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多作・多才を誇るフォード・マドックス・フォード（FordMadoxFord1873-1939）の

作家としての評価は、最近まで決して一定したものではなかった。一般的に言っても、作

家の評価の変遷はそれ自体、時代の指向性や、主要な批評方法によって左右されざるを得

ない。しかしここ20年ほどのフォード研究の隆盛は、明らかに目を見張るものがある。

1996年ロンドン大学で開かれた学会を皮切りに、1997年にはフォード・マドックス・フ

ォード協会が結成され、名誉会員にはジュリアン・バーンズ（JulianBarnes)、A・S・バイ

アット（A.S.Byatt）、ルース・レンデル（RuthRendell）などの著名作家に、サミュエル・

ハインズ（SamuelHynes）、フランク・カーモード（FrankKermode）、ジョン・サザ

ーランド（JohnSutherland）など文学批評の大御所が名を連ねている。2002年からは

『国際フォード・マドックス・フォード研究』（International Ford MadoxFord Studies)

が毎年出されるに至っている。

その会長職も務めるソーンダーズ（Saunders）は、フォード批評の潮流を次のように

要約している。まずいったんフォードの名前が忘れられかけたあと、1940年から少しず

つ再評価が始まり、1960年代初期から70年代には、フォードへの関心の再生が起こった

が、その理由としては、彼の作風が当時隆盛を極めていた新批評に合っていたことが挙げ

られる。技巧的な自意識、信頼できない語りに精通し、「まさに適切な語」（lemot juste）

の探求を唱道するフォードの技巧に注目した研究を新批評が育んだと考えられる。一方で

1970年代から1980年代に全盛期を迎えたマルクス主義批評やフェミニズム批評は、フォ

ードの矛盾する立場について、おそらく理解できなかったか、あるいは理解した内容に不

満があったのだろうと推量している。その上で、現在のフォード協会や、その研究成果

は、最近のモダニズムと現代性（モダニティ）についてのより大きな再考にも寄与しよう

としていると結論付けている (Saunders,4-5）。確かにテクストの解釈に専念していた初

期の批評に比べて、最近のフォード研究の方法は、モダニズム・モダニティ再考と軌を一

にして、テクノロジーやジェンダー、コロニアリズム、精神分析と多方向に拡大していっ

ている。

フォードの最高傑作とされている『良き兵士』（TheGood Soldier以降 GSと略記) が

出版されたのは1915年、第一次大戦が勃発した翌年であった。批評家によるフォード批
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評の歴史をみると、圧倒的にこの作品に関する論考が多く、特に1951年にマーク・ショー

ラー（Mark Schorer）の序文「ある解釈」が載せられた本作が、クノッフ社（Knopf）

から出されて以来、ジャンルと語り手ダウエルの位置づけをめぐる批評合戦が続いてい

る。そして、その積み重ねにも拘わらず、この問題については今日にいたるまで決着を見

ていないと言えるだろう。

議論の発端は『良き兵士』は、「道徳的な意義のない世界と道徳的無気力の狂気を病む

語り手を描いて」おり、「彼に取りついているのは怠惰の、鈍い狂気」であり、『良き兵

士』は「悲劇ではなく一種の気質喜劇で、しかもその気質は粘液質である」（Schorer,

46）と断じたショーラーの解釈であった。ハインズはショーラーがダウエルを全く信用せ

ず、「ショーラー自身の判断を正当化する客観的真理を語り手の外に探して」いるが、「真

の視野・視点を与えてくれる「知る者」は存在しない」この小説においては、すべては、

語り手ダウエルを通してしか、知り得ないことを強調する（Hynes,51)。さらには行動で

きない、周囲の人を理解できない、結びつくことができないというダウエルの過ちは、

「彼固有の道徳的状況というより、小説の他の登場人物すべてについて言えることで、し

たがって、人間の状況についての一般化となっている」と反論している（Hynes,52)。

ダウエルという人物に対する解釈と判断は、批評家の数だけあると言える。この小説の

真の筋は、エドワードを巡るメロドラマ的な恋愛物語ではなく、ダウエルがこの世界にお

いて真実を知ろうとする過程を捉える認識論的小説であるとする読み方をし、その中で、

彼は苦しみながら一定の知に至るとするダウエルにもっとも寄り添ったハインズの解釈が

一方の極を形成する。一方ソーントン（Thornton）はタイトルページと小説の献辞から、

この小説が何よりも受難についての小説であり、特に、愛ゆえの受難についての小説であ

り、人間一般の運命としての受難についての小説であると結論づけ、ダウエル自体を重要

視しないという立場をとる（Thornton, 67-8）。他方ダウエルの知的な不関与と分析的な

観察は、微妙な形の悪であり、最終的には彼は人生そのものを否認するので最悪な人物で

あるとする批評もあれば(CharlesHoffman,56)、境界線を越えて他者を占有しようとする

帝国主義父権主義の権化としてのエドワードと自らを同一視することによって、主体性の

境界を超える帝国主義的身振りをする媒介となっているとする評もある（KarenHoffman,

31）。さらには「鑑定家として、人や事物を眺め、非表現主義を探求する初期モダニスト」

のように、「感情的意味を剥奪された無言の表層を特権化」したが、結局それはその経験

の感情的な真実から逃避するためという、必然的であるより、努力の上での無理解であ

り、知らぬふりをすることは、「無知だけでなく苦悩や死をもたらす結果となる」とする

芸術家小説論もある（DeCoste,106-11）。最近では、ポスト・コロニアリズム批評の影響

を受けて、この小説は、アイルランド問題と基本的に絡みあう「古い貴族制の衰退、植民

地という辺境と帝国の中心の双方においてみられる古い土地所有に基づく政治的・経済

的・文化的システムの衰退」を扱い、レオノーラ（Leonora）をアイルランド・カトリック
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貴族として扱うことで、彼女を理解しえなかったダウエルが象徴するように「文化帝国主

義の言説におけるある特定の危機の時点」、すなわち「帝国の知識の対象としてのアイル

ランドの他者性を再生産し損ねる時点」を記録するものと読み解く解釈もある（Dogett,

699）。

以上の議論は多くの錯綜した問題設定を示しているが、ポール・ド・マン（PauldeMan)

の著書のタイトルさながら、だれもが何らかの盲点を見つけ、そこに何らかの光を照射す

るための新たな洞察を提示することで、より正しい解釈を求めていることは確かである。

そして、その多くの批評において、正しい答えはこの作品のテクスト世界内には見つけら

れず、結果としてその参照点をテクストの外に求めるしかないという方向に来ているよう

である。本論においては、現代社会における「理解」と「知」の不確定さを示す作品の意

味を探った上で、認識について、特に議論の端緒となったショーラーとハインズの論争に

おいて、二人の論が交差した「アイロニー」の問題を中心に考察して行きたい。その中で

テクスト世界において際限のない自己分割へと向かうアイロニーの働きこそが、「認識の

難しさ」を示すという『良き兵士』の主題と重なっており、同時に、『良き兵士』をめぐ

る批評に明らかなように、文学批評行為自体がアイロニーの働きに限りなく類似している

ことを示したい。

１ 二つの世界 ヴィクトリア朝と20世紀、革新と関心、個人と社会

フォードの作品は、「ヴィクトリア朝と20世紀の世界の両方に属していた」(Cassel,

10)と言ったのは、フォードに関する批評論集を編んだカーセル（Cassel）である。彼に

よると「フォードの才能の多くが、彼の時代の刺激的な芸術活動や実験を、改革し、共有

し、支持し、吸収することに向けられたが、一方で、同時にエドワード朝的理念と、芸術

と芸術家についてのラファエル前派の理想化を保持しようとしていた」(10)。ヴィクトリ

ア朝的と思われるのは、世紀末的な美の探求に加えて、彼が、雑誌分冊という形態で作品

を世に出す19世紀の小説家さながら、読者の関心を捉えることに意を用いていることに

もよるだろう。一方でフォードは、印象主義という19世紀後半の絵画運動の考え方を新

たに文学に適用し、20世紀という現代社会に合った新しい文学のあり方を模索してもい

た。モダニズムの真の源は、フォードであるとする見方もある。『良き兵士』が出される

少し前にフォードが書いたエッセー「印象主義について」の中で、彼は次のように述べて

いる。

印象主義者の第一の仕事は、印象を生み出すことだ。そして文学において印象を生

み出す唯一の方法は関心を呼び起こすことだ。そして論が続く中で、関心を持たせ続

けようとするなら、いかなるものであれ使える手法の限りを使って、読者の驚きを消

さないようにし続けるしかない。(Ford,Essay,48)
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印象主義という文学における新手法としてフォードが選んだ方法が、19世紀的な読者

の関心への斟酌と、読者を驚かすという20世紀的な革新性の両方を備えていることがこ

こからも読み取ることができるだろう。

革新的芸術論を持しながら、「職人技」を駆使して読者を引き込もうとする特徴をもっ

てして、理論と実践が違う矛盾した姿勢だと責めるむきもある。しかし『良き兵士』が、

フォードの作品中の最高傑作であるという評価は、（そこにさらに『パレードの終わり』

の三部作を加えようとする評者もいるにはいるが）批評家の間でほぼ共通している。1927

年のアメリカ第２版につけられ、翌年のイギリス第2版にも含められたステラ・ボウエン

（StellaBowen）への献辞の手紙によれば、『良き兵士』は、初めて彼が自分の全力を尽

くし自分の持てるものすべてを注いだ作品であり、また書いている当時は、おそらくはこ

れが最後の作品となるだろうという思いで書いていたという。（GS,1-4)芸術としての小

説の完成のために必要と彼が考えるあらゆる技術を駆使して書かれたこの作品には、カー

セルが指摘した明らかに矛盾する衝動が絡みあっている。必然的にこの作品においては、

各要素が単一の意義や、効果、あるいは機能をもちうるはずもない。

しかし同時に、この作品においては、真実の知りがたさ、あるいは「知ることの不可

能性の可能性」とでもいうべき、認識を巡る大きなテーマが一貫して表現されてもいる。

それは、単に語り手ダウエルが作品において繰り返す「私には分らない」という言葉や、

批評家に繰り返し引用される第一部一章の終わりの「すべては闇だ」(GS,16）などとい

う文字通りの表白に限らない。語り手ダウエルが自分たちと九年間のアッシュバーナム夫

妻（Ashburnham）との関係や、エドワードについて事実を知った後においてさえも、

その事実の意味をどこに探せばいいか分らないのだ。デヴィッド・ロッジ（David

Lodge）が「われわれ読者の胸ぐらをつかんで敷居の中に引きずり込む」(Lodge,6)と

評した「これほど悲しい話を私は聞いたことはない」(GS,7)というメロドラマ的冒頭文

にもかかわらず、この作品では「いかにも近代的な曖昧性と婉曲性、真実を発見する可能

性に対する懐疑といったものが物語の上に影を落としている」(Lodge,6)。この小説が、

単に二組の夫婦を中心にしたメロドラマ的なパッションの物語であれば、これほど多くの

批評家の関心が注がれるはずもない。そもそも実はアッシュバーナム夫妻の旧屋敷にいな

がら、プロヴァンスのコテージで架空の聞き手を念頭に打ち明け話をしているという「架

空の語りの枠」の中で、9年にわたる4人を巡る話を紡いでいくという複雑な構造をとっ

ている。当事者の一人でありながら一人だけ何も気づかないでいたと主張する語り手ダウ

エルが、事実を知ってから、その事実と折り合いをつけるべく、語るという行為に2年を

かけ、その中で現代における「知ること」自体についての疑念という意味が生起していく

のである。

フォードは1911年当時、「現代の生」を定義して、次のように述べている。
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今日の生はますます些末なものからなるようになってきている。我々は、ますます、

全体という感覚、壮大な設計図という、自然全体が一つの大きな建築計画へと整合さ

せられる感覚を失いつつある。もはや究極的構想を探し出す時間はない。無数の些末

な事柄に向き合わねばならず、それらを頭の中でじっくり配置することなどできず、

それらを単にその当日の、椿事、出来事、事件としか考えられなくなっている。そし

て外部の事柄において、何ら構想など感じ取られず、途方に暮れたこの世界の単なる

偶発時としか思われないとき、理解できないものを理解しようとして、精神的なこと

の分析を求めて、われわれはますます自分自身へと向かう。(Ancient Lights,cited

inWiesenfarth,11-12)

フォードがこの世界には大いなる構想がなくなっており、理解できないものを理解する

ために、各人が個の精神的なものに向かい、それを理解しようとすることこそが現代社会

の特性であると考えているとすれば、きわめて個人的な二組の夫婦を巡る出来事を回想す

るダウエルの語りから成るこの小説が、現代社会における人間一般の状況を表すことを意

図していると見て取ることは十分可能である。

登場人物としてはぱっとしない語り手ダウエルの個人的な出来事への認識を通して、ま

さに「現代」という時代の特性が反映されることが意図されていることはテクスト内であ

らかじめ示唆されている。

分からない。指針となるものは何もない。なにもかもが、性道徳のようなごくごく

基本的な事柄についても、これほどまでに曖昧模糊としているのならば、ほかの種々

のふれあい、関係、行動に関わる、より微妙な道徳についての指針はどこにあるのだ

ろう。いや、私たちは衝動のみにしたがって行動せよというのだろうか すべては闇

だ 。(16)

ダウエルがエドワードと妻との関係について考えているうちに、彼の想念は、道徳一般

の指針のなさへと向かう。こうして、「すべては闇だ」という言葉とともに、『良き兵士』

は、分らなさを語る小説としてスタートする。唯一ダウエルが確信をもって言ったのは、

これほど悲しい物語は聞いたことがないという冒頭の断言である。しかしそれすら、フォ

ードの意図において、そして、読み手の解釈において、真に「悲しい物語」であるかが長

く議論されてきているのだ。その疑問への答えは、ダウエルの語りをどのようにとらえる

かにかかっている。その解答に向かう前に、まずこの小説における「分らなさ」自体が一

体どのような分らなさであるのかについて考える必要があるだろう。
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２ 分らなさ ダウエルの無知と彼自身の分らなさ

この作品中では、「私には分らない」という嘆息に似た言葉が繰り返されることは先に

も述べたが、この小説が語り手ダウエルの認識論的成長の物語でもありうるかもしれない

ことは、特に第一部第一章においてダウエルが何についても分らないことが強調されてい

ることからも予見される。一人称の語りの小説であり、彼の語りを通してのみ何かを知る

ほかない以上、読者も同時に、いわば認識のゼロ地点にあるダウエルと同じ地点に一旦は

立たされることになる。そのうえで、読者は語り手ダウエルの認識に向かう道程を共有す

るしかない。ただ、認識に向かうはずのこの道程は、知らずにいて起こった事実が徐々に

明らかにされて、語り手ダウエルが人と世界を知っていく展開を追うという類のものでは

ない。第一に、この小説の枠組みでは、九年間の出来事について、すでに事実を知らされ

ている「事実を知ったダウエル」が、架空の聞き手に向かって語るように書き進められて

いる。従ってその意味でも、いわゆる事実の大半、いわゆるメロドラマの筋の柱は、初め

から語り手は承知しており、そのように読者に示されているのだ。

まず事実について言えば、登場人物のうち、誰が死に、だれが生き残るのかは２ページ

目ですでに間接的に示される。「あの時、私は三十六歳で、かわいそうなフロレンスは三

十歳だった。つまり、生きていたら、フロレンスが今ごろ三十九歳で、アッシュバーナム

大尉は四十二歳になるはずだった。今私は四十五で、レオノーラは四十になる。」(8)そ

もそも冒頭から「これほど悲しい話を聞いたことはない」(7)と始まることで、この小説

の基調は、ダウエルによって一応規定されている。四人の関係が崩壊してしまったこと

は、始まりから３ページ目に「私たち四人の小さな固い友情の崩壊はそんな想像できない

事件の一つだった」(9)と既成の事実として語られる。フロレンスが無邪気どころか世間

知に長け、初めから彼を裏切っていたこと、アッシュバーナム夫妻は見かけとは裏腹に二

人きりでは一言も口を聞かない仲であったこと、二人が体面を保つためにひどい貧乏に耐

えなければならなかったこと、レオノーラが一度だけ情事を試み、結局踏み切れなかった

こと、そして最後に、エドワードがフロレンスと関係を持っていたこと、そして何よりダ

ウエルだけがそれらの事実を知らずにいたこと メロドラマであれば、重要であろうこ

れらすべての筋書きが第一章に初めからすべて明らかにされていることは重要である。ハ

インズの言を借りれば、「すべての報告書は提出されている」(Hynes,53)のだ。つまり

小説世界は、ダウエルが事実は全て知っている時点において、「私には分らない」という

言葉を繰り返しているところから始まるのである。

事実がすべて提示されるとはいえ、上記の事実は時系列に沿って示されるわけではな

い。語り手は、事実そのものは問題ではなく、重要なのはその意外さであるのだと言わん

ばかりに、仮定法で二人の死を示し、比喩や驚き、慨嘆の言葉を連ねる。その中から読者

は事実を拾い上げていくことになる。しかも二重合唱のように、過去の自分の思いや考え

を、九年後の事実を知った語り手ダウエルが語っていく過程においては、一つの事実が提
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示され、即座に、あるいは少しずれて、それが打ち消される。冒頭から「妻とわたしは、

これ以上は望めないほどアッシュバーナム大尉夫妻をよく知っていた。だが、見方を変え

ると、何一つ知らないのと同じだった。」(7)と始まる。あるいは、「どこにこれ以上の避

難所があろうか、一体どこに」と語ったかと思うと、次の段落でいきなり「永遠だって

堅固さだって 」(10)と前言を否定するという調子である。

通常、意味論的には後に続く否定が真実を告げるはずであり、そこに両者の差、言いか

えれば知識の差が生じることになる。その意味では、一人称の語りで現在の知識をもって

過去の出来事を語る以上、九年後のダウエルが、過去の自分の無知を指摘し、修正してい

ることになる。彼が認めるように、過去の自分は「イギリスの内奥
ハート

に深く探りを入れたこ

とはなかった。底浅い所ならば知っていた」(7)のだ。であるとすれば、『良き兵士』の

「分らなさ」は九年前の無知でナイーブであったダウエルに帰すればよく、かくして真実

は否定の文に宿ることになる。ところが厄介なのは、知っているはずの九年後のダウエル

が、あくまで「私にはわからない」という言葉を繰り返すところにある。後から知った事

実という知の優位性にも拘わらず、九年後の語り手は、語りの初めにおいて「かつての理

解」を捨てきれずにいるのである。思い切り悪く、否定に否定を繰り返し、語り手は聞き

手に必死にすがるのである。かつての四人の関係を麗しいメヌエットに譬えた後、彼は次

のように思いまどう。

だが、絶対にメヌエットだけは メヌエットの踊りそのものは、…止まることな

く、はるか遠く、星のかなたまで続いていく。古の美しい舞踏が、古い美しい友情が

長らえる天国は存在しないのだろうか。

否、断じて否、虚妄だ 私たちはメヌエットを踊っていたのではない。牢獄。悲鳴

を上げるヒステリー患者でいっぱいの牢獄。…

だがそれでも、創造主の聖なる名に誓って言おう。それは真実だったと。…四人

が、趣味も思考も一致していて、演技を…いや演技ではなくて…ひとりの異議もな

く、ここあそこと腰を下ろしていたならば、それが真実ではないのだろうか。もし九

年の間、見かけの美しいリンゴを持っていて、その芯が腐っていたとしてもそれを発

見したのがようやく九年六か月マイナス四日後のことならば、九年間私は美しいリン

ゴを持っていたと言えないだろうか。…ああ分らない。何一つ 本当に何一つとし

て 人の心がわからない。」(10-11)

こうしてみると、九年後の語り手ダウエルも真実を知る信頼できる語り手からは程遠

い。そしてこのダウエルの分らなさの対象は、事象そのものというより、その意味、解釈

の仕方であり、彼がもがきながら知ろうとしているのは、最終的には「人の心」である。

それが分らない限り、「彼の頭からその光景を追い出す」(GS,9)ことができず、だからこ
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そ、彼は語らずにはいられないというのである。つまり九年後のダウエルは事実を知りな

がらいまだ「真実」に至っておらず、その彼が何らかの知に至るために、この話を語り始

めるのである。

ハインズはダウエルが語りに２年間かけたという事実を重視し、「出来事とその意味、

目撃したことと分っていること」の間に明確な区別をしており、そして「その意味は時間

をかけ、データを再検討し、振り返り、最終的に愛によって、初めて発見される」(53)

と述べている。言いかえれば、最終的に、ダウエルは愛によって一つの「意味」、すなわ

ち「彼は無知であったのだという知」にたどり着くとしているのである。しかし問題は、

結末において彼が示す彼の認識、語りの進行とともに彼が獲得した「理解」は、そこで終

わっていないことにあり、また、彼がたどり着いた認識それ自体についての真偽にある。

だからこそ、ハインズ以降もダウエルの信頼性を巡る議論が終わらずに続いているのであ

ろう。

そもそもこの作品の分らなさは、一人称の語り手ダウエルが周囲の状況や人々の心が

「分らずにいる」ことによってのみ生じているのではない。読者から見て、ダウエル自身

が分らないのである。すべての出来事の端緒であるはずのフロレンスへの求婚も含めて、

彼が本当は何を欲しているかが、つまりダウエルの心の奥が見えないことこそが、この作

品の「分らなさ」を生み出し、多くの批評家の議論を呼び起こしていると考えられる。自

分が当事者である出来事を語りながら、彼ほどに、自分の心の奥について寡黙な語り手は

いないだろう。この小説の語りの技法の典型である時系列の攪乱よろしく、第2部になっ

てようやく、ふと思いついたように「そういえば、私の結婚については何も話していなか

った」と、二人のなれ初めを語り始める。ところが彼自身の語りは、自分の気持ちや望み

のこととなると、客観的事実しか語らず、彼の真情や動機には全く触れない。「フロレン

スと14丁目のスタイヴェサント家で初めて会ったことは話したと思う。その時から、い

わば弱者にあたう限りの執念深さで、彼女を自分のものにすることはできないとしても、

せめて結婚だけはしようと心を決めていた。…私はけた外れに気が小さかったが、そのこ

とに関しては車の目の前を通って道路を渡ることに決めた雛のようだった。」(GS,92)

2年間かけてこの語りを完結に向かわせたダウエルは、小説の結末部分でついにこう言

う 私は今では自分がレオノーラを嫌っているということを自分に隠すことができな

くなった。」(290)「自分に隠すことができなくなった」という表現は実に多くのことを語

る。それは一人、レオノーラに対する彼の今の気持ちに関する問題ではない。つまり、彼

はこれまで、自分に対して、心の奥の感情を隠し通すことができ、現にそうしてきたので

あるということを告げており、これこそが、おそらくはダウエルの分らなさの主要な構成

要素であったと言えよう。彼が自分にすら隠し続けてきた彼の心の奥、彼自身の本当の願

望が語られてきていないのである。そう考えると、ダウエルが向かう知への道は、彼自身

の心の奥、真の願望に向かうものであるのかもしれない。それをダウエル自身は同定する
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ことができるのか。あるいは、少なくとも熟練した読者なら知ることができるのか。も

し知ることができるとすれば、一体どのようにしてそこに達することができるのだろう

か。

３ 真理に近づく方法 ダウエルの成長」と「アイロニー」

ハインズは、このような、真理の知りがたさを基調にし、「いかにして何が真実である

かを知りうるか」という問い自体がテーマである小説に、一種の真理の感覚を導入する方

法が二つあるとしている。その一つは語り手の成長であり、もう一つはアイロニーである

というのだ。その上で、『良き兵士』は従来アイロニーの小説と見なされてきているが、

実は語り手の変化、つまり語り手が真実に近づく成長の小説であるのだと結論付けている

(Hynes, 51-2)。一方ハインズが反論した対象であるショーラーは、フォードが力を発揮

するのは、喜劇においてであり、彼が得意とするアイロニーは、「究極的関与をせず、ゆ

えに意味の曖昧性や状況の果てしない複雑さの利点を楽しむことができるものである」と

規定したうえで、「アイロニーは、同時に、価値評価をする叙法でもある。そして、精通

者においては、それは鋭い価値評価の叙法である」 (Schorer,48)としている。つまりシ

ョーラーが『良き兵士』に見出したアイロニーは、「果てしない複雑さ」を楽しむもので

あるのだが、同時にそれは限
・
ら
・
れ
・
た
・
精
・
通
・
者
・
には「価値評価の叙法」、つまり何らかの「真

理に近づく方法」でもある。つまり、精通者に関して言えば、小説が提示する「真の」価

値評価に達することの可能性は否定されていない。

ハインズの読みは『良き兵士』の解釈の一つの大きな枠を作ったことは間違いない。始

まりにおいて、これほど「分らない」を繰り返す小説が、認識論的小説、つまり、知のあ

り方や、人はどのようにして知を得るのかに関する小説でもあることは間違いないだろ

う。しかし、ショーラーの論もまた『良き兵士』解釈における重要な枠を提示している。

ハインズの言う二つの方法は、一見すると異質な対立しあう世界を作るように見える。し

かし第一節で述べたように、この作品においてフォードは複数の矛盾しあう意図をもっ

て、複数の矛盾しあう効果を上げている。少なくともフォードにおいては、真実に向かう

方法は、あれか、これかの二者択一ではなく、あれでもなくこれでもなく、そして同時

に、葛藤を承知のあれもこれもの統合的選択であったと言えよう。そもそも、ハインズが

選択肢の一つに挙げたアイロニーが、小説というジャンル自体の特性であるとロッジは述

べている。

ある状況に関する事実と、その状況についての登場人物の理解が食い違っているこ

とに読者が気づくとき、「劇的アイロニー」と呼ばれる効果が生まれる。あらゆる小

説は、本質的に無垢から経験への移行を描いたもの、あるいは見かけ上の世界の裏に

ひそむ現実の発見を描いたものだと言われている。とすれば、小説という文学形式の
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至るところに文体的、あるいは劇的アイロニーが見られるのは驚くに当たらない。

(Lodge,179)

ロッジの言に従えば、劇的アイロニーは、「無垢から経験への移行」、言いかえれば、

「無知から知への移行」という小説ジャンル共通の特性である。となれば、小説は必然的

に、この両者、すなわち語り手が真実に近づく過程とアイロニーが複合的に働くジャンル

となる。その意味では、ハインズの二つの方法について、あれかこれかと論じてもあまり

意味はなく、むしろ、語り手の成長がアイロニーを呼び、アイロニーが語り手の成長を示

すというように、二つは分かちがたく働きあっているのである。

ただ『良き兵士』においては、アイロニーの突出した存在を無視することはできない。

チャールズ・ホフマンも、「たいていの批評家はこの作品中にアイロニーが広がっている

ことについては一致するが、それが喜劇的なものなのか、悲劇的なものなのか、あるいは

またその間のものなのかについては、判断は多様である」 (Hoffman,64)と述べている。

ただ、アイロニーは、いかに皮肉の毒が強くほろ苦いものでさえも、根本的には笑いに繋

がる修辞法である。よしんば語り手が、何らかの知的な到達点にたどり着いたとしても、

アイロニーのまとう喜劇性や、矮小化の衣を完全に振り払ってしまうことは不可能であろ

う。

ロッジはアイロニーの基本的定義を次のように規定している。

修辞学でいうところのアイロニーとは、腹の中で思っていることと反対のことを言

うこと、あるいは言葉の表面的な意味とは違う意味を読み取らせようとすることであ

る。・・・他の修辞技巧とは違い、アイロニーは、何か特殊な言語形態を頼りに字義

通りの表現と見分けることは不可能である。アイロニーの表現は、解釈という行為を

通してはじめてしかるべく認識されるのだ。(Lodge,179)

ロッジによれば、アイロニーは本質的に自立した固有のものとしては成立しない解釈に

依存する修辞である。だがそれでも、解釈という行為を通すことによって、言葉の表面と

は違う、より真正な意味を読み取ることができるということが前提とされているのであ

る。

ロッジの定義には挙げられていないが、忘れてならないのはアイロニーが持つ一種の報

復性、ないしは攻撃性である。笑いについてのフロイトの定義にもあるように、笑いは、

関わるうちのだれかを犠牲にするという力学的特質をもつ。アイロニーに関して言えば、

「腹の中で思っていること」と反対のことを言いながら、実は本当に言いたいことを伝え

るに終わらず、アイロニーを用いることで、誰かを笑いの対象、つまり笑いの犠牲にする

のである。アイロニーの解釈とは、その意味で、だれがここで犠牲にされているかを確定
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する作業でもある。ショーラーに倣って、アイロニーを価値評価の叙法と見るとき、ロッ

ジの言うアイロニーを生じさせる二つ意味の差を明確にするだけでなく、その笑いの力

学、笑いが誰から誰に向けられるものか、そしてだれを犠牲にした笑いであるのかをも吟

味することが必要になるだろう。そこでまず、第一段階として、語り手のアイロニーの力

学を理解しなくてはならないだろう。

４ ダウエルのアイロニーの目指すところ

『良き兵士』はダウエルが一人で語る一人称の語りの物語ながら、彼自身は自分の感情

となるとまったく語ろうとしないことは先に指摘した。フローレンスへの求婚のくだりで

も、延々と続くのは、求婚時代について、彼の目に見えた外的事実である。ドコストは

T・S・エリオットの「伝統と個人の才能」をひいて、個人性からの逃亡は当時のモダニ

ズム美学であり、ダウエルはそれを具現化しようとした人物であるとしている。さらに、

フォード自身が、エリオットやヒューム以前に、芸術家にまず必要なのは、「自己を犠牲

に、押し殺す自己消去」であると述べており、こうして、感情を客観化し、読み手の情熱

を掻き立てるための「客観的相対物」を求める必要性を、エリオットの６年以上も前に指

摘していたと述べている。そしてダウエルは自分自身を「利害関係のない傍観者」とし

て、他者の告白を、「何もせず、そのまま語り直すもの」と位置付けているというのであ

る。(DeCoste,101-6)

しかし、ダウエル自身は、語り手であると同時に出来事の当事者でもある。ドコストの

解釈は語り手としてのダウエルの美学については説明できても、当事者の一人としてのダ

ウエルの行動の説明としては説得力に欠ける。ドコストの論では、ダウエルが生き方自体

を美学化した、つまり芸術家として生きたということになる。もちろんダウエルは結果と

して「見事な物語」を語ったことになるが、彼自身は芸術家として語っているのではな

い。あくまで彼はこれらの出来事と彼自身との間に折り合いをつけるため、頭からそれら

の光景を追い出すために語る一個人であるのだ。読者としては彼の分らなさと折り合い、

彼の願望を知ろうとすると、彼の直接的言表ではなく、語り手である彼が用いる言語形式

であるアイロニーに向かうしかない。

作品の前半部において、語り手ダウエルのアイロニーは、ロッジの言うように、時間差

による知識の違いと、因習的建前と現実のキャップから生じるものが顕著である。「ジミ

ーと呼ばれる若者はヨーロッパについての彼の知に磨きをかけるためにかの地に残った。

確かにその成果はあった。彼はのちのち大いに我々の役に立った」(94)という言などは、

ダウエルの皮肉の典型であろう。この皮肉は、フロレンスと関係を持っていたジミー自身

にも向けられているが、その関係を隠し通したフロレンス、そして何よりそれに全く気付

いていなかった（と少なくとも本人は言っている）九年前の自分自身にも等しく向けられ

た皮肉であろう。語り手が自分にアイロニーを向けるとき、自己を犠牲に供することで、
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読者に好感を与え、何らかの「得点」を稼ぐことが意図される。登場人物ダウエルがたと

え荒唐無𥡴なまでに無知で無垢で、周囲と自分自身についてほとんど何も見ていなかった

と思われても、九年後の語り手ダウエルが、アイロニーをこめて以前の自分を示せば、九

年前のマイナス点を多少は回復する働きがあるだろう。自分自身に向けるアイロニーは、

自身を犠牲にささげ、そうすることで結果的には自己を救済する得点となる。このとき、

彼の無知と、その後の知識との対照、差異が得点の大きさとなる。言いかえれば、九年前

の彼が無知であればあるほど、アイロニーは強まり、その分だけ、語り手の株が上がる。

自分自身の願望については頑固なまでに寡黙なダウエルとは対照的に、フロレンスの願

望については、ダウエルは自信をもって語る。彼女自身が当初からはっきりと自分の望み

をダウエルに分らせていたからだと言う。

フロレンスは有閑紳士と結婚したかった。ヨーロッパの権威がほしかった。イギリ

ス英語を話し、地所からは5万ドルの年収があって、ただしそれを増やそうとする野

望は持っていない。そして かすかに仄めかしたのだが 肉体の熱き炎はあまり

望まない。・・・要するに彼女の理想の夫は英国宮廷に彼女が招かれるようにしてく

れる人物だった。(93)

この言説は、フロレンスの願望を示すと同時に、その滑𥡴なまでに馬鹿正直ともいえる

願望をあえて端的な項目として示すことで、さらには九年前の私にフロレンスが自分の欲

求を臆面もなく語っていたという事実も伝え、フロレンスを犠牲にして、読者（聞き手）

に、彼の考える彼女の人格という真実を明らかに伝える働きをしている。

ダウエルのアイロニーの力学を素直に受け取れば、彼の価値評価基準は、寡黙さや客観

性を良しとし、願望をむき出しとするおしゃべりな者を軽蔑するというものであるのは間

違いないだろう。「最初に必要なのは、自己を犠牲に、押し殺す自己消去」であるのは、

何も作家に限ったものではないようだ。彼がエドワードを最終的に最も愛したのは、彼の

忍耐強い無表情さゆえであるかのようだ。死に向かう最期まで、エドワードは、自己抑制

を頑固に貫き通した。だからこそ、彼はエドワードを愛したのだと。翻ってフロレンスは

度し難いおしゃべりであり、またレオノーラについては、「話したいという欲求に結局は

負けてしまったことについては、私は彼女を責めている」(223)と言う通り、話し始めた

ことを彼女の第一の堕落と数えている。

こうしてみると自分について語らないダウエルは、彼の深い所での価値評価に準じて、

前半においては、「分らない」を繰り返して断言を避け、アイロニーに託して彼の「真意」

を示しつつ、そのアイロニーの矛先は他者だけなく、自分自身にも向けさせ、そうするこ

とで読者の信頼を得ようとしているかのようである。ところが、このアイロニーを駆使す

る九年後の語り手の「私」は、額面通りの「より真実に近い価値評価」を持つ人物ともな
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りきらない。フロレンスが、「かすかに仄めかしたのだが－肉体の熱き炎はあまり望まな

い」とダウエル自身が告げること、そして、「はっきりとわかったことは、しかも間違い

の入る余地のないことには、フロレンスが自分にヨーロッパ居住を与えることのできない

男には一顧だにしないと冷静かつ冷然と心を固めていたという事実であった」(94)とあ

とから付け加えることで、彼女がその時点でダウエルを愛していないこと、初めから彼女

の願望項目に充てはまるという理由で彼が選ばれたことがはっきり読者に伝えられる。そ

れにも拘わらず、彼が結婚に突き進んだという物語上の既成事実から、愚かさという意味

で当事者ダウエルは、確かにまた犠牲に供されるのである。しかしここまで彼に明らかに

されていた状況において、彼はそのことについてどう考えていたかについては、まったく

語られず、釈然としないところが生じてくる。そもそもフロレンスを「自分のものにでき

ないとしても、結婚だけはしようと心に決めた」という彼の当時の決意に、彼の結婚生活

の実態を知る読者が「自分のものにできないとしても」という言葉にアイロニーを読み取

り、かすかな冷笑と、ある種の憐れみを覚えることが意図されているかもしれない。しか

し、同時に当時の彼が何を知っていたのか、「自分のものにできないとしても」という条

件付けはどこに発していたのか、そしてその上で彼の願望がどこから発するのかが確定で

きないのである。そしてまた、そうなると語りつつ曖昧にしている九年後の語り手ダウエ

ルにも疑念を帯びた視線を向けることにならざるをえない。

フロレンスに対するダウエルの無情さは、彼が事実を知ったはるか以前のフロレンスの

死に際しても際立っている。語り手のフロレンスへの侮蔑と悪意の念はある時点から揺る

ぐことがない。なるほど彼女はそれに値する女であったという答えも可能だが、翻って、

ショーラーの言うように、語り手に何か「平衡のとれていない精神」が見え隠れするとも

考えられるのである。つまりアイロニーによって語り手ダウエルが差し出してみせる笑い

をそのまますんなり受けとり、ともに笑いの対象を犠牲に供することを拒ませる何かが、

今度は、語り手の差し出すアイロニー自体を対象とする解釈の力学を始動させるのであ

る。ショーラーはこの作品においては「フロレンスが失う分だけダウエルは自己評価を獲

得する」という力学が働いており、同じく、「レオノーラの失点は、エドワードの得点と

なる。エドワードが得たものは最終的には、語り手の得点となる」 (Schorer, 46)という

方程式が成り立つとする。ダウエルのアイロニーの力学を読み解く洞察力に満ちた一つの

方程式であるだろう。ただし、相変わらず、ダウエルの真の動機、つまりその方程式を成

り立たせる原理となるものが明らかにならない。真実に近づけてくれるはずのアイロニー

が、小説世界の構造全体の原理にまでは導いてくれないのである。

５ フォードのアイロニーの向かうところ

フロレンスとの関係を決定づけた出来事についてダウエルは次のように語る。
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フロレンスは熱い抱擁で私を迎えた・・・・ふむ、女に抱かれたのはそれが初めて

だった。そして女の抱擁に私を想う熱い心が込められていたのはこれが最後になっ

た。(97)

意味深い文章である。フィラデルフィア出身の紳士として、アッシュバーナム夫妻に良

しと認められた人物として、恥ず所のないこの一節は、彼の臆病さと無情さ、他者との関

係の不毛性まで示しているようである。ここに込められたアイロニーは、一人フロレンス

に向けられたものではなく、自らの哀れさにも向けられたものと読むことはできるだろ

う。しかし、このときの彼の無反応がフロレンスと彼との関係を決定づけたことについ

て、当時のダウエルは、そして何より今それを語る彼がどこまで認識しているのか。い

や、さらに言えば、作者フォードは、この九年後の彼と、それを語る今の彼に対して、い

ったいどのような距離感をもっているのか。このくだりのアイロニーの力学は、微妙にこ

れまでとは違う動きを持つようである。語り手のこの行為の非真正性は少なくとも現代の

女性読者の目には歴然としているように思われる。ここで問題となるのは、語り手の価値

評価を対象とする作者の距離感と、さらに作者フォードに対する読者の距離感である。そ

の距離感が、おのずと、解釈行為において、別の種類のアイロニーを生じさせるからであ

る。

『良き兵士』の読解において、カレン・ホフマンは、帝国主義の前提・実践としての父

権的男性性と、語りとの関係を探求している。女権拡大とブルジョワ主義的価値観に対し

て否定的な反応を示すダウエルに対して、当時の多くの男性たちの直面する「去勢不安」

の表象代表としつつ、彼を信頼できない語り手とすることで、フォードは語り手から距離

を置き、そうすることで、彼の不安からも距離を置いているとするカッツ（Katz）の論

をひいている。しかしさらに、その距離感も、時折ダウエル自身が示す、自分の哀れな立

場への自覚によって微妙なものにされることがあり、このようにフォードの距離感は時々

において変わるが、距離感自体は常に保持しているとしている。(K.Hoffman,32-3)

ハインズの論に従えば、認識に向かうダウエルの語りは、この小説世界を構築した作り

手フォードの認識に近づいていくことになるはずだ。ダウエルはこう言う。

そう、私の見るところでは、女というものは、国家とか州とか職業とかに対する責

任感はないか、あるいはあったとしても微々たるものなのに そう、もしかした

ら、共同体的連帯感の感情が完璧に欠落しているかもしれないのに それにも拘わ

らず女性全般の利益に対してはすさまじい本能が自然に働いてこれと一体化する。も

ちろん女がほかの女の亭主や情夫を強引に盗み取るということは起こりうる。だが私

の考えでは、女がそうするのは、相手の女が亭主をひどい目にあわせているという証

拠を握った場合にかぎられる。男の方が暴君だと思った時は相手の女の苦しみに対す
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る本能的同情心から、俗に言うように「彼を古巣にお返し」する 絶対に。だが、

こんな自分の意見を取り立てて重要視するつもりはない。正しいかもしれないし、間

違っているかもしれない。私は人生の知識などほとんど持ち合わせない一個の老いて

ゆくアメリカ人に過ぎない。(281)

この一般論を述べるダウエルの語り口が、フォード自身のそれと、ほとんど距離なく重

なりかけ、その後、彼が自分の位置を思い出したように、「私は人生の知識などほとんど

持ち合わせない一個の老いてゆくアメリカ人に過ぎない」と付け足していることからも明

らかである。ナンシーとレオノーラの個別的関係について語らせながら、筆が滑ったかの

ように自説を披露したかのようにも見える。

このあたりの解釈は、フォードの実人生の方が、作家としてよりも注目された頃にも論

じられた解釈のように見えるかもしれない。しかし、物語の進展とともに、小説構造の語

りの枠を動揺させる一体化が同時に進んでいくとなると、話は別であろう。全知の語り手

から程遠いはずのダウエルが、レオノーラから聞いた話から慎重に再構築していた出来事

の語りを終え、いよいよ最終段階の展開に入ったところから、ダウエルは語り手として別

の格相に入っている。フォードの加速度的効果の必要性がこの小説の枠組みを侵し初め、

いつの間にかダウエルはフォードと一体化したかのように、知りうるはずもないレオノー

ラとナンシーの心のドラマについて直接語り始める。もちろんリアリズム的には、ナンシ

ーがすべてをレオノーラに打ち明け、レオノーラが飽くことなく微細にダウエルにそれを

語ったという設定は可能であり、フォードの意向としては、そのつもりであるのだろう。

しかし現実の語りにおいては、ダウエルはほとんど小説家フォードの視点を共有してい

く。

不在の間に起こったことは次の通りだった。

ナウハイムから戻ると、レオノーラが完全にくずおれた そう、夫を信頼できる

ことが分かったから。(GS,233-4）

このくだりは、語り手ダウエルが、小説家のように、出来事を客観的に語り始めるため

のキューサインである。自信に満ちた語り手となったダウエルはまるで小説世界を作り上

げるフォードと完全に一体化したかのように、レオノーラとナンシーの心理の奥底を「知

る者」として、語り始める。

レオノーラは、ナンシーに対する強い母性愛と、愛する男がその人生で究極の恋人

らしい存在にであったことを知った女の激しい嫉妬の間に引き裂かれていた。彼女

は、このような恋に満ちた夫のだらしなさに対する激しい嫌悪の情と、じっと不幸を
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耐え忍ぶ夫に対する激しい憐憫の情と、それに負けず劣らず激しい、しかしレオノー

ラが自分自身に対しても隠していた感情、つまり、この件では清く自らを律しようと

決意していた夫に対する尊敬の念と それらもろもろの感情の間に引き裂かれてい

た。(234-5強調筆者)

レオノーラが自分にも隠していた感情すら、今は「知る者」に限りなく近づいたダウエ

ルはよどみなく語る。整合性を考えて、あえてそのあとで、「人の心はすべて多くの に

満ちている」(235)と述べ、再度知らないダウエルらしい身振りを試みるが、それも一般

論と化しており、語り手の文体は、結局は人の心の奥深くを知る小説家の遠近感覚に近づ

いていく。

物語の加速度的進展とともに、ナンシーの心理に至っては、間接自由話法を駆使し、語

り手ダウエルは作者フォードとほとんど一体化している。

しかしそれでも、その記事を読んだことがナンシーに及ぼした全体的影響は、不可

解で、戦慄的で、有害だった。ナンシーは、吐き気を感じた 読み進むにしたがっ

て、吐き気がひどくなった。胸の鼓動が苦しくなった。嗚咽がこみ上げてきた。どう

してこんなことの存在を許すのかと神に問いかけた。そしてエドワードはレオノーラ

を愛していないし、レオノーラはエドワードを憎んでいるという確信が高まった。そ

うすると、ひょっとしたら、おじさんはほかの誰かを愛しているのかも、ああ、とて

も考えられない。

もし叔父さんが叔母さん以外の誰かを愛してもいいなら 突然脇腹のあたりで娘

の未知の心が語った。 それは自分であってもいいのじゃないかしら そう、おじ

さんは叔母さんを愛していないわ……これはナンシーが母親の手紙を受け取るおよそ

一月前の出来事だった。(253)

小説論においては印象主義と、客観性を誇るモダニズムの旗手フォードが、最終的にダ

ウエルを自らの分身とし、結果的に一人称の語り手が一時的にでも全知の語り手に限りな

く近づいたというのは、きわめて皮肉な話である。ダウエルが最終的に向かう結論部分で

は、ダウエルのアイロニーの矛先は、露骨にレオノーラと、同時に、彼女が象徴するイギ

リス社会に集中して向けられる。コーダを除いて、読者の前から最後に姿を消すダウエル

は、「こうして人生はしぼんでゆく」余生にある人物であり、フォードは再び彼を小説の

登場人物の位置に戻している。フォードのダウエルに対する距離感は、フォードのイデオ

ロギーを多様な方法論で読み解く作業を抜きには測れないだろう。言いかえれば、テクス

ト外の参照点を新たに求めることが次稿の論題となる。

小説の前におかれたボウエンへの献辞の手紙では、最後にフォードはいかにも彼らしく

－ 36 －

アイロニーの迷路 『良き兵士』における意味の抵抗



何気なく付け足すように、この作品タイトルを巡る皮肉な状況を語っている。そこで作者

自身がいかにアイロニーに満ちた人物であるか、そしてまたアイロニーがいかにそれを発

した自分にも向かいうるかをこれもまたアイロニーに満ちた逸話で示している。先に述

べたようにフォードのアイロニーを駆使する言語形式は、距離をとったはずの語り手に対

するアイロニーを示して最終的価値判断に達するという終わり方はしない。両刃の剣を使

用するものは、非真正性をかぎわけては、剣を振るい続ける。アイロニーの駆使は結局は

自分自身を際限なく分割し続ける所作とならざるを得ない。

作品としての『良き兵士』のアイロニーは、ジェンダー論やポスト・コロニアリズムな

どのテクスト外の参照点から、フォード自身や1914年当時の英国社会制度やモダニズム

運動も含めた英国文化のイデオロギー解釈に向かうつい最近の解釈まで含めて、過去の批

評における解釈と、予見不能な未来における解釈とに分断されている。考えてみると言明

された作品の持つ別の意味を探る行為である批評行為は、アイロニーの解釈に限りなく近

い。そこで示されるどのような解釈も、決して真正なものとなることはできず、「純粋な

る瞞着である過去と、非真正へとぶり返すことで永遠に悩まされ続ける未来へと分断」

(DeMan, 221)されるのかもしれない。論を閉じた瞬間に、それが「純粋なる欺瞞」とな

ることを覚悟しながら。

日本においては 『善良なる兵士』とする訳語がある程度定着しているが、本書の読解を通して、

このタイトルのアイロニーは「善良さ」よりも「因習への順応」が、含意されていると考え、本

論においてはあえて『良き兵士』と訳出した。

本論中の訳文は論者によるものだが、作品の訳については武藤浩史氏による邦訳『かくも悲しい

話を・・・・・』を、ロッジのエッセーについては柴田元幸・斉藤兆史による邦訳『小説の技巧』

を、参照させていただいた。

もともと彼自身は「かくも悲しき話」というタイトルを意図していたが、出版当時の社会的状況

から、出版社の判断で変更を迫られ、苛立ったフォードが「大急ぎの皮肉」のつもりで「良き兵

士」と返答したところ、驚いたことに出版社はそのタイトルを採用してしまった。フォード自身

はこれをずっと残念に思っていたとした後、この小説のタイトルを巡る皮肉な逸話が２つ披露さ

れる。その上で彼は「いずれにしても、アイロニーは諸刃の剣であることを思い知った」(4)とし

ている。
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