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エミリー・ブロンテ『嵐が丘』 1847
年



ヨークシャーのムーア地帯



小説の誕生

•リチャードソン 『パミラ』

•フィールディング『トム・ジョンズ』

•スモーレット 『ロドリック・ランドム』

•スターン 『トリストラム・シャンディ』

•＜３０年＞：1740-71年



個人の誕生から特異性の描出

•特異性
•他とは相違し、他には共有されえない特質

•普遍性：
•時間・場所・個人に関係なくあてはまる特質



普遍性：教訓

ピエロ・デッラ・フランチェスカ「慈悲の聖母」

1460–1462年

I was hungry and you gave me food
I was thirsty and you gave me to drink
I was a stranger and you welcomed me
I was naked and you clothed me
I was sick and you visited me.
I was in prison and you came to me
No one despairs of God’s mercy.
God’s mercies are marvellous.



特異性：現実

アドリアーン・ブラウエル
「しかめっつらをする若
者」1632-1635年



ジェンテイレスキ「聖母子」 1609年 ハルス「カタリーナ・フーフトとその乳母」 1619-20年頃



具体・個別から特異へ

•冒頭： 異様な家族構成 (1:28-10:52)

異様な家系

•思春期： 異様な友達関係 (22:18-26:35)

•夫婦： 異様な三角関係 (52:18-56:22)



異様な家族構成・家系



異様な友達関係



異様な三角関係



異様な男女関係：幼友達



異様な男女関係：幼友達



異様な男女関係：幼友達

•「私とキズキ君は本当にとくべつな関係だった
のよ。私たち二つの頃から一緒に遊んでたの
よ。私たちいつも一緒にいていろんな話をして、
お互いを理解しあって、そんな風に育ったの。
… …だからあの人が死んじゃったあとでは、
いったいどういう風に人と接すればいいのか、
私にはわからなくなっちゃったの。人を愛する
というのがいったいどういうことなのかというの
も。」（直子 『ノルウェイの森』）



あの人が死んじゃったあと…

•ヒースクリフにとって
•キャスリンがエドワードと結婚する意思
を表明

•キャスリンにとって
•ヒースクリフが嵐が丘から去る



どういう風に人と接する

•ヒースクリフ：
•復讐（17年かかり）と賭け事

•キャスリン：
•狂気と亡霊



接し方の三レベル

霊的

精神的

肉体的 可視の環境

不可視の場

半可視の世界



肉体：可視の生活環境

•衣：名古屋嬢か干物女（かまやつ）か

•食：ジャガリコかポッキーか？

•住：一戸建てかマンションか



精神：半可視の生活世界

•政治：民主主義か社会主義か？

•社会：家庭引きこもりかボランティア活動か？

•宗教：カトリックか浄土真宗か？

•経済：マクドナルドかロハスか？



霊：不可視の霊的場

•神的なものと触れ合っている



接し方の三レベル

霊的

精神的

肉体的 可視の環境

不可視の場

半可視の世界



接し方：肉体的

ウィリアム・
ホーガース

「当世風結婚」

1743年



接し方：精神的

ルーべンス
「スイカズラのあずま屋」
（妻イサべラ・ブラント）
1609—10年頃



接し方：
霊的

コレッジョ

「聖カタリナの神秘の結
婚」

1520年頃



聖婚の三レベル

霊的

精神的

肉体的

半可視世界・
可視環境

不可視の場



ヒースクリフはキャスリンとなぜ
結婚できないのか？

•身分の違い
•出自が不確か

•貧富の差
•事実上の召使い



生活世界（半可視）

経済

資本・資源

制度

政治
統治権力

政体

社会
共同体

（民族・血縁・地縁）

伝統的しきたり

宗教

教派

（聖的共同体）

教理・儀礼

人種差別

身分差別
教派差別

貧富差別



特異の生活世界

経済

資本・資源

制度

政
治

社会
共同体

（民族・血縁・地縁）

伝統的しきたり

宗
教

身分差別

貧富差別



ヒースクリフ：特異性

経済
優先

マキャヴェ
リズム

悪漢



A. 経済：愛への保障

•資産：
1. 愛への代価にはなりえない
2. しかし資産なしには愛はありえな

い
∵
3. 自助原則（家族の二法則）

•『ある愛の詩』
•「当世風結婚」



B. マキャヴェリ：自己欲望の実現

•自己欲望：
•キャスリンの配偶者にふさわしい富・身分

•実現のために慣習・通念にとらわれない
•活動的生への傾倒

1. 各階級の人物の振る舞いを観察
2. 振る舞いを支える原則をつかむ

3. 原則を欲望実現に利用



ヒースクリフ：特異性

経済
優先

マキャヴェ
リズム

悪漢



地についた接し方

精神的

肉体的

可視の環境

半可視の世界

月並み
or
負



ヒースクリフ：特異性

経済
優先

マキャヴェ
リズム

悪漢



C. 悪漢picaro

•悪漢 ：社会の枠組みから締め出された人物
• 例 デフォー『モール・フランダース』

•既成の秩序への挑戦
1. 弱者による強者の虚飾を暴く

2. 実力・能力によらず、生得身分から生じる不
平等への疑問

3. 暴き・問うことへの膨大なエネルギー



秩序への挑戦

「臆病者のご亭主で喜ばしい限りだな、
キャシー。…こんなだらしない弱虫の
ほうが、おれよりいいっていうんだか
ら。こんなやつじゃ、げんこつをくら
わす気にもなれないが、足で蹴ってや
ろうか。それでこっちも腹の虫がおさ
まるようにな。こいつ、泣いているの
か、それともこわくて気絶しかかって
いるのかい？」 （11章）



秩序への挑戦

「臆病者のご亭主で喜ばしい限りだな、
キャシー。…(1)こんなだらしない弱虫
のほうが(2)おれよりいいっていうんだ
から。こんなやつじゃ、げんこつをく
らわす気にもなれないが、(2)足で蹴っ
てやろうか。それでこっちも(3)腹の虫
がおさまるようにな。こいつ、(1)泣い
ているのか、それともこわくて気絶し
かかっているのかい？」 （11章）



悪漢の２レベル

精神的

肉体的

可視の環境

半可視の世界

驚異,
凶意

Ambivalence



キャスリンはヒースクリフとなぜ
結婚しないのか？

•家族の二原則
•自助原則

•エドガーと確立

•愛情原則
•失踪したヒースクリフ
を補完するエドガーと
確立



キャスリンの性向：自己愛重視

•自己が賭ける対象
•自己愛を充足するものや事柄

•自己が賭けない対象
•個人を超える政治（国家）・社会（家族）・
宗教（祈り）



自己愛の重視

自分自身へ
の自己愛

他人がもつ
自己愛



自己愛の満たし方

1. 主観的で身辺的な満足への強烈な志向
•満足が幻想的で、錯覚を含んでいる

2. 画一的な自己肯定感
•自分が多少苦しめば、他人も共鳴すると信じる

3. 他者＝消費可能な者
•自己満足のためには、無反省に他人の感情を無視



•「ヒースクリフは心配ないわ。しっかりしているから危険な
ことはないでしょう。……わたし、神さまとも人間とも仲直り
したの。神さまの摂理に腹を立てて反抗してきたんだけ
れどね。ああ、ネリー、今までわたしは、大変なつらさに
ずっと耐えてきたのよ。どんなにつらかったかわかれば、
それがやっと晴れた喜びに不機嫌な顔で水をさすなんて
こと、エドガーもためらうはずだわ。エドガーのためを思っ
て、ひとりで耐えてきたの。わたしが苦しみを表に出して
いたら、あの人もわたしと同じくらい真剣に、苦しみの消
えることを願ったでしょうよ。これから先は、どんなことに
も耐えられそうよ。(1)どんなに卑しい人に頰を打たれた
としても、もう一方の頰を向けるだけでなく、怒らせて悪
かったとあやまるわ。その証拠に、今すぐエドガーと仲直
りしてくるわね。お休みなさい。わたしはもう(2)天使みた
いになったんだから」 キャサリンは(1)ひとりで満足して
出て行きました。（10章）



自己愛的反応

•ヒースクリフの帰還（10章）

•「ヒースクリフは心配ないわ。しっかりしているから
危険なことはないでしょう。……わたし、(1)神さま
とも人間とも仲直りしたの。神さまの摂理に腹を立て
て反抗してきたんだけれどね。ああ、ネリー、今まで
わたしは、(2)大変なつらさにずっと耐えてきたのよ。
どんなにつらかったかわかれば、それがやっと晴れた
喜びに不機嫌な顔で(3)水をさすなんてこと、エド
ガーもためらうはずだわ。エドガーのためを思って、
ひとりで耐えてきたの。わたしが苦しみを表に出して
いたら、あの人もわたしと同じくらい真剣に、苦しみ
の消えることを願ったでしょうよ。



自己愛的反応：

•これから先は、どんなことにも耐えられそうよ。
(1)どんなに卑しい人に頰を打たれたとしても、も
う一方の頰を向けるだけでなく、怒らせて悪かっ
たとあやまるわ。その証拠に、今すぐエドガーと
仲直りしてくるわね。お休みなさい。わたしはも
う(2)天使みたいになったんだから」 キャサリン
は(1)ひとりで満足して出て行きました。（10章）



自己愛の満たし方

1. 主観的で身辺的な満足への強烈な志向
•満足が幻想的で、錯覚を含んでいる
「神さまとも人間とも仲直り」

2. 画一的な自己肯定感
•自分が多少苦しめば、他人も共鳴すると信じる
「耐えてきた」,「天使みたい」

3. 他者＝消費可能な者
•自己満足のためには、無反省に他人の感情を無視
•「エドガーもためらうはず」



対象喪失の発生

「今後ヒースクリフをあきらめるのか、ぼくを捨て
るのか、どっちにする？ 両方と仲良くするのは無
理だ。」（11章）

対象喪失：

自分の願望とは逆に、対象を奪われ、無理に引き離
される。あるいは、相手から自分が破棄される。

↓
1度目：ヒースクリフ自身が失踪
今回：エドガーに強いられて起こる



キャスリン：対象喪失から狂気へ

•自分が引き起こした対象喪失：
•キャスリンの意図を聞き、ヒースクリフ自身が失踪

•強いられた対象喪失
•エドガーに強いられてヒースクリフと出会えなくなる

•自己愛が満たされない状況

→急性の悲哀症候→狂気



愛に凶意と狂気と混合

•ヒースクリフ：
•秩序への挑戦→驚異,凶意

•キャスリン：
•自己愛が満たされない状況→狂気

•対象喪失からの克服方法？



対象喪失克服：死骸を抱く



対象喪失克服：互いに亡霊となる



ヒースクリフとキャサリンの愛
幼友達・結婚適齢期・壮年

霊的

精神的

肉体的

亡霊

感応道交

遊び



エミリー・ブロンテの生活

•1818年 ：誕生

•1824年 ：学校入学 半年で退学

•1842年 ：ベルギーの寄宿学校 半年で退学

•1846年 ：詩集の自費出版

•1847年 ：『嵐が丘』刊行

•1849年：飲酒依存症の兄の死。自身の死




	恋愛と結婚愛の人間像：Part03深い相思相愛は結婚愛へと成就しない     
	エミリー・ブロンテ『嵐が丘』 1847年
	ヨークシャーのムーア地帯
	小説の誕生
	個人の誕生から特異性の描出
	普遍性：教訓
	特異性：現実
	スライド番号 8
	具体・個別から特異へ
	異様な家族構成・家系�
	異様な友達関係
	異様な三角関係
	異様な男女関係：幼友達
	異様な男女関係：幼友達
	異様な男女関係：幼友達
	あの人が死んじゃったあと…
	どういう風に人と接する
	接し方の三レベル
	肉体：可視の生活環境
	精神：半可視の生活世界
	霊：不可視の霊的場
	接し方の三レベル
	接し方：肉体的
	接し方：精神的
	接し方：�霊的
	聖婚の三レベル
	ヒースクリフはキャスリンとなぜ結婚できないのか？
	生活世界（半可視）
	特異の生活世界
	ヒースクリフ：特異性
	A. 経済：愛への保障�
	B. マキャヴェリ：自己欲望の実現
	ヒースクリフ：特異性
	地についた接し方
	ヒースクリフ：特異性
	C. 悪漢picaro
	秩序への挑戦
	秩序への挑戦
	悪漢の２レベル
	キャスリンはヒースクリフとなぜ結婚しないのか？
	キャスリンの性向：自己愛重視
	自己愛の重視
	自己愛の満たし方
	スライド番号 44
	自己愛的反応
	自己愛的反応：
	自己愛の満たし方
	対象喪失の発生
	キャスリン：対象喪失から狂気へ�
	愛に凶意と狂気と混合�
	対象喪失克服：死骸を抱く
	対象喪失克服：互いに亡霊となる
	ヒースクリフとキャサリンの愛�幼友達・結婚適齢期・壮年
	エミリー・ブロンテの生活
	スライド番号 55
	B. 愛の噴出
	影を殺すヒースクリフとキャスリン
	生活世界の具体像：可視の環境
	意識がどこに向かうのか
	なぜ女性は売春するのか
	女性売春：日本人の刷り込み
	正当な談合：日本人の刷り込み
	反省的自己把握か呪縛か
	脱日常の亡霊
	安息欠如の彷徨い手 restless wanderers
	復讐
	ヒースクリフとキャサリンの不思議
	脱日常の亡霊
	安息欠如の彷徨い手 restless wanderers
	B. マキャヴェリ：復讐
	ヒースクリフとキャサリンの不思議
	物語・教訓からの離脱
	なぜ先進国物語なのか？　：結婚できない二人�
	スライド番号 74
	中流化の1955年体制
	愛の証：　障害を乗り越える
	カーニバル化する社会
	スライド番号 78
	成長のない愛
	物語・教訓からの離脱
	なぜ先進国物語なのか？　：結婚できない二人�
	スライド番号 82
	スライド番号 83

