」で用いられているような語り手は、全知という立場を活

かして特定の登場人物に焦点を絞らず、多様な視点で物語を展開するのに適し

ている。シャーロットがラッダイトという歴史的事件を客観的な視点から描こ

うとして、『シャーリー』において全知の語り手を採用したのはそのためではな

いだろうか。しかし、『教授』のように作者が特定の人物に注目し、その内面を

描くことを目指す場合には、異なる語りの手法がより効果的になる。シャーロ

ットは「ジョン・ヘンリ」の書き出しに満足しなかったようで、第 3章を書き
始めたところで原稿を放棄している。この断片の語り手が『教授』全体を語り

直すことはなかった。 
以上、初期作品後の習作から『教授』の執筆、改訂の試みという一連の流れ

の中で三つの断片を見てきた。いずれも「わたし」という語り手を設定してい

るものの、それぞれの個性、立場、性格づけに違いがあり、シャーロットが様々

な語りの手法を試していたことが見て取れる。3 彼女にとっては、どのような
内容の作品を書くかということだけでなく、そのためにどのような伝え方をす

るかということが重要な問題だったことは間違いない。 
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2.2. 最終的な選択 

様々な試行錯誤を経ながらも、最終的に『教授』が他の語り手を設定して書

き直されることはなく、現在のクリムズワスが最も適した語り手として採用さ

れている。言い換えるなら、シャーロットがこれ以外にうまく機能する語り手

を見つけられなかったのかもしれない。男性登場人物による一人称の語りとい

う手法は、彼女が初期作品で最もよく用いていたものでもある。彼女はなぜ他

の語り手ではなくクリムズワスを採用したのか。この点について考えるために、

彼がどのような語り手であるのかを物語の内容と絡めて考えておく必要がある。 
シャーロットの四つの小説のうち、『ジェイン・エア』でも主人公が語り手を

務めているが、この小説は厳密には Currer Bell によって編集された自伝とい
う体裁を採っている。語り手から直接読者へ語っているようでいて、実はその

間に編集というプロセスが存在しているのである。そして、すでに述べたよう

に、『シャーリー』では全知の視点を持った語り手が採用されている。これらを

除いた『教授』と『ヴィレット』の二作において、主人公を兼ねた一人称の語

り手が読者に直接語りかけるという手法が採られているのである。二作品は『ジ

ェイン・エア』と『シャーリー』よりも読者に伏せられる情報が多いという共

通点があるが、それは偶然であろうか。シャーロットの全作品を見る限り、語

り手が一人称で主人公を兼ねている方がより物語を支配しやすいという図式が

存在しているように思えてならない。なぜならば、間に第三者を介さないこと

により、伝えるべき情報の選択もその伝え方もすべて主人公自身がコントロー

ルすることができるからである。『教授』のもともとのタイトルは Master であ
ったが、このタイトルが意味しているのは単なる英語教師 (master) ではなく、
まさしくこの物語を支配する

、、、、
者 (master) としてのクリムズワスである。 

 Enid L. Duthie の指摘によれば、『教授』では実在するブリュッセルの通りの
名前や街の地理が作中で忠実に再現されているが (82)、これは現実世界を写実
的に描くという作者の意図を反映しているためであろう。しかし、それはクリ

ムズワスによって単なる道具立てとして利用されているに過ぎない。『教授』は、

教養があり勤勉ではあっても社会的・経済的に弱者の立場にある一人の男が、

その知性と勤勉さとで社会をのし上がっていく過程を描いている。彼の成功を

読者に信じてもらうため、成功者としての姿を効果的に演出するため、それに

ふさわしい舞台装置と語りの手法がクリムズワスには必要だったのである。 
 『教授』では、クリムズワスを理想的な成功者として提示するために、物語

を統制してリードすることができる強力な語り手が求められた。そしてその語

り手は同時に主人公であるクリムズワスを裏切ることなく、彼と一体となって

ストーリーを推し進められる存在でなければならない。「アッシュワス」の中立
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な立場を守ろうとする誠実な記録者や、「第一の序文」の主人公を非難する語り

手、そして「ジョン・ヘンリ」の第三者的語り手がそれぞれ採用されなかった

のは、いずれもこうした基準に合致しなかったためであろう。なぜなら、シャ

ーロットが試行錯誤した語り手たちには、クリムズワスが持つ物語を支配する

力、自分を効果的に演出・提示するための（歪んだ）創造力が欠けていたから

である。 
 
 

３． 語りの綻び 

 
クリムズワスは自分の成功物語の舞台として最適な場所を求め、イートンか

ら兄の工場がある X、そしてブリュッセルへと移動する。彼や彼の過去を知る
者がいない異国の地の方が、彼の望み通りの物語世界を創造するのに適してい

たのだろう。クリムズワスはそこで公私両面において成功するが、それはリア

リスティックな外見を装った全くの虚構―現実に生きた男の自伝ではなく、

一人の男の成功を理想的に描いたフィクション―である。クリムズワスは自

分の人生を語るだけでなく、自分をヒーローとして自ら望むように提示できる

世界を創造したのだと言える。 
しかしながら、最終的に採用されたクリムズワスが完璧な語り手であったと

は言いがたい。Judith Williams はクリムズワスが彼の知覚と期待を正確に映し
出した世界に住んでいると述べ (133)、語り手としての彼の強力なコントロー
ルを指摘している。しかしながら、この指摘は、彼の支配が不完全で、その不

完全さが作品世界にも見られるという点を見落としている。クリムズワスが自

分を成功者として表現するという目的のために強引に作り上げたフィクション

の中で、彼の記述と行動にはさまざまな食い違いが生じている。ここではそう

した彼の語りの綻びとも言える例を取り上げ、その綻びが作品解釈に及ぼす影

響を考察する。 
 
3.1. 他者への依存 
 作中ではクリムズワスの勤勉さや禁欲的な傾向が繰り返し述べられている。

その一方で、彼が人生の転機において常に他力本願の姿勢を見せていることに

気づかないわけにいかない。ブリュッセルで失業した際の対応がその一例であ

る。彼は元教え子の父兄、裕福な商人M. Vandenhuten の許に赴く。「自分が望
んでいるのは助けてもらうことというよりも、自分で自分を助けられるように

してもらいたいのだと説明しに行った 4」 (211) と述べているが、これが詭弁
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に過ぎないことは明らかである。自力での就職活動に行き詰ったからこそ援助

を求めに行ったのであり、しかも、再就職が叶ったことを「ある朝、運命の女

神が僕の部屋に立ち寄って・・・膝の上に褒美を投げてくれた」(212) と、自
助の精神を奉る男らしからぬ運命論者のような書き方で締めくくっている。序

文において「突然の運命の変化」(3) を厳しく戒められていたはずの主人公の
人生は、実際には人々の援助や幸運によって彼が望むような方向に都合よく変

転していく人生である。クリムズワスは自分の努力を精一杯吹聴することで、

人生で起こる様々な変化を努力の正当な報いとして描き出そうとしている。し

かし、彼が読者に示そうとしているものと、しばしば垣間見られる他力本願と

もいえる生き方には大きな開きがあり、その食い違いは、読者の不信を呼ぶ。

しかも、こうした齟齬が生じていることにクリムズワスも、そして作者シャー

ロットも気づいていない。そのため、物語世界を強力に支配しているはずのク

リムズワスは、語りの矛盾を解決することがないまま自己満足の回想を続けて

いくのである。 
 
3.2. 誘惑への抵抗  
 クリムズワスはまじめで清廉な青年として自分自身を描き出しているが、こ

の自己演出にも綻びが見られる。彼がすでに Frances Henriとの結婚を真剣に考
えていながら、同時に Reuter との不義の可能性を確信している事実を見逃す
ことはできない。 
 
       Reuter was destined to become Mde. Pelet―it would not do for me to 

remain a dependent dweller in the house which was soon to be hers. Her present 
demeanour towards me was deficient neither in dignity nor propriety―but I knew 
her former feeling was unchanged. . . . 

       I was no pope―I could not boast infallibility―in short―if I stayed, the 
probability was that in three months’ time, a practical Modern French novel 
would be in full process of concoction under the roof of the unsuspecting Pelet. 
(187) 

 
Pelet と結婚したロイターと、フランセスとの結婚を考えているクリムズワスと
の間に「3 か月のうちに現代フランス小説を地で行く展開」が繰り広げられる
だろうという懸念は、彼がペレの下宿を去ることで辛うじて回避される。しか

し、これは不義の誘惑を克服したというよりは、単に転居することでその可能

性から逃れたに過ぎない。以前、ロイターが婚約者のある身で自分に近づいた



40  杉村 藍 

ことを激しく咎めておきながら、クリムズワスは自分自身も同じことをしてい

るとはまったく気づいていない。 
このエピソードは、クリムズワスが他者を非難することはあっても、その批

判精神が彼自身に向けられることはないと確信させる。しかも、自分のことを

誘惑に抵抗し打ち勝った克己心の強い人間だと思い込んでいる節さえある。彼

は自分の人生を語りながらも、そもそも自分自身の姿が見えているのか、自分

のことを把握できているのかという疑問を抱かざるを得ない。 
 

3.3. 「不気味な火花」と新しい語り手の登場 
クリムズワスは小説の結末で社会的・経済的に成功した自分の幸福な家庭生

活を描き出そうとしている。Sally Shuttleworth は彼の結婚生活の描き方が独善
的だと批判しているが (145)、こうした執筆姿勢は結婚生活に限らず小説全般
に当てはまる。なぜなら、彼の半生―この物語全体―が、独立独歩の成功

者クリムズワスを描き出すための舞台として創造されたものだからである。 
クリムズワス一家がベルギーを去ってイギリスに戻ってからの引退生活を描

いた最終章の後半部分が、第 7章で覆いを掛けられていた 4幅目の絵に相当す
ると考えられる。「過去の記録」として保存されている 4幅の絵のうち、3幅目
のベルギーに続く舞台として作中で最後に描かれているのはイギリスでの家庭

生活だからである。 
クリムズワスの人生の軌跡を考える時、それが一種の円環構造を成している

点を指摘しておきたい。実業家として身を立てるという計画に失敗して故郷を

追われた男が、立身出世して再び同じ場所に戻ってくるという空間的な円環を

見ることができる。成功者という新しい立場が、彼の無残な過去を否定し消し

去るかのようだ。クリムズワスの人生を表わす最後の 4幅目の絵は、生まれ故
郷で家族とともにくつろぐ人生の成功者としての彼の姿を映し出しているので

はあるまいか。 
『教授』にはもう一つ円環構造がある。クリムズワスのイートン時代の回想

で始まったこの物語は、息子 Victorのイートン進学への言及で終わる。クリム
ズワスのコントロールは彼の家族、特に一人息子ヴィクターに対してうまく機

能していない。ヴィクターは普段は物静かな少年だが、その気性には「時おり

不気味な火花を散らす一種の電気的な熱情と力」(266) があるからだ。 
父親の物語が終わり、もう一人のクリムズワス、息子ヴィクター・クリムズ

ワスの物語がこれから始まろうとしているのであるが、それは父クリムズワス

が描き出そうとしてきたのとは異なる物語の始まりを意味する。新たな語り手

クリムズワスは、父親が築き上げてきた世界をまったく違う視点で語り出すか
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もしれない。すでに述べたように、彼には父が理解し得ない―あるいは支配

し切れない―要素があるからだ。父クリムズワスは息子に関する説明を「こ

の原稿を机にしまい込む前に、ヴィクターに一言触れておこう。ただし手短に

しなければならない」(263) と早々に切り上げようとしている。それはまるで
自分とは異なる語り手による新たな物語の始まりを恐れるかのようである。5 
以上のように、クリムズワスは自分の物語をよく統制できているようでいて、

実際には語りの綻びが物語のあちこちに見え隠れしている。彼の他力本願な生

き方や見せかけの清廉潔白さは、クリムズワス自身が気づいていない―ある

いは認めたくない―弱さである。彼は自己認識が不十分であり、物語の中で

読者に得々と語っているのは事実と乖離した自己演出による理想像に過ぎない。

彼が新たな語り手ヴィクターの登場を恐れているのは、異なる視点から自身の

物語が語り直された場合、彼が強引に作り上げた世界が簡単に崩壊してしまう

危険を察知しているからであろう。 
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
 
 シャーロットは、『教授』の執筆に向けた習作の段階から新しい語りの手法に

挑戦したり、完成させた作品を修正すべく異なる書き出しに取り組んだりと、

この小説のために意欲的な創作活動を続けてきた。彼女が最終的に採用した、

主人公を兼ねる一人称の語り手という語りの手法は、一般的には読者が自分を

仮託して主人公／語り手と一体化しやすく、その内面に肉迫できる。 
 しかし、語り手クリムズワスの場合は、彼の話に耳を傾けていても彼からす

べてを打ち明けられているという印象はない。勤勉で高い知性を持ち、誠実に

努力した男の成功譚として『教授』を語ろうとする彼の欲望が、クリムズワス

の語りを歪めてしまっているのである。この歪みから生じる様々な語りの綻び

はむしろ物語から読者を遠ざけ、主人公／語り手との一体化を妨げる。クリム

ズワスにとって、読者は物語を通して共感する対象ではなく、彼が語ることを

信じこむように強制する対象であるかのようだ。 
 クリムズワスの人生を象徴する 4幅の絵画は、四方を壁に守られ監獄を思わ
せる閉ざされた空間から取り出されることはない。彼は自分の語りと読者との

間の壁を突き崩すことがないまま物語を終える。イートンから兄の工場がある

X、ブリュッセルを経て再びイギリスへ戻るという彼の人生の円環構造は、結
局のところクリムズワスの人生の軌跡が前進ではなく振り出しに戻ったに過ぎ

ないことをも意味している。覆いが掛けられていた 4幅目の絵が、果たして最



42  杉村 藍 

終章でクリムズワスによって語られている通りの幸福な家庭生活を描いている

のか、明らかにされることはない。 
 Eagleton はクリムズワスが語らない部分こそが最も雄弁に真実を語ると逆
説的に捉えている (77)。確かにクリムズワスの語りがはらむ数々の破綻は、彼
が隠し切れなかった自分の実像を間接的に描き出している。しかし、成功譚と

して創造された『教授』を、語り手が読者に明かそうとしなかった視点から新

たに読み解こうとしても、そこには限界がある。「失敗譚」として読むためには、

この小説はさらなる情報が不足しているからだ。成功譚としてだけでなく、「失

敗譚」としてもクリムズワスは十分に語り尽くしていない。 
スタート地点に戻るというクリムズワスの人生の円環構造は、様々な語りの

手法を試しても、結局のところ初期作品で最も扱い慣れた、男性登場人物によ

る一人称の語り手に戻っていった作者シャーロット・ブロンテの試行錯誤の軌

跡とも重なる。彼女は最初の本格的な小説を執筆するに当たって、主人公の姿

もその人生も読者の前に明確に示すことができなかった。人生を表す絵画を小

部屋の中に閉ざしたクリムズワスは、そのまま、『教授』の作品世界を開示でき

なかった作家シャーロット・ブロンテの姿を表している。 
 
 

注 

 
1 これらをシャーロットの他の作品も含め執筆年代に沿って整理すると、「ア
ッシュワス」、『教授』、Jane Eyre (1847)、「序文」、「ジョン・ヘンリ」、Shirley 
(1849) の順となる。ただし、執筆時期が特定されていない「序文」と「ジ
ョン・ヘンリ」は相前後する可能性がある。 

2  “‘The Preface’: Earlier Sketch of a Preface.” The Professor 295. なお、この「序
文」に関しては Brontë Parsonage Museum 所蔵の複写原稿 HT 4 (336); 67 
(108) も参照している。 

3 語りの手法については、『教授』の執筆中にもシャーロットの模索（あるい
は迷い）が続いていたと思われる。なぜなら、『教授』の清書原稿を詳細に

調べた M. M. Brammer は、第 25章に語り手 “I” が全知の語り手ではない
ことをシャーロットが突然思い出したかのような推敲の跡を見つけている

からである (163)。 
4   Heather Glen は、自助の男を主題にした説話が 1840年代のイギリスではよ
く知られたジャンルであったと指摘している (35)。The Professor の 2年後
に出版された Samuel Smiles の Self-Help (1859) がよい例であろう。クリム



 『教授』におけるクリムズワスの創造性と語りの綻び 43 

 
 

ズワスの「自らを助ける」(“helping myself,” 211) には、スマイルズの “Heaven 
helps those who help themselves” と同じ響きがある。主人公の人物創造にお
いて、シャーロットが時代の空気を強く意識していたことが窺える。 

5  Victor という名前から、彼をクリムズワスの「勝利」の証と捉える批評家
は多い。しかし、親子の奇妙な緊張関係に注目した場合、この命名は勝者

がクリムズワスではない
、、
という事実を明示することになる。 
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