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序章
以前、ロレンスの短編集「バラ庭の影」
、から女のヒステリーを「僕に触れたのはあなた」、
「馬仲介の娘」で接触問題が引き起こす摩訶不思議な心の変遷を取り扱った。そして今回、
短編の欠片を寄せ集めた集大成ともいっても過言ではない長編『チャタレイ夫人の恋人』を
精読、分析していきたいと思う。言わずもがなロレンスの代表作であるが、過去には卑猥文
学、ポルノ作家とレッテルを貼られ、発禁処分、チャタレイ裁判など容赦なく降りかかる不
運に見舞われた不朽の名作である。その証として当時、伊藤整では完訳が避けられ肉体的な
描写を欠落した無難な形で出版されていたが今日、世界で最も誤解されている古典作品とし
て名が挙がりロレンスの読み直し、再評価が進められている。その証として伊藤整の息子、
伊藤礼が父親の訳を引き継ぎながら完訳を成し遂げた。確かに完訳版『チャタレイ夫人の恋
人』には性描写が赤裸々に語られているので刺劇的でないと言えば嘘になってしまうが、男
女の肉体関係の一部始終のみを纏めたものではないのだ。誤解の発端となっているのは不倫
を大きく掲げ上げたことにあるのだがそもそも、この作品が不倫を肯定しているわけではな
い。ただ家父長社会で抑制された女性の苦しみを露呈するために「不倫」という媒体を取っ
ただけのことであるのだ。さらに言えばチャタレイ夫人の夫の提案から事件は始まる。
そこで今回、破天荒とされた作品、
『チャタレイ夫人の恋人』と先入観抜きでまっさらな
心でじっと向き合い、そこから発せられる今日にも繋がる主題を考えていくことが今、自分
が果たしたいことだと思い、この作品を取り上げた。研究の段階としては、まず作品内での
登場人物の立場を把握していくことが要となる。男女の機微が曖昧なニュアンスで表現され
ているからだ。主な登場人物はチャタレイ夫人の恋人である森番のメラーズ、チャタレイ夫
人であるコンスタンス、その夫クリフォード卿、クリフォードの召使として外部から雇われ
たボルトン夫人である。それ以外にしばし登場するのがコンスタンスの姉ヒルダ、父のマル
カム卿、そして終盤、厄介者としてモンスター的な役割を果たす森番メラーズの妻のバーサ
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クーツである。この夫妻は今、別居状態にある。
これらを踏まえた上でコンスタンスの生きざまを描いた作者の深層心理を探りながら最終
的にロレンスはセックスをどのように定義し、
「他者との一体化」を位置付けたのか。そこ
に行きつくまで、主要となる部分を抜粋しながら熟慮していきたいと思う。その際にコンス
タンスが生きる上で障害となる男性支配システムにも眼差しを向けながら、
当時の階級制度、
結婚など、知らないうちに女性を抑圧していた現状を物語空間から引き出しその偏狭的な世
界についても述べていきたいと思う。そして最終的には今日にも残っているジェンダー問題
について考えていきたい。

第１章
第１章では、家父長社会で劣性の立場に強いられた当時の社会状況とその支配システムに
苦しむコンスタンスの葛藤を作品内から抜粋し、検討していきたい。

１、結婚に至るまで
「現代は本質的に悲劇の時代である。
」これは、
『チャタレイ夫人の恋人』冒頭部分だ。雲
行きの怪しい気配が感じられる。コンスタンスーチャタレイは才色兼備な父マルカム卿と熱
い社会主義者である母との間に次女として生まれた。長女はヒルダで、コンスタンスの二つ
上である。彼女たちは、父の教育方針のもと、ドイツのドレスデンに送られて、そこで「自
由」を与えてもらった。気ままに男子学生たちと議論し合ったり、音楽を奏であったり、何
にも捕らわれない自立した生活を思う存分堪能していた。言葉の交わりを超えた関係を男子
学生たちは求め、彼女たちは拒むことなく彼らに捧げた。コンスタンス 18 歳の時である。
間もなくすると戦争が勃発し、
彼女たちの恋人は戦死した。衝撃的な事実ではあったが時が、
彼らの存在を忘れさせてくれた。
彼女たちはロンドンに戻り、そこで、ヒルダはケンブリッジ大学出身の若者と結婚し、コ
ンスタンスはクリフォードチャタレイと親しくなり、大戦の休暇で帰還したときにコンスタ
ンとクリフォードは入籍しひと月の蜜月を共にするが、ハネムーンに永遠はないことを思い
知らされるのだった。大戦の最中、下半身に重症を負い瀕死の状態で帰宅したのだった。治
療の効果もあり大事にはいたらなかったが、下半身は無感覚のままであった。動かせないの
だ。すなわち性的不能に陥ってしまったのだ。この事実にクリフォードの父ジエフリー卿は
深い悲しみを覚え、
そのまま息絶えてしまう。
さらに、
負の連鎖とでも言うべきか、
クリフォー
ドの兄ハーバードも戦死してしまっている。後継ぎとして名前が挙がるのは、下半身麻痺の
クリフォードしかいない状況下でコンスタンスは身体的にも精神的にもくたびれ始める。
後継ぎを余儀なくされたクリフォードは、コンスタンスと共にテバーシャル村を超えたラ
クビー邸に戻る。そこでは、労働者階級との交流は一切関わることはなく、階級社会に媚び
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ていた。村全体は暗澹たる空気を醸し出していて、硫黄や石炭の匂い、庭に降り注ぐ煤など
産業社会で汚染された社会であった。

２、ラクビー邸での暮らし
クリフォードが受けた傷は身体のみならず、心の方にも影響を及ぼした。コンスタンスは、
人間が傷を身体的な傷を負い、自身のプライドが崩壊していく過程を長期的に眺めている。
And dimly she realized one of the great laws of the human soul: that when the
emotional soul receives a wounding shock, which does not kill the body, the soil
seems to recover as the body recovers. But this is only appearance. It is really only
the mechanism of the re-assumed habit. Slowly, slowly the wound to the soul begins
to make itself felt, like a bruise, which only slowly deepens its terrible ache, till it fills
the entire psyche. And when we think we have recovered and forgotten, it is then
that the terrible after-effects have to be encountered at their worst.（p.51）
肉体が死滅しない状態で、心のひだを切り裂かれた人間は、体が回復するとあたかも心の
傷も完治したかのように見えるがそれは錯覚であり、特にクリフォードのように性的不能と
いう男失格のようなレッテルを貼られた場合、それに耐え抜くだけの魂は存在しておらず、
皮肉にも体が回復に進めば進むほど魂は萎えていく。そして、はたから見れば元気に見えて
もそれは表面的なことでしかなく、
心の深淵に出来た傷は益々重くなっていくのだ。さらに、
時がたち、忘れたころに性的不能という現実を思い出し発作的に情緒不安定になり、浮き沈
みが激しくなる。この事実に直面したとき妻コンスタンスの精神にも、夫の内的恐怖、虚無
感が感染し、取り留めもなくなるのだ。
このような状況下でもクリフォードに希望の光がひとつ残されていた。
それは執筆作業だ。
コンスタンスと共同で作業を行った。幸運にもクリフォードは文字の世界で成功を博し、知
名度も上がってきたのだ。コラム誌に取り上げられ、もてはやされることも珍しくなくなっ
てきたが、ある日、王立芸術院の会員であるコンスタンスの父マルカム卿が、彼の作品が世
間でどれだけ騒がれようとも、父の心に何も響かず、その中身は薄っぺらで空っぽであると
宣言する。さらに追い打ちをかけるように、娘とその夫に「半処女」でも構わないのかと痛
烈に批判する。精魂こめて楽しく作業をクリフォードと成し遂げていたつもりだったが、コ
ンスタンスはこの父の言葉により夫とは極めて親密でありながら全く触れあうことがないこ
とに気付かされたのだった。実質、蜜月でもコンスタンス夫妻の肉体関係の描写は存在して
おらず性を超越したプラトニックな間柄であったように仄めかされている。娘の生活の本質
を見抜くマルカム卿には透徹した洞察力が備わっており娘の将来を暗示しているようなある
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種、魔術師のような役割を果たしている。事実コンスタンスが周囲と隔離されているが故に
起こっている心理的不安と身体的孤独を言い当てており、コンスタンスが今ラクビー邸で生
きている状況と重なっている。次第に作家仲間や、知識階級で羽振りをきかせている客がラ
クビー邸にやって来るようになり、コンスタンスは彼らを建前上もてなす。そして彼らは、
セックスとは、成功とは、そして世界情勢についてなど多岐にわたり激しい議論を展開する
のだった。客の一人で軍隊に居座っているトミーデュークスが啖呵を切った。
That's what sex is to you...a vital little dynamo between you and Julia, to bring
success. If you began to be unsuccessful you'd begin to flirt, like Charlie, who isn't
successful. Married people like you and Julia have labels on you, like travelers' trunks.
Julia is labelled MRSARNOLD B. HAMMOND--just like a trunk on the railway that
belongs to somebody. And you are labeled ARNOLD B. HAMMOND, C/o MRS
ARNOLD B.HAMMOND. Oh, you're quite right, you're quite right! The life of the
mind needs a comfortable house and decent cooking. You're quite right. It even needs
posterity. But it all hinges on the instinct for success. That is the pivot on which all
things turn.
Hammond looked rather piqued. He was rather proud of the integrity of his mind,
and of his NOT being a time-server. None the less, he did want success.（p.32）
トミーデュークスは、セックスは男が成功して出世していく上での発電機のような存在で
あり、うまい飯と家庭、そして子孫を残すことが男のステイタスで、成功への本能にはセッ
クスが深く絡み、女性なしでは成功はあり得ないと発言する。この視点は一見、女性の存在
価値を認めているようにみえるが、裏を返せば女性という存在は男性が出世するための利用
する上で恰好の鴨であり、そして男女間のセックスは小間使いにすぎないと上から目線で
語っているようにも聞こえる。特に、
「家庭」という言葉を用いることで、女性に内部に留
まるように仕向けており、自分の子孫を残すために子供を産むことが女性に課された当然の
義務であることを暗示している。数年前、自民党の柳澤伯夫が少子化について語った際に、
女性のことを「産む機械」と問題発言したことが記憶に新しい。世代が変わってもトミー
デュークスの持論は現代にも残念ながら根強いており文字通り「家内」であることを女性に
期待している。一方、クリフォードはと言えばセックス抜きの精神婚の立場なのでトミー
デュークスと比較するとクリフォードは生殖行為に関しては無力、無能で、一般社会から疎
外されたアウトサイダーであることが顕著となる。
このように虚しい言葉だけが飛び交い頭だけで冴えた表面的なつまらない議論にもコンス
タンスは付き合わなければならない。
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The four men smoked. And Connie sat there and put another stitch in her
sewing...Yes, she sat there! She had to sit mum. She had to be quiet as a mouse, not
to interfere with the immensely important speculations of these highly-mental
gentlemen. But she had to be there. They didn't get on so well without her; their
ideas didn't flow so freely. Clifford was much more hedgy and nervous, he got cold
feet much quicker in Connie's absence, and the talk didn't run……..
'There are nice women in the world,' said Connie, lifting her head upend speaking
at last. The men resented it...she should have pretended to hear nothing. They hated
her admitting she had attended so closely to such talk.（p.35）
コンスタンスが「世界には素敵な女性はいるわ」と水を差すと場は静まり返る。そばにい
るにもかかわらず、言葉を挟むのはタブーなのだ。クリフォードを始め他の男たちは、コン
スタンスに沈黙を守ることを暗黙のうちで強要している。かといってコンスタンスが席を外
し、姿が見えなくなると議論ははかどらなくなり、男たちはしどろもどろし始める。彼女は
同席を求められながら発言を許されない服従的な存在であると同時に、場を盛り上げるため
の必要不可欠な存在である。つまり、コンスタンスは男たちの議論という名のパフォーマン
スを黙って視聴する観客の役割なのだ。退屈な議論にも耐えただひたすら押し黙らなければ
いけない背景に女性に自己主張の場を与えない男性側の差別的見解が伺える。
とどのつまり、
コンスタンスはショーウインドウ越しのマネキンに過ぎず、男の飾りものであることを余儀
なくされている現状がこの議論の風景から推し量れる。さらに、前後するが、コンスタンス
はクリフォードの執筆作業の手伝いの際に筆を握った描写はなかった。時は遡るが、ルネサ
ンス時代には女性が筆を持つことが毛嫌いされ、また舞台に役者として立つことができな
かった。自己表現の機会を与えまいとした歴史的背景がルネサンス時代から継続しているの
だ。女性が社会に進出することを猛烈に拒絶していた男性たちが作り上げた父権制社会でコ
ンスタンスは窮屈な思いを強いられる。
「貞節」
、
「寡黙」
、
「従属」といったジェンダー論は
結婚システムにも影響を及ぼす。
さて、ラクビー邸での客が皆、トミーデュークスのような横柄な人物かと言えばそうでは
なく、マイクリスという遠慮がちでどこか母性本能をくすぶる人間もしばしラクビー邸に
やって来た。マイクリスは劇作家として成功を収めており、皮肉った社会劇を書くことで有
名であった。
直感で、マイクリスとコンスタンス両者共々好意をいだいていることを感じ、ふたりは結
ばれる。だが、その関係はまるで母が子をあやすようなものであり、身体的刺激は得られて
も、両者の感動には微妙なズレが生じていた。このことに気付きはしたものの今まで得られ
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なかった快楽を感じることでコンスタンスは以前より精力的に夫の執筆作業に取り組むよう
になった。クリフォードはコンスタンスの快活さから、
かなりの想を得て作業もはかどった。
なぜこれほどコンスタンスが変化したのかクリフォードには解明できなかったが、もし、そ
の原因が分かったとしても彼は何も咎めなかっただろうとコンスタンスは推測している。な
ぜなら、夫クリフォードは自分の成功のためならたとえ妻コンスタンスが他の男と寝ていよ
うが構わないからだ。自分の名誉のためなら手段を選ばない。このようなクリフォードの機
械的な素性をコンスタンスは見透かしているのだ。そしてこの直感は、後に、予想をはるか
に上回る形で的中することになる。
マイクリスはクリフォードの宣伝の話し合いを兼ねて再びラクビー邸にやって来る。コン
スタンスは久しぶりにマイクリスの作品に感動を覚え、マイクリスにもその感動が伝わった
ようだった。が、マイクリスの作品に感動を覚えながらも中身が伴わない空虚さを感じ取っ
ていた。そしてその日二人は関係を持たなかった。そのことに苛立ち、思い切って愛を形に
しようとしてマイクリスはクリフォードとの離婚を前提にコンスタンスに結婚を申し込む。
コンスタンスはマイクリスの飛躍した提案に呆れ、具体的にどのような幸せを提供してくれ
るのか冷やかに聞く。
'And what sort of a good time?' asked Connie, gazing on him still with sort of
amazement, that looked like thrill; and underneath feeling nothing at all.
'Every sort of a good time, damn it, every sort! Dress, jewels up to apoint, any
nightclub you like, know anybody you want to know, live the pace...travel and be
somebody wherever you go...Darn it, every sort of good time.'（p.55）
マイクリスが定義する幸せとは、衣装、宝石、旅行、というようなコンスタンスが辟易し
ている物質主義だ。結局、マイクリスも知識階級の人間でありクリフォードのように名誉を
一番に重んじるタイプであることを実感させられる。コンスタンスはこれらの言葉を聞いて
心が空っぽになった。その晩、もう一度マイクリスと関係を持つが彼はすぐ喜びに達し、ま
るで小さな子供のようにコンスタンスの上で疼いた。すると、彼の口から思いも寄らぬこと
が告白される。
'You couldn't go off at the same time as a man, could you? You'd have to bring
yourself off! You'd have to run the show!'…..……..'But don't you?' she insisted.
He avoided the question. 'All the darned women are like that,' he said.‘Either they
don't go off at all, as if they were dead in there...or else they wait till a chap's really
done, and then they start in to

bring themselves off, and a chap's got to hang on. I
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never had a woman yet who went off just at the same moment as I did.'
'But you want me to have my satisfaction too, don't you?' she repeated.
'Oh, all right! I'm quite willing. But I'm darned if hanging on waiting for a woman to
go off is much of a game for a man...'
This speech was one of the crucial blows of Connie's life. It killed something in her.
（p60-1）
同時に快楽を共有出来ないことをなじる様にコンスタンスに告げ、悪いのはコンスタンス
の経験不足と言わんばかりに自己中心的に理想論を述べる。男が忍耐を強いられるセックス
は正しくないと心が凍てつくほど残酷で非人間的な口調で自分を正当化しているマイクリス
にコンスタンスは戦慄を覚える。ここで、先ほど述べたジェンダー論がここでも通底する。
女性の美徳は「忍耐、貞節、寡黙」とされた当時、男を喜ばせるのは女の役目であることを
マイクリスは語りたがっている。この章から上流階級の実体のない精神生活に矛盾を感じた
コンスタンスは頻りに、
“Nothing”,“forlorn”を連呼している。ラクビー邸にやって来る
男たちはクリフォードの類なのだ。つまり虚栄心の塊で出来ており他者に対しての優しさの
欠片など微塵もない。コンスタンスがマイクリスと築いた関係で“play”は虚構を意味し、
“sex”は虚無を指し、そして最終的には無に帰す“nothing”を思い知らされたのだった。
全てが虚構から作られ、偽りの言葉、社交辞令での表面的な親密さなど、空虚な世界である
ことをコンスタンスは悟るのであった。
“A display! a display! a display!”
（p.53 ）とコンス
タンスが叫んでいるように今、自分が存在する世界は見せかけの“show”にすぎないこと
を痛感するのだった。
All the great words, it seemed to Connie, were cancelled for her generation
…….Home was a place you lived in, love was a thing you didn't fool yourself about,
joy was a word you applied to good Charleston, happiness was a term of hypocrisy
used to bluff other people……husband was a man you lived with and kept going in
spirits. As for sixth last of the great words, it was just a cocktail term for an
excitement that bucked you up for a while, then left you more raggythan ever.
Frayed! It was as if the very material you were made of was cheap stuff, and was
fraying out to nothing.（pp.65-6）
この抜粋から、彼女かいかに実体のない空っぽな毎日を過ごしているかが感じられる。だ
がこれらの引用箇所はコンスタンスが実際言葉にして発したものではないことを予め断って
おく。

─ 373 ─

フィクションを作り出す劇作家マイクリスとの出会いで一時的には身体的な感覚、母性、
同情心と、人間らしさを取り戻せるかもしれないわずかながらの希望の光も、空中崩壊し男
の「自己満足」という名の幻滅と共にその明りは消え去った。そして、再び暗闇の世界へと
逆戻りになるのであった。
ある日森へ散歩に行きたいというクリフォードの提案に乗り、気は進まなかったがお供す
ることのなったコンスタンスは、夫の伝統と形式を異様なまでに気にしていることを会話か
ら察した。と、いうのも、森は父ジエフリー卿から維持してきたものであり、今後も死守し
ていかなければならないという強い義務感を醸し出していたからだ。伝統や形式に絶えず縛
られているクリフォードに、後継ぎになる子供は精神的に悩ませるものであり、そのことに
取りつかれていた。マイクリスの件で相当堪えたコンスタンスに追い打ちをかけるように奇
抜な考えを言ってみる。
He looked at her steadily, with his full, pale-blue eyes.
'It would almost be a good thing if you had a child by another man, he said. 'If we
brought it up at Wragby, it would belong to us and to the place. I don't believe very
intensely in fatherhood. If we had the child to rear, it would be our own, and it would
carry on. Don't you think it's worth considering?'
Connie looked up at him at last. The child, her child, was just an 'it‘to him. It...it...it!
'But what about the other man?' she asked.（p.45）
クリフォードが自ら他の男と赤子を授かるようにしてはと切り出す。保守的な思考を持ち
ながら度肝を抜くような斬新な考えを軽々と妻に言ってのけるので読者も圧倒される。この
提案は体を売って赤子を授かってこいと言っているのと何ら変わりはなくこの点でコンスタ
ンスを娼婦扱いしていることが見受けられる。クリフォードにとって父権制社会で自己主張
することを許されない女性に劣性の立場を利用する絶好の機会でもあると言えるが、コンス
タンスの肉体を媒体にすることで、
後継ぎを購入する狡猾な手段であることに間違いはない。
「自分は性的不能者である」という負い目から完全に目を背け、自己責任が取れない代わり
に妻コンスタンスを自分の都合のいいように操って自分の立場を守り抜くクリフォードの姿
に男性優位社会で犠牲になっているコンスタンスが影を潜める。それに続くクリフォードの
言い分は、伝統、形式に泥を塗らなければ数回の身体的興奮などなんら支障も出ず、繰り返
し行われる毎日の生活でそれは消え去り元の状態に戻ると、まるで正論を語る弁論家のよう
にコンスタンスに威厳を張って主張する。その背景には庶子の容認も含まれている。
このように、精神生活が腐敗させた代償はあまりにも大きすぎる。子供を一個の商品とし
て勘定し‘it’
扱いするようでは妻に対しても同じように物扱いをしていることが伺える。こ
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のクリフォードの発言を象徴するかのように英国ルネサンス期の演劇に妻に別の男と肉体関
係を持たせその報酬をもらうこと悦に入っていたウイットルという愚かな寝とられ夫が登場
しており金のために妻を一個の商品として扱う信じられない時代が存在していた。無意識に
眠らせていた家父長社会に対する矛盾と、精神生活への従属的な立場に対する憎悪がふつふ
つとコンスタンスの胸にこみ上げてきた。コンスタンスの心の悲鳴が今にも聞こえてきそう
な状況であることに夫は全く気付いてない。
散歩の途中、コンスタンスが夫の発言に身の毛がよだっていた時に、森の中から拳銃を背
負った男が登場する。彼はクリフォードが雇った森番オリバーメラーズであった。決して人
を寄せ付けまいとする孤独な精神が伝わってきた。帰宅後珍しくコンスタンスから積極的に
メラーズの生い立ちなど詳しく尋ねる。が、
クリフォードは快く返答してくれはしなかった。
その理由に労働者階級からの出世美談の全否定が存在する。実はメラーズは過去に社会的に
出世した経歴があり、野卑な妻に手を焼きながらも軍隊に入り、将校の地位を獲得し、他の
将校や文官達からも寵愛された。そしてもとの階級に戻り、クリフォードに雇われて今に至
るのであった。自分よりも階級の低い人間、さらに雇われの身分であるメラーズが上流階級
に食い込んでくることに怖れながら生きているクリフォードの心の器の小ささが露呈され
る。ここに来てコンスタンスは本当に実力のある人が報われない世界に嘆きその理不尽さを
バスの乗車に例えながら痛烈な皮肉を込めて表現している。
It seemed as if most of the 'really good' men just missed the bus. After all you only
live done life, and if you missed the bus, you were just left on the pavement, along
with the rest of the failures.
Connie was contemplating a winter in London with Clifford, next winter. He and
she had caught the bus all right, so they might as well ride on top for a bit, and show
it.（p.67）
コンスタンスの本心は、埋もれた才能を開花できない不条理な世界で、二階建てのバスに
乗って我が成功を見せびらかすくらいならバスに乗り遅れた人たちと共に居ることの方が
よっぽど人間らしくいられると自己主張している。階級社会、父権制社会に対する矛盾を暴
露したコンスタンスの反逆心が伺える。そしてこの反抗心が今後の展開で物語を大きく揺る
がすことになるのだ。

第二章
第二章では、家父長社会に立ち向かった反逆児コンスタンスの心象風景、メラーズとの出
逢いを通じて得られる女としてのセクシャリティ、そこから派生してセックスの本質、男女
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の理想的なあり方をあらすじに沿いながら主要な場面で立ち止まり熟慮していきたいと思
う。

１、雇われ看護婦
精神生活はコンスタンスの心身共に留守にしてしまう。コンスタンンスの体にもその影響
が見え始める。鏡に映ったコンスタンスの体は以前のような女性らしさはなくなり、少年の
ような丸みが欠けた体になり暮らし振りは益々幻のようになってきた。この状態にコンスタ
ンスは耐えきれなくなり、姉ヒルダにその旨を手紙に託し、助けを求めた。妹の緊急事態に
姉ヒルダはとっさに対応し、ラクビー邸に向かいクリフォードにコンスタンスの健康につい
て問い詰める。クリフォードの答えは冷やかで妻の尋常でない状況にも無関心を装っている
ような返答であった。ヒルダはコンスタンスを医者に診てもらうか、もしくはラクビー邸か
らしばらく転地させることを強い口調で提案する。強靭な意志の持ち主で、臨機応変な対応
と妹をクリフォードから守り抜こうとするその姿勢には男らしさを感じさせる。クリフォー
ドにはない気迫とバイタリティには、家父長社会の根底を揺るがしかねない危険な因子がヒ
ルダに含まれている。結局ヒルダの意見が通り医者に診てもらうことになった。診察後、コ
ンスタンスには健全な休養が必要とされ転地などして生き抜きすることが先決とされた。こ
の結果をクリフォードに報告し、新しい看護婦を雇うことを半強制的にクリフォードに伝え
ると彼はひどく拒んだ。だが、現状が現状だけに今すぐに手を打つ手段を考えなければなら
なかった。試行錯誤の上、ラクビー邸の家政婦ベッツ夫人の考えでボルトン夫人という教区
看護婦を辞任して個人的な介護の仕事を始めようとしていた矢先であった。さらに、以前ク
リフォードはこのボルトン夫人に介護された経験があり、面識があるということで彼女が新
しくラクビー邸に歓迎されることになったのだ。早速仕事にとりかかるがその手ごたえはぎ
こちなかった。
And she said very humbly: 'Shall I do this now, Sir Clifford? Shall I do that?'
'No, leave it for a time. I'll have it done later.'
'Very well, Sir Clifford.'
'Come in again in half an hour.'
‘Very well, Sir Clifford.'
'And just take those old papers out, will you?'
‘Very well, Sir Clifford.'（p.78）
上記のやりとりから支配者―被支配者の構図が完全に出来上がっていて、ボルトン夫人は
心も体もクリフォードに支配されている。そして、クリフォードはボルトン夫人に固く心を
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閉ざしている。自分の世話を他から雇わせたコンスタンスに内心腹が立っていたのだ。この
ようなぎこちないやりとりであるにもかかわらず、ボルトン夫人は上流階級の仲間入りに興
奮を覚えている。
The upper classes fascinated her, appealing other peculiar English passion for
superiority. She was thrilled to come toWragby; thrilled to talk to Lady Chatterley,
my word, different from the common colliers' wives! She said so in so many words.
Yet one could see a grudge against the Chatterleys peep out in her; the grudge
against the masters.（p.86）
引用部分から上流階級のチャタレイ卿の世話を任されたことに深い優越感を感じており、
まさに彼女にとってスリルを感じられる環境であった。が、やはり卑屈な態度はなかなか抜
けず緊張と不慣れのあまりに馴染みにくさを感じずにはいられなかった。しかし、雇われ看
護婦の占めるラクビー邸で比重は大きくなり、次第に使用人用の部屋が家の真ん中に進出し
てきた。ラクビー邸へ新たな侵入者の加入である。そしてコンスタンスに一人きりで居られ
る解放的な空間が夜の 10 時以降に用意されることになったのだ。それ以降はボルトン夫人
がかかりきりになるのであった。それでもクリフォードはコンスタンスと共に居ることを望
んでいた。
ちょうど、
ボルトン夫人を雇うかどうかで検討し始めたころ、
クリフォードの伯母ベナリー
夫人がクリフォードの成功はコンスタンスのおかげであると賞賛の言葉を発する。だが、彼
女はコンスタンスに警告を同時に下すのであった。
「自分の人生をいきるか、またそれをし
なくて後悔するかのどちらかだ」と、毎日の倦怠感から無感覚に陥っていたコンスタンスに
釘を刺すようにベナリー夫人は忠告する。そして、社交界へ進出するよう促すのであった。
だが、コンスタンスは、社交界というものに一切興味を持たなかった。彼女にとってそれは
日常繰り返されるつまらないパーティー、殊更新たな出会いもないままいつもの顔見知りの
人たちと集うおべっかが飛び交う飾り立てられた世界にしかすぎず、まるで根っこのない花
があちこちと咲いている庭園のようであり、感傷的な気持ちをさらに倍増させるものである
からだ。社交界の深層部分は凍てついているとコンスタンスは見抜いているのだ。このよう
に、年配の同性の親族が女の生き方について主人公に語りかける手法はロレンスの特徴であ
り、『チャタレイ夫人の恋人』では意識が朦朧としているコンスタンスに自分らしい生き方
を覚醒させるきっかけを与える。
ある日、森番メラーズに用がありインフルエンザにかかった役人の代役としてコンスタン
スは森へと足を踏み入れる。そこには静寂と寂寞感で包まれており内面に訴えかけるものが
あった。メラーズの家のそばでコンコンという木槌の音がした。
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He was naked to the hips, his velveteen breeches slipping downoverhis slender
loins. And his white slim back was curved over a big bowl of soapy water, in which
he ducked his head, shaking his head with queer, quick little motion, lifting his
slender white arms, and pressing the soapy water from his ears, quick, subtle as a
weasel playing with water, and utterly alone. Connie backed away round the corner
of the house, and hurried away to the wood. In spite of herself, she had had a shock.
After all, merely a man washing himself, commonplace enough, Heaven knows!
…….She saw the clumsy breeches slipping down over the pure, delicate, white loins,
the bones showing a little, and the sense of aloneness, of a creature purely alone,
overwhelmed her. Perfect, white, solitary nudity of a creature that lives alone, and
inwardly alone. And beyond that, a certain beauty of a pure creature.（p.70）
メラーズが体を洗っているのを目撃したのだ。その肉体の美しい存在感、生命力に圧倒さ
れてコンスタンスはひどく動揺し一旦森の方へ逆戻りしてしまう。が、用件を済ませるため
にはメラーズと出くわさなければならない。必死で自分の心を冷静に保とうとするがなかな
か平常心に戻れず切り株の上に座り込み、
先ほどの光景はただ水を浴びていた男の姿だけで、
それ以上でもそれ以下でもないと、やや強引に自分に言い聞かせメラーズが着替え終わるま
で離れて待っていた。人間とは魅力的過ぎる対象に遭遇すると遠ざけてしまいたくなる衝動
が備わっているのか、しばらくたっても気持ちの整理は付かず逃げ出したい気持ちで一杯
だった。この時のコンスタンスの心理状況はまるで女性の裸を密やかに見たときの興奮と戸
惑いが、ない交ぜになった思春期の青年のようでコンスタンスの初々しさを読者に強く印象
付ける場面である。未知の領域に迷い込んだ少女コンスタンスは先ほどの光景がまだ頭に
残っていて恥ずかしがって頬を赤らめている。
それを見てメラーズはそのうぶさに惹かれる。
コンスタンス躊躇気味の羞恥心はメラーズの琴線に触れた。コンスタンスの愛らしい人柄を
知ってしまったのだ。それを象徴するかのように、
“'She's nice, she's real! She's nicer than
she knows.”（p.72）と述べている。一方コンスタンスのメラーズに対する印象は森番らし
くなくこの土地に馴染んでいる部分もあれば全く一般人とは違ったものを持っているように
感じたのだった。
さて、引用箇所を詳しく見ていくと、
“his slender loins, ”hiswhite slim back,”（p.70 ）と、
女性的な美しさを喚起させる単語が羅列されている。とりわけ孤独を感じさせる白い肌への
興味が伺える。まるでデッサンをしているかのように綿密にメラーズの身体的特徴をコンス
タンスが物語っている点から我を忘れてメラーズの無防備な姿に釘付けになっていることが
十二分に推測できる。戯曲における想像力についての語り口羽振りを利かしているピーター
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ブルックスは「視覚は根本的に男性が持つ特権であり、その対象となるのは女性の肉体であ
る」と語っている。だが、この場面ではメラーズに眼差しの特権はない。専らコンスタンス
がメラーズに視線を向けていて、メラーズは見られる側にいる。しかも、メラーズは見られ
ていることに全く気付いていない。このように、彼は従属的な立場にあり女性化された肉体
がコンスタンスの主体的な視覚的対象になっている。ここにジェンダー論の逸脱が生じてい
る。
さて、コンスタンスの生活にボルトン夫人の介入とメラーズとの出会いで新しい風が吹き
込んできた。そのボルトン夫人とクリフォードの関係は良い意味で読者に裏切りを与える。
最初のぎこちなさは吹き飛びコンスタンスの知らないうちに親友のような親子関係になって
いたのだ。その有様は、ボルトン夫人に髭を剃ってもらうまでに至っていた。
なぜここまでクリフォードはボルトン夫人に心を開けたのだろうか。その謎に迫るとクリ
フォードのプライドを高めてしまうボルトン夫人の天然さが存在する。具体的に「教えるー
教えられる」
、この構図が二人の関係を良好にさせるための円滑油になっているのだ。ボル
トン夫人の知的好奇心が高まれば高まるほどクリフォードの自尊心はくすぶられている。ボ
ルトン夫人は計算してクリフォードのプライドを取り戻せているというよりむしろ、ボルト
ン夫人もクリフォードのそばにいながら上流階級の雰囲気に酔いしれ労働者階級では感じら
れなかった知識欲を満たされ優越感に浸っているのだ。
それゆえ、
ボルトン夫人とクリフォー
ドの win-win relationships が起こるのは物凄く自然なことでありかつ必然的なのだ。この
ように二人の結束力を深めている背景には、クリフォードが誇りにしている文学的、哲学的
知識の披露を快く受け入れてくれるボルトン夫人にあり、コンスタンスとは違った反応や手
応えにクリフォード自身スリルを感じているのだ。このスリルはクリフォードを内面的に男
にさせていくのだった。人は自分の誇りを向上させてくれる人との出逢いで個性と生命力を
培うことができるのだ。コンスタンスにはない魅力である。
さて、雇われた当初はボルトン夫人とクリフォードの間に心身共々「支配者クリフォード
―被支配者ボルトン夫人」の構図が成立していたが今や、ボルトン夫人がクリフォードの全
てを牛耳っている。この「雇うー雇われる」関係を円満にしている最大の条件は、まず、ボ
ルトン夫人がクリフォードを超えてのし上がってくることのない、すなわちジエンダー規範
を逸脱しないという絶対条件であり、これがクリフォードを安心させ、形式崩壊をひどく嫌
うクリフォードには都合がいい。
次にクリフォードがボルトン夫人の前で安心して居られる真髄部分としてもう一つ挙げら
れる理由として肉体交渉が起こり得ない間柄、
「看護婦と患者」であるという事実である。
まるで子供帰りしたかのようにボルトン夫人と遊びに夢中になっているクリフォードの描写
から、性的不能の事実を完全に忘れて「無」の状態になっていることが分かる。体を求めら
れないことがいかにクリフォードの負目を消滅させる。
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そしてこのようなボルトンとの親密さは次第にクリフォードの男の部分を育成し引き出す
ことになる。ボルトン夫人が炭鉱の話をしたことで、彼に眠っていた闘争心に火を付け非人
間的な力を発揮し始め、やり手のビジネスマンに変貌を遂げたのだ。クリフォードが男の生
まれ変われたのはボルトン夫人の次の言葉が深く関わっているようだ。
'All men are babies, when you come to the bottom of them. Why, I've handled some
of the toughest customers as ever went down Tevershallpit. But let anything ail them
so that you have to do for them, and they're babies, just big babies. Oh, there's not
much difference in men!'（p.106）
ボルトン夫人は男の本質を、教区看護婦の時から体感しており、甘えられるところがひと
つあると人間勇者になれることを潜在意識で感じ取っていたのだ。クリフォードの扱い上手
なボルトン夫人には男の本音を読み込むテクニックが根底にあるのだ。そして、クリフォー
ドはボルトン夫人に信頼を寄せコンスタンスが見たこともない安心した表情を見せるので
あった。自己を肯定し高めてくれる女にクリフォードの心は徐々に開示していくのだった。
その様子を引用しよう。
Only when he was alone with Mrs. Bolton did he really feel a lord and a master,
and his voice ran on with her almost as easily and garrulously as her own could run.
And he let her shave him or sponge all his body as if he were a child, really as if he
were a child.（p.118）
ボルトン夫人とは本心からリラックスして二人の空間を楽しんでいるもにもかかわらずコ
ンスタンスに対しては頭が上がらず去勢された牛のように崇拝している。この状況下で、コ
ンスタンスは疎外感を味わい、身体的な孤独にさらに輪をかけるように精神的にも隙間風を
もたらす。行き場の無い魂、精彩を欠いた暮らしで枯渇していたコンスタンスは森へと逃げ
る。

2、メラーズとの接触
コンスタンスはメラーズの小屋へと辿り着いた。
そこでは雛の孵化が始まっており、
メラー
ズはその光景を見守っていた。コンスタンスは雌鳥やひな鳥たちに愛しさを覚え頻繁に出入
りするようになった。彼らの動物的な生命力心がコンスタンスの心を暖めたのだった。と、
同時に自分には自分の中の女性が無視されていることを鋭く認識してしまうのであった。
ひな鳥を掌に乗せたときこらえ切れず涙が溢れ心の緒が切れてしまった。新しい命を宿る
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ことができない虚しさに関してはクリフォードと同じであるのに彼と違っていたのは、心の
温かさ、命に対する慈しみがコンスタンスの心に宿っていることであった。コンスタンスの
涙を見てメラーズは彼女の無力さに耐えきれなくなり思わずコンスタンスの身体を撫ぜてし
まう。そして自然な成り行きで関係を持つ。コンスタンスは何が起こったか把握することが
できなかった。夢なのか現なのか、恍惚状態から覚醒することができなかった。
帰宅後もその状態が続いたがメラーズの優しさだけは身体と心でしっかり覚えていた。メ
ラーズの感触を残しておきたいがゆえに体を洗うことをためらった。彼が唯一コンスタンス
の子宮に接してくれた男であり、肩書チャタレイ夫人を取払って素の女にしてくれた。そし
て、コンスタンスの言動に変化が見られる。
クリフォードが朗読の最中、コンスタンスは悦に入りながら近所のフリント夫人の赤子の
上着を懸命に縫い合わせていたのだ。クリフォードもボルトン夫人もコンスタンスの身に何
が起きたのか推測する。前者は、赤子に取りつかれていると感じ、後者は新たな恋人ができ
たと予測する。そして、
後者はコンスタンスの変化の真相を留めようと血が騒ぎ出す。元々、
ボルトン夫人はゴシップが大好物である。
メラーズとの肉体関係で培ったコンスタンスの女らしさは見る者を魅惑し、コンスタンス
の表情、仕草などの変化は誰が見ても分かることであった。そして恍惚感に包まれていた。
'If I had a child!' she thought to herself; 'if I had him inside me as a child!'--and her
limbs turned molten at the thought, and she realized the immense difference between
having a child to oneself and having a child to a man whom one's bowels yearned
towards. The former seemed in a sense ordinary: but to have a child to a man whom
one adored in one's bowels and one's womb, it made her feel she was very different
from herald self and as if she was sinking deep, deep to the center of all womanhood
and the sleep of creation（p.147）
新たな世界を体現したコンスタンスに子を授かったような優しい母性が生まれた。コンス
タンスの体内に新しい命が宿っている、そう思うだけで心は満たされ、嬉しさのあまりに体
ごと溶けてしまいそうだった。そして、本心から愛している人との間に出来た赤子を産むこ
とは女性の最大の喜びでありただ後継ぎのために自分の子を産む以上に重みがあり価値のあ
ることであった。母性愛は、家父長社会下に置かれた女性の煩悩を浄化させるための情緒で
はなく、愛する人との間に生まれた女の髄の部分であることがコンスタンスの様子から受け
取れる。この引用から子供をクリフォードに手渡すつもりはさらさらないことが分かる。で
は森番メラーズはいかなる夜を送っているのか。
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He thought of the woman. Now he would have given all he had or ever might have
to hold her warm in his arms, both of them wrapped in one blanket, and sleep. All
hopes of eternity and all gain from the past he would have given to have her there,
to be wrapped warm with him in one blanket, and sleep, only sleep. It seemed the
sleep with the woman in his arms was the only necessity.（p.156）
愛を知れば孤独になり、障害があれば更に恋しくなる。コンスタンスがいないとさみしい
がコンスタンスがそばに居るとより一層苦しい。そして身体的な孤独を強く感じ、家で大人
しくいられなくなったメラーズは思い切って銃を担ぎ、炭鉱で汚染された村と社会を呪いな
がら番犬と共に屋敷へ向かうのだった。だが、この向こう見ずな行動がボルトン夫人にばれ
ることになるとは知る由もなかった。そして物語は動き出す。
ある日、ボルトン夫人と庭掃除をしていた時、女同志の妙な信頼関係に気付かされた。そ
の原因にボルトン夫人とコンスタンスの共通点が挙がる。まず、ボルトン夫人の夫は炭鉱で
失っていたので炭鉱を憎んでいた。また以前メラーズに惹かれたことがあり紳士的で原始的
なところに魅力を感じていた。共感できる部分が多い戦友であり、また夫の世話を務め自分
の負担を和らげてくれている点では取引関係に基付く固い絆があった。
後日、コンスタンスは、メラーズを求めて森へと向かいそこでメラーズと愛を確かめ合う
がうまく波長が合わず呼吸とリズムが合わなかった。メラーズは毎晩毎晩コンスタンスとの
将来について考え、階級の違いや、もし一緒になった時、コンスタンスの立場はどうなるの
か真剣に向き合っていた。このような彼の葛藤がコンスタンスの不安を煽り、彼女は泣いて
しまう。メラーズが苦悩すればコンスタンスも同情し彼の気持ちと一体化する。恋愛中の二
人は鏡に写った像のようなものだ。互いが互いを思いやる恋人同士の関係がこの時点で完全
に築かれていることが打ち出されている。コンスタンスにとってメラーズの存在はアイデン
ティ化されていて、心と体が両者で重なり合えばテレパシーのようにシンパシー起こさせエ
クスタシーと繋がる。再度二人は抱き合った時このような現象が起こる。その描写を引用す
る。
And it seemed she was like the sea, nothing but dark waves rising and heaving,
heaving with a great swell, so that slowly her whole darkness was in motion, and she
was Ocean rolling its dark, dumb mass. Oh, and far down inside her the deeps parted
and rolled asunder, in long, fair-travelling billows, and ever, at the quick of her, the
depths parted and rolled asunder, from the centre of soft plunging,…….,she was gone.
She was gone, she was not, and she was born: a woman.（p.191）
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コンスタンスの身体的感動が大波に例えられている。その美しく高鳴る鼓動は衝撃的で痺
れるような快感を体現し、メラーズの真のやさしさがコンスタンスの体に曲線を帯びさせ、
肌は柔らかな薔薇色にさせるのだった。波打つ躍動感は相乗効果を招きメラーズもコンスタ
ンス今までとは違った感動の連続を味わった。眠りに落ちたコンスタンスには透明感を身に
纏っておりコンスタンスは女に目覚め、
女に生まれ変わった。帰り際、
コンスタンスはメラー
ズの方言を口真似する。そして、メラーズはセックスの定義とも取れる発言をする。
I believe in being warm-hearted. I believe especially in being warm-hearted in love,
in fucking with a warm heart. I believe if men could fuck with warm hearts, and the
women take it warm-heartedly, everything would come all right. It's all this coldhearted fucking that is death and idiocy.'（p.227）
ひとひらのやさしさを持ち合えば肉体交渉もうまくいき異性への優しさが平和に繋がると
論じている。そのやさしさとは健全な男女関係で自発的に湧き起こるものである。メラーズ
の言葉にはクリフォードとは異なり力強く説得力がある。
また、
素裸で向き合いながらメラー
ズはコンスタンスに男と女の間に暖かい心を持ち合わせばやさしさが生まれ、たとえ冷たい
雨の中でも人を愛する極意を肌で感じることができ全てが丸く治まると、男女の本来の在り
方を告げる。この論理は次の引用でより具体化されている。
Why, if men had red, fine legs, that alone would change them in a month. They'd
begin to be men again, to been! An' the women could dress as they liked. Because if
once the men walked with legs close bright scarlet, and buttocks nice and showing
scarlet under a little white jacket: then the women 'ud begin to be women. It's
because th' men AREN'T men, that th' women have to be…….（p.241）
今や女性の心を鷲掴みするような男性はもはや存在しないことを悲嘆している。そして、
まず、服装から変えることで自身の性を自覚すれば、自と中身も変わり、無理なく男が男ら
しく、女が女らしくいられる環境が整えられると主張している。メラーズはジェンダー規範
の逆転現象に着眼しているのだ。この点において彼には先を見通す先見の明が備わっている
と断言できる。
ベニスに旅立つ前夜、コンスタンスを配慮しながら同じ感動と一体感を裸で得たメラーズ
の身体感覚には痛み、やさしさ、さみしさが残った。セックスとは、赤の他人との間でも母
と子とのような強い絆が生まれるかを試すための行為ではなかろうか。女性の体内に入って
いけるのは男性だけだ。
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だが、コンスタンスが身籠る上で生じるへその緒で繋がった母と子との一体感を一生涯味
わうことが出来ず、しかも母親とは違い男性は父親になっても自分の子供であることを確か
な形で認識することができない。男性の嫉妬深さの原点はここにあるのかもしれない。これ
に関して肉体関係が夫婦の間であればあるとややこしいとヒルダが嘆いていた。妹コンスタ
ンスはこの夫婦間の問題に気付いていない。結局はないものねだりなのだ。
ベニスでは常に書簡体の形でラクビー邸の近況が報告された。コンスタンスはクリフォー
ドの手紙から衝撃的な情報を知らされる。野卑で有名なメラーズの妻バーサクーツが暴動を
起こしたというのだ。メラーズの家に押し入り、自分以外の女が存在していると町中に吹聴
したのだ。ボルトン夫人から間接的に聞いたクリフォードの言葉からではどうしても信用し
きれずボルトン夫人にコンスタンスは正確な情報提供を求めた。そして彼女の言葉とクリ
フォードの言葉に異なった部分はなく、村で起こっている事件が本当のことであることが判
明した。目に見えない状況だけにコンスタンスの不安と焦りにさらに拍車が駆かる。そこで
当人メラーズから手紙を受け取る。現に起こっている騒動は事実であり、今この状況にコン
スタンスが居ないことをよかったと感想を述べるだけのものであった。コンスタンスは、メ
ラーズとホテルで対面を果たした。ベニスでの彼の不在で改めてメラーズの存在感を感じメ
ラーズが傍に居るだけで心からほとばしるようにコンスタンスは安心するのであった。そこ
でコンスタンスは赤子を授かったことを告白する。メラーズは戸惑い、未来に希望が見えな
い不安と迷いに囚われているのだった。そこでコンスタンスはメラーズの最大の魅力につい
て優しく語りかける。
'It's the courage of your own tenderness, that's what it is: like when you put your
hand on my tail and say I've got a pretty tail.'（p.305）
「優しさという勇気」というコンスタンスの言葉にメラーズは納得し、今後生きていく上
でこれが必要なのだとコンスタンスが気付かせてくれた。そして久しぶりに二人は愛を確か
め合い、コンスタンスとその赤子への愛情を再確認したのだった。
そして、コンスタンスは、とうとう薄情な精神生活と縁を切る時がきたのだと覚悟を決め
クリフォードに離婚の要請を手紙に記す。受け取ったクリフォードは酷く狼狽し、女心を読
み切れなかったクリフォードは弱体化し女性化していく。そしてヒステリーを起こしボルト
ン夫人がクリフォードをひっきりなしに慰めるのであった。
メラーズは村から離れ知人の農場で勤め始めた。
バーサクーツと縁を切るには半年かかり、
その間でコンスタンスを養えるように自分の仕事を持とうと考えたのだ。ゼロからの出発で
ある。コンスタンスに逢えない半年間は産休を意味するものと取れる。半年後には実は成る
からだ。
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結論
今回『チャタレイ夫人の恋人』を精読し、そこで、驚異的なエネルギーを発し、男性優位
社会を揺るがしかねない危険な人物としてチャタレイ夫人であるコンスタンスに着目した。
コンスタンスは、臆病極まりない夫の本質を見抜き、チャタレイ夫人という肩書で人生を
全うしていくことに深い疑念と絶望を持ち始める。不幸なことに夫クリフォードは戦争で負
傷し下半身の自由が利かない。ある日、森を夫と車椅子を押しながら散歩していると森番メ
ラーズと巡り合う。後に彼女を心ゆくまで解放させた男であり、精神的にも肉体的にも鳥か
ごに閉じ込められたような生活を過ごしていたコンスタンスの救世主となる。彼との出会い
を通じて激しい身体感覚を露呈しながら展開されていく女性のセクシャリティの目覚め、ジ
エンダーという名の男性優位社会からの逸脱、自分らしさの獲得への経過が他の登場人物た
ちと調和しながら肉感的に表現されている。それゆえ、
『チャタレイ夫人の恋人』で披露さ
れるロレンスの文体には、皮膚接触で感じる人間の温かさ、無意識に体が覚えている記憶な
ど身体感覚に纏わる表現があちこちに見受けられた。
ロレンスの文体の特徴について、女性的感性と男性的感性が共存しているのでどちらか一
方の立場に偏ることなく、バランスよく調合されている。例えば、男性支配が基盤となった
社会制度に透視した眼差しを向けており、そこで生きていかなければならないコンスタンス
の苦悩を分かち合いながらも、バーサクーツのような女性特有の感情的な描写や、ボルトン
夫人とコンスタンスの妙な信頼関係も客観的に把握している。特に女性心理を丈にして男性
優位社会の現状でもがき苦しむ女性の心象風景を暴露する手腕は、筆を取っている人間が男
性であることを忘れてしまうくらい信憑性があり説得力がある。
物語の構成と言えば、前半は内に籠り後半は外へと繰り出す形であり、長編小説ながら飽
きさせない展開が見られた。さらに、
人物に関しては共通項を用いてバランスが取れている。
雇われ人ではメラーズとボルトン夫人に、クリフォードとコンスタンスを外へと目を向けさ
せた人物ではボルトン夫人とメラーズに、コンスタンスに対して負目がある点ではクリ
フォードとメラーズに焦点が当てられている。さらに、終盤では書簡体の形式を用いり間接
的に情報をコンスタンスに与え、目に見えない部分を想像しなければいけない点では読者と
コンスタンスが重なり肩入れしたくなるほど同情の念が湧きおこり構造を取り入れている。
さて、コンスタンスの心も体も素に戻し女性の本質を引き出し、性と生命の連鎖を体と心
で教えてくれた人物はメラーズであった。人を愛することを子宮で学べば、自ずと命を慈し
むやさしさが生まれ平和がうまれると考えるメラーズはコンスタンスをチャタレイ夫人から
乙女、女、母親へと幅を広げさせた。愛することは触れること、生きることは感じることと
コンスタンスと共にメラーズも学んだのだった。
女性が解放的になれば恋愛もしやすくなる。
その結果なのか恋愛大国フランスでは出世率が上昇している。
そして最後に今日残るジエンダー問題として挙げて締めくくろう。性交渉を持った時、男
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性は「童貞を捨てる」
、女性は「処女を奪われる」と表現されているように、肉体の「支配
―被支配」の構図が今もなお残っている点だ。例えば、歌舞伎社会、皇族では後継ぎとして
男の子を産むことが妻の社会的な義務とされている。女の子が生まれた場合、祝福というよ
り次の男の子を期待する傾向がある。女性が赤子の性別を決めるわけではないのに、責任が
全て産む側にあるような風潮がありその際決して男性は咎められない。ある特別な場面では
家父長社会で従わざるを得ない女性の憂鬱さが垣間見える。このように前半部分で考慮した
家父長社会の名残が特殊な世界では存在している。
次回の論文では、ビクトリア朝時代ジェンダー規範と女性の台頭に怯える男性の内心露呈
していきたい。
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Lady Chatterley's Lover in Love
─ Lady Chatterley's Lover by D.H Lawrence ─
KONDO, Mari
Perhaps the most famous of Lawrence's novels is the 1928 Lady Chatterley's Lover.
It deals in poetic and sexually language with the passionate relationship Chatterley and
her husband and powerfully masculine gamekeeper, Oliver Mellors.
Characters serve as metaphors for their social classes. Clifford Chatterley-Constance's
husband is paralyzed both physically and mentally, while the laborer Mellors does not
allow civilization destroy his spontaneity. And Constance is trapped in a marriage which
has become joyless life since her husband's return from the trenches of the First World
War, partially paralysed and confined to a wheel chair.
His descriptions are filled with scenes of intimate beauty, explores the emotions of a
lonely woman trapped in a sterile marriage and her growing love for the robust
gamekeeper of her husband's estate. But it is prevented from being published at those
times. And now it is still the most controversial of Lawrence's books.
In this essay, I examined the actual conditions of patriarchal society through
Constance's sentimentality and the course of seizing the chance of sexual fulfillment, the
course of getting rid of patriarchal society.
After reading Lady Chatterley's Lover closely, it is both one of the most beautiful and
notorious love stories in modern fiction. It sharply illustrates his belief that tenderness
and passion were the only weapons that could save man from self-destruction.
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