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はじめに
アン・ブロンテ（Anne Brontë, 1820-49）の『ワイルドフェル・ホールの住人』
（The

Tenant of Wildfell Hall , 1848）における評価は、当時から賛否両論である。姉シャーロッ
ト・ブロンテ（Charlotte Brontë, 1816-55）は、
『ワイルドフェル・ホールの住人』を“The
choice of subject was an entire mistake.”と酷評する。またアーリン・Ｍ・ジャクソン
1

（Arlene M. Jackson）は、“...even if Agnes Grey is‘perfect’in recreating the moral
realism which seems to have been its aim, The Tenant of Wildfell Hall is the work
showing greater artistry, based on ａ greater understanding of character psychology.” と
2

述べ『アグネス・グレイ』（Agnes Grey , 1847）よりも『ワイルドフェル・ホールの住人』
の方を賞賛する。しかしジョージ・ムア（George Moor, 1852-1933）は、サー・エドマン
ド・ ウ ィ リ ア ム・ ゴ ス（Sir Edmund William Gosse, 1849-1928）か ら“...if she［Anne
3

Brontë］had lived for ten years more we should all be speaking of her as ａ rival to Jane
“No, indeed. If Anne had written nothing but The Tenant of
Austen?”と尋ねられた時、
4

Wildfell Hall Ｉ should not have been able to predict the high place she would have taken
“..., her first story, Agnes Grey , is the most perfect prose
in English letters.”と返答し、
5

『ワイルドフェル・ホールの住人』に高い評価を与
narrative in English literature.”と述べ、
6

えていない。
『ワイルドフェル・ホールの住人』は、語り手ギルバート・マーカム（Gilbert Markham）
が義理の兄ハルフォード（J. Halford Esq.）に宛てた手紙の中に女性主人公ヘレン・ハンテ
ィンドン（Helen Huntingdon）の手記を織り込むという、エミリー・ブロンテ（Emily
Brontë, 1818-48）が『嵐が丘』
（Wuthering Heights , 1847）の中で用いた入れ子式（ａ kind
of Chinese box）に類似する。
「ギルバートの手紙」
、
「ヘレンの手記」
、再び「ギルバートの
手紙」という物語構造である。そしてこの物語構造について、テリー・イーグルトン
（Terry Eagleton）は、“The effect of this structural device is unfortunate: it seems to
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convert the novel's most substantial, emotionally engaging section─the Agnes Grey part
of it, as it were─into ａ mere mechanism to further Gilbert's courtship,...”との見方を示
7

す。しかしヘレンと彼女の最初の夫アーサー・ハンティンドン（Arthur Huntingdon）との
間に生まれた息子アーサー（Arthur）の言動に着目し物語を見直すと、その物語構造は分
断されているというより、息子アーサーが一本の糸で繋いでいる構造となっていることに気
がつく。何故ならば、ヘレンがギルバートと最初に出会うのも、再会し結ばれるのも息子ア
ーサーが関係しているからである。つまり息子アーサーは、この物語の中で単に子供として
だけ描かれているのではなく、重要な役割を担っていると考えられる。そしてそのような息
子アーサーの存在意義は、彼の名前にも表れている。息子アーサーは父親と同じ名前であ
り、またへレンの友人の一人ミリセント・ハーグレイブ（Milicent Hargrave）の娘ヘレン
（Helen）も女性主人公へレンと同じ名前が付けられ、物語の最後で彼ら（ヘレンの息子ア
ーサーとミリセントの娘へレン）が結婚している描写が示されているなど、名前（ヘレンと
アーサー）の一致と彼ら（ヘレンの息子アーサーとミリセントの娘へレン）の結婚に、ア
ン・ブロンテの何らかのメッセージが込められているといえるだろう。
ア ン・ ブ ロ ン テ は、1838年 ８ 月21日、 彼 女 が18歳 の 時 に「 子 供 に 呼 び か け る 歌 」

８

（“Verses to ａ Child”
） 、1845年の春、彼女が25歳の時に「夢」
（
“Dreams”
）というタイト
9

ルで子供に関する詩を２つ書いている。どちらの詩も母親の目線から書かれた詩であるが、
彼女の子供観がより鮮明に表れていることを考慮し、
「子供に呼びかける歌」の詩から彼女
の子供観を探ってみたい。以下にその詩を記す。
最初、母親が子供を見て、様々な思いを抱いている。
Ｏ raise those eyes to me again
And smile again so joyously,
And fear not, love; it was not pain
Nor grief that drew these tears from me;
Beloved child, thou canst not tell
The thoughts that in my bosom dwell
Whene’er Ｉ look on thee!
そして次に、母親が子供を見て、自分の過去を思い出している。
Thou knowest not that ａ glance of thine
Can bring back long departed years
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And that thy blue eyes’ magic shine
Can overflow my own with tears,
And that each feature soft and fair
And every curl of golden hair,
Some sweet remembrance bears.
それから子供の笑顔や一言が、母親の意識を子供の頃に戻している。
Just then thou didst recall to me
Ａ distant long forgotten scene,
One smile, and one sweet word from thee
Dispelled the years that rolled between;
Ｉ was ａ little child again,
And every after joy and pain
Seemed never to have been.
そして、母親が子供の父親と過ごした日々を思い出している。
Tall forest trees waved over me,
To hide me from the heat of day,
And by my side ａ child like thee
Among the summer flowerets lay.
He was thy sire, thou merry child.
Like thee he spoke, like thee he smiled,
Like thee he used to play.
つまり最初の４連は、子供が母親の過去を反映している存在であることが示されている。そ
れから母親は、自分の過去の日々、父親と愛し合っていた時のことを思い出し、今はその愛
がなくなっている。
Ｏ those were calm and happy days,
We loved each other fondly then;
But human love too soon decays,
And ours can never bloom again.
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Ｉ never thought to see the day
When Florian’s friendship would decay
Like those of colder men.
そして今、母親として自分のように過ちを犯さないことを子供に願い、自分の子供の未来に
対し希望を抱いている。
Now, Flora, thou hast but begun
To sail on life’s deceitful sea,
Ｏ do not err as Ｉ have done,
For Ｉ have trusted foolishly;
The faith of every friend Ｉ loved
Ｉ never doubted till Ｉ proved
Their heart’s inconstancy.
それから母親は自分の過去を振り返り、悲しい気持ちでいるが、子供の頃の出来事も自分に
とっては大切な思い出で、消し去ることはできない。
’Tis mournful to look back upon
Those long departed joys and cares,
But Ｉ will weep since thou alone
Art witness to my streaming tears.
This lingering love will not depart,
Ｉ cannot banish from my heart
The friend of childish years.
最後は、母親が自分の子供に愛されることを望み、子供を愛している。
But though thy father loves me not,
Yet Ｉ shall still be loved by thee,
And though Ｉ am by him forgot,
Say wilt thou not remember me!
Ｉ will not cause thy heart to ache;
For thy regretted father’s sake
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Ｉ'll love and cherish thee.
つまりこの詩から、アン・ブロンテが子供を男女の愛の証、両親の過去の人生を反映した象
徴、母親の現在の生き方と関係を持ち、母親の願いを未来に繋げる存在、として捉えていた
ことがわかる。そしてそのようなアン・ブロンテの子供観は、
『ワイルドフェル・ホールの
住人』の中で、息子アーサーの描写に反映されているのだが、彼女はそれだけではなく、ロ
マン派の詩人達、特にウィリアム・ブレイク（William Blake, 1757-1827）の「無垢の歌」
（“Songs of Innocence”
）やウィリアム・ワーズワース（William Wordsworth, 1770-1850）
“The Child is father of the Man :”に象徴
の有名な「虹」
（
“The Rainbow”
）の中の一文、
10

11

されているような純粋でイノセント（
“innocent”
）な子供観も描いて見せる。
12

本稿では息子アーサーの言動に焦点をあてながら、女性主人公ヘレンの生き方を分析する
ことによって、
『ワイルドフェル・ホールの住人』に込められたアン・ブロンテのメッセー
ジについて考察していきたい。
１．ワイルドフェル・ホールの住人としてのヘレン
『ワイルドフェル・ホールの住人』は、ヘレンが最初の夫ハンティンドンと暮らしていた
グラスデイル・マナー（Grassdale Manor）から、自由と安全を求めて息子アーサーと召使
のレイチェル（Rachel）と共に３人で逃亡し、ヘレンの兄ロレンス（Lawrence）が一つか
二つの部屋を住めるように改築してくれたワイルドフェル・ホールで生活するところから始
まっている。この館は、昔ヘレンと彼女の兄ロレンスが生まれた場所であり、母親が亡くな
ってからは誰も住んでいない。前庭もあるが、今は荒れ果て、館全体がゴシック小説的雰囲
気をかもし出している。
ヘレンとハンティンドンの結婚生活は、６年で崩壊した。彼女は夫の拒否によって離婚が
できなかったため、夫の堕落した生活から息子アーサーを守るために逃亡を決意し実行に移
した。彼女は息子アーサーを育てるために絵を描いているのだが、夫との結婚生活で彼女に
残されたのは愛の証としての息子アーサーだけである。
彼女が守ろうとした息子アーサーは、彼女にとってどのような存在であったのだろうか。
その答えは彼女が、
“
‘...he is my only treasure;...’
（TWH 29）と述べていることから、彼女
”
にとって一番大切な存在であることがわかる。そのため彼女はどこへ行くにも必ず息子アー
サーを一緒に連れて行くか、あるいは自分の目の届く所、自分が信頼できる人にしか息子ア
ーサーの世話を頼まない。というのも彼女は誰かによって息子アーサーが誘拐されるかもし
れないという恐怖心を常に感じていたし、得体の知れない人達から息子アーサーが悪影響を
受け、夫のように堕落した男性に成長していくことを恐れていたからといえる。彼女のその
ような息子アーサーの将来に対する恐れは、息子アーサーにしている教育方法からわかる。
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彼女の息子アーサーに対する教育論とは、彼女が、
“
‘...Ｉ hope to save him from one
degrading vice at least. Ｉ wish Ｉ could render the incentives to every other equally
と“
‘Ｉ will lead him by the hand, ... ,till he has strength
innoxious in his case.’
（
”TWH 31）
to go alone;... ’
（TWH 31）と言っていることから、期間限定であることを提示しながらも、
”
息子アーサーが生きていく上で自分が排除できる悪は取り除いてやり、息子アーサーを守り
正しい方向へと導いていく方法を示している。しかしこのような彼女の教育論に対し、反対
の考え方を述べているのが、彼女が住むワイルドフェル・ホールから約２マイル離れた場所
リンデン・カー（Linden-Car）に住むギルバートと彼の母親である。ギルバートは州の自作
農（a sort of gentleman farmer）の息子であり、上流階級の彼女とは、育てられた環境、
考え方、生活などが違っていて、それらの相違が彼らの間に見られる教育論に反映されてい
るとも考えられる。しかしこの時点では、彼女がイギリスの女性であるという情報以外ギル
バートは彼女について何も知らないのである。故にギルバートは、彼女の階級や過去などを
意識することなく自分の考える子供への教育論を述べている。ギルバートの母親は彼女に向
かって、“...─
‘well, you surprise me! Ｉ really gave you credit for having more sense─
The poor child will be the veriest milksop that ever was sopped! Only think what ａ man
と言い理解を示さないし、ギルバート
you will make of him, if you persist in─’
（TWH 31）
”
も彼女に対し、
“
‘...by such means,’... ,‘you will never render him virtuous.’
（TWH 31）
”
と言い、“‘...─not insist upon leading him by the hand, but let him learn to go alone.’
”
（TWH 31）と述べ彼女の教育論に異議を唱えている。つまりギルバートの母親とギルバート
が示す子供への教育論とは、親が子供の成長にあまり干渉しすぎてはいけないという考え方
である。しかし彼女は、ギルバートと彼の母親の考え方に同意することはない。後に読者は、
ヘレンがどうしてこのようなやり方を子供にするようになったのか、彼女の過去を知った後
で理解できる。そして彼女の過去を知った後では、彼女の教育論の方がギルバートと彼の母
親が考える教育論よりも熟考され優れているとわかる。息子アーサーはこのような母親の教
育論のもとで生活をしているのであり、よって遊ぶ領域も制限されている。
ギルバートがヘレンの息子アーサーと初めて出会った場所は、ワイルドフェル・ホールの
塀のそばである。ヘレンの息子アーサーは館の塀に手を掛けて遊んでいた時に、ギルバート
の犬サンチョ（Sancho、白黒のセッター犬）にひかれ好奇心（
“curiosity”
）
（TWH 43）か
ら近づこうと塀を乗り越えようとした。しかしその時ヘレンの息子アーサーは桜の老木の一
本の枝に宙吊りにされ泣き叫んでしまい、その状況を見ていたギルバートが、ヘレンの息子
アーサーを助けている。ヘレンの息子アーサーのサンチョに興味を示し近づいていく行為
は、人生経験がなく恐れを知らない子供が見せる独特の行為であると考えられ、デービッ
ト・ グ リ ル ス（David Grylls） が、
“...the whole Romantic conception of children as
creatures of deeper wisdom, finer aesthetic sensitivity, and ａ more profound awareness
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of enduring moral truths.”とロマン主義における子供像を定義しているように、ロマン派
13

的な子供観、つまり純粋でイノセントであり、自然な心を持つ子供として描かれている。そ
してまたヘレンの息子アーサーのその行為がもう一つの別の作用、つまり彼の泣き叫ぶ声が
母親を館の中から外へと連れ出しギルバートと対面させるという効果をもたらしている。ギ
ルバートとヘレンは、この対面をきっかけに言葉を頻繁に交わし、友人関係から親密な関係
へと発展している。彼女と出会うきっかけや彼女と会う機会を容易にしてくれる役目が彼女
の息子アーサーであり、それはギルバートが次のように述べている通りである。
...─Dear Arthur! what did Ｉ not owe to you for this and every other happy
meeting?─Through him, Ｉ was at once delivered from all formality, and
terror, and constraint. In love affairs, there is no mediator like ａ merry,
simple-hearted child─ever ready to cement divided hearts, to span the
unfriendly gulf of custom, to melt the ice of cold reserve, and overthrow the
separating walls of dread formality and pride.（TWH 90）
つまり彼女の息子アーサーは彼らを結び付ける装置、キューピッドとしての効果を発揮して
いる。
しかしヘレンの息子アーサーは、彼らの関係を結びつける役割としての存在だけではない。
ヘレンの息子アーサーの方もギルバートから恵みを受けていた。それはギルバートと出会え
た事でヘレンの息子アーサーの行動範囲が広がったこと、サンチョと出会い一緒に遊ぶこと
で彼のひ弱な体がたくましい男の子らしい体へと変化したことである。ヘレンの息子アーサ
ーは今まで知ることのなかった世界をギルバートと出会ったことで学ぶことができ、へレン
も息子アーサーの変化していく体を微笑ましく見ている。しかしヘレンの子供に対する教育
論が途切れることはない。彼女は息子アーサーに聞かせたくない話に遭遇すると、その場に
息子アーサーがいれば、話相手に対し、その話を子供の前でして欲しくないよう要求したり、
あるいは彼を違う場所に移動させるなど彼の耳を塞ぐ行動を取る。それはまるでワーズワー
スが自分の子供観、
「＜永遠に汚れなき、不滅の魂を持った子ども像＞」を詩の中で表現す
14

るために用いた手法と似ている。ワーズワースは子供が様々なことに出会い経験し成長して
いくことは、子供のピュアな魂が汚され、イノセントな状態ではなくなると考えていた。そ
のためワーズワースは詩の中で、子供に成長よりも死の描写を与え、子供の成長を止めるこ
とで、子供を永遠にイノセントな状態の中に置いていたのである。つまり彼女は息子アーサ
ーをイノセントな状態のまま分別ある立派な（
“noble”
）
（TWH 138）男性に成長させたい
のであり、そのために彼の耳を塞ぐなどの行為をしたのだと考えられる。
だが一方でヘレンは息子アーサーの好奇心も大切にしていた。ある日彼女は息子アーサー
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とギルバートの家に訪問の返礼に行っているのだが、その際ヘレンの息子アーサーは、サン
チョに引き付けられサンチョと一緒にいたギルバートの方へと近づいていく。そしてギルバ
ートの膝に座り、ギルバートの前にある雑誌のいろいろな品種の馬や牛や豚、モデル農場の
絵に見入っていた。その状況を見たヘレンは、息子アーサーに、
“
‘Arthur,’
... ‘come
,
here.
と言って自分の方に
You are troublesome to Mr Markham: he wishes to read.’
（TWH 30）
”
来るよう息子アーサーを促しているが、息子アーサーは、
“
‘No, mamma,’...;‘let me look
と言い
at these pictures first; and then Ｉ'll come, and tell you all about them.’
（TWH 30）
”
母親の言葉に従わない。しかしこの息子アーサーの言動に対し、ヘレンはそれ以上何も言わ
ないし、何の行動も起こさない。つまりへレンは、息子アーサーの教育上、害が及ばないで
あろうと判断したことは、注意を促しはするものの彼が自分の忠告に従わなくても大目に見、
彼の好きなようにさせている。
ギルバートとヘレンの関係は、ヘレンの息子アーサーによってお互いに好意を持つまでに
進展しているが、信仰心のあついヘレンは、ギルバートと友達以上の関係になることを望ま
ない。彼女は彼の愛を少しでも感じる時があると、彼への態度を冷ややかなものに変えてし
まう。ヘレンは、不倫を犯す気はないのである。しかし彼女の過去を知らないギルバートは、
自分の愛を受け入れてくれないことが理解できない。彼が彼女に、
“
‘...;─do you love me?’
”
“
‘Ｉ will not answer it!’
（TWH 105）
”
（TWH 105）と意を決して尋ねても、彼女の返答は、
というものであり、彼が求める返事ではない。しかしこの彼女の返答は、いいえ、とギルバ
ートにはっきり言っていないことからも、自分のギルバートに対する気持ち（愛情）を上手
に隠した表現であると考えられる。
その後ある日ヘレンはギルバートに自分の過去が記された手記を手渡し、それを読んでも
らうことによって自分がギルバートの愛を受け入れられない理由と彼のモラル観を試そうと
する。彼らの関係が多少なりとも先に進むためには、ギルバートが彼女の過去を受け入れ、
彼女の夫の実態を理解する必要があるからだ。
次に彼女の過去の人生について、夫ハンティンドンとの関係を探る。
２．へレンの過去
ヘレンとハンティンドンの出会いは、ロンドンの社交界においてであった。社交界は、結
婚後ハンティンドン夫人（Mrs Huntingdon）となった彼女が最も嫌い恐れた場所であるが、
その社交界で彼らが出会い結婚したことは皮肉である。へレンは、母親が亡くなった後、お
じとおばと一緒に暮らしていたのだが、特におばからは信仰心と、結婚をする際、何が重要
であるかを教えられていた。そのおばの教えは、おばが次のように言っている言葉からわか
る。
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‘First study; then approve; then love. Let your eyes be blind to all external
attractions, your ears deaf to all the fascinations of flattery and light discourse.
─These are nothing─and worse than nothing─snares and wiles of the
tempter, to lure the thoughtless to their own destruction. Principle is the first
thing, after all; and next to that, good sense, respectability, and moderate
wealth. If you should marry the handsomest, and most accomplished and
superficially agreeable man in the world, you little know the misery that would
overwhelm you, if, after all, you should find him to be ａ worthless reprobate,
or even an impracticable fool.’
（TWH 132）
このおばの教えに対しヘレンは、
“
‘Ｉ know it is; and Ｉ know there is truth and sense in
what you say; but you need not fear me, for Ｉ not only should think it wrong to marry
ａ man that was deficient in sense or in principle, but Ｉ should never be tempted to do
it; for Ｉ could not like him, if he were ever so handsome and ever so charming in other
と言い理解を示している。彼女は倫理感の強いおばに育てられ、分
respects;…’
（TWH 132）
”
別と教養を持った才色兼備な18歳になったばかりの真面目な女性として描かれている。しか
し一方で、ヘレンはロマンティックな一面も彼女の性質の中に持っていた。というのは、お
ばがひいきにしているボーラム（Mr Boarham）に、舞踏会で接近され不快に感じていた時
に、ボーラムから救い出してくれた、外見のハンサムな、彼女よりゆうに10歳は年上である
プレイボーイのハンティンドンに対し、彼の性質の中に見られる欠点“to be deficient in
both sense and principle”
（TWH 149）を理解していながらも、彼の王子様のような言動に
魅了され、自分の運命の男性と考えていたからである。更にヘレンのロマンティックさは、お
ばから、
“
‘...do you ever contemplate the possibility of being married yourself, or engaged,
“
‘Sometimes;...’
（TWH 131）
”
before the season is over?’
（TWH 131）と尋ねられた時に、
”
と彼女が答え、結婚相手を社交界で探そうとしていたことや、おばに対し、
“Ｉ wonder if

she was ever in love.”
（TWH 133）
とおばの恋愛経験を疑っていたことからもわかる。
一方ハンティンドンがヘレンを助けた理由とは、彼が彼女に、
“
‘Don’t be too thankful,’
...:‘it is not all kindness to you; it is partly from ａ feeling of spite to your tormentors that
makes me delighted to do the old fellows ａ bad turn, though Ｉ don’t think Ｉ have any
great reason to dread them as rivals─Have Ｉ Helen?’
（TWH 146）と言っているように、
”
彼女を助けることだけが目的ではなかったことが示されている。彼は、外見の美しい気にな
る女性が困っているのを見つけ、その場から救い出したにすぎない。プレイボーイで恋愛経
験豊富な彼にとって、女性を助け出すことはたいしたことではなく、それよりもボーラムを
打ち負かしたことに価値を見出していた。ハンティンドンにとって、人生における最高の楽
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しみ（“pleasure”
）
（TWH 244）とは、人間の感情を持て遊ぶことである。彼は、自分が楽
しめるゲームの相手を見つけ勝利できたことに喜んでいたのだ。ヘレンはこのようなことに
“...: he has no
楽しみを見出すハンティンドンを、
“as ａ spoilt child”
（TWH 225）と見、
more idea of exerting himself to overcome obstacles than he has of restraining his natural
と彼の駄目な所だとわ
appetites; and these two things are the ruin of him.”
（TWH 225-６）
かっていながらも、自分が彼の欠点を直していけばいいと結論づけ、彼からのプロポーズを
受け入れる。
彼らの結婚生活は、最初のうちは幸せであった。しかし息子アーサーが誕生し、ヘレンが
母親となると、ヘレンとハンティンドンとの距離は徐々に離れていき、ついにヘレンは、
“...─Ｉ HATE him!”
（TWH 308）とまでなり、彼女の愛は変化をしている。ヘレンは、夫に
見られる欠点を直そうと、日々一生懸命、夫に小言を言う。夫はそれに対し最初へレンに、
“‘...my acquaintance with you, dear Helen, taught me other views and nobler aims. And
the very idea of having you to care for under my roof would force me to moderate my
expenses and live like ａ Christian─not to speak of all the prudence and virtue you would
instil into my mind by your wise counsels and sweet, attractive goodness.’
（
”TWH 174）と言
い妻に直してもらえることに喜びを見せていたのだが、次第に彼女の度をこえた注意に、
“
‘...;
this woman will be the death of me, with her keen feelings and her interesting force of
と言って苦痛を示す。しかし妻は、真剣さと激しさ（
“earnestness
character─...’
（
”TWH 257）
and keenness”
）
（TWH 65）でその注意を止めない。彼が妻に求めていたものとは彼が、
“‘Well! that passes everything! After all the wear and tear that Ｉ've had, when Ｉ come
home sick and weary, longing for comfort, and expecting to find attention and kindness,
at least, from my wife, ─she calmly asks what is the matter with me!’
（TWH 256）と言
”
っ て い る よ う に、 そ し て、
“
‘ Ｉ won’t be dictated to by ａ woman, though she be my
「家庭の天使」
（
“Angel in the House”
）でいる
wife.’”
（TWH 235）とも述べているように、
15

ことだった。それら夫から妻への要求は、ヘレンにはほとんど感じられない性質である。こ
れらの性質は、彼女よりもむしろ彼女の友人の一人ミリセントの性質に見られたものである。
と
ハンティンドンはミリセントを、
“
‘...─she’s quite ａ pattern to her sex,...’
（TWH 257）
”
言って賛美していた。一方ヘレンはどちらかというと、ウォルター・ハーグレイブ（Walter
Hargrave）とチェスゲームをして勝つつもりでいたことから、そして、
“...─; Ｉ am no
angel...”
（TWH 267）と彼女が述べていることからもわかるように、男性と対等か、あるいは
男性を支配したいと願う強い女性であったと考えられる。ハンティンドンがかつて純粋に自
分のことを愛し、自分を愛する気持ちが知られることに恥じらいを持ち、穢れのない、
“ａ
sweet, wild rosebud gemmed with dew”
（TWH 168）と思って愛してきた女性は、結婚後
夫の欠点を直すというあまりにも強い義務感から夫に嫌われるまでに変わってしまったとい
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える。そしてヘレンは、自分の注意が夫を変えてしまったことに気がついていない。ハンテ
ィンドンが妻に見せていた笑いも最初微笑ましかったのだが、次第に軽蔑的で冷淡な意味合
いを含む笑いへと変化をしている。
ヘレンとハンティンドンの結婚生活は、息子アーサーが生まれ、ヘレンは母親となってい
たが、
“We have now been full two years united─the‘romance’of our attachment must
be worn away.”
（TWH 243）とあるように彼らの恋物語は２年で終わり、ヘレンは、息子ア
ーサーに慰め（
“consolation”
）
（TWH 243）を求めていた。彼らの結婚生活は崩壊が始まっ
ている。ハンティンドンは、狩猟以外に趣味がなく、田舎（グラスデイル・マナー）での生
活に飽きると、快楽を求めロンドンへと出かけて行く。ロンドンには、彼が求める刺激だけ
でなく友人達がいる。この頃のへレンは、夫が家にいないことに安らぎ喜びを見出すように
なっており、以前夫が帰って来なく、彼の帰りを待ちわびていた時の感情とは違っている。
ヘレンは、夫が家にいると息子アーサーに悪影響を及ぼすと考えていたからである。
結婚生活の年月の経過と共に、夫の堕落は改善されるどころか、ヘレンが注意すればする
ほど、慰めを他の場所に求めていく。そしてついには、妻から得ることのできない慰めを友
人の一人ロウバラ卿（Lord Lowborough）の妻に求め、彼女と不倫を犯し、何か不快なこ
とがあれば酒（ワイン）を大量に飲むなど、悪事を重ねていく。
ヘレンにとって息子アーサーは慰めの存在であったが、一方では彼女にグラスデイル・マ
ナーに留まることを強いる苦痛を与える存在でもあった。それは彼女が、
“...Ｉ am weary of
this life. And yet, Ｉ cannot wish to leave it: whatever afflictions assail me here, Ｉ cannot
と述べ
wish to go and leave my darling in this dark and wicked world alone,...”
（TWH 325）
ていることからわかる。自分一人だけならいつでもこの家から出て行くことができるのに、
息子アーサーがいるために出て行くことを躊躇しなければならないからである。しかし息子
アーサーは、基本的にはヘレンの大事な慰めであったし、彼女が一人でいる時を狙って近づ
いてくるハーグレイブから逃れる手段（いいわけ）としても役に立っていた。
ヘレンの息子アーサー自身は、ミリセントの娘へレンやハーグレイブ家の末娘エスター・
ハーグレイブ（Esther Hargrave）と一緒に遊ぶなど友達と過ごす楽しみを経験する。エス
ターは、19歳にもなっていない若い女性として描かれているが、ヘレンは彼女に好印象を持
ち彼女との交流を楽しんでいた。
ヘレンの夫への愛情は、ますます減少していき、夫と彼の友人達による、息子アーサーへ
の教育方針、
“
‘make ａ man of him’
（TWH 350）に恐怖感を覚えた時に、ついに息子ア
”
ーサーを守ろうと、夫のような男性になるのを防ぐために、夫のもとから逃げることを考え
る。ヘレンに恐怖感を抱かせた彼らの教育方針とは、ワインを少しずつ飲むこと、口ぎたな
く罵ること、一人前の男のように思い通りに振舞うことを、自分達の楽しみ（
“amusements”
）
（TWH 350）の道具の一つとして息子アーサーに教えることであった。アン・ブロンテは、
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このような彼らの教育方針を描くことで、上流階級の男達が子供に行う教育方法に疑問を投
げかけたのである。
『アグネス・グレイ』の中では、アン・ブロンテは子供を甘やかし育て、
ガヴァ ネ

ス

何かあればその全てを家庭教師のせいにしてきた彼らの教育論を批判し、この『ワイルドフ
ェル・ホールの住人』では、最初、生まれたばかりの子供に興味を示すよりも、妻を独り占
めにされるというので、嫉妬心を燃やす愚かなハンティンドンの父親としての姿や、自分の
娘を愛しているが、娘と一緒に遊んでいる時に、娘の機嫌が損なわれ、泣き出すと、母親で
あるミリセントに子供の機嫌を直させるように言って、子供をすぐに母親であるミリセント
に引き渡してしまうラルフ・ハタズリー（Ralph Hattersley）の姿も描いて見せた。
ガヴァ

ネ

ス

ヘレンは、ハンティンドンがどこからか雇ってきた家庭教師マイアズ（Myers）により、
ガヴァ ネ

ス

自分の家庭での居場所をどんどん狭められていく。ヘレンは家庭教師マイアズを低く評価し
ながらも、息子アーサーをしばらくの間、預けていた。しかしグラスデイル・マナーでの生
活において、自分の生き方に疑問を持ち始めたヘレンは、ある夜息子アーサー、召使レイチ
ェルと共に脱出を試みる。この試みは二度目である。というのは、以前夫に脱出を見破られ
失敗していたからである。それだけに、二度目となる今回の脱出には、細心な注意が払われ、
実行に移された。結果として、今回は成功している。
自ら愛することのできる男性とのロマンティックな結婚を望み、ハンティンドンと結ばれ
ながらも、彼らの恋物語は結婚後２年で崩壊し始め、最終的には家庭から逃亡する形でしか
ヘレンの自由と子供の安全な教育環境は得られていない。息子アーサーは、夫と夫の友人達
の教育方針によって、イノセントで優しく従順な子供（
“my innocent, affectionate, tractable
“ ａ selfish,
darling”）（TWH 326） か ら、 利 己 的 で 反 抗 的 で い た ず ら 好 き な 子 供（
disobedient, and mischievous boy”
）
（TWH 326）に変えさせられてしまった。そしてその
ように変わってしまった息子アーサーをもとに戻そうとヘレンは彼の教育に力を注ぎ込む。
と友人ハタズリーに言い、
“
‘You may have mine
夫は、“‘Ｉ have no wife,’...”
（TWH 355）
［Helen］if you like, ...’
（TWH 347-８）と友人でもあり、不倫関係を持った相手の夫ロウバ
”
ラ卿に言う始末である。そして息子アーサーは、母親と父親の異なった価値観を彼らの都合
によって交互に与えられ、母親からは何も聞かされることなく、夜、グラスデイル・マナー
から連れ出され、息子アーサーの意見は考慮されていない。子供は両親の愛の証の象徴であ
りながらも、彼らの関係が壊れれば、その犠牲を一番に蒙る。そして自分一人の力でまだ生
きていくことのできない幼い人間は、親の権力や親の考える生き方に従うしかない。アン・
ブロンテは当時の法律を無視してまで、子供と一緒に逃亡するヘレンの姿を大胆に、肯定的
に描いた。それは堕落した夫のもとでの生活よりも、善悪の区別をはっきりと持った母親の
そばで、愛情あふれる生活の方が子供にとって幸せであるとのアン・ブロンテの考え方の提
示である。そこまでして彼女が強調したかった世界とはどのようなものなのか、ヘレンと息
子アーサーの行方を探っていきたい。
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３．へレンと息子アーサーの行方
ヘレンの手記を読み終わったギルバートは、彼女の過去を知り、彼女が自分の愛を受け入
れなかった理由を知る。今、彼にとって彼女は、
“...my adored Helen was all Ｉ wished to
think her─that through the noisome vapours of the world’s aspersions and my own
fancied convictions, her character shone bright, and clear, and stainless as that sun Ｉ
であり、彼女に会いにワイルドフェル・ホールへと
could not bear to look on;...”
（TWH 398）
急ぐと、彼女からはつらい言葉を聞かされる。それは会うのはこれで最後にして欲しい、自
分はワイルドフェル・ホールを去るということであった。そして彼女はギルバートに対し、
“...:‘in six months you shall hear from Frederick precisely where Ｉ am; and if you still
retain your wish to write to me, and think you can maintain

ａ correspondence all

thought, all spirit─such as disembodied souls or unimpassioned friends, at least, might
と言い試練を与える。ヘレンはいつも
hold, ─write, and Ｉ will answer you.’
（TWH 404）
”
ハンティンドンの言葉に期待をしていながらも、彼の言動によって裏切られ失望を味わって
きた。だから今度はギルバートに対し、彼が自分の言葉を守ることができる価値ある男性か
どうか彼を見極めようとしている。二人の間で、この約束が交わされた後、ヘレンは、夫が
落馬して怪我をして看病をする人間が誰もいないことを知ると、自らグラスデイル・マナー
へと戻り夫の看病をし、夫の最後、死まで付き添っている。
ハンティンドンは、死への恐怖から、一度だけ自分の過去の過ちをヘレンに、
“...,─‘Oh,
Helen, if Ｉ had listened to you, it never would have come to this! And if Ｉ had heard you
long ago─Oh, God! how different it would have been!’
（TWH 443）と言って自分の過去の
”
堕落した言動を認める発言をしていながらも、根本的には、
“
‘Ｉ can’t repent; Ｉ only
fear.’
（TWH 446）と言って、自分の生き方を否定することはない。ハンティンドンは、ヘ
”
レンとの出会いから死ぬ時まで、彼女の忠告をきちんと守って行動することはほとんどなく、
ヘレンが望むような夫にはなれなかった。彼は、ずっと家父長的姿勢で人生を歩んできたの
である。
しかし、ハンティンドンとは対照的に描かれている男性がギルバートである。ギルバート
のへレンへの態度は、彼がヘレンに、
“...─
‘Ｉ’ll do whatever you desire; ─only don’t say
と言っていることからわかるように、彼女
that this meeting is to be our last.’
（TWH 401）
”
に従う態度を見せる。男性が取るこのような女性への態度は、当時、家父長的言動が男性的
価値とみなされていたことを考慮するなら異質であるが、アン・ブロンテは、ギルバートを
このように描くことで女性が求める男性像を表現したのではないかと考えられる。
ギルバートは、彼女との約束の期間を守り、彼女と連絡が取れることを期待していながら
も、その後不運にも彼女を育ててくれたおじが亡くなるなど、彼女と連絡を取る機会はない。
彼が彼女と会えたのは、ここでも彼女の息子アーサーの言動が関係していた。ギルバート
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は、ハンティンドンの死後、彼女が誰かと結婚をするという不確かな情報を牧師の娘イライ
ザ・ミルワード（Eliza Millward）から聞くと、ヘレンの兄ロレンスの家に確認に行くが、
彼女の兄ロレンスはすでにグラスデイル・マナーに向かっているとのことであった。ギルバ
ートは必死になって、彼女の結婚相手もわからないまま、結婚式を阻止するためにグラスデ
イル・マナーへと向かったのだが、そこでギルバートが目にしたのはヘレンの兄ロレンスの
結婚式であった。ギルバートは気が抜け、次の日に彼女がいるかも知れないスタニングリー
（Staningley）を訪れる。しかし彼女はそこにはいなかった。そしてせめて家だけでも、と
見て帰ろうとするが、なかなかその場所から立ち去ることはできず、道端に生えるごつごつ
した老木に背をもたせかけていた。そしてギルバートがそのようにしていた時に、彼女の息
子アーサーが馬車の中から彼の姿を見つけ母親に確認させるように促し、彼らはスタニング
リーで再会を果たしている。
ヘレンがワイルドフェル・ホールで最初にギルバートに出会ったのも、そしてスタニング
リーで再会した時にも、彼女の息子アーサーが一役かっていて、彼女の息子アーサーの存在
は、この物語構造の中で重要な役割を果たしている。
彼らはスタニングリーで再会し、ヘレンの息子アーサーに引っ張られながらギルバートは
家の中へと入って行き彼女と会話を交わす。彼女はギルバートに対し、
“
‘Gilbert, what is
the matter with you?─why are you so changed?─...’
（TWH 480）と言って彼の自分に対
”
‘you are grown either
するぎこちない接し方を咎めながらも、
“
‘You are changed,’...─
very proud or very indifferent.’
（TWH 483）と言い、自分との約束を守り精神的にもより
”
強くなった彼を評価する。しかし実際のギルバートの心理は、ヘレンとの階級差、財産の違
い等、身分違いを痛感させられることばかりで、彼女に近づくことさえ躊躇していた。だが
その隔たりを狭めたのは、ヘレンの方である。夫が亡くなり良い方向へ変わったギルバート
に対し、ヘレンは自分の愛情を抑えることなく、五部咲きのクリスマス・ローズを自分の心
の象徴としてギルバートに差し出している。つまり、ヘレン（女性側）からのプロポーズで
ある。ギルバートは最初意味がわからないでいたが、意味がわかるともう一度彼女からその
五部咲きのクリスマス・ローズを差し出してもらうように願い出て、その花を受け取ってい
る。 ヘ レ ン は ギ ル バ ー ト に、
“
‘... ─ you would have seen that the greatest worldly
distinctions and discrepancies of rank, birth, and fortune are as dust in the balance
compared with the unity of accordant thoughts and feelings, and truly loving,
sympathizing hearts and souls.’
（TWH 485）と言い、自分が何を一番大切に考えているか
”
を示している。つまりこのような考え方こそが、アン・ブロンテが求めていた究極の愛の形
であると考える。その後、ギルバートはヘレンが望むように結婚の時期も１年先の夏の終わ
りまで待ち、彼女と彼女のおばの意見も受け入れ、ヘレンが望むことを全て叶える形で、幸
せな結婚生活をスタンニングリーで送る。またヘレンの教育の成果によってイノセントな状
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態を保ったまま、ギルバートとスタンニングリーで再会した後、ギルバートの息子となった
アーサーは、彼らの間で大きく成長し、ヘレンとハンティンドンとの結婚生活が破綻した場
所グラスデイル・マナーで、ミリセントの娘ヘレンと結婚し、生活を送っていることが描か
れている。
ヘレンの過去の描写において、夫と夫の友人達の教育によって汚されかけた息子アーサー
の魂は、ヘレンの教育によって浄化され、ミリセントの娘ヘレンと結ばれた。息子アーサー
の結婚は、母親ヘレンが望むような未来を暗示する。
おわりに
イ ー グ ル ト ン は、
“The structure of Anne's novels, ... ,has neither the intriguing
“...it is
ambivalences of Charlotte nor the tragic contradictions of Emily.” と 指 摘 し、
16

『ワイルドフェル・ホールの住人』を“...the novel is
essentially simple.”と物語構造を見、
17

essentially ａ love-story...”と捉えている。つまり『ワイルドフェル・ホールの住人』は、単な
18

るラブ・ストーリーであり、
“In Agnes Grey and The Tenant , love is finally vindicated; it
must disengage itself from Society, but not from the common social world.”と指摘する。
19

実際『ワイルドフェル・ホールの住人』は、イーグルトンが述べているように、内容は単
純で、ラブ・ストーリーの展開しか見られないかもしれない。しかしヘレンの息子アーサー
の装置としての言動が、物語構造の不自然さを改善し、アン・ブロンテが願う男女のあり方
を効果的に見せる役割を発揮していた。アン・ブロンテが描いたラブ・ストーリーは、階級
をこえ感じ合える心と魂の結びつきによる結婚であり、それはある意味、姉シャーロット・
ブロンテが望んでいたような男女対等社会を願っていたことが伺え、エリザベス・ギャスケ
ル（Elizabeth Gaskell, 1810-65）が、
“the docile, pensive Anne”と述べていたアン・ブロ
20

ンテが見せた野心の現われであると捉えられる。
またこの物語の中で見られた名前（ヘレンとアーサー）の一致であるが、これら名前の一
致には、アン・ブロンテの願いが込められていると考えられる。彼ら（ヘレンの息子アーサ
ーとミリセントの娘へレン）の結婚が自分（へレンとハンティンドン）の失敗した結婚生活
を贖ってもらう形を取り、腐敗した上流階級社会を、彼ら（ヘレンの息子アーサーとミリセ
ントの娘ヘレン）によって少しでもよい社会へと変えていってもらいたいとの願いが、彼ら
（ヘレンの息子アーサーとミリセントの娘ヘレン）の結婚に託されているのではないだろうか。
“..., Anne Brontë's novels turn on ａ contrast between society and moral love.”と一般
21

的に考えられている傾向があるが、アン・ブロンテは、
『ワイルドフェル・ホールの住人』
の中で子供という装置を巧みに用いながら、自分の理想とする男女の世界観を作り上げ、読
者に提示をした。自分の考えを小説の中で充分強調することのできる才能の持ち主アン・ブ
ロンテは、姉達とは違ったやり方で自分の考えを世間に表現したといえるだろう。
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A Child as a Device in The Tenant of Wildfell Hall
HASHIMOTO, Chiharu

The Tenant of Wildfell Hall （1848）by Anne Brontë（1820-49）has been given several
different opinions by many critics. The structure of this story is very similar to the
structure of a kind of Chinese box ─ a form of enclosures within enclosures ─ as is the
. Terry Eagleton
structure of Wuthering Heights （1847）by Emily Brontë（1818-48）
points out that the use of this kind of structure is a cause of failure in The Tenant of

Wildfell Hall . However, I cannot agree with Eagleton's opinion because Arthur, the son of
the heroine, Helen Huntingdon, plays a pivotal role unifying the structure of the story.
On August 21, 1838, when Anne Brontë was eighteen years old, she wrote a poem,
“Verses to a Child.”She presents her notion of a child in the poem. She considers the
child a symbol of the love between a man and a woman, a reflection of the life of the
parents, and a hope for the future. This same notion is also seen in Anne Brontë's
description of Helen's son, Arthur, in The Tenant of Wildfell Hall .
In this paper, I examined Helen's lifestyle: her present way of life as a tenant of Wildfell
Hall, her way of life in the past, and her and her son's future lives, focusing on the words
and deeds of her son, Arthur.
Anne Brontë shows her ideal of a marriage in the last scene of this story. The marriage
is connected with one's heart and soul rather than one's birth, class, and property. I have
looked at Anne Brontë's message that is suggested in The Tenant of Wildfell Hall by
researching Helen's lifestyle changes while paying close attention to everything that her
son, Arthur, says and does.
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