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真理

序論
ロレンスの短編集は変貌自在にあらゆる主題を伴って現れる。その様はまるで万華鏡のよ
うに美しい。それゆえ、ロレンスの短編集全てを一色で塗り潰してしまうのはあまりにも勿
体ない。そこで、今回は多面的な作品が咲き誇っている中、
「僕に触れたのはあなた」（”
You Touched Me,”1920）と「馬仲介の娘」
（
“The Horse-Dealer’s Daughter,”1922）二
作品を選び出し、
それぞれに共鳴し合える部分を探し当てた。すると「皮膚接触」が鍵となっ
ていることが判明した。どの作品にも、接触によって数奇な運命に導かれる一種の運命力が
描き出されている。あまりにも奇想天外な展開にも関わらず自然体でしかも皮肉を込めてい
る点が、戯曲をも生み出すロレンスの手腕が物語っている。
さて、今回の紀要では何度も言及している「皮膚接触」に焦点を当てたい。人に触れられ
る、または人に触れることでどのような現象を生み出し、心と身体、果てには運命に作用を
及ぼすのかをストーリーの展開とともに、登場人物の心象風景を追いながら追跡していく。
触れた人物、触れられた人物の心理の揺れ動きを比較、検討し、結末に待ち構えている運命
に両者がどのようにしてたどり着くのかを感覚的な視点と客観的な視点を織り交ぜながら見
守っていきたい。心が揺れていたから触れたのか。また、触れられたから心が揺れたのか。
この順序、道筋を考慮していくことは作品の核心に迫れる最短距離となり得るだろう。
二作品の特徴として挙げられるのは、接触が引き起こす何とも不思議な運命強制力。具体
的に書き出すとらちがあかないので、大まかに言うと、二作品とも冷静でいられない状態に
追い込まれた二人の男が登場する。少々滑稽ながらも、情緒不安定な状態に限って生命力、
欲望はみなぎる。そして鼓動は波打つ。ここに、激しい身体感覚が読者の目の前に再現され
る。魔法にでもかかったかのように、通常の思考とは逸脱した空想にも似た感覚が宿り始め
るのだ。今まで欠落していた感覚、見過ごしていた情熱とも言える。
このように、二つの作品で触れた女と触れられた男、触れた男と触れられた女の心の変遷
を辿っていきたい。その際に母親の影響力の強さ、父性愛の兆しについても述べていければ
と思う。
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第一章「僕に触れたのはあなた」
まず、この章では「僕に触れたのはあなた」について検討していきたいと思う。この物語
は主に男性視点が軸で叙情的というよりむしろ事実の羅列という印象が強く、淡々と物語が
進んでいく。色彩感覚で例えるならモノトーン。それゆえ機械的で抽象画のような印象が拭
えない。だが、所々で主要人物であるマチルダという女性の存在でその単調さを緩和してい
る。そして、この中和作用をもたらすマチルダの運命がこの物語の最大の見所であり、論点
にもなる。それではあらすじを追いながら味読していきたい。
陶器製造工業を経営しているテッド氏のもとで育ったマチルダとエイミーは未婚だ。その
他の姉妹はもうすでに家を出ている。残念ながら、今や陶器場は閉鎖されており、従業員の
笑い声が聞こえていた風景は過去が残した光景であった。だが、彼女たちはこの家に静寂が
戻ってきたと言い聞かせているかのように虚しさを紛らわしているようだ。
さらに、
父のテッ
ドは昔の酒飲みが助長させたのか、腎臓病を患い回復の見込みもなかった。もし父が亡くな
れば遺産相続の問題からマチルダとエイミーの夫探しはさらに困難な状況になることも予測
がついていた。そしてこの陶器場が無くなることも漠然と悟っていたのだ。彼女たちの母親
はすでにこの家に居ない。
マチルダが十四歳でエイミーが十六歳の時に父は慈善団体から養子をもらうことを決意し
た。その意図には後継ぎ問題の影が潜んでいる。もらわれた養子は六歳。名前をヘイドリア
ンと言った。彼の表情には親からの愛情不足からくるあの特有な孤独感と世間に反感を抱い
ている嘲りが表情ににじみ出ていた。娘四人、当時は三人であったが、名前の前に「カズン」
と付けて呼ぶように指示した。彼は、口数が少なく、彼女らに対しても気ままに振る舞った。
表情に乏しく無感情に見えるのであったが、警戒心や用心深さがそうさせているのであり、
この点が父テッドと共感を呼び、二人の絆は強まるのだった。
ヘイドリアンが十五歳になるとカナダへと渡り、学校と縁を切ったのだ。一度心に決めた
ことに決して背けない気質であった。だが、二十一歳になって戦争が勃発し休戦協定が結ば
れると、帰郷すると手紙で寄こした。彼の帰宅に喜ぶ家族は父のみであった。なぜなら、自
分と同じ異性の唯一の家族であったからだ。が、マチルダとエイミーは不快だ。冷淡にカナ
ダへと去っておきながら自分たちのところへ戻ってくるなんて虫が良すぎると感じていたか
らだ。その背景にヘイドリアンが財産目当てに戻ってきたと、にらむ女どもの姿が見える。
ヘイドリアンは、予定日より一日早く帰ってきた。ヘイドリアンのこの気ままな態度にマ
チルダは怒りを隠せない。しかも掃除の真最中の時、言わば、身なりを気にせずせっせっと
働いていた不格好な時に限って帰ってきたことがマチルダの憤激にさらに拍車を駆けた。家
へと侵入すると、父テッドと久しぶりに対面を果たし話し込んでいた。マチルダは先ほどの
掃除婦の印象を払拭するためにも二階へと上がり、入念に身なりを整えた。ドレスに真珠の
ネックレス、頬紅、巻き上げた髪と、まるで今からパーティーに出かけるような風貌だ。さ

─ 424 ─

皮膚接触が引き起こす摩訶不思議な現象―D・H ・ロレンス「僕に触れたのはあなた」と「馬仲介の娘」より―

て、マチルダがドレスアップをした理由はいかなるものなのか。ヘイドリアンに嫌悪を感じ
ながらこのように身なりを徹底して整えたのはなぜだろう。激怒しながらも綺麗に見られた
い。ここで矛盾した彼女の深層心理が伺える。怒りの根底にあるのは「寂しさ」である。マ
チルダの心の片隅にヘイドリアンの姿が焼き付いていたものと取れる。当時、家を去った時
の様子が語られている。
He said good-bye to the Rockleys, without a ward of thanks, and parted, it
seemed, without a pang. Matilda and Emmie wept often to think how he left
them: even on their father’
s face a queer look came.（p.396）
当時の様子を思い出してはすすり泣くとあるくらい、やはり家族を一人不在にしてしまう
ことは耐えられなかったようだ。
ヘイドリアンがやって来てから、二日目の午後に父テッドの病状が悪化する。自身も将来
について懸念したのか、その時にマチルダと話した会話は、この屋敷を売り払うことをしな
いという約束であった。さらに、ヘイドリアンには鎖付きの時計と百ポンドを譲るように告
げた。これを妹のエイミーに話すと激怒し、ヘイドリアンにはそんな権利はないと父の遺言
通りに動くことに反感を抱いた。
その晩、エイミーの反感にも共感を覚えながらとりあえず父の様子が心配で真夜中に彼が
眠っている二階へと駆け付けた。停電状態さながらの暗闇でベッドの位置が分かりにくかっ
たが父の寝返りを打つゴソゴソという音を見つけた。
“Are you asleep?”she said softly, advancing to the side of the bed.
“Are you asleep?”she repeated gently, as she stood at the side of the bed.
And she reached her hand in the darkness to touch his forehead. Delicately,
her fingers met the nose and the eyebrows she laid her fine, delicate hand on
his brow. It seemed fresh and smooth- very fresh and smooth. A sort of
surprise stirred her, in her entranced state. But it could not waken her.
Gently, she leaned over the bed and stirred her fingers over the low-growing
hair on his bow.（p.401）
そしてベッドに近寄り、
「今夜は眠れないの？」と彼の耳元で囁きながら彼女は父の額と
頭を愛情深くそっとまるで子あやす母のように優しく撫でまわした。マチルダは夢うつつ状
態にあり、ひとりうっとりと悦に入っている。意識が朦朧としている中、
「今晩は眠れない
の？」と、再度父に優しく尋ねた。すると、帰って来た答えは「いや、ねむれる。
」という
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ヘイドリアンの声であった。まさか。ヘイドリアンがなぜここに居るのか分からず一時混乱
状態に陥るマチルダ。実は、
父が階下に移っていることをうっかり忘れていたのだった。とっ
さに部屋を出るがなかなか興奮、動機が冷め止まない。扉の前で呆然と立ち尽くし、先ほど
の出来事は単なる事故みたいなものだと自分に言い聞かせるが、意外にもヘイドリアンを父
と間違えてしまったことに対する動揺は計り知れないほど大きく、理屈では勘違いだったと
分かっていてもヘイドリアンに触れたときの感触などが体全体を支配するかのようであり、
鎖に巻き付けられたようにマチルダの脳理に焼き付いて離れない。一方、
へドリアンの方も、
マチルダに触れられたことで今まで意識することもなかった身体感覚を覚えてしまいマチル
ダ同様、心は混沌としていて今もなお浮遊感に漂っている。彼女が触れた時の指先はヘイド
リアンの鼻と眉に触れ、みずみずしく美しかった。それに、あの指先はまるで心に触れたか
のようにヘイドリアンの複雑骨折した心を治してしまったようだった。ヘイドリアンが生ま
れてきてこの方抱えていた孤独を溶かし切る秘儀めいた力を感じてしまった。彼はずっと撫
でられたかった、愛されたかったのかと印象付けられる。
翌日、階下でマチルダと遭遇するが、彼女は何事もなかったかのように努めて冷静に振る
舞った。が、内心穏やかなはずがない。ヘイドリアンには昨日の記憶が決して消えない油絵
のように刻まれており、鮮やかで感動的な記憶を無かったことにしようと無関心を装ってい
るマチルダにヘイドリアンは怒りを感じている。何か策を練ってあの出来事が夢でなかった
ことを証明したい。ヘイドリアンは自分の思いのまま作戦に出ることを思いついた。一方、
マチルダは「ヘイドリアンはどこの馬と骨とも分からない人だ、結局、赤の他人だ。
」と言
い聞かせ、しばし感じるヘイドリアンの視線をこっぴどく無視していた。
「あのことは無かっ
たことにしよう」と、
とぼけた振りをしていても体と心はしっかり覚えていて、
触れてしまっ
たことを思い出すとほとばしる激情に駆られるのだった。
さて、ヘイドリアンはすっかりマチルダに心を奪われ、
「あばたもえくぼ」状態になって
いるかと言えばその真逆で、マチルダの顔をまじまじと見つめては、鼻は大きすぎるし、顎
は小さすぎて、それほどの器量ではないと冷静に実感するのだった。ただ内面に関しては、
教養があり、温かさを感じさせられる何かを秘めていると感じるのであった。
翌日、ヘイドリアンは父テッドにマチルダとの結婚を視野に入れていると告げる。この申
し出に驚きはしたがすぐに受け入れ、当人同士でやり取りをするように勧めるが、ヘイドリ
アンは父からマチルダに報告してくれるよう頼む。即、
マチルダを呼び出しその旨を話すと、
父は気が狂ってしまったのではないかとマチルダは本気で心配する。どうしてこんなことを
言い出すのか全く理解できない。問い詰めると、ヘイドリアンの提案だということが判明す
る。マチルダは我が家の名を汚す邪悪な者としてヘイドリアンを見ている。彼と結びつくな
どまっぴらごめんだ。マチルダは父に反抗するが、父は逆上し、言うことを聞かないのなら
弁護士のウイットルを呼びつけて全財産をヘイドリアンに譲り渡す遺言書を作成し直すとい
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うのだ。単純で頑固な性格である父をずっと見てきたマチルダはこう切り出してくるだろう
ことを予想していた。老人の自我に手に負えなくなったマチルダは一時退散する。そしてエ
イミーや他の姉妹たちにこの父の発言について告白する。すると、彼女たちもマチルダは同
様に憤激し、今すぐにでもヘイドリアンをこの屋敷から追い出そうとする。エイミーはヘイ
ドリアンに容赦ない言葉をぶつける。
“A man that’
s dying, and you crawling round and working on him for his
money! you’
re not fit to live .”
“Oh!”he said.“Who says I’m working for his money?”
“I say. But my father told our Matilda, and she knows what you are. She
knows what you’
re after. So you might as well clear out, for all you’
ll getguttersnipe!”
（p.406）
まさか、自分が金のために動いていると思われるとは心害であったし、意外な事実であっ
た。お金だけならマチルダは要らない。だが、
遺産がなければ結婚に結びつかない。そこで、
ヘイドリアンはこの疑いに自らケリをつけるために自身の思考をいとも巧みに合理的に操る
ことに成功する。つまり自分の願望の優先順位をつけたのだ。第一にマチルダを、その次に
財産を望んでいた。論理的に頭の中でマチルダとお金の関係性を整理できたときマチルダに
結婚について切りだす勇気が持てた。
弁護士がやって来て、父の願望通り遺言書の書き直し手続きを始める。へドリアンとマチ
ルダの結婚が成立すれば姉妹にも財産が渡り、ヘイドリアンに鎖付きの時計と百ポンドが譲
り渡される。しかし、その条件が満たされなければ、半年後に全額ヘイドリアンの手に渡る
ということであった。極端な話である。今まで看病と世話につきっきりであった娘たちに対
して恩を仇で返すような仕打ちだ。へドリアンと父との間ではこの条件が何の問題もなく快
諾された。その後、ヘイドリアンは直接、姉妹たちとも面会した上でこの件について話した
いと申し出た。すると、ぞろぞろ姉妹たちは父の部屋にやって来ると速攻、父の口から現実
を突き付けられた。反発を最も露わにしたのはエイミーで、父とヘイドリアンに挑発的な態
度で食ってかかっていった。初めからお金目的であったと断言し、ヘイドリアンに対して口
汚く罵った。それに、父がヘイドリアンのことを特別扱いしていることにも不満を募らせて
いた。その間、この件での最大重要人であるマチルダは遠くからまるで自分とは関わりがな
いとでも言うように疑いの眼差しを向けるのみであった。奇妙にも病人である父の目には何
か喜びにも似た勝利の感覚が湧きおこっており、かつての好青年のような晴れやかな表情が
父の元に帰ってきた。それに感応するかのように、ヘイドリアンの態度も凛としていてすが
すがしくエイミーの猛反抗にもビクともせず冷静に対応した。崖淵に立たされた時に発する
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潜在能力を持ち備えていた。父は、姉妹とヘイドリアンの喧嘩腰のうるさいやり取りに耐え
きれなくなり静かに退散するよう命じる。その時、言葉少なめにしていたマチルダは、最後
に父が病気を患ってしまったのは当然のことだと皮肉たっぷりに止めを刺した。
次の日の夕方、父テッドの病状が悪化し、発作から引き起こされる呼吸困難に何度も陥っ
た。父の行く末が見えてきて、家族たちも気丈に構えている中、ヘイドリアンは薄情にもお
金のことしか考えていなかった。今の調子では、マチルダは自分と結婚はしてくれない。エ
イミーという怒りの塊のような存在がヘイドリアンの選択肢を奪っているし、そもそも、マ
チルダ自身、自分を結婚対象としておろか人間としても見ていない。ここは一切合切諦めて、
二万ポンドを手に入れてカナダへと戻るしかないと、父の瀕死状態の下でこのように先々の
ことまで考えていた。
ヘイドリアンはマチルダと二人きりで話したいと思い彼女を見つけようとするが向こうが
激しく避けていたので中々うまくいかなかったが、ある日、不意を突いてマチルダを捕まえ
ることができた。そしてあの接触事件から初めてちゃんとした形で会話をすることになる。
“I don’t want to speak to you,”she said, averting her face.
“You put your hand on me, though,”he said.“You shouldn’
t have done
that, and then I should never have thought of it. You shouldn’
t have touched
me.”
“If you were anything decent, you’
d know that was a mistake, and forget
it.”
“I know it was a mistake- but I shan’
t forget it.If you wake a man up, he
can’
t go to sleep again because he’
s told to.”
“If you had any decent feeling in you, you’d have gone away,”she replied.
“I didn’
t want to,”he replied.（pp.408-9）
ここでマチルダとヘイドリアンは真正面から向き合う。マチルダは触れてしまったことに
対してただの過ちであったと主張するものの、ヘイドリアンは、その過ちが今回の責任の全
てと考えている。マチルダは一刻も早く自分の目の前から去ることが紳士的だとヘイドリア
ンに表明するが、彼はそのようなことはしたいと思ったことがないと告げる。というのも、
一度、男が目を覚まされたら何をされても眠りにつけないと言い張ったのだ。この言葉にマ
チルダは返す言葉がなくなり、立場も劣性を帯び始めた。あの事件以外に言いわけができる
ことと言えば、もう自分の年齢が三十歳を超えておりヘイドリアンの母親にもなれるという
ことだった。マチルダが持つ最後の切札であった。それを言い放つと部屋から去った。ヘイ
ドリアンは自分が侮辱された気がして落ち込んだ。落ち込む理由として考えられるのは、マ
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チルダに本心を打ち明けたのに軽くあしらわれ、男のプライドが傷付いてしまったと考えら
れる。この二人の会話で金銭問題について語られないのが、ヘイドリアンにとっての純粋な
マチルダに対する一途な想いの証だろう。
その日の晩、マチルダは父の部屋に出向き、ヘイドリアンとの結婚を承諾したと告げる。
父は喜んではいたが、その背後に死が近付いていることを悟らずにはいられなかった。結婚
の手筈を整えるために例の弁護士もやって来た。エイミーは姉の突拍子な結末に納得がいか
ず涙をこらえることができなかった。三日目に結婚式が行われ、マチルダとヘイドリアンは
正式な家族になった。父テッドは病床で、二人を見上げ晴れやかに目を輝かせるのだった。
だが、マチルダに対しては不明瞭な囁きを洩らすのだった。
このように、接触事件から物語の速度は速まり淡々と締めに辿り着くのだが、ラストの三
人の描写がこの物語の鍵となっている。三人の交錯する思いが濃密な形となって表れている
ので注意深く彼らの深層心理を見逃さないように考慮していきたい。まず、父テッドが微笑
みを浮かべたのは、娘マチルダの結婚相手が見つかったこと、その先にある子孫繁栄、つま
り後継ぎ問題への解決に対する安堵感と読める。莫大な数字を出して実の娘たちを困らせて
でもこの一家の行く末を案じていたのだ。その根底には、最期まで自分が存在していた足跡
を後世まで残したいという欲望と慕情が生んだ老人の最後の訴えであったのだろう。次にマ
チルダの心模様を見ていきたい。彼女の本心はベールで覆われており不透明である。が、無
意識に言動でヘイドリアンに対する思いが表出している箇所がある。それは、ヘイドリアン
が六年ぶりに里帰りすると聞きつけて、家の掃除をしている時のことである。一日早く帰っ
て来て、家政婦のような姿を見られてしまったときにひどく憤りを感じ、そのあとの夕食時
に、まるで映画女優並みに綺麗に身なりを整えてきた場面に、マチルダの彼から美しいと感
じてもらいたいという美意識の高まりが伺える。また、父親と間違ってヘイドリアンの額を
撫でてしまったとき、自分の手を憎んでしまうほど触れてしまったことに後悔と過ちを覚え
ている。その事件後に同じ宿の下、ヘイドリアンと顔を会わさずにいられないが何としてで
も彼と会うことを避けようとしている。明らかに動揺しているのだ。この二点から、マチル
ダが良くも悪くもヘイドリアンを特別視していることが判明する。父の危篤状態に突然帰郷
し、好き放題に振る舞い家族の遺産問題に関して首を突っ込んでくるヘイドリアンは異端児
である。孤児院で育てられた彼にしか理解できない想像を絶する寂しさと閉塞的な人間不信
の裏返しととれそうだ。
このように彼の心象風景と幼少期の環境がうっすら見えてくるとこのような孤独を抱えた
ヘイドリアンと天国からもうすぐお迎えに来る父テッドがある特別な関係になるのも自然な
成り行きであるように見える。両者が同じ運命を辿ることを本能的に悟っているのだ。ヘイ
ドリアンと父テッドが二人で話している場面はまるで盟友同士が触れ合っているようだっ
た。実際、この物語の中で主要な位置を占めているのは、マチルダとヘイドリアンの接触後
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の展開と、ヘイドリアンと父との二人きりの密接した空間である。会話の内容が、結婚、遺
産問題と内密かつ近親相姦的な色を帯びていることから、父テッドがヘイドリアンに心を開
き、今後の後継ぎとして期待を寄せ、頼りにしていることが分かる。マチルダは、直感で、
この父の願いを言葉で聞かなくても心で理解している。
父親の最期の願いを叶えてあげたい。
そして、ヘイドリアンに憎悪を感じながらも脳理から離れられない接触事件、身体に棲みつ
いたヘイドリアンの肌の感触、さらに胸を掻き毟り何度も反芻する「君が触れてきた」とい
うヘイドリアンの言葉。これらが総括されてマチルダは責任回避できない状況に追い込まれ
てしまった。実は、父の夢の実現を後押したのがヘイドリアンであったのだ。入籍を決心し
たマチルダの心の背景に父親とへイドリアンへの強い情が物申している。マチルダは長女と
して家族の責任を取る運命に身を任せた。彼女は家族の犠牲者なのか。それとも救世主なの
か。慕情と同情で成立された変更不可能な結末、それが運命ならやるせない。が、マチルダ
に感傷に浸っている暇はなく、全てを受け止めているマチルダの姿は潔く、実にハンサムで
たくましい。
一方、ヘイドリアンの様子はどうかというと、不安で顔色がこわばり、マチルダの圧倒的
な存在感に飲み込まれている。ヘイドリアンがこの物語を最初から引っ掻き回していたにも
関わらず、マチルダの勝利でこの物語を締めているようだ。立場の逆転が見られる。これを
象徴するかのように「僕に触れたのはあなた」とマチルダに対して受動的で他力本願のヘイ
ドリアンの本音がタイトルに込められている。ヘイドリアンがひっくり返したおもちゃ箱を
片付けるのはマチルダの役割なのか。
以上、一見見逃してしまいそうなラストの場面には作者の登場人物に対する情の掛け方が
随所に散りばめられているのだ。

第二章 「馬仲介の娘」
先ほどの「僕に触れたのはあなた」では触れた人物が女性で、
触れられた人物が男性であっ
た。だが今回扱う「馬仲介の娘」では触れられた人物が女性なのだ。この点が、先ほどの作
品とは真逆で大変興味深い。ということで、女性視点に眼差しを向けたいと言いたいところ
だが、触れてしまった男性の心模様が実に鮮明で痛いほど劇的でもあるので、こちらの方も
じっくりと検討していきたい。まずは、あらすじを追いながら序章でも述べた登場人物の心
象風景、状況、それらからくみ取れる主題を述べていきたい。
始まりは重苦しい雰囲気立ち込める家族会議。兄弟三人と妹が話し合っている。どうしよ
うもない倦怠感に追い詰められている。唯一の女性、末っ子の妹メイベルは、男三人の中で
一匹狼のように孤立している。男どもからも「ブルドック」と呼ばわれるほど表情が乏しく、
邪魔者扱いされている。会議の内容は、今後どこでどのように生きていくかということだっ
た。と、いうのもかつて繁盛していた馬商が経営困難となりつぶれることになり、今住んで
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いる家を手放さなければならないことになったからだ。不幸なことに、四人の父親はすでに
他界している。残るのは、多額の借金と馬たち。この時世、殺処分とならざるを得なかった
宮崎、福島県の牛たちの命と重なってしまう。長男のジョーは婚約していて、仕事も義理の
父から譲ってもらえるのだった。二男と三男については、行先は不明だが、囲ってもらえる
所があるのか、メイベルより余裕をこいている。行くあての無い彼女は次男に投げやりな態
度を取る。と、そのとき二男と仲の良い雇われの補助医師ファーガソンが現れ、二男が村か
ら去ってしまうことに後悔と経営困難に陥った儚さに同情を寄せている。彼の唯一の心の拠
り所であったオアシスの滅亡に悲嘆の気持ちも家族同様ひとしおだ。そのような状況下で意
外にも彼の気を止めていたのは、メイベルの行く末であった。心配を隠しきれない彼は兄弟
たちとは違った声色でメイベルに直説尋ねる。
“What are you going to do, then, Miss Pervin?”asked Fergusson.“Going to
your sister’
s, are you?”
Mabel looked at him with her steady, dangerous eyes, that always made
him uncomfortable, unsettling his superficial case.
“No,”she said….but she finished her task with perfectly impassive face, the
young doctor watching her interestedly all the while. Then she went out.
（pp.445-6）
この物語空間で初めて医師ファーガソンはメイベルと会話で触れる。会話というより、質
疑応答の形をとっているわけだが、彼女には、質問は、どうしても詰問のように感じてしま
うようだ。
“No”のたった一言でこれ以上自分とは関わらないでほしいといった願望が読め
る。だが、その後の描写に注目すると、メイベルはじっと彼のことを目に穴があくほど凝視
している。
「目は口より物を言う」というが、まさにこの状況のことを指すのだろう。その
視線の力にファーガソンは怖れを抱いているほどだ。彼は、彼女が家事に勤しんでいる間に
隙を見て彼女の姿を見つめている。印象的なのは、見つめられるとファーガソンは動揺を隠
しきれないでいる点だ。ファーガソンの心をメイベルが支配している。彼女の拒絶反応の裏
にある凝視とは、自分のことを本気で案じてくれていることにある種、感動を覚えているの
だろう。さらに言えば、兄弟たちの乱雑な物の言い方ではなかったことも、彼女がファーガ
ソンをまじまじと見つめてしまった理由に該当しそうだ。本人が去った後も、彼は間接的に
再び二男にメイベルについて“what’
s she going to do, then?”
（p.446）と再び尋ねる。彼女
のことがやはり気がかりなのだ。二男は話題を変えてメイベルの存在を打ち消そうとしてい
る。ここでファーガソンとメイベルとの絡みはなくなるはずであったのが。
メイベルは、今までの暮らしぶりを思い出す。十四歳で母親を亡くし、女一人、友人もい
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なくて孤独な暮しを虐げられた運命にありながらも家事を切り盛りし何とかやってきた。
「お
金が残っている」ことが唯一の優越感であり、これが彼女の自尊心を守ってくれた。だが、
父親が再婚し、その父も亡くなってからは借金しか残らず、心はより一層、空っぽになって
しまった。再婚相手の行方が語られていない点が悲壮感を増す効果をあげている。そして父
親には母親とはちがった形の愛情を抱いていた。母親は彼女の心であり、父親は生活、いわ
ゆるお金を当てにした愛情であったようだ。その後父親は再婚するが、そのときから父親に
反抗し出したというのである。思春期の多感な時期に最愛の母を亡くし、傷跡も癒えないま
ま、父親に再婚されたら傷付いてしまうのは当然の成り行きであろう。
やはり、母強し。母が子供に影響を与える力は測り知れないものがある。へその緒で繋が
れているような母子間との強いつながりの背景を軸にすると、子供を守り抜く力、母性愛に
は、父親側も委縮してしまう保護力が備わっていたのではなかろうか。そこには、父親の孤
独と甘えが見え隠れする。父親の再婚がその証だ。父の幼児退行。もう二度と逢えない母親。
メイベルのふてぶてしい態度の原因が見えてきた。幼児期の環境と両親からの愛情配分で人
核は形成されていく。
メイベルはいつもの日課であるお墓参りに出かける。彼女の聖地、誰にも邪魔をされずに
母と二人きりになれる穏やかな時間。別次元、異空間に彼女は居るのだ。いつもの仕事に取
り掛かる。
Carefully she clipped the grass from the grave, and arranged the pinky
white, small chrysanthemums in the tin cross. When this was done, she took
an empty jar from a neighbouring grave, brought water, and carefully, most
scrupulously sponged the marble headstone and the coping-stone.（pp.447-8）
まるで、母親の背中を優しく、丁寧に流しているようにお墓の手入れを怠らない。彼女に
とって母との接触はここ墓地のみである。脇目もふらず、ただひたすら熱心に墓石を洗う様
子はどこか儀式めいていて、不気味な空気を醸し出している。彼女にとって、こうすること
で十四歳から今に至るまでに味わった孤独を癒してきたのだろう。粗雑な三人兄弟、新しい
妻を迎える父親、家庭の切り盛り。どれも居心地の悪いものだった。彼女の幸福へと繋がる
ものは何一つとしてなかったが、母の存在が唯一心に明かりを照らしてくれたのだ。そして
自身の心も墓石と共に洗われていたのだ。内に秘めた無垢な部分は生きる活力になり得る。
誰にも汚されないようにその部分を死守するかのようにメイベルは墓石の手入れを怠らな
い。
実は、ロレンスの短編には、母親と娘、息子の関係を描写した作品がある。主題にしたの
もあれば、所々でてくるのもあるが、例に挙げると文字通り「母親と娘」
。この作品では母
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と娘は仲良く同居生活を共にしていたがそれが解除されるや否や、
娘に独立心が湧き上がり、
母親に恋人を紹介したとたんに態度が豹変。娘の恋人を面白おかしく嘲る。もうひとつ強烈
な母親が存在する「愛らしい夫人」では、グロテスクと感じるまでに息子への執着が濃密な
のだ。恋人の介入を全く許さず、その阻止手段が陰湿めいており、高齢になってからのヒス
テリーの凄まじさには圧倒されてしまう終末が待っている。このように、母親とは、ひとつ
間違えればモンスターのように化けてしまう危険で偏執的な生き物なのだ。子への所有本能
の強さを見事に暴き抜いた二作品である。異性という第三者の介入が生じない限り、母親は
娘とは女友達、また、息子とは恋人とのように触れあえる。自分のお腹の中に生命を宿し、
命がけで産んだ母親の特権だろうか。残念ながら父親にはこの身体感覚は体験できない。
このような作品から伺い知れる母親像を考慮するとメイベルにも強く母の影が潜んでいる
のが分かる。冒頭の場面の家族会議でも、行く末を誰にも明かさないでいたのは、母親の元
へ帰ることを心のどこかで望んでいたからではなかろうか。心の底では泣き母の想い出に
浸っており、母にもうすぐ会えると夢遊病者のような眼差しを自分自身と亡き母親に向けて
いるようでならない。一人きり、墓掃除をしているメイベルを偶然にもファーガソンが通り
すがりに見つける。その時の様子を彼はこう表現している。
As he hurried now to attend to the out-patients in the surgery, glancing
across the graveyard with his quick eye, he saw the girl at her task at the
grave. She seemed so intent and remote, it was like looking into another
world. Some mystical element was touched in him. He slowed down as he
walked, watching her as if spellbound.（p.448）
何かに取り憑かれたように一心不乱となってお墓と向かい合っている様はぞっとするもの
であり、また浮世離れしていたその姿があまりにも鮮烈すぎたのでファーガソンの心は捕え
られてしまう。その後、互いに目が合う。目が合ったのがファーガソンであることをメイベ
ルが知覚したかどうかは言及されていない。あえてそれを曖昧にすることでメイベルが恍惚
状態に陥っていることを読者に印象付けている。ここで、冒頭部分で引用した、メイベルが
ファーガソンを凝視した場面がふっと蘇る。あの時の彼女の目には強い意識、力が感じられ
た。が、今の彼女はこれとは対照的であり、通常のメイベルとは違っていることが理解でき
る。メイベルの見てはいけない部分を見てしまった。気まずい気持ちを持ちつつも仕事へと
足早に急ぐ。日々義務として、あっちやこっちへと走り回る。心身ともに疲れてしまうのだ
が止められない。なぜなら生活の張りを呼び起こすからだ。実生活の刺激が唯一この雇われ
医師という職業であった。倦怠や嫌悪を感じながらも今の仕事に魅力を感じる。
帰り際、眺めの良い丘から景色を眺め、一息ついていたところに、黒い人影のようなもの
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が目に飛び込んできた。当たりは日が暮れかかっているため目を凝らしていないと霞んでし
まう。すると、人影の正体はメイベルで、まるで引っ張られているかのように池に向かって
進んでいることが明確に分かった。まさか。この瞬間、彼の身体中に電流が走ったかの如く
痺れるほど活気付く。何が起ころうとしているのかと考えている間に彼女の姿は見えなく
なっていく。数秒の差で現状が一変してしまう緊急事態であることをはっきりと認識した彼
は池に飛び込み、
彼女の居場所を水に押しつぶされそうになりながら懸命に手探りで探した。
底なしのぬかるみが足元を覚束なくさせている。水中は冷たく、思わず手をおおいたくなる
ような鼻に突き刺す悪臭と戦いながらも盲目的に一心不乱に探し当てたおかげで、メイベル
の服の感触を感じ取ることができた。それを掴み最後の力を振り絞って岸に運びあげた。
ファーガソンの奮闘振りの根底には、何としても救わなければいけない命が自分に降りか
かっているという究極の緊張感が背後にあった現れと取れる。彼の職業は医者だ。
さて、ここで「水」がこの作品の中でどのように象徴化されているか述べていきたい。イ
メージ・シンボル辞典によれば、不安定な状況に乗り込むと記載されており、まさに、ファー
ガソンの自らの命を顧みずメイベルを助けるためにもがいている姿と一致する。それから、
底なしの沼に足元を掬われている点でも、通常の状態から転覆しているファーガソンの危機
的状態が、「水」の象徴と一致する。
物語空間へと話を戻そう。救出後、彼女を横たわらせ、肺に詰まった水を吐かせた。意識
が戻り始めたのを確認してから彼女を保護し、
かなりの距離を超えて彼女の家へと向かった。
やっとのことで到着したが誰もいなかった。だが、一刻も早く彼女は身体を暖め、意識を完
全に戻してあげなければならない。階下を上り、
毛布とウイスキーの準備をした。ウイスキー
を口にふくませると効果は抜群で彼女を息吹かせた。水中事件からの彼の行動力と臨機応変
な対応には「男らしさ」と「父性本能」を感じられずにはいられない。自らも命の危機に瀕
しながらも、彼女を救った。
「優しさという勇気」
。力強さと柔和さが混合している。
彼女の意識がもどった。自分が死へと迎えにいこうとしていたことを忘れている。母のい
る世界に親近感を感じすぎていたからだろうか。また、記憶を失ってしまったのか。当時の
状況についてははっきりと認識されていない。海から陸に引き上げられた人魚のように妖し
く不安定で未知な存在のままだ。だが、しばらくすると言葉を発するまでに回復してきた。
そしてファーガソンに当時の状況、池に引き寄せられるように自ら死を望んでいたことが適
切な行動であったなどと告げる。それを聞いて、ファーガソンは決して彼女の起こした行動
を責め立てるのではなく、彼女の意見を肯定も否定もせず自分自身の想いをそっと告げる。
“Because I didn’
t want you to do such a foolish thing, ”
（p.452）と優しくなだめるように
彼はメイベルに言った。このような彼の温厚な姿勢には、メイベルを傷付けることなく、彼
女の存在意義をそれとなく仄めかしている。医者と心を病んだ患者の信頼関係以上のものが
感じられる。その証拠としてこの描写を考慮しよう。
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And she seemed to hold him. His will seemed to have gone to sleep, and left
him, standing there slack before her. But he felt warm inside himself. He did
not shudder at all, though his clothes were sodden on him………“I’ll go and
shift these wet things,”he said. But still he had not the power to move out of
her presence, until she sent him. It was as if she had the life of his body in her
hands, and he could not extricate himself. Or perhaps he did not want to.
（p.452）
彼女がファーガソンに去って欲しくないと訴えているようにみえるが、ファーガソンの心
の中に何か暖かいものが湧き上がっており、服がずぶ濡れでも彼の心は潤っている様子が分
かる。できるだけそばに居てあげたいと思わせてしまう彼女の魔性性は瀕死の状態でありな
がらも顕在だということを感じられずにはいられない。なぜなら彼女の前では、魂を射抜か
れたように呆然と立ち尽くしてしまうからだ。彼女に見つめられるといとも容易くファーガ
ソンの心は縛られてしまうのだ。
二階へ乾いた衣服を取りに行くと告げて彼女のそばを離れようとした時になって、毛の感
触で毛布に保護されていることが分かった。
やっと彼女は状況を飲み込む。
自分の衣服を荒々
しい眼差しで探す。すると付近にそれらが散らかっていた。この瞬間、夢から覚醒へと猛烈
な勢いで目覚める。突然彼女に魔がさしたのか、何かに捲し立てられたかのようにファーガ
ソンに突っかかる。だが、ファーガソンは今まで通り何も為すことができない。先ほどの死
の瀬戸際にあった彼女とは打って変わって爆発的なエネルギーと怒りがこみ上げてくる。
“Who undressed me? ” she asked, her eyes resting full and inevitable on
his face.
“I did,”he replied,“to bring your round.”
“ Do you love me, then? ”she asked.
He only stood and stared at her, fascinated. His soul seemed to melt.（p.452）
皮肉にも怒っている姿からメイベルの完全なる意識回復が推し量れる。ファーガソンが脱
がせたことが分かると否やメイベルはひどく憤りを感じ困惑してしまう。ここからメイベル
が大胆な言動に出る。まず、
「私のことをあいしているの。
」と、単刀直入に言葉でファーガ
ソンに詰め寄る。次にわらをも掴む思いで大胆な行動を起こすのだ。
She shuffled forward on her knees, and put her arms round him, round his
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legs, as he stood there, pressing her breasts against his knees and tights,
clutching him with strange, convulsive certainty, pressing his tights against
her, drawing him to her face, her throat, as she looked up at him with flaring,
humble eyes of transfiguration, triumphant in first possession.
“You love me,” she murmured, in strange transport, yearning and
triumphant and confident.“You love me. I know you love me, I know.”
And she was passionately kissing his knees, through the wet clothing,
passionately and indiscriminately kissing his knees, his legs, as if unaware of
everything.”
（pp.452-3）
じりじりと彼ににじり寄り、彼の膝から下の辺りをぐっと掴んだのだ。そして、官能的に
自分の胸元を彼の脚に押し当て、彼の顔を自分の喉元辺りまで近付けさせた。このとき彼を
所有した勝ち誇った喜びをメイベルは感じた。足下に付け込んだのだ。そして、哀れさを引
き起こす目で彼を見上げるのだった。さらに息を飲む劇的展開は進展し、何度も「わたしを
愛しているの」と尋ねる。そして、濡れたままのズボンの上からキスの雨を情熱的に降らせ
る。ファーガソンは想定外の展開とメイベルの大胆不敵な行動に圧倒される。ファーガソン
の真意は自分が医者で彼女が危険な状態であったから救い出した。ただそれ頼みであった。
今改めて「愛しているのか」と尋ねられて何も言葉を発することが出来ない。なぜ自分が窮
地に立たされていなければならないのかわけが分からない。ファーガソンはメイベルの誘惑
にひっかかってしまったのか。
今回初めてメイベルがファーガソンに触れる立場に立ったのだが、ファーガソンにとって
この支配関係の逆転は想定外だ。元来、心を支配していたのはメイベルであることを仕方な
く認めざるを得ないファーガソンの心理描写はたびたび現れていた。冒頭部分でのメイベル
に凝視されどうしていいか分からなくなる場面や、救出後彼女のそばからななか離れられな
いでいるファーガソンが正にそれを物語っていた。だが実際このような形で具体的に身体的
にも支配される側に回される羽目になってしまったのだ。心も身体もメイベルにハイジャッ
クされてしまったファーガソンは相当堪えているようだが、このような極限状況に立たされ
ても彼はメイベルを突き放すことが出来ない。なぜなら彼女が窮地に立たされているのが痛
いほど分かっているからだ。
そう、実は両者の境遇は一緒なのだ。メイベルとファーガソンの間で呼応しあっているの
はこの不安定な心理状態。そして、このような状況を作り上げたのはメイベル。確信犯的に
計算したのか。それとも無意識に直感が働いたのだろうか。そして、直感と生命力は結びつ
いているのだろうか。隙を見てファーガソンにすがりつくメイベルの姿は先ほどの意識不明
の状態から全く想像できない。ピンチをチャンスに変える彼女の本性をさらけ出した迫力の
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ある描写だ。少し遡るが、メイベル救出後、
“He was afraid now, because he felt dazed,
and felt dimly that her power was stronger than his, in this issue.”
（p.452）と彼自身心の
中で感じていた。
ファーガソンが疲れ切っているのに助けられたメイベルの方がたくましい。
彼はうっすらそう察知していたのだが、その予感は当たった。
足元を捕えられたファーガソンの気持ちの真っ先に生まれた感情は嫌悪感であった。医者
という名誉崩壊の危機に対する焦燥と苛立ち、この女の究極の破壊力へのおぞましさにぞっ
としている。個人的な感情など持ったことはなく、ましてや愛するなど思いもつかない。屈
服してたまるものか。だが、彼女に見つめられるとファーガソンは無力になり、彼女の妖艶
さに手も足も出ない。彼の呆然とした状態にさらに輪をかけるように何度も彼女は愛してい
るかどうかまるで確認の意を込めるかのように彼に尋ねてくる。いや、一方的に断定してく
るように。
ここでファーガソンが起こした勇ましい救出活動を振り返ってみよう。彼をそうさせたも
のは一体何であったのだろうか。彼は患者と医者という立場で起こった水中事件だと言い聞
かせてはいるがどこか言い訳がましく、しっくりきてない。なぜならかれの心に痛みが生じ
ているからだ。救出という行動に出てしまったその後付けの理由の定議に葛藤が見られる。
そんな中、剥き出しの肩とずぶ濡れの長い髪の毛を近くで感じる。その感触は柔らかく美し
かった。自分にはない女性ならではの感触。異性であることを認識し始める。メイベルには
ファムファタル的な要素と無垢さが混在している。
拒むほど惹かれていく聖女のような悪女。
彼としては、彼女の顔も見えなくなるほど、声も聞けなくなる遠くに逃げたい心境だ。嫌悪
の真っただ中に彼は居ながらメイベルの妖艶さに太刀打ちできない。メイベルとは、魅惑と
拒絶の情念を湧き起こさせ無意識にその狭間に投じ込めさせてしまう悪戯好きな性なのかも
しれない。悩ましく、厄介者であるのに、またもやこれが媚薬。足もとに纏わり付く捨て猫
さながら心の琴線を容赦なくひっかかれる。本気の愛には痛み、疼き、が伴う。自身の仮面
を取払い今まで頑なに守り続けてきたプライドの壁を壊さなければならないからだ。男が女
の虜になる時とは、全てを投げ捨ててもこの人を守らなくてはいけないと実感した時で、男
女間での「守り、守られる」の需要と供給が一致した時を言うのだろう。
With an inward groan he gave way, andlet his heart yield towards her.
….he could not bear to look at her any more. He dropped on his knees and
caught her head with his arms and pressed her face against his throat.
He felt the hot tears wet his neck and the hollows of his neck, and hr
reminded motionless, suspended through one of man’
s eternities. Only now it
had become indispensable to him to have her face pressed close to him; he
could never let her go again. He could never let her head go away from the
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close clutch of his arm. He wanted to remain like that forever, with his heart
hurting him in a pain that was also life to him. Without knowing, he was
looking down on her damp, soft brown hair.（p.454）
ファーガソンにも変化が訪れる。彼女の前で身を屈めたのだ。この時を境に心の痛み苦し
みさえも消え、
心の深淵で凝り固まっていたものが溶けてしまった。
彼女の前で前屈みになっ
て倒れた姿から彼女への屈服を認めたと取れる。様々な感情に苛まれながらやっと心と体が
一致した。身も心もメイベルに捧げた瞬間であろう。熱い涙と表現していることから両者の
体温が温かくなり顔周りと首元が火照っている感覚がこちらに伝わってくる。メイベルを抱
き寄せた時、ファーガソンは彼女を手放したくない、ずっとこのままでいたいと強く感じそ
の心内を象徴するかのように“eternities,”
“forever”という単語を用いている。この表現
から、今、この刹那を永遠のものに封じ込め胸に刻み込みたいといったファーガソンの強い
願望が透けて見えてくる。誰の物にしたくない。自分の物にして彼女を守り続けたい。この
ようなファーガソンの気持ちの変化が生きる原動力へとなりさらには使命感を伴うほど確信
に満ち溢れている。ファーガソンの決定的な心境の変化は、正に上記の引用箇所であり、メ
イベルとは違って葛藤と戦いぬいてからの彼女に対する愛情表現であるが故に感動的で障害
を乗り越えた達成感が染みわたっている。さらに、ファーガソンの愛には父親が子を守るよ
うな父性愛が付随している。無力な女ほど助けたくなるものはないのだろうか。水に溺れた
のはメイベルだが彼女に溺れたのはファーガソン。
このあと、ファーガソンはメイベルの満たされていない憂いを帯びた物足りなさを訴える
瞳に耐えきれなくなりよく分からないまま彼女にキスをする。この描写は墓掃除の時のメイ
ベルと重なっており、夢うつつで盲目状態だ。
He too sat there motionless and silent on the heart-rug. The strange pain of
his heart that was broken seemed to consume him. That he should love? That
this was lobe! That he should be ripped open in this way! Him, a doctor! How
they would all jeer if they knew! It was agony to him to think they might
know.（p.455）
想定外の運命に戸惑いを隠せない。愛の正体がいかなるものかと嘆き悲しむ。ここでも
ファーガソンは自身の体裁を気にする。プライドで自身の誇りを保ちながら生きていた世間
体を守っているようでは表面的に取り繕う退屈でつまらない日々の連続だろう。そのような
空虚な仮面生活では何も生まれない。それなら一層のことアンドロイドにでもなって誰も愛
さない方がましかも知れない。人間の持つ感情には多々あるが、ファーガソンがメイベルに
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よって引き出されたように、愛しさ、苦しさ、切なさを体丸ごとで体感した方が円熟した人
間になれるのではないだろうか。口先だけでは感動的な人生おろか恋愛さえ出来ないことを
作者は暗示しているかのようだ。だが、メイベルによって見事にそのプライドは破壊されて
しまった。そして無意識下で眠らせていたメイベルに対しての意識を引っ張り出したのだ。
彼女に対する愛の言葉より先に反射神経が働いたかのように彼は池に飛び込んだ。実は
ファーガソンは泳げない。
ファーガソンの救出活動によって立場が逆転した。メイベルに惚れてしまったことを心と
体で納得すると、ファーガソンはメイベルを積極的に物怖じせず触れるようになる。その折
に、メイベルの白い脚がちらっと毛布から覗かせていたが、ファーガソンはそれを見て水中
でもがきながら助けたとき、すなわち彼女への恋愛感情を全く認めていなかったときのこと
を思い出しぞっとした。愛を知った後と前では彼女にたいする見え方が外見的にも内面的に
もまるで魔法にかかったように全く変わってくる。
He reached his hand, and softly closed it on her bare arm.
“I love you! I love you!”he said in a soft, low vibrating voice, unlike himself.
She shrank, and dropped her hand. The soft, penetrating grip of his hand on
her arm distressed her. She looked up at him.
“I want to go,”she said.“I want to go and get you some dry things.”
“Why?”he said.“I’m all right.”
“But I want to go,”she said.“And I want you to change our things.”
He released her arm, and she wrapped herself in the blanket, looking at him
rather frightened.
He kissed her, but briefly, half in anger.（p.455）
ファーガソンはメイベルの腕をつかむ。そして、ここで初めて言葉という形式で彼女に愛
を告白する。ずっと心の中で引っかかっていた思いをただひたすらに告げる。彼は盛り上が
る。考え抜いた挙げ句の結論をやっと言葉で表現できたからだ。だが、メイベルは先ほどと
は違う彼の様相にひるみ、彼の勢いの凄まじさに怯えている。幾度もの障害を乗り越えて自
分の本心に忠実になれた時、苦しんだ反動なのかその劇的な告白には圧巻させられるものが
ある。今度はファーガソンが豹変したのだ。とりあえずこの状況から逃げ出したいのか、メ
イベルは乾いた服をファーガソンに持ってくるために二階へと席を外したいと告げる。
ファーガソンは甘い空間を壊されたとばかりに、彼女の去り際に怒りを込めながら荒々しく
キスをする。ファーガソンのメイベルに対する独占欲が顕著となり始めた。自分の物として
扱うようになる。
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このようにメイベルとファーガソンの心は繋がった。きっかけは「川からの救出」
、さら
にはその後の「皮膚接触」
。両者がここまで行き着いた心の推移とそれにまつわる行動の変
遷を振り返りながら、彼らのそれにおける特徴について比較、検討していこう。メイベルは
服を脱がされていたことに怒り、物凄い勢いで感情的になり、衝動的な行動に走った。その
有様は野性的で原始的でもあった。一方、ファーガソンは彼女の「あいしているの？」とい
う言葉をきっかけにしてじっくり自身と対話した後、内に秘めていたものが目覚めた。それ
からの彼のスピーディーな心の推移は盲目的であり、ブレーキが壊れた車のように加速して
いく。言わばメイベルの言葉によってファーガソンの心の中でぼやかしていたものがくっき
りと輪郭を帯びてはっきりと見えることになったのだ。そのぼやかしていたこととは「メイ
ベルを愛している」という事実である。このように、両者の言動を比較するとメイベルは本
能的で自分に正直であること。ファーガソンは言葉を重要視し、慎重に事を運ぼうとしてい
ることが分かる。その理由として考えられるのは自身のプライド、医者という肩書が阻止し
ているということだ。幾度も肩書崩壊の危機についての懸念が登場してきた。それほど、頭
から離れないのだろう。
「男は履歴書、女の顔は請求書」とある作家がつぶやいていたが、
男性という生き物はこの肩書というものに目が眩んで建前でしか生きられていないのではと
感じてしまうほど自分の名誉棄損への恐怖心が語られていた。このようにやはり彼女に対す
る嫌悪感の根底には世間の目を気にしているファーガソンの臆病な姿が見えるが、今やもう
愛さずにはいられない。父性本能の箱を開けられてしまったからだ。守るべきものを見つけ
た時、人は生まれ変わったように大きな行動に出られる。
二階から戻り、メイベルは、自分のみすぼらしさに嘆く。いじらしい。と、その時予期せ
ぬファーガソンの言葉が響く。
“I feel awful. I feel awful. I’m horrible to you.”
“No, I want you, I want you,”was all he answered, blindly, with that
terrible intonation which frightened her almost more than her horror lest he
should not want her.（p.457）
終盤になって決定打を打つ男の決断した後の行動力の大きさには歯止めが効かない。あれ
ほどメイベルの存在を受け入れることを拒んでいたのが嘘のようだ。これで安心と安泰に包
まれ全てうまくまとまると思いきや、彼女は「結婚」の二文字に驚愕としている。彼女が望
んでいたことではなかったのか。あまりにも早すぎる結論に怯え、唖然としている。
彼としては極限状況で自分の本心がわかり、最終的に大きな行動を取り、男らしさの真骨
頂と称えたいとこだがどこかほろ苦さが残る。彼の目にメイベルが戸惑っている姿は果たし
て見えているのだろうか。
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結論
第一章では「僕に触れたのはあなた」を咀嚼した上で作品分析を試みた。ここでは、ヘイ
ドリアンという養子が巻き起こした遺産相続問題が描かれている。その標的とされたのが長
女のマチルダで、彼女の運命に深くこの男が関わってくる。ひょんなことからマチルダはヘ
イドリアンに触れてしまうのだがこの接触がきっかけでマチルダの未来の歯車が狂う。ヘイ
ドリアンはマチルダに暗闇の中で撫でられたことで人間の温かさに目覚めたのだ。
知らない振りを懸命にマチルダは努めるが、どこかぎこちなくあの事件を引きずっている
のが分かる。同じ記憶を共有している者同士、ある種秘密同盟のような嫌いがあり、否が応
でも特別視してしまう。しかもその記憶というものが互いに優しいきもちになった瞬間を指
すものであるから尚更だ。思いとは裏腹に二人の絆は深まっていく。そして、彼の直感はう
ずく。母親知らずの彼が女の柔らかさ、
母性的なものを肌と心で感じてしまう。いくつになっ
ても愛されたい。ゆりかごの赤ん坊のように時が戻る。子宮に返る。その柔らかな指先に触
れられてしまったヘイドリアンは優しさが込められた愛撫の虜になる。このように感化され
たのは初めてだ。あの感触を永遠に自分のものにしたい。生き抜くために人間に備わってい
る本能か。無意識下で眠っている動物的本能、直感が働き、父親との奇妙な絆で結ばれてい
る二人の結束力で父親の遺言書の書き直しに成功する。二人の共通点に男の孤独が見え隠れ
する。そして結婚へとこじつけるのだ。
そして第二章で扱った「馬仲介の娘」では、経営困難に陥った一家の四人兄弟の末っ子の
メイベルが池に浸水しそうになったところを医師のファーガソンに偶然見つけられ救出され
る話だ。臨場感に溢れる迫力ある文体が特徴で「僕に触れたのはあなた」を進化、発展させ
た嫌いがある。というのは、ファーガソンの心の声がこちらまで直に伝わる構造になってお
り、生死の狭間に居る緊迫状態体での救出の描写は生々しく息を飲む。ファーガソンが命を
かけて助けた感動はなかなか抜けず、
そしてメイベルを特別視していることをごまかせない。
その事実を身体が覚えているのだ。メイベルに足元を強く抱きしめられファーガソンに愛さ
れている証を求めるために彼の言葉を待つ。その間、
ファーガソンの脚にキスの雨を降らし、
舐めるようにファーガソンの顔を見た。そのいじらしくか弱い姿に、心の叫びに屈服せざる
をえなくなり体を丸めて彼女を抱きしめてしまう。そして、ファーガソンはメイベルと生涯
を共にすることを誓うのだった。
このように両作品とも「触れられる」ことの威力を発揮した作品である。その秘儀は未知
数であり、体に触れたことにより心が素っ裸にされる効力を持つ。具体的に、ヘイドリアン
もファーガソンも一度触れられると蛇口が壊れた水道のように愛情、勇気、嫌悪など、様々
な人間の情感が止めどなく溢れて来た。そしてその人が本来持つ動物的な本能をむき出しに
して結末へと疾走したのだ。この勢いはとどまることを知らず、ヘイドリアンに関してはマ
チルダの接触によって孤独を溶かし切る定義不能な力を感じてしまった。情緒の開花により
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人間らしくさせられたのだ。ファーガソンに関しては、前々から気になっていたメイベルの
存在を自分にとって無くてはならないものと深く理解したのだった。理性を超越した次元で
人は自分の深層心理が分かる仕組みになっている。さらに、ファーガソンにはメイベルへの
父性愛が伴っている。ファーガソンの「ファ」から「ファーザー」を想起させられる。彼は
中性的でニュートラルな存在に位置付けられている。メイベルにとって異性であり父であ
る。大胆さと繊細さ、野蛮さと柔和さが共存していて行動力と想像力がマイルドに調和され
ている。ここに、
両性具有を踏まえたバランス感覚を持つ男性の理想像が仄めかされている。
「馬仲介の娘」でメイベルは父親を本能的に求めていたと理解できる。
さて、ヘイドリアンとマチルダに訪れた心の変化には接触がきっかけであったと言及して
いるが、それなら接触からの心の推移かと言えば微妙に違う。マチルダは触れた、ファーガ
ソンは触れられた立場にあるが、そもそも前者はヘイドリアンに美しくみられるようドレス
アップに余念がない描写が存在していたし、後者に関しては、メイベルに見つめられると心
を縛られてしまい無力になる、といった心理描写が要所、要所に挟まれていた。ということ
は、順序としては「触れたから揺れた」または「触れられたから揺れた」となるが、先ほど
述べたように、接触前に無意識下でマチルダはヘイドリアンを、ファーガソンはメイベルを
意識しており、この時点では本能が眠った状態であったといっても差し支えなさそうだ。両
者は二人の異性を自覚症状抜きで意識していたのだ。そして無意識下で眠っているものに逆
らえず究極の運命へと結び付けられる。まるで、ヘイドリアンとメイベルが共犯者のように
見える。そしてその罠にはまったマチルダとファーガソンは心の声に従わずにはいられなく
なった。これらの接触問題は、
『チャタレイ夫人の恋人』
（Lady Chatterley’
s Lover,1928）の
コンスタンスに受け継がれる。
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皮膚接触が引き起こす摩訶不思議な現象―D・H ・ロレンス「僕に触れたのはあなた」と「馬仲介の娘」より―

An effect of a touch
“You Touched Me”and“The Horse- Dealer's
Daughter”By D.H. Lawrence
KONDO, Mari
Various subjects are included in the short stories written by D.H.Lawrence. Therefore
they are not categorized as one theme. So I divided some works into similar types by
their subject. Through the process, I found that there is similarity between“You Touched
Me”and“The Horse-Dealer’
s Daughter.”They are written on the theme of a touch, and
finally they ended in the marriage. So I examined how touch effects on the characters,
perusing mental image of the characters from the objective point of view. Especially I
compared the ones who are touched with who touched.
In chapter Ⅰ , I researched“You Touched Me.”In this story Matilda who is Ted’
s
oldest daughter is involved in the quarrel over an inheritance because of Hadrian who
Ted went off to London and adopted a boy out of a charity institution. One day Matilda
touched Hadrian by mistake. She confused him with her father. From the incident,
Hadrian becomes conscious of Matilda. And then he suggests the marriage to Ted. Ted is
willing to his proposal in spite of Matilda’
s refusal. After all she decided to marriage with
him, for his words“You touched me”and her father’
s wish which the house is never sold
if anything happened to us. Ted indicates a son and heir. So she felt that she is responsible
for the future of this house and family.
In chapter Ⅱ , I examined“The Horse-Dealer’
s Daughter.”The doctor called Fergusson
visits the company which is in very bad situation. In the company, the youngest of four
children in the family named Mabel has no place in mind to stay for the future. He is
conscious of her in his mind. One day he noticed she is washing her mother’
s gravestone
very carefully. After few minutes, she disappeared beyond it. He is looking for her in the
pond without regard to his life. At last he succeeds in rescuing her. Then she puts her
arms round him, his legs. For the first time, she touches him. Instinctively he drops on his
knees and caught her head with his arms. In the end he determines to be by her side
forever.
In this way, the touch is a powerful blow for those who are touched.
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