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『森林地の人々』 

 

－浸透性を帯びる境界線と重なりあうジャンル 

 

 

高 井 宏 子 

 

ヴィクトリア女王の即位から 3 年目の 1840 年に生まれたトマス・ハーディの小説家と

してのキャリアは、ヴィクトリア朝期とほぼ完全に重なりあっている。そして本稿で取り

上げる『森林地の人々』以降、ハーディは、同時代の父権的価値観や性道徳に対する極め

て急進的な異議申し立てを行うスキャンダラスな作家と見なされることが多かった。 

『森林地の人々』（Woodlanders 1886）は、ハーディが一度は断念した「森林地」を

テーマとする話を、12 年の時を経て作品化したものである。現代的で華やかな都市から切

り離された森林地奥深くの小さな共同体で起こるほんの些細な出来事が、次々と別のでき

ごとへと波及していくことで、そこに暮らす住人一人一人が社会的・経済的・感情的に多

様な関係性の網目を形成している様子が明らかにされていく。日記の中のハーディ自身の

言葉「蜘蛛の巣のように、どこか一点が揺らされると、全体が震える一つの大きな網目、

あるいは組織として示される人類」（Life 177）が示唆するように、この作品では互いに絡

み合いながらつながり合う小さな共同体の相互関係が、同時に人類の在り様として描かれ

ている。 

  

『森林地の人々』については、これまでの批評において大きく二つの特徴が取り上げら

れている。一つは、社会についての既存の規範・因習へのアンチテーゼであるとするもの

である。それまでの作品ではためらいがちに仄めかされていた因習への疑義が、明白に示

されるようになった作品であり（Thomalin 218, Ingham 79-81, Boumella vii）、出版当時、

それまで好意的であった「スペクテイター」の編集者ハットンにも書評で「強烈で、その

強烈さと同程度に不快な作品であり（中略）道徳とともに、芸術としても品位を下げてい

る」と酷評されている（Thomalin 219）。階級社会の階段を上がる過程を最も悲観的に描

いているものの一つである（Ebbatson 126）という見方もあり、逆に現代の視点からは「そ

の因習的構造の転覆から特殊な現代性と妥協の雰囲気が生じている」（Jacobus 123）と評

されている。 

同時に第一の特徴ほど一般的ではないが、この作品がかなり意識的に形式的実験を行っ

ていることも指摘されている。通常ハーディの小説は、物語を語ることに夢中で、芸術的

配慮や形式について無頓着であるとされ、特に同時代の作家、ヘンリー・ジェームズやグ
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レアム・グリーン、ジョージ・ムア、ジョージ・ギッシング、アーノルド・ベネットなど、

ハーディの小説作法の不器用さを揶揄する例や、「読めたものではない」という不満や、作

品中で詩人ハーディが作家ハーディに勝っている部分は素晴らしいなどという留保つきの

褒め言葉による暗黙の批判には事欠かない（Gregor 23-6, Woolf 66-7, 94-5）。その中で『森

林地の人々』は、形式上の実験という点で、ハーディの作品中では最も急進的（Boumella 

xxv）であるとしたり、ある意味で彼の業績の中心を記すもので、すべての網目、要素が

完全に定義づけられ、その相互の結び合いにおいてより大きなデザインを示唆していると

も言われている（Gregor 36-7）。ピニオンはハーディ自身がこの作品に印象派的なものを

見出していたとし（Pinion 204）、北欧神話を下敷きとしているという指摘（Jacobus 

117-9）や、古い小説言語を用いながら、物語のシンタクスが急進的に転覆されていると

する批評もある（Ingham 79-85）。 

本稿においては、このように指摘されてきた『森林地の人々』の思想と形式における新

しさを、単なる因習への抵抗や否定としてではなく、むしろすでに流動化していた社会を

いち早く作品中にとらえ、その流動性を帯びた社会を描くのに適した様式を模索したもの

として解読していく。一見牧歌的で非世俗的世界に見えるこの奥深い森林地においてさえ

も、性道徳や家父長制的結婚観の揺らぎが及んでいることを示しながら、ハーディが、そ

の時代にすでにそこにあった変化や疑義をいかに意識的に表現したかを示していこうと思

う。『カースタブリッジの市長』において、新しいビジネスの風を吹き込み、新しい文化感

覚を持ち込んだフェアフレーは、「同時代の人々の度肝を抜く新派の詩人のよう」であり、

「ただし本当にまったく新しいのではなく、実はすでに周囲の聴衆もみな感じ取ってはい

たのだがそれまでは語られずにいた変化を最初に言葉に出したのだ」（Hardy, Casterbridge 

84）と形容されている。これは小説家ハーディ自身を語るもっとも適切な言辞でもあると

言えるだろう。 

『森林地の人々』の執筆期前後のハーディの日記には、小説を書くことにおける自分の

芸術的意図やきわめて意識的な方法論の記述であふれている。「私の芸術は、奥深くの内的

意味が鮮明に可視化されるように事物の表現・表出を強めること」「芸術としての小説執筆

は後戻りはできない。分析的な段階に達したら、さらにその方向へと進むことによって、

それを超越しなければならない。目に見える本質や、あるいは幻影として、分析的一派の

抽象的思考を描いてみればよいではないか」「真の生の現実となるべき大文字の「現実」、

これまでは抽象と呼ばれていたもの。古い物質主義的現実は、影の飾りものとしてその背

後におかれるべき」(Life177)など、小説芸術論とも呼ぶべき記述が続く。こうして見ると、

『森林地の人々』は、抽象性、抽象的な思考を小説において可視化することにハーディが

最も意識的に取り組んだ時期の作品であると考えられる。そしてその目的のために、作品

に演劇的性質や隠喩的自然描写、異なる文学ジャンルの特性などを意図的に取り込んだと

考えられるだろう。 
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本稿では小さな森林地の共同体に住む個々の人物の物語が、ヴィクトリア時代中期に蓄

積されていた社会・文化・経済の変化―否応なく次のパラダイムへの移行を促す流動性

を帯び、因習的生活のパワーとせめぎ合っているイギリス社会の普遍的状況―を反映し

ていることを示していきたい。そのような状況は、既成秩序を形成する境界線が多孔化し、

浸透性を帯びていく過程において出現すると考えられる。さらにその状況を、ハーディが

異なるジャンルの言語や修辞法を共存させ、重ね合わせることによって、意識的に描き出

していることを明らかにしていこうと思う。そうすることで、漠然と指摘されてきた形式

上の実験性という印象は、実は社会・文化の大変動へ向かう移行期を描くというテーマ上

の意図を表現するための意識的な様式であったことが具体的に明らかにできるだろう。 

 

１．破られる境界線――教育 

レイモンド・ウイリアムズは、因習的な生活に、それ自体の認識を超えた他の価値観を

見出したり、自分の生まれた地に起こっている変化を真に理解するためには、発達した知

性という意味での教育が必要だとしている。そしてその意味で、ハーディの小説の本当の

世界は、ウェセックスという架空の地方であるというよりも、慣習と教育、仕事と思想、

故郷への愛情と変化の経験などの概念の境界上の国であると言えると指摘している

（Williams 97-8）。小説家ハーディの特性として、因習的性道徳や結婚制度への挑戦的思

考がよく指摘される。しかし教育が自らの所属する共同体に対する異なった視点や知を与

えるものであるとすると、実は因習的社会に暮らす登場人物たちの知性や教育こそが、既

成秩序の境界を侵犯する要素をもつという観点は重要であろう。 

ハーディの作中において、登場人物たちの教育程度は具体的に記述され、同時にその教

育が彼らと彼ら自身が生活する因習的世界との間に何らかの距離を生じさせ、その人物は

所属感と距離感の間に挟まれた一種の緊張状態に置かれるという効果が強調される。『帰

郷』のヨーブライト自身の立場もそうであるし、また彼が夢見た村人たちへの教育という

企ては、共同体への忠誠であると同時に、その因習的世界の価値観を破壊するものでもあ

った。『ダーバビル家のテス』のテスの運命には、男たちの目を引き付けるその外観と同じ

くらい、実は国民学校での教育がかかわっていたとも言える。ジュードやスーにいたって

は、因習的社会との緊張関係は究極に至り、結局二人を自滅させている。 

『森林地の人々』の中でメルベリーは、過去に自らの無知を笑われた苦い思いを、娘へ

の「過分なまでの教育」で埋め合わせようとしたのだと語る。各人が受ける教育は本人で

はなく親が決定するもので、言い換えればその人物が生まれ落ちた経済・社会階層の条件

が決定因となる。しかし同時に 19 世紀における教育の機会の拡大と市場文化の浸透は、

メルベリー個人の願いが実現できるようになる社会的変化を準備し、メルベリーの娘グレ

ースが、材木商の娘としては通常の範囲を超えた教育を受け、異なる階層へとすり抜ける

可能性も広げた。言い換えれば、教育は、社会階層や経済、ジェンダーなど因習的既成秩
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序の境界が絡み合う結びの点であり、そこが触れられると、様々な境界線が大きな振動を

起こす可能性のある微妙な支点の一つでもあるのだ。グレースの場合、知性に加えて、そ

の「過分な」教育において身につけた上層階級のライフスタイルと服装や物腰の洗練もさ

らに重要な要素になっている。 

教育はもちろん社会階級の境界線に浸透性を与える要素であるだけでなく、知的な訓練

がその個人の精神的独立を促す方向に働くことも事実である。単なる知識の拡大ではなく、

自らの経験を客観視する傾向を与えるのである。グレースは、もともと「自分が先に立つ

のではなく、ほかの人が何かするのを待つ傾向」を示し「口元には自分のために十分自己

主張するのを妨げるようなおとなしさがある」（35）とされ、父に従う従順な娘として描

かれている。従来グレースはヒロインとして、フェミニズム批評からは従順すぎると批判

され、また一般的には不実な夫との和解を決めるアンチクライマックスへの失望感ゆえ、

どちらかと言うと扱いにくい対象であった。しかし彼女が時折発する冷静でほとんどシニ

カルな発言は、自分や、夫と関わった女性たちについての客観的事実を言い当てる。夫と

の情事を重ねたチャーモンド夫人には、「[本当に愛していたのだから]あなたは軽率だった

けれど、不誠実であったわけではない」（215）とし、それでも、夫をよく知る彼女として

は、夫が将来チャーモンド夫人にも飽きる日がすぐ来ることが分かると言う。チャーモン

ド夫人がグレースに見出した思いがけない「頑強な本質 tougher fiber」（215）は、自然に

備わった特質であると同時に、グレースが受けた高度の知的教育の必然的結果であったと

言えよう。 

 

２．グレースの揺れ 

自らの階層の枠を超えた教育を受けたグレースは潜在的な社会的流動性をもち、父メル

ベリーは社会的野心を持つ。グレースは自らの出自である階層への忠誠心と、自分が受け

た教育によってそれとの間に生じた距離（「彼女は良き古きヒントック流儀から外れてしま

った」（40））との間に宙吊りにならざるを得ない。さらにその教育は、どちらの階層にも

属すことができなくなったグレースの「結婚」をも大きく揺るがすことになる。そもそも

結婚は、経済・階級・性の要差が絡み合う社会における境界線の別の大きな結束点にあた

る。グレースが二人の結婚の候補者の間で揺れるとき、実は彼女の揺れの振幅は異なる階

級間の距離であることは明白だ。小規模なヨーマンで彼女より経済的下位の階層に当たる

幼いころからの許婚ジャイルズと、貴族階級の先祖をもつ自らの出自を尊ぶ医師のフィッ

ツピアズの間を揺れ動くようになったのは、グレースの教育という支点にかかった一種の

圧力の結果である。 

そして二人の男性の間でのグレースの揺れは、一方で自分の生まれ育った共同体への愛

着と忠誠、他方で夢遊病のように彼女をとらえるフィッツピアズへの彼女自身の性愛的な

無意識の欲望との揺れでもある。フィッツピアズとの最初の出会いから、グレースは彼と
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いる間、何か不思議な力に操られているような夢遊病者のような状態になる。一方ジャイ

ルズに対しては、一種の良心の呵責におそわれる。グレースの揺れは、ビルドゥング・ロ

マンスにおいて故郷を離れた主人公が経る性的成長に呼応する女性版ビルドゥング・ロマ

ンスの要素も持っている。フィッツピアズの不実を疑いながら結婚式に臨み、後にチャー

モンド夫人との情事を知ったあと、既婚者としての義務と自らの望みの間―因習と脱因

習への衝動との間―を揺れ動く。この時点での彼女自身のどちらつかずの揺れは、結局

はジャイルズの命を奪う結果をもたらす。 

最終的にグレースは自らの決断で、父の願いと判断を裏切り、フィッツピアズとやり直

すことに決めるが、その意味ではある種の自立性と能動性を持つに至ると言える。ただし

社会的に選択肢が極めて限られており、「人間罠」をめぐる偶発的要素や、彼女自身の抑圧

された無意識の性的願望がそこに関わっていることも事実である。しかもその決定の道徳

的支柱として、聖書に書かれた結婚の誓いを再読し、その重大な責任を再度認識するとい

うエピソードが与えられている。つまりグレースの道のりは一見因習にとらわれた受動的

状況から、能動的行動者への道筋を一息に辿ったかのように見えながらも、実は絶えざる

振動の連続であり続けている。マクミラン・マガジンへの連載後、編集者の検閲を離れた

ハーディが、結末に「奴は娘の夫だ。（中略）もしそうしたいなら自分の寝床に取り戻せば

いい。…だがこれだけは覚えておいたほうがいい。奴が娘に今晩しているように、来年の

今頃奴が抱いているはずの女が、今この瞬間にも、どこかで歩いたり笑ったりしているは

ずだ」（328）と言う父メルベリーの言葉を復活させ、娘夫妻のその後の運命を明示してい

る。二人の和解は、永遠に続く夫の不貞と葛藤、和解のサイクルの循環の始まりに過ぎない。 

インガムが指摘しているように、この作品では小説の大団円となるはずの結婚が、中盤

にさりげなくおかれることで当時の小説作法が破られているだけでなく、その後の分断期

間を経た後の予定調和としての夫婦の和解と再出発すら、最終的終結を約束せず（Ingham 

82-4）、その意味で、小説作法のシンタクスを見事に転覆させている。インガムは、さら

にグレースには小説で前提とされる agent、すなわち行為能力のある存在として自由意思

を働かすことのできる空間が欠如していたと主張している（84）。確かに過剰なまでの父

親の愛情と、隔絶された小共同体、因習的性道徳など、グレースを取り囲む状況は窒息感

を覚えさせるところがある。だがそれでも、グレースにはある種のしたたかさ、力強さ、

チャーモンド夫人の言う思いがけない「頑強な本質」が備わっていることも事実である。

ハーディがどうにも手を焼いたヒロインであり、おとなしく悲劇のヒロインに収まらなか

ったと作者を嘆かせた（Gregor 155）ことは注目すべきであろう。一筋縄ではいかなかっ

たグレースの存在こそが、この作品を解く鍵であろう。 

 

３．浸透性を帯びる境界線――経済 

 作品の舞台となる森林世界は「単に人間の連れがいないという状態から、ほんの一歩
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分け入るだけで、見捨てられた夢魔の世界に変わってしまう」（5）とされるように、一種

の異世界として神話的な含みが持たされ、他の世界との境界線が強調されている。その境

界を超えると、森林地の静けさや隔絶感が、単なる自然の静寂ではなく、桁の違うもの、

異質なものとなり、別世界のそれを思わせることが繰り返し言及される。しかも隔絶され

たこの森林地リトル・ヒンコックは、近隣の住人からは牧歌的な古き良き楽園としてあが

められるのではなく、実質的生産労働たる第一次産業の世界であり、「私なら金をくれたっ

てあんなとこに住むのはごめんだね」（6）と女御者に言わせるような「現代世界へと向か

う行程と逆行した先にある場所」（10）として登場する。ところがこの「世界の門の外に

あるような隔絶された場所」（8）との境界は、同時にそもそも小説の冒頭から、異世界の

外部からの闖入者、その地と文化に属さないもの、第三次産業の象徴ともいえる床屋のパ

ーコムによって破られている。 

ハーディはこの作品において、境界線を行き来する行為を繰り返し示唆しており、この

境界越えには常に「経済的」な要素が絡む。マーティの美しい髪を欲しがるチャーモンド

夫人に頼まれ、冒頭の床屋パーコムは彼女の髪を買う交渉をするために境界線を越えて来

る。考えてみれば森林地に住む人々もまた日常生活において、木材の売買にともない、ま

たリンゴの苗の標本をもって、あるいは買い物をするためにと村への境界線を習慣的に越

していることは確かである。貨幣社会・市場社会は、物語が始まる前から森林地との境界

線をすでに浸透性のある多孔化された境界線としている。そして外部性の象徴ともいるフ

ィッツピアズは、開業するに適した条件、言い換えれば、経済的条件ゆえに小説が始まっ

た時点ですでに境界線を越えてこの地に入り込んでおり、田舎の退屈さを嫌いながらもチ

ャーモンド夫人がヒルトックの屋敷に戻る（境界線を越える）ことを余儀なくさせている

のも、地主としての役割、すなわち経済的要因である。 

そのような経済的取引の成果が蓄積し、材木商メルベリーは娘のグレースに、自らの社

会階層以上の教育を受けさせることも可能にした。多額の金銭によって購入された「教育」

のため、グレースは村の境界線を越えて都会に行き、同時に階層の境界線に穴をあけるの

だ。一見隔絶された神話世界のようなリトル・ヒントックの村を画する境界線は、市場と

無関係ではありえない時代において実は物語の始まるすでにはるか以前から、日常的に越

えられる多孔的なものとなっている。貨幣と消費による「社会の平坦化」の過程が機能し

始めてすでに久しい中で、消費文化・市場文化が、階級の境界を越えた教育や衣服を入手

することを可能にしている。フィッツピアズが初めてグレースの姿を目にしたとき、ヒン

トックの領主屋敷から出てきた彼女をその屋敷の住人と錯覚させるほどに、グレースは、

上流階級の服装と洗練された物腰をわがものとしている。こうして市場社会・消費社会の

拡大に伴い、実は冒頭時点で、すでに地域間だけでなく、階層間の境界も浸透性を帯び、

多孔化し始めているのである。 

ジャコバスはカーライルの「英雄と英雄崇拝について」と同様に、『森林地の人々』は、
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現代社会における「神話から機械への格下げ」、「現代世界からの根無しの捕食者による森

林の凌辱を描いたもの」と読みとる（Jacobus 116）。しかしことはそれほど単純ではない

ようである。根無しの捕食者として想定されているフィッツピアズが結婚するのは、すで

に森林と一体化しえない半ば外部性を帯びた存在であるグレースであることは、かなり重

要な意味をもつはずである。まして、小説の半ばからは、むしろ男女の組み合わせの入れ

替えや、森林地での恋物語という意味で『真夏の夜の夢』を思わせるモチーフが前景化さ

れ、その地は決して一義的に神話世界ではなかったのである。 

 

４．アイデンティティの基準として可視化される仕事 

 ハーディが生まれ育った時代には鉄道敷設が進み、機械による人間の労働の代替、機械

と人間の共同労働が進んだことによって、生産労働はすでに消費者の目から遠ざけられ始

めている。同時にそれと比例して遠ざけられた生産の場である地方のイングランドは、不

可視で異質であるがゆえの珍しさと魅力をもち、その地方性を享受したいロンドンの読者

に対して、ハーディが「地方性」を供給する作家であったことは事実であろう。しかし『狂

乱の時を離れて』を出した後、「自分の故郷を飾り立てる職人」と揶揄され、一旦は森林地

をテーマにする作品をあきらめた（大榎 239）ハーディが、12 年後にやっとこのテーマを

とりあげたとき、単に「地方性」を売り出すだけの作品を意図しているはずはないだろう。 

深夜の鉄道駅で、搾乳缶を積み込むために貨車を待つテスが、ロンドンに住む人たちは

自分たちがその手で搾ったミルクを飲みながら、「私たちのことなど知りもしない」ことに

不思議な感覚を持つ（Tess 205）が、ハーディは、消費者の目から遠ざけられ不可視なも

のとなっている生産行為や生産者自体を小説の中で前景化していく。同時に皮肉なことに、

ロンドンの読者に消費されるために、遠く離れたドーセットの書斎で、ハーディは登場人

物たちの生産行為を描く小説の生産に励んでいるのだ。 

ジョージ・エリオットやギャスケル夫人と並んで、ハーディも労働する一般人を意識的

に登場人物としていることが、小説ジャンルにおいては画期的であったという文学史的な

意味はもちろん大きい。ただハーディの場合、単に登場人物たちの労働や仕事そのものへ

の言及があるということに終わらないようである。『森林地の人々』においては、冒頭に登

場する馬車を曳く馬が、20 年間その道を往復することでその仕事に習熟しているさまが

「望遠鏡つき水準器で測定する検地人に劣らずその道の微妙な傾きを熟知している」（6）

と語られる。しかも、この馬も運命によってはアジアの草原で草をのんびり食んでいたか

もしれない（6）と書かれているように、あるいは手仕事をするマーティの右手が「生ま

れつき肉体労働に適していた」わけでなく、単なる運命のいたずらでそのような労働をし

なければならない状況に生まれただけで、「運命のサイの転がり方によっては、その手が楽

器を奏でていたかもしれない」（9）とされる。 

このような記述は、労働する一般人や田舎の住人が、従来の小説に登場する階層の人物



『森林地の人々』－浸透性を帯びる境界線と重なりあうジャンル 

 － 26 －

たちとなんら変わることはないのだということを示そうとしていることは明らかだ。それ

は冒頭の語り手の野心的な「だが、この地では、凝集された情熱と緊密に編まれた生の相

互依存性のおかげで、時折、真にソフォクレス的な壮大さや一致が上演されるのである」

（8）という宣言とも呼応している。 

しかし同時にトロッターも述べているように、たとえ本質的・内因的でなく、偶発的に

携わるようになる労働でも、身体が一生をかけて仕事によって変貌していけば、それは変

貌の歴史となり、継続的なアイデンティティとなる。材木商メルベリーの身体に刻まれた

「重労働の蓄積の痕跡」（Woodlanders, 29）は、「彼のアイデンティティを形成している」

（Trotter 35）ことも確かだ。ここに登場するのは従来のいわゆるブルジョワ小説世界の

登場人物たちとは明らかに異なる質感の人々である。この作品中の登場人物の多くにとっ

て、その仕事や労働がその人物のアイデンティティと人生のきわめて重要な部分を形成し

ているのだ。そして職の多様さとは別に、個々の職における達成度、専門における熟練度

が、この作品における人物たちの重要な評価基準となっているかのようである。自らの意

志の力が働かない性的欲望の気まぐれに翻弄され続ける登場人物たちが、作品中で唯一崇

高性を示すのが、仕事に没頭し、その効率性を発揮する様が描かれるときなのだ。 

ジャイルズの仕事やメルベリーの仕事がその人となりと人生の重要な要素であることは

もちろんのことだが、女性キャラクターでありながら、マーティは、はじめから労働のシ

ーンとともに登場し、父親の死後、村の男性に交じって労働する姿や、ジャイルズの仕事

仲間として描かれることによって、対男性との恋愛関係の中で描かれるだけの既成の女性

の登場人物とは異質の、独自の存在感をもつ。またグレースの不実な夫のフィッツピアズ

でさえ、医師としての仕事を通して、グレースから再評価のきっかけを得ている。仕事に

ついての詳細な描写は、個人のアイデンティティに占める仕事の重要性を強調し、アイデ

ンティティの概念自体に新しい光を当ててもいる。 

とはいえ、社会因習的にそのような職を持ち得ない中産階級以上の女たちは、そのアイ

デンティティ形成法が異なる。チャーモンド夫人の場合は、むしろ元女優であることはそ

のアイデンティティに明白に関わっており、また彼女は、女優という職を通して地主の妻、

そして夫の死後は地主という経済的地位を獲得している。グレースもまた見方を変えれば、

当時の中産階級の女たちのキャリアにおける唯一重要な仕事場である「結婚市場」におい

て、自らの階層を超える夫の獲得に成功していることを見逃してはならない。ただしそこ

に崇高な要素は見出しにくい。だがその非崇高性は、グレースの側にあるというより、当

時の中産階級の女性一般の状況にあり、生きていくために結婚相手を見つけるという「職」

の性質自体にある。結婚市場での取引き条件に限って言えば、グレースはその職において

成功している。にも拘わらず、グレースが経験しなければならなかった結婚生活の現実が、

結婚制度が性愛や個人の感情と結びあうと同時に、経済や社会階級などが絡まりあった諸

制度の結束点であるという特異性を暴いているとも言えよう。 
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５．抽象的意図を描く自然描写 

『帰郷』におけるエグドンヒース同様、この作品における森林地は、作品のもう一つの

重要な登場人物であるのだが、それが果たす役割は、エグドンヒースのように人間には無

関心な大きな力としての自然とは全く別なものである。念入りに描かれる森林地の木々や

森の風景は、小説世界の現実的場を描くリアリズム的描写であると同時に、単なるリアリ

ズム小説の手法で終わっていないことは明白である。自然描写はこの小説中においては、

その場面の特質を喚起するもので、舞台における背景と同様、何らかの舞台効果を持つも

のとなっている。ハーディが「風景の下にあるより深い現実を見たい。それが表現される

と、時に抽象的な想像力と呼ばれるようになる」(Life 185)と述べているように、その風景

は時にこの世界の下の原理のようなものさえ表現する。 

都会での学校生活が終わり、久しぶりに帰郷したグレースと父親メルベリーが森で行わ

れる木端の競りに向かう途中の森の様子は、この作品で最も多く引用されてきた一節であ

る。 

 

ここにも、他のいたるところと同じく、人生を現状のものにしている「実現されなか

った意図」が都市のスラム同様、明白にされている。葉は歪められ、曲線は損なわれ、

先に向かって細く伸びていく姿が中断されている。地衣類が茎の精力を食いつくし、

蔦が絡みついて先を約束された若枝をゆっくりと窒息させている。（48） 

 

 この「実現されなかった意図」の意味について諸説異論が入り乱れるのは、この文に一

つの定義を求め、ひいてはハーディに一貫した明確な哲学体系を求めたために生じている。

これから展開するグレースの物語の始まりの部分に置かれている以上、確かにこれはこの

小説世界を動かす力の原理――神もなく憐れみもなく、偶発性に翻弄されながらも働く無

目的で機械的な力――のイメージと考えることができる。しかし、それと同時に、明らか

に老いた父と若い娘がその時辿っている道の周囲を描く物理的描写でもあり、また同時に

幸せを願いながら娘の今後を自分の考えで決定していくメルベリーの盲目的愛情の行為の

意味を「精力を食いつくし」、「絡みついてゆっくり窒息させる」こととしてもいるとも読

み取れる。 

 このようにこの作品においては、自然描写は単なる自然描写で終わることはめったにな

い。登場人物が目にする風景がその人物の心情と呼応し、さらには、それから起こる出来

事の本質を示すのである。婚約はしたが、結婚式を教会であげたがらないフィッツピアズ

に不安な思いを抱き、グレースが眠れないまま迎えた早朝の風景は、「木々の幹、道、納屋

や馬小屋、庭などすべてが、夜明け前の静けさが手伝って、催眠術にかかったような受動

性を帯びていた。動けない無力さが、張り詰めた意識と結びついているようだった。何も

かもが瞑想的な不活性にとり付かれており、彼女自身の活動的な感情を圧迫するような対
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照性を示していた」（150）と描写され、風景とグレースの感情が重ね合わされる。それだ

けでなく、この直後にグレースは未来の夫の家からこっそり出ていく女の姿を目にする。

婚約が調い、フィッツピアズの性的魅力に催眠術をかけられたように無力化され、同時に

すべてがレールの上を動き始めて自分の力では身動きがとれないグレースの現状と彼女が

この時目にしている早朝の風景ははっきりと呼応している。 

登場人物たちが目にする森林の描写は、明らかにその人物の心象や、状況の本質を描く

ものともなっている。言い換えれば、枝や土や蔓が、人物たちが通過する場所を叙述する

リアリズム描写であると同時に、出来事や現実の本質を抽象化した隠喩的描写ともなって

いる。情事が始まることが予期される中、フィッツピアズがチャーモンド夫人の屋敷へ二

度目の訪問をしようと歩いているとき、彼が辿る森の様子は「古い切断のためにできた朽

ちた穴から、出てきたばかりのまとわりつくような湿気が、楢や楡の木の樹皮を流れてい

き、下方の枝はエメラルドのような緑色の地衣で覆われていた。ほかのところでは葉が黄

色く変わり始めているのに、年老いた老婆の顔のように皺がより、樹上に枯れ枝が突き出

たその木々は、それでもいまだに青々していた。」（177）この叙述の直前と直後にチャー

モンド夫人の名が言及されており、この描写とチャーモンド夫人とが結びつけられている

ことは確かである。後で明らかになるように、チャーモンド夫人とフィッツピアズは子供

時代に出会い、引き裂かれ(「古い切断」)、そこから「まとわりつく湿気」のような恋情

が生まれているが、チャーモンド夫人はまだ美貌と若さを人工的に保っている（「いまだに

まだ青々していた」)が、実際には鬘を作らせたり、グレースと並び立つ不利さを自覚する

年齢に達していた（「年老いた老婆のように皺がより、枯れ枝が突き出た木」）。 

このようにリアリズム小説ジャンルにおける自然描写を、同時に人物たちをめぐる出来

事の意味の隠喩的な表出とする詩的技法と重ね合わせ、「私の芸術は、奥深くの内的意味が

鮮明に可視化されるように事物の表現・表出を強めること」(Life 177)というハーディの意

図はここで試されている。 

 

６．具体と抽象――網目をつなぐ小道具とジャンルの転換 

鬘を求めるチャーモンド夫人は、その実現のために、代理人たる床屋のパーコムを通し

て、地主としての立場とソブリン金貨をちらつかせる。こうして男性の誘惑のために彼女

が求める鬘は、虚飾と性愛とが結びついた欲望が現金による売買という市場経済と交差し、

さらに階級権力ともつながる結束点となっている。この一見卑小な網目への一揺らしが、

他へと波及する振動となって予期しがたい結果を生み出していく。そのつながり方は機械

的なまでに演劇性を帯びたプロットであるといえよう。そもそも鬘という「引き金」自体、

リアリズム小説としてはグロテスクでこっけいな芝居の小道具めいた要素があり、小説の

半ばに登場する「人間罠」同様、この小説の演劇的性質を際立たせている。 

グロテスクな人間罠は作品終盤で、機械仕掛けの神ならぬ機械仕掛けの小道具として、
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どうにも終結に向かわないグレースと夫フィッツピアズを和解というアンチクライマック

スな「大団円」へと導いていく。それと同時に舞台が反転するように、悲劇的要素をもっ

たリアリズム小説のヒロインとなるはずであったグレースは、悲劇の情熱とはおおよそか

け離れたコケティッシュで滑稽な喜劇のヒロインと化す。道徳的価値において、またパッ

ションにおいて、現実の人間の等身大以上の人物が悲劇に、等身大がリアリズム範疇に属

するとすれば、グレースは悲劇のヒロインになるはずだったが、その知性故に冷めた視点

を失わずリアリズム世界にとどまり続け、人間罠が引き起こすこの最終的反転において、

「女」としての属性に特化させられ、等身大以下の喜劇世界の住人となって終わる。ホテ

ルの選択をめぐってグレースが夫に向って言う「世間のたしなみのことを気にしているん

じゃないの、櫛やブラシをもっていないからなの」(324)という言葉が、グレースが完全に

喜劇の世界の住人になったことの証となる。しかしグレースが最後に「お父さん、一番い

いと思うことをしたのよ」（327）と言うように、悲劇の主人公となって命絶えるよりは、

むしろたくましく生き残ることを選んで喜劇の世界への境界線を渡る方が、彼女の「頑強

な本質」と整合性のある結末であろう。 

一見、シェークスピアの『真夏の夜の夢』を思わせる森林地での恋の成就の亜種版で終

わりを迎えたこの小説は、演劇性や、詩的な隠喩などを通じて、個別的出来事をただその

個別性にとどめず、抽象化・象徴化する効果を狙っている。喜劇化され、卑小化したに見

えるグレースは、ハーディにとっても読者にとっても、完全には共感できず理解しがたい

モダンな女の「要素 fiber」をもった存在であり、今ある世界と浸透性のある境界線で区切

られた向こうにいる厄介でモダンな存在を示唆していると言える。 

最終場面で、そこまでほとんど脇役に徹してきたマーティが、ヒロインのグレースに代

わって、等身大の人間を超え、昇華された存在としてクローズアップされる。「女」として

の属性に特化されたグレースとは正反対に、最後に「いくつかの点で、マーティは、ほと

んど崇高性に達し、抽象的な人類という崇高な特質のために、女性という属性を無頓着に

拒んだ存在のように見えた」（331）とされる。作品はあくまでジャイルズを讃えるマーテ

ィの言葉「私はあなたを忘れることはない。あなたは良い人で、良いことをしたのだから」

（331）で結ばれる。こうして作品はかろうじて冒頭のハーディの「だが、この地では、

凝集された情熱と緊密に編まれた生の相互依存性のおかげで、時折、真にソフォクレス的

な壮大さや一致が上演される」（8）という宣言に呼応して幕を閉じる。 

しかし終結部で何とかバランスをとったこの作品は、既存の小説に期待される終結感を

生みだしてはおらず、それゆえの読者の当惑があったようだ。ハーディは、すでにそこに

あることを感じとりながら、完全に共感するには至らないモダンな要素、モダンな人物を

含みもつ因習的社会を描こうとしたのであろう。そのために、用いられる言語は旧来のま

まで、同時に多様なジャンルを重ね合わせ、オープンエンディング的印象を残し、その芸

術的統合のために神話や劇を下敷きにするなど、後のモダニズム文学を思わせる実験が最
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大限に試みられている。その意味で、『森林地の人々』はハーディ作品において特異な位置

を占める作品であり、小説家ハーディが詩人ハーディに最も近づいた小説の一つであった

と言えよう。 
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