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はじめに
ジ エ イ コ ブ・ コ ー グ（Jacob Korg） は､シ ャ ー ロ ッ ト・ ブ ロ ン テ（Charlotte Brontë,
1816-55）の『シャーリー』
（
To

, 1849）について、次のように述べている。

contemporary reviewers Currer Bell s second published novel,

,

seemed inferior to her first, not only because it lacked the intensity and
authenticity of

, but also because it seemed to have no unity. Primarily

a love story, it pursues long threads of digressive narrative among rebellious
workmen, aﬀected curates, provincial families, and lonely maiden ladies, while the
main plot develops so slowly that the heroine is introduced only after the ﬁrst
third of the novel is over and her lover appears for the first time in the last
volume of the three-volume Victorian format.

1

つまり、
『シャーリー』は、統一性の欠如によって、『ジェイン・エア』（

, 1847）

よりも劣った作品である、と述べている。そして、そのようなコーグの見方は、ほとんどの
批評家や研究者の見方と同じである。すなわち、『シャーリー』の一般的評価は、ブロンテ
の意図するものが明確に現れていない失敗作である、とみなされているのだ。
しかし、ブロンテ自身は『シャーリー』を創作するにあたり、『ジェイン・エア』につい
て書かれた多くの評論や批評等を注意深く研究し、G. H. ルイス（G. H. Lewes）へ宛てた手
紙の中で、彼からのアドバイス、 You warn me to beware of Melodrame and you exhort
me to adhere to the real. I restrained imagination, eschewed romance, repressed
excitement: over-bright colouring too I avoided, and sought to produce something which

― 323 ―

should be soft, grave and true.

2

を受け入れ、つまり、メロドラマ（Melodorama ）、イマ
3

ジネーション（imagination）
、ロマンス（romance）、エキサイトメント（excitement）を避
け、ジェイン・オースティン（Jane Austen, 1775-1817）の作品の特徴でもあるリアリズム
（realism）を取り入れ、社会小説、
『シャーリー』を執筆した。
『シャーリー』に対する評価は、当時から現代に至るまで低いものが多いが、その作品の
構成を考察してみると、そこには二人の女性主人公、キャロライン・ヘルストン（Caroline
Helstone）とシャーリー・キールダー（Shirley Keeldar）のそれぞれの生き方を述べる上で、
二人の生き方の描写における登場人物の配置が同じように設定されていながらも、つまり、
キャロラインの生き方には、キャロラインのおじ、マシューソン・ヘルストン（Matthewson
Helston）
、助祭達、キャロラインと結婚する工場主、ロバート・ムア （Robert Moor）、キ
ャロラインとロバートを結びつけた恋のキューピッド役としてのヨーク（Mr Yorke）の子
供、マーティン（Martin）が配置され、シャーリーの生き方には、シャーリーのおじ、シ
ンプソン（Mr Sympson）
、シャーリーと結婚するシャーリーのもとの家庭教師 、ルイ・ム
4

ア（Louis Moor）
、そして、シャーリーとルイを結びつけたシンプソンの子供、ヘンリー
（Henry）が配置されているのだが、彼女達の生き方は、二項対立を成して描かれている。
また、ブロンテがW. S. ウィリアム
（W. S. Williams）に宛てた手紙によると、彼女は本のタ
イトルを

Hollow s Mill

5

から

Fieldhead

6

そして、最終的に、

Shirley

7

に変更す

ることにした、という彼女の強い意図が示されていた。つまり、彼女が女性主人公シャーリ
ーの生き方に、何らかの意図を含ませていたと考えられるのであり、それはこの作品が失敗
作ではなく、むしろブロンテによる何らかの暗号がシャーリーの生き方に隠されているとい
えるのではないだろうか。
『シャーリー』において、登場人物の配置を同じように設定していながらも、二項対立の
生き方を描いているキャロラインとシャーリーの生き方を考察しながら、本紀要において、
ほとんどの批評家や研究者がこの作品に下した失敗作という評価とは逆の立場から、ブロン
テが女性主人公、シャーリーに込めた意図を解読していきたい。
１．キャロライン・ヘルストン
女性主人公の一人、キャロラインは生まれてまもなくしてからおじ、ヘルストンと一緒に
牧師館で生活をしている18歳の女性である。父親は亡くなっていて、母親とは幼い頃に別れ
てから一度も会っていない。彼女は外見のとても美しい女性であるが、知識はたしなみ程度
である。キャロラインがすることといえば、従兄のロバートの姉、オルタンス（Hortense）
の家に行き、彼女からフランス語や縫い物、つまり、女性としてのたしなみを教えこまれる
だけである。キャロラインの生活領域は、とても限られた範囲である。
何故ならば、それは、おじの女性に対する考え方が関係しているといえる。ヘルストンの
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女性観とは、彼が、

... : stick to the needle─learn shirt-making and gown-making, and

pie-crust-making, and you ll［Caroline ll］be a cleaver woman some day.

8

といってい

るように、そして、 At heart, he could not abide sense in women: he liked to see them as
silly, as light-headed, as vain, as open to ridicule as possible; because they were then in
reality what he held them to be, and wished them to be, ─inferior: toys to play with, to
amuse a vacant hour and to be thrown away （ 112）. ともあるように、外見の美しさ故
に女性を愛するのであり、女性に対して、尊敬や愛情を持つことはほとんどないのである。
また、ヘルストンとメアリー・ケイヴ（Mary Cave）という美しい女性の争奪戦を繰り広げ、
争奪戦に負けたもう一人の男性、ヨーク、彼も妻になる女性に対して、女性とは自分の子供
をみごもり育ててくれればそれでいい、というヘルストンに似た考え方を持っている男性と
して描かれている。つまり、ヘルストンとヨークのように家父長制社会において絶対的な権
力を家庭の中で持っている男性達の女性観とは、女性達が「生」に対する希望を抱けない程
の不愉快さがある。しかし、このような男性達による女性観は、何もヘルストンやヨークだ
けが持っていたのではない。彼らの他、つまり、三人の助祭、ウィンベリ（Whinbury）の
教区の助祭、ジョーゼフ・ダン（Joseph Donne）、ブライアフィールド（Briarﬁeld）の教区
の 助 祭、 ピ ー タ ー・ オ ー ガ ス タ ス・ マ ロ ー ン（Peter Augustus Malone）、 ナ ナ リ ー
（Nunnely）の教区の助祭、デイヴィ・スウィーティング（David Sweeting）であるが、彼
らもまた女性に対して同様の価値観を持っている。彼らは、ダンの下宿先、呉服商ジョン・
ゲイル（John Gale）の家で、食事をしている時に、

Cut it［the loaf］
, woman, said her

guest; and the woman cut it accordingly （ 8）
. とゲイル夫人（Mrs Gale）に向かって命
令をする。彼ら、つまり、男性達は、ゲイル夫人を名前で呼ぶことはなく、「女」という呼
び方で呼ぶ。それは、彼らにとって女性とは、名前で呼ぶ価値のない、個人として存在しな
い人間であることを意味している。また、ロバートもキャロラインによって人間的成長を遂
げ、彼女との結婚に至るまでには、女性の外見の美や自分の利益だけを考え、愛してもいな
いシャーリーにプロポーズをし、結婚しようとする、利己的な男性として描かれている。
そのような男性達による女性観の環境の中で育ってきたキャロラインは、コレット・ダウ
リング（Colette Dowling）が、

personal, psychological dependency─the deep wish to

be taken care of by others─is the chief force holding women down today. I call this
Cinderella Complex

─ . Like Cinderella, women today are still waiting for something

external to transform their lives.

9

と定義しているように、シンデレラ・コンプレックス

（Cinderella Complex）を持った、「待つ女」になるように育てられたのであり、結果として、
愛する白馬の王子様を待つシンデレラとなっている。それ故、彼女の人生の目標とは、愛す
る従兄のロバートとの結婚のみを望む女性であり、彼女の意識は常にロバートへ向けられて
いる。彼女は、何をしていても誰と一緒にいても頭の中は、ロバートのことで一杯である。
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そのため、ロバートと結婚できないかもしれないという将来に対する不安を抱く時、彼女は
いつも、
the world?

I shall never marry. What was I created for, I wonder? Where is my place in
（

169）
. といったような言葉を繰り返す。キャロラインの行動が常に受動態

で、彼女が「待つ女」でしかいられないのは、ヴィクトリア時代の社会によってもたらされ
た悲劇である。
キャロラインは、ロバートの感情が少しでも自分の方へ向けられていないことを感じたり、
彼に会えない日々が続くと、その精神的苦しみから逃れようと空間の移動を開始する。まず、
彼女は、召使ファニー（Fanny）の勧めもあって、結婚を一度もすることなく独身のまま歳
を重ね、生きている老嬢達（old maids）を訪問することによって、ロバートへの意識を違
う方向に向けようとする。そして、キャロラインは、自分の生き方について、考え方の幅を
広げようと二人の老嬢、ミス・マン（Miss Mann）とミス・エインリー（Miss Ainley）の
家を訪問する。
キャロラインは、最初に、ミス・マンの家を訪問する。彼女は、長く死の床についていた
母親や妹を看病したり縁者が窮地に落ち込んでいる時に支えとなって援助しその人達を救っ
ているうちに、外見の醜さも加わり結婚することができなかった老嬢として描かれている。
また、もう一人の老嬢、ミス・エインリーもミス・マンと同様に、外見の醜い貧しく見栄え
もしない、宗教心の強い老嬢であるが、人のために自分の生活を切り詰めて貯めたお金を寄
付として差し出したり、誰も見ようとしない極貧の人達のことをよく看病したりしていた。
若い紳士と思いやりのない老紳士以外の人達は、彼女を醜い女性だとはいわないし、多くの
女性達は彼女に尊敬さえ抱く立派な女性として描かれている。本来、彼女達の自己犠牲によ
る人のために尽くすという貢献は、フローレンス・ナイティンゲール（Florence Nightingale,
1820-1910）が、1853-56年のクリミア戦争で兵士、国家のために自己をかえりみず、自分の
使命を果たしたように、とても立派な行動として賞賛されるべきものである。しかし、彼女
達は、その自己の使命感の強さ故に、そして、それらに外見の醜さが加わったことによって、
結婚することができずに老嬢となってしまった現実を見せる。エリザベス・ギャスケル
（Elizabeth Gaskell, 1810-65）も、
「半生」
（ Half a Life-Time Ago , 1855）の短編の中で、家
族の世話の犠牲となって老嬢となってしまった一人の女性の運命を描いている。それは、背
が高く、やせた硬い感じの表情をしている、つまり、決して笑うことなく不必要な言葉はほ
とんど口にしない女性地主のスーザン・ディクソン（Susan Dixon）であるが、もし弟、ウ
ィリー・ディクソン（Willie Dixon）が精神的障害者でなかったならば、結婚できていたは
ずの女性の生き方を提示する。ヴィクトリア時代の女性達にとって、自己犠牲の必要性はあ
まりにも悲痛で、恐ろしい現実を与えられていたのであり、ブロンテは、老嬢達の生き方を
描くことによって、女性達にとっての自己犠牲の重圧を社会に訴えたかったのかもしれない。
キャロラインは、人のために尽くすことへのすばらしい慈善活動の精神と自己犠牲の使命
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感の強さから、結婚できなかった老嬢達の生き方に、彼女自身で結論を下している。それは、
次のようなものである。
Your place is to do good to others, to be helpful whenever help is wanted. That
is right in some measure, and a very convenient doctrine for the people who hold
it; but I perceive that certain sets of human beings are very apt to maintain that
other sets should give up their lives to them

and their service, and then they

requite them by praise: they call them devoted and virtuous. Is this enough? Is it
to live? Is there not a terrible hollowness, mockery, want, craving, in that
existence which is given away to others, for want of something of your own to
bestow it on? I suspect there is. Does virtue lie in abnegation of self?（ 169）
つまり、キャロラインは、老嬢達の生き方を受け入れることはできないというのである。彼
女は、人から愛されることのない彼女達の生き方を、まるで死のような生活であるかのよう
に感じ、拒絶する。彼女は、老嬢達の生き方を受け入れられず、でも愛するロバートからの
愛情に不安を抱き何か行動せずにはいられず行動しようと考える時、彼女が起こす行動は、
いつも言葉だけである。彼女の家庭教師 になりたい、という欲求も自分の精神的苦痛から
10

逃れる手段として発せられた欲求にすぎず、『ジェイン・エア』やシャーロットの一番下の
妹、アン･ブロンテ（Anne Brontë, 1820-49）の『アグネス・グレイ』（

, 1847）

の中で見られたような女性主人公達、ジェイン・エア（Jane Eyre）やアグネス・グレイ
（Agnes Grey）が生きていくために家庭教師になることを望み、家庭教師になり、生計を立
てていこうと考えていることとは違っている。キャロラインの言動は、自分の心の避難所を
捜し求め彷徨っているだけであり、プライア夫人（Mrs Pryor）による家庭教師の体験談を
聞くことによって、また、シャーリーが持ちかけた旅行への計画や説得によって、簡単に家
庭教師になることを辞めている。
しかし、唯一、彼女が力を注ぐ対象が、ロバートである。彼女は、彼と関係を持てる機会
があれば、どんな苦労も惜しまず、何処へでも出かけていく行動力を見せる。ロバートは、
キャロラインを動かす原動力である。また、一方で、彼女はロバートの道徳心を改善しよう
と、ある晩、ウィリアム・シェイクスピア（William Shakespeare, 1564-1616）の書いた『コ
リオレイナス』
（
position─a career

, 1608?）を持ち出し、 I only want means─a
（

82）
. という考えを持つロバートの意識改革を行おうとする。勿論、

この段階では、資産、地位、出世のみを求めるロバートの意識を完全に変えることはできて
いないが、それでも、結果として、キャロラインのロバートへの道徳心の改善への試みは多
少なりとも効果を与える。ロバートが、自分の利己的な考えによる行動の愚かさに気が付い
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た の は、 愛 の 欠 如 に よ る シ ャ ー リ ー へ の プ ロ ポ ー ズ の 失 敗 と、 バ ー ミ ン ガ ム
（Birmingham）
、ロンドン（London）での貧しい人達との交流によってであったが、後にロ
バ ー ト は、 I saw what taught my brain a new lesson, and ﬁlled my breast with fresh
feelings （

508）
. とあるように、人間的成長を見せる。この彼の成長は、キャロラインと

シャーリーに関わったことによって、ロバートが学んだことであり、もし彼が、彼女達と関
わることがなければ、ロバートの人間的成長はなかったかもしれない。
キャロラインの生き方とは、
『シャーリー』においてヴィクトリア時代の理想の女性像、
「家庭の天使」
（ Angel in the House

11

）の象徴のような女性として描かれているが、一方で、

「家庭の天使」の中に留まることを嫌う反逆精神も若干見られる。それは、聖霊降臨祭と日
曜学校の祝宴が終わった後、第18章の中で展開される。日曜学校の祝宴が終わって、牧師達
の説教を聴くために、多くの人達は教会の中へと入って行くのだが、シャーリーは、
how hot it will be in the church!

（ 302）. といって、教会の中へ入らない。また、キ

ャロラインもシャーリーのそのわがままに付き合って、教会の外にいる。彼女達は、シャー
リーが話し始めた彼女の理想とするイヴ（Eve）について教会の外で話を交わしたり、教会
の中から２歳くらいの泣き喚いている男の子を抱えて出て来た、昔、ロバートの工場で働い
ていたが、解雇され、今は、ヨークの紹介で庭師の仕事をしている、ウィリアム・ファレン
（William Farren）と世間話をしていた時、教会から出てきたもう一人の男性、ロバートの
工場で働いている、機械工のジョー・スコット（Joe Scott）が会話に加わって話をしてい
る場面である。ジョーは、もともと、全般的に女性に対して傲慢な考えを持っている労働者
階級の男性のため、キャロラインやシャーリーに対して、夕方の露が女性の体には悪いから
早く帰った方がいいとか、女性は、政治や宗教についても夫の意見に従うべきであるという、
家父長制を重んじ、女性は男性よりも劣った存在として考える男性として描かれている。彼
が持ち出した聖パウロ（St Paul）の言葉（『テモテへの手紙１』（St Paul s ﬁrst Epistle to
Timothy）の２章（the second chapter）でいっている教えのことであるが、作品中では、
聖パウロの言葉、
『テモテへの手紙１』の２章が記されていないため、その解釈の違いしか
述べられていない。
）の解釈は、まさに彼の女性に対する考え方を見せる。それは、

Nay:

women is to take their husbands opinion, both in politics and religion: it s wholesomest for
them

（

312）
. であり、男性優位主義の考え方である。一方、その彼の解釈を聞いていた

キャロラインの解釈は、 Let the woman speak out whenever she sees ﬁt to make an
objection;

─

it is permitted to a woman to teach and to exercise authority as much as

may be. Man, meantime, cannot do better than hold his peace, and so on （ 312）.であり、
ジョーの解釈とは異なっている。そして、このキャロラインの解釈に、シャーリーも同意し
ている。それは、キャロラインのような「家庭の天使」の象徴のような女性でさえ、心の奥
底では、男尊女卑を望んでいないことを見せる。しかし、彼女がこのような大胆な言葉を口
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に出していうことが出来たのは、教会の外、要するに、慣習に縛られない自由な空間にいた
からであると考えられる。
キャロラインとロバートの関係の結末は、ロバートによるシャーリーへのプロポーズの失
敗や彼の人間的成長、紡績工マイケル・ハートリー（Michael Hartley）によるロバート銃
撃事件、そして、マーティンが演じた恋のキューピット役によって、彼らは結婚に至ってい
るが、結婚までの過程は、ロバートによる愛の告白から、キャロラインによるプロポーズの
受け入れ、そして、お互いの親族に許可を得て結婚するという、典型的なヴィクトリア時代
の中産階級の結婚の仕方であった。そして、キャロラインの母親であることが判明したプラ
イア夫人も一緒に住むこととなり、幸せな結末を迎えている。ロバートとの結婚を自分の人
生のゴールとし、ひたすら耐え続けた「待つ女」キャロラインが本物のシンデレラ、 Mrs
Robert （ 607）
. になった瞬間である。
しかし、そのようなキャロラインの生き方は、シャーリーにとっては受け入れられない生
き方であり、シャーリーはキャロラインの生き方を、
（

you little, silent, over-modest thing;

248）
. といって、小さくて、おとなしく、慎ましすぎる女性の生き方として批判し

ている。
ブロンテは、社会的地位を持っている牧師達や助祭達を筆頭に、「男」というだけで社会
の中で優位に立つことができる男性世界の見栄と虚栄を生々しく描き、提示することによっ
て、男性社会の批判を行い、一方で、男性の影響によって、自己抑制や自己犠牲を強いられ
て生きなければならない女性の感情や心の叫び、苦悩をキャロラインの生き方を通して展開
させた。そして、キャロラインとは正反対の、ブロンテ自身が理想としていたのではないか
と考えられるようなもう一人の女性主人公、シャーリーを登場させ、キャロラインの生き方
に関わっていた人達と同様の登場人物の配置、構成をシャーリーの生き方の描写の中でも展
開させる。
２．シャーリー・キールダー
She presented quite a contrast to Caroline:

（ 279）. とあるように、シャーリーはキ

ャロラインとは正反対の女性として描かれている。彼女もまた、キャロラインと同様に外見
の美しさを持っている21歳の女性であり、ブロンテの他の長編小説、三作品（『ジェイン・
エア』
、
『ヴィレット』
（

, 1853）、ブロンテの死後出版の『教授』（

,

1857）
）には見られない登場人物の特徴を持っている。まず、彼女の名前に見られるように、
両親が男の子に付ける予定の名前を女の子が生まれたため、彼女に男の子の名前を与えてい
ることや男性の継承者がいないため、シャーリーが一年に1000ポンドの収益の上がる地所付
の屋敷を所有しているということである。つまり、財産を持ち、人を雇い使うことのできる
女性として描かれているのであり、ヴィクトリア時代におけるアウトサイダー的な女性の登
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場人物の設定である。しかし、そのような権力を持っていることにシャーリー自身満足して
いて、

I can do a good deed with my cash （ 231）. といっているように、人や社会のた

めに役立つことに喜びを感じる女性である。シャーリーの世界観とは、キャロラインが望ん
でいた空間とは違って、人のために何かしたい、というもっと広い空間、つまり、公的な領
域に視点が向けられている。
また、シャーリーは、

Shirley

s head ran on other things than money and position

（ 211）
. とあるように、人一倍強いモラル意識も持っている。彼女のモラル意識とは、シャ
ーリー独特のものである。何故ならば、彼女は、社会的地位においてもジェントルマンでは
ない貧しいロバートのことを、 He looks the gentleman, in my sense of the term, pursued
Shirley, and it pleases me to think he is such

（ 195）. といって、彼をジェントルマン

とみなしているからである。シャーリーのジェントルマンの価値基準とは、一般的に社会の
中でジェントルマンとみなされている価値基準からは異なっている。一般的に、ジェントル
マンとみなされている男性とは、シンプソンがいつも抱いている価値感のようなもの、つま
り、ロバートよりも、オースティンの『自負と偏見』（

, 1813）の冒頭

部分でも繰り広げられているような、多くの財産、土地、准男爵という社会的地位を持って
いる、サー・フィリップ・ナナリー（Sir Philip Nunnely）の方であるだろう。しかし、シ
ャーリーは、サー・フィリップのことを、
estimable, but
me in check

: not in one point.
（

He is very amiable─very excellent─truly
: I will accept no hand which cannot hold

516）
. といい、そして、また、 Neither his title, wealth, pedigree, nor

poetry, avail to invest him with the power I describe. These are feather-weights: they
want ballast: a measure of sound, solid practical sense would have stood him in better
stead with me

（ 517）
. ともいっているように、シャーリーにとって、彼は「いい人」で

しかないのであり、それ以上でもそれ以下でもない存在である。
人のために何かをしたいというシャーリーの願望は、暴徒達による工場主襲撃事件
（Luddite Movement）が至る所で勃発し始めると、ロバートの工場への襲撃を阻止しよう
と、彼女なりの方法で、行動を起こし始める。それは、シャーリーが、自らのお金300ポン
ドを差し出し、貧しい人達を救うことによって、暴徒達の行動を抑制しようというものであ
った。彼女は、自分の計画を実行するにあたり、牧師達と老嬢達を上手に使い、人を動かせ
る能力を持っていることを見せる。
物語では、結局、ロバートの工場は暴徒達の襲撃を受けているが、襲撃される日の夕方に
シャーリーは、ヘルストンから

captain

（

315）. と呼ばれ、彼の銃の使用許可を受け

たり、またロバートの工場 が襲撃を受けてしまった後には、戦い、傷ついた人達を助ける
ために、自ら援助物資をフィールドヘッド（Fieldhead）からロバートの工場まで運んでい
こうとする。つまり、自分の財産を使い、貧しい人達を救おうとする行動力や指導力のある
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シャーリーは、キャロラインとは全く異なった男性的要素を持った女性として描かれてい
る。
また、彼女は、天候によってその姿、形を自由に変える自由の象徴のような「自然」を愛
する女性でもある。キャロラインの部分において言及したように、第18章で見られた場面で
もあるのだが、シャーリーが考える「女」とは、夕方、シャーリーとキャロラインが聖霊降
臨祭と日曜学校の祝宴後に牧師達の説教が行われている教会へ入ることなく、ファレンとジ
ョーに出会う前に、キャロラインと一緒に教会の外で二人の間で交わされた会話の部分から
わかる。二人の会話は、シャーリーが自分の考えるイヴについて話し始める所から展開して
いるが、シャーリーの考えるイヴとは、ジョン・ミルトン（John Milton, 1608-74）が『失
楽園』
（

, 1667）の中で描き出したような、男性に指導してもらわないと駄目

な「女」ではなく、地上に最初に現れた巨人をも生み出す偉大な母親としての存在である
「女」であり、また、神、つまり、「男」とも対等に向き合って話すことができる「女」でも
ある。すなわち、男性と同等の立場にいるか、あるいは男性よりも上の場所に存在する「女」
を意味している。それは、男性によって人生を左右され生きるのではなく、「自然」のよう
に自分の意志でどのようにでも自由に生きていくことの可能な「女」を意味している。
しかし、愛するロバートの家を楽園と考えるキャロラインは、シャーリーの考えるイヴが
理解できずに、彼女に対して、 Pagan that you are!

（ 302）.といったり、

you have

got such a hash of Scripture and mythology into your head that there is no making any
sense of you.

（ 304）
. というのである。つまり、キャロラインのような「時の女性」に

とって、シャーリーの考えるイヴとは、現実味からかけ離れたところに存在しているのであ
り、シャーリー自身が、

I

borrow of imagination what reality will not give me （

286）
. といっているように、ファンタジーの領域にまで達している。
また、第27章でルイスが熱病にかかり、その後、良くなって、彼が家庭教師として復活し
た後、現在の彼の生徒である、ヘンリーが、かつての彼女の家庭教師、ルイの伝言をいいに
来て、シャーリーとルイによるフランス語のレッスンが行われていた場面がある。二人は、
シャーリーがルイに以前提出した作文、「最初の女学者」（La Première Femme Savante
［The ﬁrst bluestocking］
）についていいあっていたのだが、シャーリーは、その作文を
rubbish

（ 452）
. といって非難している。何故彼女が非難したかというと、ヘンリーの

勉強部屋で行われたルイによる「最初の女学者」の暗唱は、ルイ、つまり、男性によって出
された課題であり、男性によって語られていることに関係しているからと考えられる。この
暗唱された話の内容とは、女性が慰め手である神、つまり、男性の力によって救われ生きる
ことができるという物語となっている。シャーリーは、ルイに対して、
correct that composition,

I never could

Your censor-pencil scored it with condemnatory lines,

whose signiﬁcation I strove vainly to fathom

（ 457）. といっているように、彼女は男性
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の力によって幸せになる女性の生き方を好んでいないことがわかる。要するに、シャーリー
の生き方の中心となっているのは、誰からも拘束されることのない自立した女性として生き
ることである。そして、このようなシャーリーの人生観は、彼女の結婚観にまで影響を及ぼ
し て い る。 彼 女 の 結 婚 観 と は、 彼 女 が、 I could never be my own mistress more. A
terrible thought! ─ it suﬀocates me!

（ 204）. といっているように、結婚によって女性が

自立した人間でなくなることを恐ろしいことのように考え、 bondswoman （

568）. にな

ることを拒絶しているように、結婚に対し前向きでないことがわかる。
しかし、男性的イメージを持つシャーリーにも、女性らしさで満たされていたキャロライ
ンが反逆精神を若干持っていたように、女性らしい部分も一方で見ることができる。それは、
物事をありのままに見ることのできるルイにとっては冷静に判断できたことであるが、完全
に男ではないシャーリーにとっては死をも覚悟させたことであった。シャーリーは、サム・
ウィン（Mr Sam Wynne）のポインターの一頭の犬、フィービー（Phoebe）に噛まれたこ
とから、狂犬病にかかり、死に至る、という一連の流れを勝手に頭の中で想像し、創り上
げ、実際に遺言状まで作ってしまったことである。そのようなシャーリーの行動は、シンシ
ア・イーグル・ラセット（Cynthia Eagle Russett）が、次のように述べていることに当て
はまる。
:

women do not extend their reasoning beyond the range of the visible world.

Nor do they make any great or daring excursions into the regions of fancy.

In

men, intellect predominated over feeling; in women, the reverse: It is almost an
axiom that women are guided by feelings, whilst men are superior in intellectual
concentration.

12

つまり、シャーリーの思考経路は、まさしく「女」の感情による支配の影響を受け、そのと
おりに行動していることから、シャーリーの完全には男になりきれない女らしい一面が見え
る。キャロラインがロバートの愛情の欠如を感じ取ると、孤独になり精神的に鬱状態になっ
ていったように、彼女も些細なことによって、物事を悪い方向へと考えてしまう女性の精神
的弱さの傾向を見せる。
「男」であるルイが、シャーリーに起こった問題を論理的に考え、
行動し、解決したことに対して、彼女がしていたこととは、腕にできた傷にアイロンをあて、
傷を焼ききったことだけで、他には何も、問題解決に至るようなことをしていない。シャー
リーは、表面上、誰に対しても

I am perfectly well: I have not an ailment （ 465）. と

いい、元気な様子を見せながらも、辛くなると、誰にも弱い自分を見せたくないために、自
分の部屋に避難したり、雌の愛馬ゾーイ（Zoë）に乗って、荒野へ出かけてしまっている。
つまり、シャーリーの行動は、完全には「男」ではない「女」の能力の限界を示しているの
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である。結局、ルイ、つまり、
「男」の力によって、シャーリーは狂犬病の問題から救われ
ている。
ルイとは、ロバートの弟であり、ロバートのように外見的な美くしさは持っていないが、
豊富な知識を蓄えていて、シャーリーとは、彼女が小さい時にフランス語の家庭教師をして
いた間柄の男性である。シャーリーとルイの間柄は、ブロンテ作品の特徴である教師と生徒
の関係から愛に発展するというパターンが彼らの男女間にも見られる。
ルイにとって、シャーリーは彼が家庭教師の頃から長い間特別な存在であったと思われ
る。それは、シャーリーがすでに捨てられていたと思っていたフランス語の習字帳をルイが
シャーリーと再会するまで持っていたことからもわかるし、また、彼が今、家庭教師をして
いるヘンリーに対して決して叱りたいとは思っていないといっているのに対して、シャーリ
ー に は、
lectures

She

would just give me something to do; to rectify: a theme for my tutor-

（ 489）
. といって、お説教することに喜びを見せていることからもわかる。そし

て、ヘンリーがルイに、

You never call me your dearest pupil!

（ 450）. といい、自分

が最愛の生徒になりたいことを間接的に伝えようとしても、ルイは、

No, nor ever shall

（ 450）
. ともいっているように、ルイにとって、最愛の生徒は、シャーリーただ一人であり、
彼女は昔も今も特別な存在なのである。
シャーリーのルイに対する態度は、初めのうちはぎこちなさもあったが、次第に彼との
度々、ヘンリーをはさんで行われるフランス語の授業のようなスタイルによって、親密な関
係へと発展していく。キャロラインはシャーリーのことを、何も隠し事をしない女性である
と思っていたのだが、ルイがフィールドヘッドで家庭教師をしていたことを自分に教えてく
れなかったことから、キャロラインがシャーリーに問い詰めた時、シャーリーは、 I
never made it a secret: I had no reason for so doing. If you had asked me who Henry s
tutor was, I would have told you: besides, I thought you knew

（ 426）. と答えたにすぎ

なかった。しかし、このシャーリーの返答は、彼女のいいわけである。何故ならば、彼女の
本心は、

I may be communicative, yet know where to stop. In showing my treasure, I

may withhold a gem or two ─ a curious, unbought, graven stone ─ an amulet, of whose
mystic glitter I rarely permit even myself a glimpse. Good-day

（ 422）. といっているよ

うに、自分にとっての宝物は一つか二つは隠すかもしれない、といっているからである。つ
まり、シャーリーにとって、ルイは大切な宝物であることがわかる。それ故、シャーリーは、
キャロラインに、ルイの存在を隠していたのである。また、シャーリーは、自分の結婚相手
の理想の男性について、

My husband must be thirty, with the sense of forty

（ 516）
.

といって、ルイのことをイメージさせる。彼も当時30歳であった。ルイにとって、シャーリ
ーが特別な存在であったように、シャーリーにとっても、ルイは特別な人である。
シャーリーは、結婚することによって自立した人間でなくなることを恐ろしいことのよう
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に考え、自分の持っている権力を公的な領域で発揮できることに喜びを感じていながらも、
一方で、

A while ago, you wanted much to know whom I meant to marry: my intention

was then formed, but not mature for communication;

（ 589-90）. と朝食の間で交わさ

れたシンプソンとの会話からわかるように、彼女の頭の中には、「結婚」という人生の選択
肢も存在していたことがわかる。
シャーリーが理想とする結婚相手とは、彼女が、
esteem─to admire─to love

（

Before I marry, I am resolved to

441）. といっているように、また、 One whose control

my impatient temper must acknowledge. A man whose approbation can reward─whose
displeasure punish me. A man I shall feel it impossible not to love, and very possible to
fear

（

516）
. ともいっているように、相手を尊敬できて、自分をコントロールできる男

性でなければならないのである。そして、そのような、シャーリーが理想とする結婚相手の
条件に該当する男性に、ルイが当てはまると考えられる。
シャーリーは、ルイが彼女の家庭教師をしていた頃から、彼に対して若干尊敬を抱いてい
たし、また、フィービーに噛まれたことから狂犬病になったかもしれないと考えるに至った
狂犬病疑惑問題で悩んでいた時にも、ルイが彼女の心を開かせ、指示を与え、その問題を解
決に導いていた。つまり、彼女をコントロールしていたといえる。以前から彼を好きであっ
たシャーリーは、ルイからプロポーズをされた時、結果として、彼からのプロポーズを受け
入れている。
しかし、シャーリーがルイからのプロポーズを受け入れた時、彼に対して

And are we

equal then, sir? Are we equal at last? （ 585）
. といったり、 Be my companion through
life; be my guide where I am ignorant: be my master where I am faulty; be my friend
always!

（

587）
. ともいっていることから、彼女は、階級や財産、性別による役割、とい

った社会的価値のあるものに左右されての結婚を望んでいるのではなく、その人の考え方や
意見、つまり、人間性に惹かれてお互いが結びつく、純粋に愛によって結ばれる男女平等の
立場での結婚を求め、重視していることがわかる。それは、キャロラインが愛するロバート
のために自分の全てを捧げ、彼のために生きたいと思い、結婚したこととは意味が異なる。
シャーリーは、結婚することによって社会的地位は男性の支配下に入ることを理解している
ものの、世間の中産階級の男性達が理想と考える女性像、 a half doll, half angel （

333）.

のように、男性のためだけに生きるのではなく、きちんと意見を持った一人の人間として、
男性と同等の立場で扱ってもらいたい、と願っていることがわかる。シャーリーは、ルイか
ら の プ ロ ポ ー ズ を 受 け 入 れ た 後 で さ え、
leopardess is tameless,

You name me leopardess: remember, the

（ 586）
. といって、彼に警告を与えている。

シャーリーは、一日一日、一週一週、一月一月と結婚の日を延ばしていったが、しかし、
ついに打ち負かされ拘束されると、憔悴していった。そして、結婚式後の彼らの生活におい
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ては、妻となった、 Mrs Louis （ 607）.は、夫、ルイをさらに男らしい男性に育て上げよ
うとし、19世紀のエリス夫人（Mrs Sarah Stickney Ellis）が、
「夫に対する態度」
（Behavior
to Husbands）という章の中で、次のように述べているように、ルイの愛を失ってしまうか
もしれない、という彼女の恐怖心から自分の能力を隠していたとも考えられる。
In the case of a highly-gifted woman, even where there is an equal or superior
degree of talent possessed by her husband, nothing can be more injudicious, or
more fatal to her happiness, than an exhibition even of the least disposition to
presume upon such gifts. Let her husband be once subjected to a feeling of
jealousy of her importance, which, without the strictest watchfulness, will be
liable to arise, and her peace of mind and free agency are alike destroyed for the
remainder of her life; or at any rate, until she can convince him afresh, by a long
continuance of the most scrupulous conduct, that the injury committed against
him was purely accidental, and foreign alike to her feelings and her inclinations.

13

しかし、後に、彼女がいった言葉、 Louis, she said, would never have learned to rule, if
she had not ceased to govern: the incapacity of the sovereign had developed the powers
of the premier

（ 600）
. によって、キャロラインがロバートを育て上げたように、彼女も

ルイを自分の理想とする男性へと育て上げようとしていたことがわかる。何故ならば、誰か
に指示を求められた時のシャーリーの返事はいつも、

Go to Mr Moore; ask Mr Moore,

was her answer when applied to for orders （ 600）. であったからだ。つまり、表面的に
は見えない力で、影のような存在で、彼をコントロールしていたのである。そのことからも、
彼女はルイと同じ立場、つまり、男女平等の立場の中で生き、自分の考えや意志に基づき行
動していた、ある意味、自立した存在であった、と考えられる。
おわりに
ブロンテは、
『シャーリー』の物語の結末を、 The story is told. I think I now see the
judicious reader putting on his spectacles to look for the moral. It would be an insult to
his sagacity to oﬀer directions. I only say, God speed him in the quest! （ 608）. とし、オ
ープン・エンディングにしていながらも、彼女自身が第37章で、 You might have liked it
［pursuing, catching, and bringing to condign punishment the would-be assassin of Robert］
,
reader, but I should not: I and my subject would presently have quarrelled, and then I
should have broken down: I was happy to ﬁnd that facts perfectly exonerated me from
the attempt. The murderer was never punished;
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（ 596-7）. と述べているように、物語

の主題はラダイト運動の影響によるロバートの暗殺でないことが示されている。つまり、ブ
ロンテが『シャーリー』の中で描きたかったのは、W. S. ウィリアムへの手紙の中で述べて
いるように、 the condition of women

question.

14

であった。すなわち、社会における女

性達の状況、生き方に興味、関心があったのであり、『シャーリー』の主題は、女性達の生
き方に焦点が当てられている。
『シャーリー』の作品構成においては、最初の部分（はじめに）でも述べたように、キャ
ロラインとシャーリーの生き方の描写における登場人物の配置が同じように設定されていな
がらも、二人の生き方は、二項対立を成して描かれていた。シンデレラとなったキャロライ
ンの生き方には、彼女の周りにいた男性達の生き方、キャロラインによって成長し、また、
彼女と結ばれたロバート、そして、キャロラインとロバートの恋のキューピッド役としての
子供、マーティンの配置と、一方、男性の仮面をかぶったシャーリーの生き方には、社会的
価値観に縛られたシンプソンの生き方と、シャーリーと結ばれたルイ、そして、シャーリー
とルイの間にいつもいた子供、ヘンリーの配置である。それらは、彼女達の生き方が、二項
対立に描かれてはいるものの、キャロラインとシャーリーは、お互いに重なる部分も持って
いることがわかる。キャロラインの生き方がほとんど受動的でありながらも、唯一、聖パウ
ロの言葉の解釈（
『テモテへの手紙１』の２章）をめぐって、ジョーに対して反抗的意見を
いった時に、シャーリーのような男性的な一面を持っていることを見せ、また、シャーリー
の生き方では、男性らしく、男性と同じ立場で物事を処理していくことを望んでいながらも、
フィービーに噛まれたことから狂犬病になったかもしれないと考える、キャロラインのよう
な女性らしい精神的弱さを見せている点である。そして、キャロラインもシャーリーも最後
に結婚をするという同じ結末を見せている。
しかし、このように彼らがお互いに重なる部分を提示していながらも、キャロラインの生
き方からわかることは、彼女がシャーリーの生き方を批判することはなく、何か次の新たな
行動に移ろうとしている時はいつもシャーリーの意見を重視し、彼女の意見に従っているこ
とである。つまり、キャロラインの行動は、シャーリーを通してしか実行されていない。キ
ャロラインが家庭教師になりたい気持ちを辞めてしまったのも、プライア夫人の影響がある
と は いえシャーリーが関係していた。一方、シャーリーは、キャロラインの生き方を、
Wonderfully self-supported you look, you solitude-seeking, wounded deer

（ 247）. と

いって批判しているように、キャロラインのような生き方を好んではいない。つまり、キャ
ロラインの生き方は、女性らしい弱さをも兼ね備えているシャーリーの中に入ってしまうの
で あ り、 そ れ は、 ギ ル バ ー ト（Sandra M. Gilbert） と グ ー バ ー（Susan Gubar） が
Shirley is Caroline s double,

15

と指摘しているように、シャーリーの生き方の中にキャロ

ラインの生き方が要素として全て入ってしまうことがわかる。ブロンテは、二人の女性主人
公の生き方を二項対立に展開させながらも、一方の項の中に他の項の要素を組み入れること
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によって自分の理想とする女性の生き方を強調しようとしたのである。すなわち、キャロラ
インの要素を兼ね備え、男女平等の立場を尊重して結婚し、生活をするシャーリーの生き方
の方が、ヴィクトリア時代の「待つ女」としての生き方しかできなかったキャロラインをも
超越しているという点で、ブロンテの理想の女性であると考える。
注
Jacob Korg, The Problem of Unity in

1

,

, ed.

Eleanor McNees（East Sussex: Helm Information Ltd, 1996）488-96.
Charlotte Brontë, To G. H. Lewes, 6 November 1847,

2

, ed. Margaret Smith, vol. 1（Oxford: Clarendon P,
1995）559.
メロドラマ（Melodorama）とは、本来、演劇で使用される言葉であるが、ここでは、登場人物

3

に陰影がなく、プロット（PLOT）の展開が強引であり、センセーションを狙った小説を意味す
る。
4

ルイの立場を示す時に使用する家庭教師という言葉は、チューター（tutor）の意味で使用する。

5

Charlotte Brontë, To G. H. Lewes, 6 November 1847,
, ed. Margaret Smith, vol. 2（Oxford: Clarendon P,
2000）237.

6

Brontë,

7

vol. 2 237.

ibid, 237.

8

Charlotte Brontë,

, ed. Jessica Cox（1849; London: Penguin Classics, 2006）95-6. 尚、こ

れ以後、頁の前に、 と記してある引用文は、全てこの本からの引用である。
Colette Dowling,

9

（New York:

Summit Books, 1981）16.
10

キャロラインの生き方を述べる時に使用する、家庭教師という言葉は、ガヴァネス（governess）
の意味で使用する。

11

コヴェントリ・パトモア（Coventry Patmore, 1823-96）の詩集のタイトル『家庭の天使』
（
）に由来する。彼が 、「妻の悲劇」（ The Wife s Tragedy ）の中で Man
must be pleased; but him to please［i］s woman s pleasure;

（Coventry Patmore,

（1854; United States: Kissinger Publishing, 2004）49. ）と書いているように、当
時女性は、男性を癒し、喜ばせ、また人形のように性的欲求もない存在として、男性が理想とす
る女性像を家庭にいる天使というイメージと結びつけたことによる。女性はよき妻やよき母とし
て、自己犠牲をし、家庭を守る生き方が推奨された。
12

Cynthia

Eagle

Russett,

（Cambridge: Harvard UP, 1989）18.
13

Mrs Sarah Stickney Ellis,
（1843; United States: Kissinger Publishing, 2007）37.

14

Charlotte Brontë, To W. S. Williams, 12 May 1848,
, ed. Margaret Smith, vol. 2（Oxford: Clarendon P,
2000）66.
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15

Sandra M. Gilbert, and Susan Gubar,
（1979; New Haven: Yale UP, 2000）382. 尚、ギルバートとグー
バーがどういう意味でダブル（double）という言葉を使用したのかは、明確にはわからないが、
一般的に、分身という意味で解釈されている。
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Cambridge:

『シャーリー』におけるシャーロット・ブロンテの理想とする女性

Charlotte Brontë s Ideal Woman in
：
From the Viewpoint of the Binary Opposition
HASHIMOTO, Chiharu
A lot of critics regard

（1849）of Charlotte Brontë（1816-55）as a failure because of

a lack of unity. However, this thesis treats

with the opposite stand, as an excellent

work, and by examining the description of the lifestyles of two heroines, Caroline Helstone
and Shirley Keeldar, Brontë s intention in

will become clear.

To clarify Brontë s intention, the focal point is based on the research of the lives of the
two heroines. One of the heroines, Caroline, is basically depicted as a womanly woman.
Her wish is to marry a man. On the other hand, the other heroine, Shirley, lives mostly
as a manly woman, and she refuses to marry because she fears that she will lose not only
all her fortune and authority but also to be an independent woman by marriage. In short,
these two heroines are described in the style of a binary opposition in
However, Brontë ends

.

with the description of the two heroines married lives.

Furthermore, she also gives diﬀerent meanings to them. By showing the diﬀerence in
their married lives, Brontë tries to emphasize an ideal woman s lifestyle. Her ideal
woman s lifestyle presented in

is not Caroline s lifestyle, a typical middle-class

woman s lifestyle in the Victorian era but Shirley s lifestyle, in which gives the equal
positions to men and women have equal position in their married lives.
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