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隠された作者
―ブリジット・オールワージの『トム・ジョーンズ』―

白　鳥　義　博

　本論は、拙稿「幻の『トム・ジョーンズ』―作者としてのジェニー・ジョーンズ」

のいわば補遺として、ヘンリー・フィールディング（Henry Fielding）の 1749
年の代表作における作者性とプロットの問題について考察を深め、議論をさら

に一歩前進させることを目標としている。「幻の『トム・ジョーンズ』」（以下、

「幻」と略記する）において筆者は、『トムジョーンズ』のプロットの形成におい

て、二人の女性登場人物が重要な役割を担っていることを、明らかにしようと

した。二人の女性とは、ブリジット・オールワージ（Bridget Allworthy）とジェニー

（Jenny Jones）である。ブリジットは主人公トム・ジョーンズ（Tom Jones）の実

の母親であり、ジェニーは、作品の大部分において、主人公の母親であると考

えられていた人物である。作品のはじめ、地主オールワージ（Squire Allworthy）

のベッドで発見されたトムの母親であると名乗りでたのがジェニーであった。

彼女は罰せられて舞台からすぐに退場するが、作品の大団円でふたたび姿を表

して、トムの本当の母親がブリジットであることを、兄のオールワージに打ち

明ける。妹の（深い）秘密を知ったオールワージは、思わず次のような慨嘆を

口にする。

「それにしても、死ぬまで打ち明けなかったとは妹もけしからんやつだわい。」

―「いいえ、お妹さまのお気持ちはそうではなく、いずれあなたにお話した

いと何度も私にはおっしゃっていました。自分の計画（“Her Plot”）がうまく

いって、お兄様がご自分からあの子をあんなに好きになってくださったから、
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こんなうれしいことはない、この分ならまだはっきり申し上げるには及ばな

い、と言っておいででした。」（837）1

「自分の計画がうまく言って」云々とブリジットの言葉を引用してジェニーは

隠されていた真実を明らかにしているが、ここでの「計画」すなわち “Plot” と

いう言葉がいみじくも物語っているように、小説『トム・ジョーンズ』のプロッ

トそれ自体に、ブリジットの「計画」が投影されているのである。2  すなわち、

トムを捨て子として兄に養育させ、母親役を身代わりにたてることを「計画」

したブリジットこそ、『トム・ジョーンズ』の第一の「作者」であると言って良

いだろう。そして、拙稿「幻」において指摘したように、小説の 後でふたた

び登場したジェニーは、ブリジットの遺志を受け継いで、ブリジットが完成さ

せられないまま、未完に終わった幻の『トム・ジョーンズ』を完成させている。

このように考えると、『トム・ジョーンズ』という小説は、二人の女性たちによ

る共作だと言って良いだろう。

　二人の女性作者によるこうしたコラボレーションの有り様について、より作

品に忠実に、もっと繊細に考えることが、本論の目的である。「幻」の 後で記

したように、実際の『トム・ジョーンズ』の結末が泉下のブリジットを喜ばせ

るであろうことは、あくまでも仮定の話ではあるが、想像に難くない。だが、

ジェニーの努力と功績で実現したエンディングは、作者としてのブリジットが

幻の『トム・ジョーンズ』のために用意していたであろうエンディングと、同

じものだったのだろうか。そもそも、ブリジットが書こうとして果たせなかっ

た、未完の『トム・ジョーンズ』とは、一体どのような物語だったのだろうか。

それは、現実の『トム・ジョーンズ』と、どの程度一致しているのだろうか。

そして、両作品において、ブリジットが腹心の友としたもう一人の作者、ジェ

ニー・ジョーンズは、どのような存在意義を持っているのだろうか。身代わり

役を果たすというジェニーの協力を得て、ブリジットは、我が子のトムを捨て

子ではあるが、しかし兄の実子同然に育てさせることに一度は成功した。しか

し、これは拙稿「幻」においては触れる機会がなかった事実なのであるが、小
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説『トム・ジョーンズ』の第 6巻 11章で、 トムはパラダイス・ホールを去るこ

とをオールワージから命じられる。後述するように、その時ブリジットはすで

にこの世の人ではなかったのであるが、しかし、彼女がプロットを生み出す作

者としての力を手にしていたとすれば、トムの受難というこの展開は一体どの

ように理解されるべきなのだろうか。屋敷からの追放が母親の心底からの願い

であったとは、考えられないのである。

　作者としてのブリジットが書こうとした幻の『トム・ジョーンズ』のプロッ

トには、オールワージによるトムの追放という出来事が、予定されていたのだ

ろうか。この疑問への答えを探して、トムがオールワージに勘当される経緯

を、もう一度振り返ってみよう。追放の引き金を引いたのは、後にトムの実の

弟であることが判明する、あのブリフィル（Blifil）という男であった。捨て子

のトムをパラダイス・ホールから放逐することは、ブリフィルの父親も願って

いたことであったのだが、それを妻であるブリジットは存命中に止めていたの

であった。キャプテン・ブリフィル（Captain Blifil）が「白眼をもって拾い児を

眺めれば、その妻は我が子とほとんど同じように可愛がり始めた」と、語り手

は述べている（98）。しかし、父親の悲願を、やがて息子のブリフィルが、告

げ口という姑息な手段で、ついに達成することになる。オールワージが重い病

から回復したとき、トムは喜びのあまり飲酒して羽目をはずし、それを強い口

調でたしなめたブリフィルに殴りかかる。挙句の果てに、森へ出て恋人モリー・

シーグリム（Molly Seagrim）と情事にふける。そのことを、ブリフィルは見て

みないふりをしておく。そして、チャンスを計算して準備をし、トムにとって

も不利なタイミングでオールワージに暴露した。小説第 6巻 10章で、ソファ

イアとトムとの関係に気づいた地主ウェスタン（Squire Western）がパラダイス・

ホールに怒鳴りこんできたとき、ブリフィルは「いや、これなどはまだほんの

序の口。何しろあんなひどい男はいません。今までは一所懸命かくしていまし

たが、もしそのことを伯父上がお知りになったら、あの極道男はとうに勘当

されたに違いありません」といって、オールワージが病床にあった時のトムの

乱痴気騒ぎの一件を暴露してしまう（274）。これにはさすがのオールワージも、



－ 24－

白　鳥　義　博

「生涯お前を目通りから追い払う決心だ」と、重々しくトムに申し付けざるを得

ない（277）。
　ジョン・リケッティ（John Richetti）が、この一連の部分を念頭に置きながら、

ブリフィルという人物の働きを次のように規定しているのは、全く正しいとい

えるだろう。

小説［『トム・ジョーンズ』］の中で、ブリフィルは も完璧に政治的な人物

である。なぜならば、彼は決定的な秘密を完璧に隠し、それがプロットを動

かしてゆくからである。面白いことに、作品の語り手はブリフィルにとても

良く似ている。というのも、語り手がブリフィルのように心のなかの動機を

偽り、重要な情報を見えないように策を練るからこそ、読者は先を読み続け

ようという気持ちになるのである。（139-40）3

「幻」においても指摘したことであるが、「プロット」をあのように自在に操った

という点で、ブリフィルは確かに「政治的な人物」である。しかし、彼が政治

劇の一番の巧者であるとはいえないし、彼以上に「作品の語り手」と「とても良

く似」た働きをする登場人物がいる。それが、作品の 後の 後まで「決定的

な秘密を完璧に隠し」たジェニー・ジョーンズであり、さらには、作品の前半

部でトムの出生に関わる「重要な情報を見えないように策を練」ったブリジッ

ト・オールワージである。これら二人の女性作者たちの智恵と実力が『トム・

ジョーンズ』の「プロットを動かしてゆく」のであり、たとえブリフィルといえ

ども、ブリジットやジェニーを上回る「政治」的なスキルを発揮することは出

来なかった。拙稿「幻」においてはブリフィルとジェニーの作者性をめぐるヘ

ゲモニー争いについて説明したが、ブリフィルと母親のブリジットとの間では、

どのような政治闘争が戦わされたのだろうか。4

　作品に忠実に寄り添って事情を確かめてみると、オールワージへのブリフィ

ルの告げ口が功を奏したのは、リケッティが解釈したようなブリフィル自身の

政治力の他に、別の要因があったことがわかる。ブリフィルが告げ口をする以
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前から、オールワージはトムをあまり快く思ってはいなかった。つまり、ブリ

フィルは、火種をこしらえてはいない。彼は火に油を注いだに過ぎない。では、

オールワージの心中にトムへの反感を抱かせたのは、誰だったのだろうか。そ

れは、皮肉なことに、トムの真の母であるブリジットだった。

　『トム・ジョーンズ』第 3巻 7章で、語り手は、その遠因について、かなり

詳細に語っている。オールワージは、ブリフィルを贔屓していた。それは、ブ

リフィルが、母親であるブリジットから、明らかに嫌われていたからだ。同じ

3巻の第 6章ではブリジットのトムへの露骨な好意が語られている。トムが自

分の子供であるという事実を隠すために、彼女は母親らしい愛情を表に出すこ

となどとても出来なかったし、トムが悪戯をしてひどく罰せられるのを止める

ことも出来なかった、と語り手はいう。

だが、トムがだんだん大きくなって、男性を大いに女性の気に入らせるあの

侠気というやつを見せてくると、子供の頃彼女が彼に示した嫌悪の情は次第

に鈍って、ついには彼に対する愛情が自分の息子へのそれよりもはるかに強

いことを明らかに示すようになり、もはや彼女の本心を誤解することは不可

能になった。彼女はしばしば彼に会うことを強く望み、一緒にいれば非常な

満悦ぶりというわけで、［中略］界隈の人たちは、かつて彼女がスクウェアに

見せた好意を問題した如く、今度はトムに心が傾いていると盛んに話題にし

始めた。（127）

作品を初めて読む際には気づきにくいことであるが、ブリジットがトムの母親

であるという（作品の 後で初めて明かされる）真実を念頭に置いてこの部分

を再読してみると、ここでブリジットが「彼女の本心」を包み隠さず表に出し

て、トムに「会うことを強く望」んだという展開は、読者の心を強く打つだろう。

本論の冒頭に引用した一節の中で、ジェニー・ジョーンズはオールワージに対

して、ブリジットがトム出生の秘密を「いずれあなたにお話したいと何度も私

にはおっしゃっていました」と述べていたが、この第 3巻 6章そして 7章の時
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点で、ブリジットは兄に真実を語る決意を固めつつあったのではないか。そう

でないと、トムへの「愛情が自分の息子へのそれよりもはるかに強いことを明

らかに示す」リスクを冒したことへの説明がつかないのである。

　しかし、語り手によれば、「このブリフィル夫人のトムへの愛情、実子より

もあまりに露骨に彼を偏愛したことは、当のトムには大変な損になった」とい

う（127）。どうしてか。それは、ブリジットから受けたと同じ分の愛を、彼は

オールワージから失ってしまったからである。そして、トムから引き出された

オールワージの愛の気持ちは、そのままブリフィルに付け加えられることに

なった。

されば彼はブリフィル君が生みの母の絶対的憎悪を受けているのを知ると

（事実その通りだった）、それだけの理由で彼は同情の目でこれを見るように

なった。善良な情け深い人物の場合、同情の結果がどうなるか、大方の読者

に改めて解くまでもあるまい。

　それからというもの［オールワージ］は、この少年［ブリフィル］の長所ら

しいものはすべて拡大鏡を通してみる。またその欠点はみなその望遠鏡をさ

かさまにしてみるからほとんど目に見えぬほど小さく映る。［中略］つまり、

彼がブリフィル夫人のトム偏愛に気づくやいなや、この哀れな少年は夫人の

愛が増すに比例して（罪もないのに）彼の愛を失いはじめたのである。もち

ろん、これだけでジョーンズが主人の温かい懐から抹殺されることにはなら

なかっただろうが、それにしてもこのことは少年に大損失を与え、またオー

ルワージ氏の心に、のちに述べる重大事件の元となるような印象を植え付け

る下地を作った。（127-28）

「のちに述べる重大事件」とは、先に説明した、ブリフィルによる告げ口のせ

いでオールワージがトムを屋敷から追放する決断をした、あの一連の出来事を

指している。悲しい事実であるが、ブリジットはトムをオールワージの寝床に

捨てることで、トムが兄の「暖かい懐」で育つような「プロット」を企画したの
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であったが、その彼女自身が、「主人の温かい懐から抹殺される」というトムの

過酷な運命の「下地」を作ってしまったのである。

　第 3巻の 6および 7章の周辺で、実の子であるトムへの愛情をブリジット

が隠しきれなくなったと想定する時、では、その「トム偏愛」をあからさまに

することによって生じる様々な反応も、どこまでが彼女の想定内の事だったの

かという疑問に突き当たる。ブリジットがオールワージに真実を打ち明ける寸

前まで来ていたとすれば、作者としてのブリジットのプロットでは、「トム偏愛」

が伏線となって、やがては真実の告白というエンディングへと結ばれてゆくは

ずだったのだろう。その物語において、たとえば先に触れたオールワージの反

応、すなわち、妹の「トム偏愛」が兄において「ブリフィル偏愛」とでも呼ぶべ

き心の反応を引き出したのも、おそらくはすべて一時的な副作用として、作者

の想定内にある出来事だったと考えられる、逆に言うと、そのような確信がブ

リジットの中になければ、彼女が唐突にトムへの愛情を示すようになった真意

が、理解できないのである。5  本論冒頭に引用したジェニーの証言の中にある、

「自分の計画がうまくいって、お兄様がご自分からあの子をあんなに好きになっ

てくださったから、こんなうれしいことはない」というブリジットの言葉から

も明らかなように、この妹は兄の気質や性質を 初から知り抜いていたのだか

ら。

　『トム・ジョーンズ』第 3巻の続く部分を丁寧に読み進めてみると、ブリジッ

トがいくつかの下準備を重ねながら、真相の告白へと向かっていったさまが、

さらに良く理解できる。「トム偏愛」の本当の障害は、兄ではなく、むしろもう

一人の自分の息子であると、彼女は理解していたようだ。例えば、小説の第 3
巻の 9章で、金に困ったトムがオールワージにもらった聖書をブリフィルに

売り払うという、一大事が勃発する。ブリフィルはその聖書をわざと家庭教

師たちの前で、見せびらかすように使用する。意図は明白である。トムの悪

行を言わず語らず目立たせようという算段であった。オールワージの前でト

ムは厳しく弾劾されるのだが、その場に決然と介入したのがブリジットだっ

た。
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彼女は［中略］はなはだ博学な議論を利かせ、結論としていうのは、もしト

ムに何らかの罪があるとするなら、自分の子もどうやら同罪と認めねばなら

ぬ、売り手と買い手に差別はないはずで、両方とも同じように電動から追い

出されねばならぬ、という。

　ブリフィル夫人が自説を述べたことが論争を終結させた。（132）

トムを陥れる「プロット」を打ち立てようとするブリフィルの政治的な力の前

に、ブリジットが毅然と立ちはだかって、違う物語の展開を書こうとしている

ことが、ここからわかるだろう。それに対してオールワージがどのようにこ

の「論争」の結末を眺めていたかは、フィールディングの語り手はあまり明ら

かには説明していない。ただ「オールワージ氏はというと、もうトムは罰を受

けたことだからこの際自分の意見は言うまい、と述べる。彼がトム少年に腹

を立てたかどうかは読者自身の御賢察に任すほかはない」とだけ、記している

（132）。おそらく、ブリジットの戦術は、何度も繰り返されるブリフィルのた

くらみにその都度対抗して、ブリフィルではなくトムを露骨にかばうことで、

その不自然な事実（というのも、トムではなくブリフィルが彼女の子供とみな

は思っているのだから）からオールワージが何らかの不審の念を抱くことを、

狙っていたのだろう。兄が「拡大鏡」を机において、それにしてもどうしてお

前は実の子供ではなく赤の他人の方を「偏愛」するのかと妹に問いただすその

瞬間を、ブリジットは待っていたのではなかろうか。そうすれば彼女は真実

を告白しやすかっただろう。こうした彼女のプロット作りが功を奏しつつあっ

たことを、オールワージの「この際自分の意見は言うまい」という言葉が裏付

けているのではなかろうか。というのも、先に引いた第 3巻 7章の一節では、

ブリフィルの「長所らしいものはすべて拡大鏡を通してみる」傾向が当時のオー

ルワージにはあったと記されていたのだから、妹の「自分の子もどうやら同罪

と認めねばならぬ」という弁舌に兄はもっと鋭く対立して反駁を試みるのが筋

だろう。「自分の意見は言うまい」と述べたとき、オールワージはブリフィルを

憐れんで弁護することを忘れて、頑なにトムを弁護するブリジットの不可解な
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言動を訝しく思っていたはずだ。こうした推測を「賢察」と呼んだらおかしい

だろうか。

　だが、その後、フィールディングの『トム・ジョーンズ』から、ブリジット

は姿を消してしまう。第 3巻 9章の聖書事件の処理が終わって舞台から退場

した彼女は、その後の小鳥事件（第 3巻 9章）、村の教会での乱闘事件（第 3巻
9章）、モリーの妊娠騒動（第 3巻 9章）、さらにはトムの骨折騒動（第 3巻 9章）

と言った、作品前半部を彩る重要な出来事に関与している様子はないし、舞

台に姿を見せることすらない。ブリジットがふたたび登場するのは、第 5巻 7
章になってからだ。登場と言っても、次のような一節で軽く言及されるだけで

ある。重い病を得てオールワージが寝込んだ「その時に不在であったのは、少

し前からロンドンに行っているブリフィル夫人と、読者がつい今しがたウェス

タン方で分かれてきたばかりのジョーンズ君だけ」であったと、語り手は述べ

る（215）。ブリジットがどうしてロンドンへ向かったのかは、何も説明されて

いない。さらに、オールワージの病が一層重くなったとき、ブリジット逝去の

報を持ってソールズベリーから一人の弁護士が現れる。オールワージの代理で

弁護士と面会したブリフィルは、「悲しい知らせです。母がソールズベリーで

なくなりましたと告げる。帰る途中で頭問に痛風が起こり、一、二時間で敢な

くなったのです」（221）。オールワージは「心痛と忍耐と諦念とをもってこの報

を受け、やさしい涙を一滴落としたが、すぐに落ち着いた顔を取りもどし、や

やあって『何事も主の御心のままに』と叫んだ」（223）。
　『トム・ジョーンズ』の 終章に当たる第 18章 8巻で、ソールズベリーから

駆けつけたこの弁護士（ダウリング）は真相を知ったオールワージに詰問され

て、あの時自分がブリジットの遺言書を携えてきていたこと、それをブリフィ

ルに渡したことを、白状する。

「なんだって？」オールワージが叫ぶ、「では君は知っていたというのか？」―

「いいえ、もしあなたさまが真実を言えとおっしゃるのなら、それはもう、

何もかも申しましょう。実は存じておったのです。と申すのは、それこそブ
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リフィルさまの母上様がほとんど今はの際におっしゃったことで、私があの

方の寝台のわきにただ一人立っている時におっしゃったのです。その時あの

方から、あなたさまにお届け申したあのお手紙をことづかったのでした。」

―「手紙？どんな手紙だ、それは？」とオールワージ。「私がソールズベリー

からお届け申したお手紙で、ブリフィル様のお手に渡したのですが。」―「な

んだって？で、どんな文句だった？妹は君になんと言ったのだ？」―「お妹

さまは私の手をおとりになり、その手紙をお渡しになりながらおっしゃるに

は、『何を書いたやら私にもわからない。兄上に、ジョーンズは兄上の甥だ

と申し上げておくれ。―私の子だもの。―可哀想なあの子！』そうおっしゃっ

て、断末魔のようにうしろにお倒れになりました。私はすく皆を呼びました

が、それっきりお妹さまは私には何もおっしゃらず、数分後にはお亡くなり

になったのです。」（843-44）

ブリジットが弁護士ダウリングに渡した手紙とは、おそらく一種の遺言であろ

う。そしてその中でブリジットはトムの本当の母親が自分であることを、明ら

かにしているのだろう。小説『トム・ジョーンズ』の大団円で読者には初めて

明らかにされるこの真実を、彼女は、本来ならば、作品のもっと早い段階で告

白するつもりであったのだ。告白というのは、先に仮説を述べた、第 3巻の 6
章や 9章の一連のエピソードのことだけではない。オールワージが寝込んでい

た第 5巻で、やはり死の床にあったブリジットは、遺言を残すという営みによっ

て、自らの作者性を維持することに、 後の努力を払っていたのだ。

　しかし、その遺言書も、ブリフィルによって闇に葬られてしまった。はじめ

に引用したリケッティの言葉を借りれば、ブリフィルは母親の遺言という「決

定的な秘密を完璧に隠し」たことで、彼は自分に有利な「プロットを動かして

ゆく」作者としての力を得たのであった。ブリジットの母親としての、作者と

しての威力はテクストから隠蔽されて、あとに残ったのは、母親らしい愛情を

露わにしたブリジットがトムの放逐と転落に寄与したという、悲しい顛末だけ

である。この新しい物語の作者は誰なのか。トムの母親が誰かという真実を
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知っている人物が、ブリジットがついに隠しきれなくなったトムへの愛情を、

ブリジットの想定とは違う全く別のプロットを持つナラティヴの中の出来事と

して組み込み、それに予想外の解釈の余地を与えた。こうして、ブリジットの

物語は、様相の異なる外伝へと、すり替えられてしまった。しかし、作者とし

てのブリジットを隠すことで成立するこの『トム・ジョーンズ』の異様さに読

者が気づくには、ジェニー・ジョーンズが真実をオールワージに告白する時を

待たねばならなかった。6

注

1. 『トム・ジョーンズ』からの引用は、朱牟田夏雄訳（岩波文庫版）を参考に

させていただいた。

2. ここでの “Plot” なる語の意味合いは、Cobley が著書の中で物語論的な知見

を援用しつつ与えている定義に近いと思われる。Cobley の定義を噛み砕い

て説明すれば、プロットとは、物語の中のすべて出来事を余さず記述した

もの、すなわちストーリーから任意の出来事を選び出して、任意の順番に

並べる方法や指針、という意味で理解できる。詳しくは Cobley の 239ペー

ジを参照のこと。

3. 引用は拙訳である。

4. ブリフィルが持つ作者的な力についての詳細は、拙論「ブリフィルが書い

たトムの物語」および「幻の『トム・ジョーンズ』」を参照のこと。これら二

つの論文と本稿において、筆者は小説内部における「作者」の存在について、

そして注の 2において述べた意味でのストーリーとプロットとの乖離の問

題について、連続的に考察を深めているのであるが、一連のこの探求の発

端に原の「物語の不在と不在の物語」があることを、再度ここに明記したい。

（筆者にとって得るところの多かったこの論文の中で、原自身は「作者」で

はなく「著者」という語を用いている。）

5. この部分を指してフィールディングがいわゆるインセストのモチーフに興

味があったと主張する読み方ができることを、筆者は理解しているが、そ
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れは、かえって深読みにすぎるのではないだろうか。しかし、この問題に

ついては、稿を改めて、別の角度から論じてみたい。というのも、ブリジッ

トという女性登場人物をより良く理解する上で、作品内で明らかにされる

彼女の恋愛遍歴に対して、もっと本格的な研究と分析がなされるべきだと

考えるからである。さらに、彼女とトムとの関係以上に問題なのが、兄で

あるオールワージとの関係である。インセストの可能性を言うならば、ト

ムがブリジットと兄との間の子供であるという可能性も捨てきれないから

だ。

6. フィールディング文学における女性の問題についての先行研究として、

「幻」において Campbell の優れた研究書をあげたが、本稿ではそれに加え

て London の thought-provoking な論文に有益なヒントを得たことを記して

おきたい。フィールディングの女性についての研究は、まだまだ少なく本

格的ではない。タイトルからして示唆的な London の論文のような希少な

試みを、物語論のより実践的なアプローチと結合させて、フィールディン

グ小説の新たな相貌を描出することが、ここ一連の筆者の取り組みの本質

である。
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