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subversiveSusan: 『カスターブリッジの市長』における母の物語
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れる(89,90;ch.13)｡そして彼女は､復縁後､ほとんど表

舞台に出ることのないまま死の床につき､ひそかに望

『カスターブリッジの市長の生涯‑性格を持つ男の

んでいた娘の結婚の可能性が夫によってつぶされたこ

物語』は､ ‑‑ディが｢ひとりの男の行為と性格の探

とに嘆息して｢何事も望み通りにはならないものなの

究｣を試みた初めての作品である川｡彼は､この成功を

ねえ｣という言葉を残し(118;ch.18)､舞台裏で死ぬ｡こ

以て､複数の若い男女の織り成す恋愛模様を基調とす

の言葉は､彼女の死後処理が遺志通りに行われなかっ

るそれまでの作風からの訣別を告げると同時に､小説

たことにより裏打ちされ､無力と忍苦の具現としての

家としての低迷期を脱したという評価が一般的である̀2'｡

スーザン像はここに完全なものになるのである｡.

｢複雑ではあるがかなり整合性があり有機的である｣プ

しかしその一方で､テクストが､このような一面的

ロットt3)は､すべての出来事が主人公へンチ･ヤードによ

なスーザン像を時々裏切ってみせていることを見過ご

って､あるいは彼をめぐって生じることによって可能

すわけにはいかない｡小説冒頭で､スーザンは子供を

になっている｡この強力な求心性は､特定の人物や価

抱き､夫と無言で並んで歩く若い女として､無味乾燥

値観をあからさまに支持することを避ける傾向のある

に導入される｡続いて､しかし､語り手は彼女の顔を

作家(4'の生み出したそれまでの主人公には与えられなか

印象主義的にクローズアップしているのである｡

ったものである｡

しかし､ヘンチャード以外の人物が｢彼から離れて

若い女の顔の最も大きな､そしてほとんど唯一の魅

は生きることが許されていない｣という印象を与える

力は､その豊かですばやい変化にあった｡娘を横目

までに彼の影響下にあることは､この小説の弱点でも

で見下ろす時､彼女は愛らしい顔をした｡美しいと

あるかもしれない一㌔

中でも主人公の妻スーザンは､小

いってもよいほどであった｡なぜなら､そうした時に､

説のプロット‑あるいはへンチャードの性格悲劇のパ

顔のつくりが強烈な太陽の光線を斜めに受け､それ

ターン‑の上で重要な役割を果たすことになるものの､

がまぶたや小鼻を透き通らせ､唇を燃え立たせるか

人物としては問題にならないほど影が薄く取るに足り

らであった｡黙って物思いにふけりながら生け垣の

ない{6'というのが､一般的な印象であろう｡

蔭をとぼとぼと歩いている時､彼女は硬い､半ば無

へンチャードの性格の犠牲となって売られた妻とい

気力な表情を浮かべていた｡それは<時>とく偶然>

う､冒頭からのイメージは､小説がへンチャードの罪

の手にあっては､もしかしたら公正な扱い以外なら､

の償いの物語として進行することによって否応なく前

何でも可能であると考えている者の表情であった｡第

景化される｡逆の言い方をするならば､スーザンが無

‑の相は<自然>のなせるわざ､第二のそれは恐らく

力な犠牲者であることは､ヘンチャードの性格悲劇の

文明のしわざであった｡ (28;ch.1)

中心を成す､妻子売りとその償いという筋書きの前提
となっているのである｡そしてテクストは､筋の上ば

光の当たり具合と見る者の視点の変化によって見えて

かりでなく描写の上でも､ほぼ一貫してへンチャード

くるスーザンのこの二面性に､正確には第‑の<自然>

による侮蔑的なスーザン像を支持し､補強している｡

の相に､ヘンチャードは終生盲目なのであり､同じ場

娘の将来を思い､過去の屈辱や恨みを抑えてヘンチ

面を小説最後で回想する彼は､悔恨をこめてこうつぶ

ヤードのもとに戻ってくる｢哀れな寛大な｣スーザン

やく｡ ｢あいつは悲しそうでくたびれていた｣ (273;ch.

(71;ch.9)は､適切にも､ ｢幽霊｣ ｢骨と皮ばかりの女｣と

44)0

陰口を叩かれるほどの虚弱な肉体をことさらに与えら

テクストの示すスーザン像のずれという観点から問
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題にすべきもうひとつの大事な箇所は､へンチャード

つつ見せている｡それがスーザンなのである｡へンチ

が彼女の死後､そのあきれるまでの単純さと善良さに

ャード自身は､翌朝になって､単純で従順なスーザン

ついてニューソンともに語る場面である｡ ｢あいつが物

が自分の冗談を本気にとったために競売が遂行されて

事をありのままに見ていれば､俺のもとを去るような

しまったとぼやいている｡このぼやきは､スーザンの

ことはなかっただろう｡絶対に｡でも､あいつにそん

力の働き方の特徴を言い当ててはいるが､力そのもの

なことがわかるわけはない｡あいつにどんな取り柄が

について語ってはいない｡しかし､競りの開始から終

あったろう｡ひとつもない｡自分の名前は書けた｡そ

了に至るまでのプロセスを､へンチャードの大仰な暴

れだけだ｣ (252;ch.41)｡しかしこのように言うへンチ

君的身振りに惑わされることなく読むならば､スーザ

ャードは既に､スーザンの書いた遺言書によってエリ

ンが､その第一の相と第二の相の間を巧まずして行き

ザベスの父親についての彼女の欺臓を知り､打ちのめ

来しつつ､へンチャードの物語を内部から切り崩し､最

されていたはずである｡このことは､他のより小さな

後には別の物語にしてしまっていることに気づかされ

矛盾とともに､へンチャードによるスーザン像の不適

るはずである｡

切さに読者の注意を喚起しているように思われる17㌦
冒頭では､語り手によって二面性が観察されていた

へンチャードは過去にも酔って妻を売り飛ばすと言
ったことが一度ならずあり､スーザンはその｢冗談｣あ

スーザンだが､ヘンチャードの妻子売りとそれに続く

るいは｢ナンセンス｣に慣れきっているはずであった｡

償いの物語の中で､その第二の相だけが反復的に語ら

しかし､自分の警告や必死の懇願にもかかわらず｢冗

れ､前景化していく.テクストは､スーザンの二面性

談｣を撤回しない今回のヘンチャードの執劫さを見て

を隠しつつ露呈する｡本稿では､その露呈の瞬間を手

とった瞬間､スーザンはきっぱりと競りへの同意を公

掛かりとしてスーザンの第‑の相の行方を辿り､スー

言するのである｡ ｢誰か買って下さればと思うわ｡今の

ザンの物語が中心的物語とどのように絡んでいるかを

所有者はこの女の好みに全く合いませんから｣ (33;ch.

明らかにすることによって､スーザンの役割の再定義

1)｡登場以来､赤ん坊とのつぶやくような｢会話｣か､

を行うつもりである｡それは､ひとりの男の性格悲劇

夫に対する聞き入れてもらえないささやき以外はほと

の価値ある一義性を作り出すために､ ‑‑ディがどの

んど沈黙していた彼女が､初めて､人前で効力ある言

ように作為しなければならなかったのかを跡づける試

葉を発する｡夫の侮辱を自暴自棄になって受け入れた

みでもある｡さらに､そのようにして新たに得られた

彼女のこの一声が､彼によって蒸し返されては流れて

スーザン像を､ ‑‑ディの繰り返し用いてきた母のモ

しまっていた競りの開始18'を決定づけるのである｡それ

チーフの変奏として捉えてみることによって､この小

まで妻を相手にしていなかったへンチャードは､ここ

説の､ウェセックス小説全体の中での意味づけをし直

で即座に｢お前だってそう【=自分の好みに合わない]さ｡

してみたい｡

なら､俺たちはそのことで意見が一致したってわけだ｣
(33;ch.1)と応じ､次いで､人々に対しても夫婦間の合

1妻子売りのエピソードにおけるスーザン

意を強調してみせることで初めて､競りの実行を可能
にする雰囲気が作られる｡

貧しい干草刈りとして登場するヘンチャードは､実

大得意のヘンチャードは､実は､競りを実行に移す

は､自らを｢有能で立派な男が悪い妻のせいで破滅｣し

ために妻の｢同意｣を必要とし利用したことになる｡そ

た例､ ｢より詳しくは､軽率にも早く結婚したために･･･

のことは､不要な妻を駄馬のように売り飛ばすという

高蓮な目的や希望が挫折し活動力が失われ｣た｢有為

本来の趣旨からの逸脱である｡また､スーザンの発言

の青年｣と捉え､苛立ちを覚えている(31;ch.1)｡そし

は､夫の見るままに自分を商品へとおとしめた上で所

て､ラム酒の酔いにも助けられて大胆になった彼は､足

有者の交代を昂然と要求するという巧まざる痛烈な皮

ヽ

手まといの妻子を家畜のように売り払ってしまう｡
ヘンチャードの性格が､飲酒や偶然といった状況と

肉を含んでいるのだが､倣然たるへンチャードはこれ

の絡み合いによって妻子売りを引き起こしたというの

されていることに気づかない｡

に全く無頓着であり､自分の主導性が密かに骨抜きに

が､小説の示す論理である｡しかし､それらの明示的

この逆転は､思いがけなくも買い手が現れた時､再

な力以上にヘンチャードにとって外部であり決定的で

び表面化する｡それまでのことの成り行きに関しては､

あるひとつの影響力を､テクストはその表面から隠し

見物人たちは､ ｢陽気な皮肉が極端に走ったものである
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と見ていた｡そして､仕事がなくて､そのために彼r=

ザンがへンチャードのつけた結末にいわば書き加えを

へンチャード]は世間に､周りの人間に､身内に､病癖

してしまう｡男に付いて黙って出口まで来た彼女は､振

を起こしているのだと思っていた｣ (34;ch.1)｡ところが､

り返って結婚指輪を抜くと､へンチャードの顔めがけ

ヘンチャードの前に､男が実際に5ギニーを出した瞬間､

て投げつけ､捨てぜりふを吐くのである｡

｢その場の愉快な浮ついた雰囲気はふつりと絶えた｡無
気味な暗さがテントを満たし､そこにあるものすべて

｢二年間あんたと暮らして､くれたものは病癖だけ｡

の様相を変えてしまうように見えた｣ (34;ch.I)｡しかし､

もうあんたとは何の関係もないんだから､私はどこ

屈辱的な扱いを無言と無感覚を以て耐えてきたスーザ

かよそで運を試してみるわ｡私にもエリザベス=ジェ

ン､いわばはじめから｢浮ついた雰囲気｣からひとり

インにも､どっちにとってもそのほうがいい｡じゃ

疎外されて｢無気味な暗さ｣に浸されていたスーザン

あさよなら!J (35;ch.1)

は､逆説的に､誰よりもすばやくこの冗談と現実との

この宣言は､本来なら､妻子という蛎から首尾よく逃

境界の揺らぎに対処するのである｡

れたへンチャードによってなされるはずのものである｡

｢さあ｣と､女は言った｡静寂か破れ､その小さな乾

皮肉にも､へンチャードは､自分が最初にもらしてい

いた声はかなり大きく聞こえた｡ ｢ことを進める前に

た愛想づかしと野心の表明を自分で繰り返す代わりに､

私の言うことを聞いて｡もしもあんたがその金に手

妻に彼女自身の声で投げ返されているのである｡ ｢この

を触れたら､私とこの子はその人について行く｡い

結末を全く予期していなかったよう｣に荘然自失した

いわね｡もうこれは冗談じゃないんだからね｡｣(34;

夫を残して､スーザンは消える(35;ch.1)｡見物人も多

かれ少なかれ意外さと後味の悪さとに打たれているが､

ch.1)

幾人かはへンチャードを笑い､また､スーザンはより

農村の犠牲者の忍耐と無力を体現しているだけである

よい所有者を見つけてよかったという感想を述べる者

かのようなスーザン9'が､ここで､夫婦間の｢合意｣事

もある｡妻を厄介払いしたい若者､そして彼の馨屈を

項を再確認し､夫に最終的な決断を迫っている｡人々
がことを冗談の領域に押し戻せるようになるのに先ん

暗黙のうちに理解し許容する見物人たちが共犯者とな
って始めた､本物の体裁を備えた競りの真似事｡それ

じ､彼女の言葉が呪術的な響きさえもって､ことを真

を､スーザンが､本物にすり変えてしまうのである｡男

剣の領域へと一押しするo妻のこの念押しに腹を立て

が妻子を家畜のように売り払うという物語は､結末を

たへンチャードは､金を取り､脅かされた自分の主導

迎えるまでに､その内部に旺胎した､妻子が不甲斐な

性を再び誇示するかのように､後悔の色も見せずに取

い夫を捨てる物語にとってかわられている｡

り引きの成立を宣言するのである｡

以上のように､へンチャードの翌朝の反省をはじめ

この取り引きにおいて､スーザンが､商品におとし

として､小説を通じて反復される､無力で忍耐強い妻

められながらも二人の男を品定めすることを許されて

の虐待としての妻子売りという図式は､スーザンが隠

いることは重要である｡ ｢彼女の気持ちを傷つけたくな

れた二面性をもつことによって実は最初から破綻して

い｣買い手は､へンチャードに金を取らせる前に､ヘ

いる｡

ンチャードの｢あいつも同意している｣という言葉が
誓って本当であるか､スーザンに確認をとる‑)0㌦

スーザ

2

復縁のエピソードにおけるスーザン

ンは､ ｢夫の顔を一瞥し､そこに後悔の色がないのを見
て取ると､ 『誓います』と言｣い､次いで､新しい所有

へンチャードとスーザンの復縁のエピソードは､彼

者に対しては｢ちょっと立ち止まり､注意深い一瞥を

の側の磨罪と自己処罰の物語として提示される｡彼が､

くれた｣後､目を伏せて付き従うのである(35;ch.1)｡こ

スーザンとその娘を自分の広い屋敷に引き取った時､ ｢控

うしたスーザンの判断力の発揮の瞬間は､ヘンチャー

え目な｣ふたりの存在は､ ｢家の中身が増えたという感

ドの筋書きを内部から突き崩す｡それでも､へンチャー

じをほとんど与えなかった｣ (92;ch.14)｡しかし､これ

ドが｢けりをつけたという風をして｣金をポケットに

ほどまでに取るに足りない所有物の立場に再び甘んじ､

しまいこむ時(35;ch.1)にはまだ､彼による妻子売りと

へンチャードの筋書きの中に取り込まれたスーザンは､

いう体裁は守られているo

それを内部から巧まずして切り崩すのである｡その破

しかし､その直後に､ス‑
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壊力の根本には､ヘンチャードにとっては妻子売りの

する大きな干草の荷馬車の列を目にした時である｡か

逆回しである復縁が､スーザンにとっては､むしろ反

ってニューソンを選んだスーザンの値踏みの視線が､こ

復であるというずれがある｡

こに反復されている｡

へンチャードの妻子売りは､利己的な動機から権力

へンチャードとスーザンの再会以降は､ヘンチャー

を濫用し､家長としての自分から逃げ出す物語でもあ

ドがすべての主導権を握る｡冒頭で所有者交代を要求

った｡ 18年後､既にカスターブリッジの市長や教区委

するスーザンの声に屈従しか読み取れなかったヘンチ

員を務め､経済界の頂点に立つ大商人でもあったヘン

ヤードは､ここでもやはり､卑下や口ごもりや沈黙の

チャードにとって､再び夫あるいは父に復位すること

裏にスーザンが独自の物語を持っていることに気づか

は､妻子を売った時点で極小化した彼の家父長的な権

ない｡しかし､読者には明らかなように､彼が支配者

力の極大化をも意味していたはずである｡つまり､ヘ

の鷹揚さを以て一方的に切り出す家族再編計画は､す

ンチャードが行っていることは､感情的のみならず論

べてスーザンの所期の目的に適っている｡

理的にも､妻子売りの物語の完全な逆回しの試みなの

二人の物語のずれは､復縁の唯一の共通目的であっ

である｡それに対して､スーザンは売られた時と全く

たエリザベスをめぐってテクストの表面に現れる｡スー

同じ論理で動いている｡ニューソンという二番目の｢所

ザンにとっては､ ｢再婚｣してへンチャードの家に正式

有者｣を失って生活に困ったスーザンは､へンチャー

に迎え入れられ､娘の生活と将来が保証されたことで､

ドを次の適当な所有者と見て彼のもとに戻るに過ぎな

当初の目的は果たされている｡しかし､ヘンチャード

い｡しかも､彼女の死後明らかになるように､ニュー

にとってはさらに､感情的にも論理的にも､継子のエ

ソンの｢遭難死｣は､売買に法的効力などなかったこ

リザベスを実子に復位させなくては筋書きが完成しな

とを偶然知ったスーザンに愛想づかしされた彼の､ ｢も

いからである｡スーザンは､エリザベスを改姓させた

しも自分が死んだと思えば彼女は彼【=へンチャード]の

いというへンチャードの強い希望に表面上は同意しな

もとに戻るだろう｣と考えた上での工作であった(252‑

がら､エリザベスに向かっては､亡きニューソンへの

53;ch.41)｡つまりここでも､現在の所有者が不適当で

忠義をほのめかす｡その暗躍の結果､エリザベスは改

あることを宣言するスーザンが､夫婦の離別を引き起

姓を娩曲に拒否する｡

こしていたのである｡

第3章に始まる小説の主部が､へンチャードによって

このように一度挫折したヘンチャードの物語は､スー

ザンの死を契機に完成が可能になるように見える｡彼

ではなく､彼を捜して娘とともに旅をしてきたスーザ

は､実の父の名乗りをあげてエリザベスに自分の姓を

ンによって開始されるところに､彼女の密かな優位は､

付けることを承知させ､ ｢エリザベスはとうとう自分の

既に暗示されているといえるかもしれない｡へンチャー

ものになった｣という満足に浸る(122;ch.19)｡しかし､

ドの妻子買い戻し/購罪(redemption)物語が実際に動き出

本当の結末はその直後に来るのである｡スーザンの遺

すのは､彼が､スーザンの手紙‑の返事に5ギニーを添

言書を見つけたへンチャードは､ ｢エリザベス=ジェイ

えてエリザベスに手渡した瞬間からである｡しかし､彼

ンの結婚当日まで開封しないこと｣という表書にもか

が始まりと思っているその時点で､へンチャードはスー

かわらず､妻に対する日頃からの軽視からためらいも

ザンによって既に始められたことの半ばに投げ込まれ

なく読んでしまい､その結果､今のエリザベスが競売

ているに過ぎないのである｡さらに遡るならば､へン

で失った我が子ではないことを知るのである｡翌朝､気

チャードは､やもめとしてカスターブリッジで生活し

持ちの整理がついてへンチャードを実の父と慕い始め

始める前に､妻子探索の旅に数ヶ月を空しく費やして

たエリザベスの頬に､彼ばくちづけをする｡

いた｡つまり､妻子売りの時と同様､またしてもへン

チャードの始め損なった物語に､スーザンが始まりを

この瞬間とこの行為とを､彼は何週間も前から思い

与えていることになるのである｡

描いては胸ときめかせていた｡それなのにいざ実現

■.

スーザンは､夫を捜し当てて再会にこぎつけるまで

してみると､惨めで味気ないものにはかならなかっ

に､彼の現在の境遇と人柄を観察し､判断する時間が

た｡彼が娘の母親との関係を回復したのも､主とし

十分にあった｡その結果､自分たち母子に親切を施し

て娘のためだった｡が､すべての計画の結実は､こ

てくれる可能性があると踏んだスーザンが､最終的に

んなちりと灰なのであった｡ (124;ch.19)

名乗り出る決心をするのは､ヘンチャードの富を象徴
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妻子売りの時と同様､へンチャードに不当にないがし

に立ち去る痛快な瞬間､エリザベスの実父がスーザン

ろにされたスーザンが､へンチャードのつけたはずの

の遺言書によって判明する滑稽でさえある瞬間､それ

物語の結末を無効にしてしまっている｡ヘンチャード

ら転覆の瞬間がへンチャードの悲劇の構成要素となり

は､スーザンの告白を秘密にし､エリザベスを実の娘

得るのは､へンチャードの責任や運命の中にそれらを

として通すことにより､スーザンのつけた結末を取り

回収していくテクストの働きのみによる｡

消して自分の物語の体裁を守ろうとする｡しかし､こ
の試みも､かつて彼がスーザンのつけた妻子売り物語

3

母としてのスーザン

の結末を､捜索の旅によって無効にしようとした試み
同様､失敗に終わることになる｡

小説の読み直しを図ってきたが､次に､スーザンの機

とつ注目すべきは､遺言書の締めくくりの文句である｡

能からさらに､その人物造形に踏み込むことによって､

｢できたら許して下さい､かつてあなたがひどく不当に

ヘンチャードの物語の転覆の意味を考え､読み直し作

扱った女を｡その女があなたを許しているように｣ (122;

業を締めくくりたい｡

ch.19).これは一見､二人の再会劇の棚上げされた結末

I

I

となっている｡ヘンチャードは､償いの意志と計画を

して存在している｡小説の冒頭で､匿名の若い男と子

供を抱いた女を風景の中に導入した語り手は､彼らの

劇の幕を閉じようと試みるのだが､スーザンは口ごも

際立っ特徴として､完全な沈黙を保っていることを挙

るばかりで､彼は｢今後の俺のすることで俺を判断し

げる(27;ch.1).その沈黙は､夫のへンチャードの回想

てくれ｣と引き下がるはかなかった(83;ch.12).スーザ

によれば､ ｢忌々しい自尊心と貧しさに対する屈辱感｣

ンの遺言書は､へンチャードの求めていた許しを与え

から妻を無視していた結果である(273;ch.44)｡しかし

ていることになる｡しかしそれは､へンチャードの仕

実は､この妻は､バラッドシートを読みながら歩いて

打ちに対しての心からの許しであるよりは､彼女自身

いる夫ほど無言でもひとりでもないのである｡なぜな

がへンチャードを欺いてエリザベスの実父と信じこま

ら､ ｢抱いている子供を別にすれば､ひとりで街道を歩

せていたことに対する許しを乞うための代価であり､表

いているも同然｣の彼女は､時々子供にささやきかけ､

面上はへンチャードの墳罪物語を適切に締めくくりな

子供もそれに｢応えて(inreply)｣何やらぶつぶつつぶや

がら､実はその終わりを永遠に引き延ばすのである｡ヘ

くという交流が成立しているからである(28;ch.1)｡無

ンチャードが最後まで妻に対する罪の意識に囚われ続

視する夫の図像は､疎外される父のそれへと容易に反

けるのは､内容的観点からのみならず､形式的にも適

転する｡かゆ売りのテントにおいても､スーザンは､酔

切であるといえよう｡

ったへンチャードの結婚を悔いる発言を｢聞かないふ

の犠牲になりながらも､その<自然>の相によってした

りをし､寝たり目覚めたりの子供に向かって､ごく些
細なことをぽつりぽつりと内緒話｣する(31;ch.1)0

たかに生き抜く様が､へンチャードの悲劇を主眼とす

このような母子の辞､あるいは同盟は､一家の休憩

るこの小説の中に埋もれていることが見えてくる｡別

所の選択にも影響を与えている｡スーザンは､二つ並

の言い方をするならば､この小説を支配するのはへン

んだテントのうち､酒を合法的に売る方に夫の心が傾

チャードの物語であるが､実はスーザンの独自の物語

いているのを察知して制する｡ ｢だめだめ､あっち｡私

がそれとひそかに措抗する形で進行し､支配的物語の

はいつだっておかゆがいい｡エリザベス=ジェインだっ

‑

(
■

スーザンは何よりまず子供と密接に結びついた母と

話したあと､彼女からの許しの言葉を引き出して再会

以上の読み直し作業から､スーザンがへンチャード

F･

中心的な物語を転覆させるスーザンという観点から

スーザンの物語の逆転的優位という観点からもうひ

▼ヽ

I/ '{

意味と価値を虚仮にさえしているのである｡ ｢あいつに

てそう｡それにあなたもそうでしょうよ｡長い一日の

は､望むなら娘を連れて自分の道を行かせてやる｡俺

疲れの後では身体にいい食べ物よ｣ (30;ch.1)｡ス‑ザン

は俺の道具を持って､俺の道を行く｡聖書の話みてえ

がへンチャードに正面きって逆らうのは､これが最初

I‑i'

に簡単なことだ｣というヘンチャードの利己的な妻子

で最後であり､また､ヘンチャードが文句を言いなが

売りの筋書き(33;ch.1)も､彼が｢ことは自然で簡単だ

らもすぐに妻の言葉に従うのも､この時限りである｡明

から､思っただけで半分できたも同然だ｣と鷹揚に保

示されてはいないが､ヘンチャードが､妻よりは子供

証する家族再編の筋書き(82;ch.ll)も､同じように転覆

のことを考えてそうせざるを得なかったことは想像に

をみる｡スーザンが捨てぜりふを吐いて買い手ととも

難くない｡
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そして､子供と一緒にという条件で売られることを

しかし､スーザンの自己犠牲は､母子の確実な一体

承知したスーザンは､ ｢右手で水夫の腕をつかみ､左手

性ゆえに自己保存に通じている｡へンチャードとの結

に小さな娘をのせ､激しくすすり泣きながら｣テント

婚生活そのものには何の喜びも感じられないにしても､

を出る(35;ch.1)｡屈辱の涙を流しながらも新しい所有

｢ヘンチャード夫人の人生の小春日和は､彼女が夫の大

者をしっかりと捉えたスーザンの右手は､彼女の無力

きな家と､恥ずかしからぬ人々の輪の中に入った時か

と依存を表現しつつ､同時に､強い母性に釣り合う強

ら始まった｡そして､それはそうした小春日和にあり

い生活力､生命力を暗示しているかのようである｡冒

得る程度に晴れやかなものだった｣ (92;ch.14)｡献身的

頭で､スーザンの<自然>の相が｢【抱いている]娘を

な弱々しい母の外観を持ちながら､ひそかな打算と策

横目で見下ろす時｣の顔に現れていたことは(28;ch.1)､

略で生活の安定を手に入れるスーザンにとって､娘は
へンチャードとの復縁の目的であると同時に手段であ

ここで重要な象徴性を帯びてくる｡

妻子を見限る夫という図像の下に既に見え隠れして

ったと見ることさえ可能である｡スーザンは､夫と娘

いた､母子に見限られた父の図像は､ややあって我に

の両方を別々に欺くことによって､結果的に自分のよ

返ったヘンチャードが､ ｢俺はあいつの後など追わない

りよく生きる道を確保している｡スーザンが｢あまり

‑あいつには娘を連れて行く権利などなかったんだ｡あ

乗り気ではないながら､渋る気持ちを抑えて｣､娘をヘ

れは俺の娘だ｣と空しい宣言をする時(36;ch.1)､一層

ンチャードのもとに遣わす時､過去の事実を何一つ知
らされていない娘にとっては､ ｢自分の立場は金持ちの

鮮明になる｡

､I.■

I.

.･

‑

中年のスーザンも､何よりエリザベス=ジェインの母

親類を捜し当てるよう命じられた貧しい親類のそれに

として存在し､去る｡再導入されるスーザン母子は､ 18

すぎなかった｣ (71;cb.9)｡たとえば｢貧しい親戚の役回

rl

年前辿ったのと同じ道を､ ｢手をつないで歩いていた｡

り｣を屈辱と感じる娘を強引に口説いて｢大金持のダー

そして､これは純粋な愛情から出た行為であることは

バーヴィル夫人｣のもとに送り込むテスの母親112'と違

見てとれたであろう｣と語られる(40;ch.3)｡また､か

い､スーザンが利己主義の印象を与えないのは､ひと

ってへンチャードの存在が母子にとって無に等しかっ

えに彼女が娘と一体的な母として造形されていること

たのと同様､今の二人の｢夫｣であり父であるニュー

にかかっている｡

ソンは､ ｢溺死したのかどうかはわからないが､恐らく

このような葛藤なき母子関係の外に､へンチャード

もう二人の前から消えてしまって｣いる(45;ch.4).父

は半ば強制的に置かれてしまう｡ヘンチャードは､エ

親が誰であろうと関係なく成立している母子の幹､スー

リザベスに物質的援助をする継父として誇大的な権力

ザンの母としての存在の確かさが､ここに浮かび上が

を振るうことを許される｡その一方で､スーザンの母

ってくるのである｡

たることの確実さによって､へンチャードの権力の基

スーザンの母性と結びついた特徴の最も重要なもの

盤の虚構性と脆弱さが暴かれてしまうのである｡エリ

は､自己犠牲である｡エリザベスは旅の途中､急速に

ザベスに､何でもお前のいいようにしろと父親の鷹揚

健康の衰えを見せている母が､ ｢娘さえいなければ完全

さを示しながら､ ｢というよりは､お前の母親の助言通

に倦み疲れつつある人生をおしまいにしてもそう悲し

りに､か｣ (94;ch.14)と付け加えてしまうへンチャード

いとは思われないということを示すような､諦めの口

は､いみじくも自分の立場の不安定さを表現している｡

調で｣話すのをしばしば聞く(46;ch.4)｡娘の将来の懸

ヘンチャードの疎外状況をさらに強化するのは､スー

念だけが､自尊心や恨みを抑圧する苦痛を凌いで､スー

ザンが死んでも彼女の身体と精神を引くエリザベスが

ザンをへンチャードのもとへと前進させる｡復縁を果

残るという､母娘連続の感覚である｡ ｢一目見ただけで｣

たしたスーザンは､次いで､有為の青年ファーフレー

スーザンの娘とわかるエリザベスには､母の｢かつて

と娘との結婚を願って幼稚な策を講じさえし州､やがて

の春のような特質が<時>によって巧みに移されて｣い

ヽ

二人がヘンチャードによって引き裂かれてしまったこ

る(40;ch.3)｡また､ファーフレーと結婚したルセッタ

とが､彼女の死の床での気掛かりとなる｡また､死後

が､エリザベスに今まで通り同居してくれるよう頼ん

の処理について自ら冷静に指示する中で､ ｢私が運び出

だ時､ ｢スーザン･へンチャードの娘が即座に決心した

されたらすぐに窓を開け､エリザベスのためにできる

ことは､その家にはもう住むまいということだった｣

限り明るくしてやってください｣と言ったという話は､

(194;ch.30)｡唐突に飛び込んでくる亡きスーザンの名は､

人々に伝わり感銘を与える(118;ch.18)0

社会通念上従わざるを得ない支配者による仕打ちが我
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憶の限界を超えた瞬間その支配者に見切りをつける､と
いう行動パターンが､母と娘に共有されていることを

は『青い眼(APaiTOfBZueEyes)』 (1873年)のスティーヴ

示すものであろう｡このような母子の連続性に対し､ ｢エ

ofLheNaiive)』 (1878年)のクリムの母ヨ‑ブライト夫人

リザベス=ジェインは自分のものではなく､自分は子の

である｡この二人の母は､ ‑‑ディの意図がどうであ

無い男であると知ったことにひどい失望を味わってか

れ､いずれも彼自身の母を思わせ4‑れ'､ひとつの系列をな

らは､へンチャ‑ドの感情には穴が開いたままにな｣り

している｡

(140;ch.22)､それはついに埋まることなく､彼の孤独な

ンの母マライア･スミス､そして有名な､ 『帰郷(TheReiu'n

ステイ‑ヴンの母は､豪胆で強い上昇志向を持ち､自

慢の息子がふさわしくない女性エルフライドに恋して

死へとつながっていく｡

ヘンチャードが､虐待であれ保護であれ常に極端な

いることに気づくと､彼を深入りさせまいと懸命にな

形で発動してしまう家長権力を､スーザンが母たるこ

る｡スティーヴンは母の懸念を理解できず､母子は対

との確実さによって骨抜きにする｡そのスーザンを､ ｢単

立するが､互いに対する思いやりの強さのために対立

純｣｢哀れ｣などと形容し､また､ヘンチャードの罪の

は深刻化することはなく､結局はエルフライドの変心

記号として表象することによって初めて､テクストは

により棚上げになる｡

へンチャードの孤独を疎外であるよりは孤高として示

この母子の間の控え目な乱韓は､ヨ‑ブライト夫人

し､彼を悲劇の主人公として､物語世界の威厳ある中

とクリムにおいてはより深刻なものとなり､物語の中

心として機能させることができるのである｡

心を占めるようになる｡クリムには､母の気に染まぬ

妻を迎えた作家自身の幻滅や後悔､罪悪感が投影され

結び

ているという､しばしば行われる解釈は､外れたもの
ではないだろう｡同時に､しかし､二人の間の愛情も

『カスターブリッジの市長』が‑‑ディの小説家とし

ての自他ともに認める転換点となったことは既に述べ

より詳細に措かれる｡二人は｢絶対に壊れない形の｣深
い愛で結ばれ､ ｢息子は母の一部分である｣"9㌧

た｡この転換点は､実は､ ‑‑ディが長年のいわば放

そして､ 『カスターブリッジの市長』において‑‑デ

浪生活を終わらせて帰郷し､しかも生家近くに自宅新

イは初めて､子供を女性にし､葛藤なき母子関係を描

築の準備を進めている時期にあたっている｡作家の帰

くのである｡スーザンの死は直接には括かれず､彼女

郷と創作の間に､精神的物理的に深い関係があること

をみとった看護婦から話を聞いた女により､唐突とも

は､マイケル･ミルゲイトの評伝などで跡づけられてい

いえるほどの深い同情をこめて伝えられる｡ ｢‑あの人

る州｡が､それらの明らかにされている伝記的事実の中

は大理石みたいに自かったって｡ ‑それにあんなに思

で､とりわけ本稿での作品の読みの視点から興味深い

慮深い女性だったからねえ､ああ､かわいそうに､気

のは､創作過程に母の影が感じられることである｡

を配らなきゃならないことはどんなちっちゃなことで

まず､ ‑‑ディにとり､生家は終生｢母の家｣とし

ももらさなかったんだよ｣ (118;ch.19)｡ハ‑ディはここ

て意識されていた仰.また､彼は､帰郷して約9ヶ月後

であたかもひとつの荷を下ろしたかのようである｡こ

から､週刊地方紙『ド‑セット･カウンティ･クロニク

れ以降､ソ､‑ディの小説で第一義的に母であるような

ル』の綴じ込みの1820年代後半のものを順々に読みす

女性は永遠に登場しないのである｡しかし､この小説

すめ､そこから興味深い事件や風俗を『カスターブリ

を書き上げた2ヶ月後､実生活の上では｢母の家｣の近

ッジの市長』に取り入れているり5)｡が､選ばれたその時

くでの生活が始まる｡ミルゲイトの伝えるように､ハ‑

代は､ロバート･ギッティングズの指摘によれば､彼の

ディの妻エマと実家‑実質的には母‑との折り合い

母親の少女時代にあたっており､彼女の昔語りの多く

の悪さが､ド‑チェスターへの定住によって更に決定

はこの時期に由来していた{ld'｡この小説は､従って､作

的なものとなり､一族皆をいさかいに巻き込むことに

家が｢コテッジの炉辺で上母から]聞いた話が､ド‑チ

なったのだ20'とすれば､スーザンの大理石のような荘

ェスターで読んだ物によって補われ｣で17'誕生したとも

言え､母の記憶と史実､ ‑‑ディの想像力の化合物と

厳で冷たい遺体は､作家がテーマとしてきた母子関係
の理想状態での永遠の凍結を象徴すると同時に､その

いう側面を極めて強く持っているのである｡

ような理想からの作家の訣別を暗示しているのかもし

‑ーディは以前にも､第一義的に母親として存在す

る女性を､長編小説の中で二度登場させている｡最初

れない｡
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にされていない｡
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