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シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』における「心の目」と感情

The soul, fortunately, has an interpreter̶often an unconscious, but still a truthful 

interpreter̶in the eye. (317)（１）

Ⅰ

　近年、感情を主題にした研究が諸分野で注目を集めている。感情は心の領域に属すると考えら

れることから、感情に対する関心の高まりが心理学の分野で顕著に見られることは驚くに当たら

ない。オックスフォード大学出版局刊行のシリーズ「ごく簡単な入門書（A Very Short 

Introduction）」のうちの一冊『感情（Emotion）』によれば、心理学において、感情に対する関

心は1990年代に「ルネッサンスのようなもの（something of a renaissance）」を経たという

（Evans xiv）。同書によると、それまでの感情を対象にした研究は、少数の心理学者と、さらに

少ない数の人類学者に限られていたが、現在では趨勢が変わり、感情研究は「注目の主題（hot 

topic）」になった。そのことは、1984年に国際感情学会が発足し、1992年には日本感情心理学会

が設立され、感情に関わる「科学的」研究の幅広い学際的研究が展開されていることによっても

裏付けられるだろう。

　他方、歴史学の分野における感情の歴史に向けられた関心の高まりは「感情論的転回（emo-

tional turn）」と呼ばれ、特に21世紀に入ってから「感情史（History of Emotions）」は歴史学の

中に確固たる地歩を占めつつある。もっとも、森田直子や伊東剛史と後藤はる美が指摘するよう

に、感情を主題に据えた歴史研究は「近代歴史学の誕生とともに」あり（伊東・後藤 272）、す

でに20世紀前半にはフランスのアナール学派の重鎮リュシアン・フェーブル（Lucien Febvre, 

1878-1956）が、歴史学において「感性（sensibilité）」や「情動（émotions）」に注目することの

意義を唱えていた（２）。それ以来、欧米を中心に連綿と続けられてきた感情に関する研究が21世

紀になって開花し、感情史研究の大規模なプロジェクトがドイツやイギリス等で次々に立ち上げ

られることとなった（伊東・後藤 272-85）。

　感情に注目する研究は、もちろん心理学や歴史学だけで活気づいているわけではない。社会学、

政治学、経済学といった分野においても、感情を主題にした研究が各分野の進展に貢献している

ことは間違いないが（森田 41-43）、感情を主題にするならば文学研究を看過するわけにはいか
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ない。文学が人間の感情と密接な関係にあり続けてきたことは言うまでもないが、他の分野にお

ける感情を対象とした多くの研究とは異なり、作家は文学と感情との関わりについて意識的であ

ることが多い。そのため文学における感情の研究は往々にしてメタ批評にならざるをえないが、

文学研究はアリストテレスの『詩学』以来、文学と感情との関係性を捉えることを目指してきた。

それは作家自身の感情や、文学作品中に描かれる登場人物の感情にとどまらず、受け手である読

者の感情をも対象とした読者反応批評等の研究にもつながった。感情史と関連した近年の英文学

研究における動向で言えば、たとえば、18世紀のイギリスにおける感受性文化の中に同時代の小

説を位置づける試みの中で、感性や感情を主題とした文学研究は哲学や美学といった諸分野と手

を結びながら学際的成果を挙げてきたと言えるだろう（３）。

　19世紀前半のイギリスでは、現代から見れば疑似科学にすぎないものの、当時は感情をも研究

対象とする「科学」として認知されていた観相学や骨相学が台頭した。19世紀後半になると、

チャールズ・ダーウィン（Charles Darwin, 1809-82）が「科学的」感情研究の端緒を開き、同時

代の作家たちは「科学」の興隆に対して様々な形で反応した。本論では、ダーウィンが進化論を

世に問う前に、文学と感情の関係を小説という形式において探求した作家シャーロット・ブロン

テ（Charlotte Brontë, 1816-55）の小説『ジェイン・エア（Jane Eyre, 1847）』を取り上げ、『ジェ

イン・エア』における感情の様態を探ることによって、この時代の小説における感情表現の一例

を歴史的文脈の中に位置づけることを試みる。そのためにまず、本論では第２節でブロンテの自

作における感情表現についての考えをたどり、第３節ではブロンテが「心の目」と呼ぶ視覚的想

像力によって感情を捉え、視覚的描写を通した感情表現を希求したことを明らかにしたうえで、

第４節においてブロンテと感情をめぐる当時の「科学的」言説との関わり合いを論じ、第５節で

『ジェイン・エア』における感情表現が他者との共感へ開かれる可能性を探っていきたい。

Ⅱ

　ブロンテの小説における感情表現の模索をたどるためには、まずブロンテのジェイン・オース

ティン（Jane Austen, 1775-1817）に対する評価を分析することが有効である。同時代の作家で

文芸批評家であるジョージ・ヘンリ・ルイス（George Henry Lewes, 1817-78）をブロンテは尊

敬し、ルイスからオースティンの小説を薦められたことに応えて、彼に宛てた1848年１月12日付

の手紙の中でオースティンについて次のように語っている。

I think too I will endeavour to follow the counsel which shines out of Miss Austen’s “mild 

eyes”; “to finish more, and be more subdued”; but neither am I sure of that.  When authors 

write best, or at least, when they write most fluently, an influence seems to waken in them 

which becomes their master, which will have its own way, putting out of view all behests 
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but its own, dictating certain words, and insisting on their being used, whether vehement 

or measured in their nature; …

　　… [In Pride and Prejudice I find] An accurate daguerreotyped portrait of a common-

place face; a carefully-fenced, highly cultivated garden with neat borders and delicate 

flowers ̶ but no glance of a bright vivid physiognomy … (Smith 10; underline in original, 

italics added)

　オースティンは「穏やかな眼（mild eyes）」で抑制を利かせて作品を洗練させるが、オースティ

ンが描き出すのは、よくある顔を忠実に映し出した写真の肖像にすぎないとブロンテは批判し、

オースティンと対照的な作家として、引用の直後にジョルジュ・サンド（George Sand, 1804-

76）に言及し、「サンドは人の心を把握する力を持っている（she [Sand] has a grasp of mind）

と述べて、サンドに対する深い敬意を表明し、サンドが「賢明で深淵（sagacious and pro-

found）」なのに対して、オースティンは「抜け目なく観察が鋭いだけ（only shrewd and 

observant）」だという。ブロンテがサンドの中に見出した一方、オースティンに見出せないとし

たものは、いったい何だろうか。

　ブロンテによると、作家が最上の状態にあるときは「力（influence）」が作家の内に目覚め、

作家の主人となって思いのままに振る舞い、「力」は自らの意思以外には何者の要請も目に入ら

ないという。作家はそのような「力」に逆らうべきでないし、逆らうことはできないとの考えを

ブロンテは開陳するが、その「力」とは、サンドが有するという「人の心を把握する力（a 

grasp of mind）」にほかならず、その「力」によってサンドは「賢明で深淵」になり得ていると

解釈するのが妥当だろう。ただし、この手紙だけによる解釈にはまだ曖昧な余地があるので、も

う一通ブロンテの手紙を引用して分析する。

　二作目となる長編小説『シャーリー（Shirley, 1849）』を出版した後の1850年４月12日付の手

紙においても、ブロンテはオースティンを批判して、次のように述べている。

　　I have likewise read one of Miss Austen’s works “Emma” … anything like warmth or 

enthusiasm; anything energetic, poignant, heart-felt, is utterly out of place in commending 

these works: … She does her business of delineating the surface of the lives of genteel 

English people curiously well; there is … a miniature delicacy in the painting: she ruffles 

her reader by nothing vehement, disturbs him by nothing profound: the Passions are per-

fectly unknown to her; she rejects even a speaking acquaintance with that stormy 

Sisterhood; even to the Feelings she vouchsafes no more than an occasional graceful but 

distant recognition; too frequent converse with them would ruffle the smooth elegance of 
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her progress.  Her business is not half so much with the human heart as with the human 

eyes, mouth, hands and feet; what sees keenly, speaks aptly, moves flexibly, it suits her to 

study, but what throbs fast and full, though hidden, what the blood rushes through, what is 

the unseen seat of Life and the sentient target of Death ̶ this Miss Austen ignores; she no 

more, with her mind’s eye, beholds the heart of her race than each man, with bodily vision 

sees the heart in his heaving breast. (Smith 383; underline in original; italics added)

オースティンには「情熱（warmth or enthusiasm）」や「心で感じるもの（anything…heart-

felt）」が欠けていて、オースティンの小説は「人生の表面（the surface of the lives）」をなぞる

ものにすぎず、オースティンは「情動（Passions）」を知らないし、「感情（Feelings）」さえ微か

にしか認めないというのがこの手紙から読み取れるブロンテの主旨である。二通の手紙を総合す

ると、オースティンは持ち合わせていないけれども、ブロンテが小説創作の精髄と考えていたも

のとは、身体に作用を及ぼすような、「隠されていても、早く激しく脈打ち、血が駆け巡る（what 

throbs fast and full, though hidden, what the blood rushes through）」ほどの強い感情であって、

それこそが「精神の目（mind’s eye）」によって「（身体の）眼に見えない生の在処（the unseen 

seat of Life）」や「人の心（the heart of her race）」を見抜くことを可能にし、「精神を把握する

力（a grasp of mind）」となることが読み取れる。つまりブロンテは、オースティンが「精神の

目（mind’s eye）」で人の心を見ていないと結論付けているのである。

　このような「情動」や「感情」をブロンテが芸術の要と考えていたことは、さらに後の1851年

11月15日付の書簡中で、フランスの女優ラシェル（Rachel, 1821-58）の舞台を観劇したときに記

した感想からもうかがえる。ラシェルは悲劇女優としてパリで成功を収めた後、外国での巡回公

演を繰り返し、当時は国際的名声を博した大女優だった。ブロンテはラシェルのロンドン公演を

観て、彼女の演技をスペインの闘牛や古代ローマの剣闘士を観るときの興奮にたとえ、ラシェル

は最も強力な「情動（passions）」を表現すると驚嘆の念を示し、翌年に執筆した次作『ヴィレッ

ト』に、ラシェルをモデルにした女優ヴァシュティ（Vashti）を登場させた。

　以上のように、ブロンテの手紙からは、彼女が「情動」や「感情」を創作の眼目と捉えていた

ことを確認できるが、本節ではそれとともに、引用した書簡中の視覚的表現にも注目したい。引

用した一通目の手紙では、オースティンの作風を表すために、写真や、「注意深く柵をめぐらし

て手入れし、きちんとした境を設けて花を植えた庭（a carefully-fenced, highly cultivated gar-

den with neat borders and delicate flowers）」という一幅の風景画を想起させる比喩を用いてい

る。二通目の手紙においても、オースティンは「人生の表面を描く（delineating the surface of 

the lives）」のみであると描画にたとえ、出来上がった作品は「絵画における細密画の繊細さ（a 

miniature delicacy in the painting）」があるとして、頻繁に絵画の比喩に頼っていることは注目
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に値する。

Ⅲ

　ブロンテ家の伝記を知悉する者にとって、ブロンテが絵画の比喩を用いたり視覚的表現に頼っ

たりすることは、まさに得心するところだろう。というのも、ブロンテにとって、視覚は物事の

本質を把握できる力として特別な意味を持っていたと推察されるからだ。当時のイギリスにおけ

る中産階級子女の例にもれず、ブロンテとその弟妹たちは全員が絵画に親しんで育った。ただし

絵画といっても、当時は有名な画家による原画へのアクセスは非常に限られ、さらに他の分野の

教育と同様、絵画に関してもジェンダーによる領域区分が明確に設けられており、女子は版画等

を模写することが嗜みとして奨励されていたという（Alexander, “Educating” 15-17）。

　実際、版画は19世紀前半のイギリスにおける美術・美学の普及に大きな役割を果たした。ジョ

ン・バーネット（John Burnet, 1784-1868）は1837年に出版された『絵画に関する視覚教育につ

いての試論（An Essay on the Education of the Eye with Reference to Painting）』において、ラ

ファエロの時代と比べるとはるかに容易に古代の美学に触れることができるのは版画のおかげで

あると述べている（51）。ブロンテが版画による恩恵を最大限に活かした一人であったことは疑

いない。『ジェイン・エア（Jane Eyre, 1847）』の冒頭近く、リード家の子どもたちに隠れてジェ

インが読書にふける場面で手に取ったのはトマス・ビーウィック（Thomas Bewick, 1753-1828）

による木版画集『英国禽鳥史（The History of British Birds, 1797）』であるが、『英国禽鳥史』

は19世紀前半に何回も版を重ね、ブロンテ家の蔵書リストにもその所蔵が記録されている。『ジェ

イン・エア』において、ビーウィックの木版画はリード家で孤独なジェインの心象風景を映し出

すものとして機能するが、ブロンテ家の子どもたちも幼少期に『英国禽鳥史』を愛読し、そこか

ら模写したスケッチを十点以上残している（Alexander, “Educating” 13）。

　ブロンテが親しんだ版画はビーウィックの作品だけではない。Christine Alexander と Jane 

SellarsやHeather Glenは、リテラリー・アニュアルがブロンテに与えた影響の重要性を指摘する。

リテラリー・アニュアルとは詩や短編・中編の物語等のフィクションから随筆や小論等に至るま

で種々雑多な作品を収録したアンソロジーのようなもので、特に若い女性への贈り物としてクリ

スマスの時期に発行されていた年刊本である。主に1820年代終わりから1840年代にかけて大人気

を博し、多額の寄稿料を狙った著名作家や詩人の作品も掲載された一方、収録作品の質が担保さ

れない「女や子どもの読み物」と蔑視する見方もあったが（Glen 105-16）（４）、ここで注目したい

のはリテラリー・アニュアルに収録された版画である。それまで主流だった木版画や銅版画に代

え、より細密な表現を可能にする鋼版画をリテラリー・アニュアルは採用して、扉絵などの目立

つ位置に掲載し、ともすれば文学作品より版画の方を大々的に広告した。また収録された詩や短

編・中編の物語と同じ主題の版画を並列して掲載し、言語芸術と視覚芸術が手を携えて一つの主
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題を表現するという意味で、いわば「詩は絵のごとく（ut pictura poesis）」の伝統を実践してい

たとも言える。

　ブロンテはリテラリー・アニュアルに掲載されていたクロード・ロラン（Claude Lorrain, c. 

1600-82）風の風景画や、版画家エドワード・フランシス・フィンデン（Edward Francis Finden, 

1791-1857）等による人物画の版画を熱心に模写していただけあり、それらの作品が訴えかける

情趣を読み取るのに長けていたことが学生時代の旧友の証言によって裏付けられる。ブロンテの

生涯にわたる友人メアリ・テイラー（Mary Taylor, 1817-93）が作家エリザベス・ギャスケル

（Elizabeth Gaskell, 1810-65）に宛てた1856年１月18日付の手紙で、テイラーは次のように回顧す

る。

She used to draw much better, and more quickly, than anything we had seen before, and 

knew much about celebrated pictures and painters.  Whenever an opportunity offered of 

examining a picture or a cut of any kind, she went over it piecemeal, with her eyes close 

to the paper, looking so long that we used to ask her ‘what she saw in it’.  She could 

always see plenty, and explained it very well.  (Barker 173)

ブロンテは重度の近視だったため紙に眼を近付ける必要があったが、テイラーの手紙は、少女期

のブロンテがすでに模写という美術の能力だけでなく、絵画を批評して、物理的に描き出されて

いる以上のものを絵画の中に見出す美学的鑑識眼を備えつつあったことを示唆する。ブロンテの

伝記を著したギャスケルは、ブロンテが版画の分析を通じて13歳になるかならないかの頃に「私

が作品を見たいと思う画家の一覧表」を作成し、画家たちを批評する文章を残していることに驚

嘆した（Gaskell 70）。

　さらに、ブロンテの「芸術の経験…がもっとも行渡った作品」（Alexander, “Art and Music” 

309）とされる『ジェイン・エア』において繰り返し用いられる絵画のモチーフは、視覚的に事

物を描き出すという機能以外に絵画が持つ力を示す。ジェインがガヴァネスとして働き始めた頃、

雇い主のエドワード・ロチェスター（Edward Rochester）がジェインの描いた三枚の水彩画に

目をとめ、着想の由来について訊ねると、ジェインはそれらを“spiritual eye”（125）にしたがっ

て描いたと説明する。ここでの“spiritual eye”はジェインの心象を捉えるものであって、物理

的に事象の外観を捉える身体器官の「眼」を意味しない。別の場面では、絵画はまったく異なる

役割も担う。ブランシュ・イングラム（Blanche Ingram）の肖像画はジェイン自身のロチェス

ターへの恋心を自制するために用いられ、ロザモンド・オリヴァー（Rosamond Oliver）の肖像

画は彼女に恋しながらも宣教師として海外への出立を計画するセント・ジョン（St. John）の本

音を引き出す。このように絵画は登場人物の心理を描出したり、感情に変化をもたらしたりする
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等、一見したところ『ジェイン・エア』における絵画の用法は各場面で互いに無関係なようにも

思われるが、絵画は一貫して登場人物の“spiritual eye”を刺激し、そうすることによって人物

の性格および心理や感情を照らし出す働きをしている。『ジェイン・エア』における“spiritual 

eye”とは、ブロンテがオースティンに欠けているものとして言及した「精神の目（mind’s 

eye）」に通じるものであり、視覚を研ぎ澄ますことによって鍛えられ、人の内面を捉える「心

の目」と定義できるだろう。

Ⅳ

　『ジェイン・エア』において、人の内面を描出するのに用いられるのは絵画だけでない。ブロ

ンテが人物を描いた版画からその人物の内面を読み取ろうとしたように、『ジェイン・エア』には、

人の外面を覆う皮膚を貫き、心の内側を見通すような視線によって、人の内面を明るみに出す場

面が散見される。ジェインとロチェスターが出会って間もない頃、ジェインはロチェスターの外

見を次のように分析する。

　　Mr. Rochester, … , looked different to what I had seen him look before, ̶ not quite so 

stern; much less gloomy.  There was a smile on his lips, and his eyes sparkled, whether 

with wine or not, I am not sure; but I think it very probable.  He was, in short, in his after-

dinner mood; more expanded and genial, and also more self-indulgent than the frigid and 

rigid temper of the morning: still, he looked preciously grim, … and receiving the light of 

the fire on his granite-hewn features, and in his great, dark eyes ̶ for he had great, dark 

eyes, and very fine eyes, too; not without a certain change in their depths sometimes, 

which, if it was not softness, reminded you, at least, of that feeling.  (130)

この場面では、ジェインがロチェスターの顔立ちだけでなく表情の変化を捉え、唇と眼の表情か

ら彼の内面を読み取って、その変化に注目していることに留意したい。感情は移ろうものである

が、この場面におけるロチェスターの表情が以前とは異なることにジェインは気づき、彼女が読

み取ることによってはじめて彼の内面にある和らいだ感情は理解されるものとなる。自分の表情

を読み取ろうとするジェインの視線を、ロチェスターは「突き刺すようだ（piercingly）」と形容

するが、ジェインを挑発して観察を続けるように促す。ロチェスターは自分の髪をかき上げ、「知

能に関与する身体組織のかなりの量の塊（a solid enough mass of intellectual organs）」を曝け

出し、「良心を示す上品な徴
しるし

が隆起するはずの部分が突如として欠けていること（an abrupt 

deficiency where the suave sign of benevolence should have risen）」を露わにする（131）。

　上記の場面でジェインは読み取る主体であるが、ジェインが読み取られる客体となる場面もあ
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る。二人の精神的距離が縮まりつつあるものの、互いが相手の自分に対する愛情を確信できない

ままでいるとき、ジプシーの女に扮したロチェスターがジェインを呼び出して、ジェインの容貌

や表情から内面を読み解こうとする場面がある。ロチェスターはジェインの顔立ちにある一つの

特徴が別の特徴と矛盾することを指摘し（200）、眼と口を個別に詳しく分析していく。このよう

な場面は、身体器官としての眼の機能をさらに深化させ、視覚を研ぎ澄ますことによって鍛えら

れる「心の目」が人の内面を暴露する例と言えるだろう。

　上記の例における「心の目」を別の角度から捉えるならば、当時のイギリス社会で流行してい

た観相学と骨相学に留意する必要がある。Sally Shuttleworth は観相学や骨相学の言説と『ジェ

イン・エア』との関係を論じながら、観相学と骨相学を明確に区別した（Shuttleworth, 

Charlotte Brontë 57-70）。観相学の祖とされるヨハン・カスパー・ラヴァーター（Johann Caspar 

Lavater, 1741-1801）は人の顔を神から賦与されたものと捉え、顔の各部は全体に調和するよう

に定められていると考えたのに対し、フランツ・ジョゼフ・ガル（Franz Joseph Gall, 1758-

1828）が唱えた骨相学では、人の頭蓋や顔の各部はある特定の能力機能（faculty）に照応させる

ことが可能であり、能力機能は身体内部に存する生理学的物質によって説明されるとして、当時

は「科学」と考えられていた（５）。Shuttleworth によれば、『ジェイン・エア』における上記の場

面は「顔面における各部の全体への調和」を志向しているというより「個別部位の発達と能力機

能」に注目するものであり、観相学というよりは骨相学の言説の中に位置づけられるのであるが、

「科学的」な生理学による説明に焦点を定めるならば、チャールズ・ベル（Charles Bell, 1774-

1842）の『表情を解剖する（Essays on the Anatomy and Philosophy of Expression as Connected 

with the Fine Arts, 3rd edn, 1844）』は一考に値する。

　ベルによると、「解剖学は精神を広げ、自然の形象を観察するための眼を鍛えるのに適してお

り（the study of anatomy, … is so well suited to enlarge the mind, and to train the eye for 

observing the forms of nature, 1）」、彼の著作は「自然の機能を探求することによってヒトと獣

の特徴的な形状に注意を向け、表情における変化の原理を把握し、情動を示すものを理解するこ

とを目指す（I purpose to direct attention to the characteristic forms of man and brutes by an 

inquiry into the natural functions, with a view to comprehend the rationale of those changes in 

the countenance and figure which are indicative of passion, 1; italics in original）」。ベルの著作

は後にダーウィンに大きな影響を与えたが、ダーウィンは感情の性質そのものの解明を目指した

というよりはその表現の解明に注力したのに対し（White 8）、解剖学者としての医学的キャリア

をもつベルの著作に見られる特色は以下のように整理される。

　まず一点目として、観相学が顔立ちの静的な特徴に注目するのに対し、ベルは動的な感情表現

に注目した点が挙げられる。二点目として、ベルは感情を生理学的に説明しようと尽力し、人体

の物質的な面に注目した点で骨相学に通底するが、人間の機能能力を中心とした分析に終始した
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骨相学とは異なり、ベルはあくまでも感情とその表現に関心を抱き続けた。三点目は、彼の著作

が感情とその表現を軸にして美術と科学を融合させ、双方を高めることを目的にしている点であ

る。四点目には、伊東が指摘するように、ダーウィンとの相違点として、ベルが自然神学に依拠

している点が挙げられる（伊東 222）。ベルは精神の働きとその外面への表出としての感情表現

を生理学的に結び付けることに貢献したが、両者を連結したのは造物主であるとして、「科学的」

議論の中に神の存在を措定する（Bell 83）。このようなベルの著作に見られる特徴を順に追って

いくと、ブロンテはベルとはジェンダーも出自も社会的背景もまったく異なるものの、ブロンテ

の試みた感情表現はベルの著作の特徴と多くを共有していることがわかる。

　第２節で先述したようにブロンテは動的な感情表現を小説創作の要とみなし、本節で論じたと

おり身体内部に存する動的な感情を「科学的に」かつ「心の目」を通して読み取ることに執心し

た。第３節では『ジェイン・エア』において絵画が「心の目」を刺激し、それを通して開かれる

登場人物の感情を照らし出す機能をもつことを確認したが、それはすなわちブロンテがベルと美

術に対する深い関心を共有していたことを示している。さらに『ジェイン・エア』の中には、ちょ

うどベルが自然神学に依拠したように、現代の視点から見たときの「科学」言説から逸れていく

ような「心の目」が導入される場面が観察される。

Ⅴ

　『ジェイン・エア』における最も有名な場面の一つに、第12章でジェインが家
ガ ヴ ァ ネ ス

庭教師としてソー

ンフィールド邸に到着して間もなく、邸の上階へ上がって行って外を見渡しながら、想像力を飛

翔させる場面がある。彼女の身体的な眼には平野や丘や空とのおぼろげな境界線（field and hill, 

and … dim skyline）が映じるのだが、それだけでなくジェインは「心の目」によって数々の「ヴィ

ジョン（vision）」を捉える（109）。この場面における「心の目（mind’s eye）」は、先述したよ

うに、“spiritual eye”とも言い換えられるだろう。

Then my sole relief was to walk along the corridor of the third story, backwards and for-

wards, safe in the silence and solitude of the spot, and allow my mind’s eye to dwell on 

whatever bright visions rose before it ̶ and certainly they were many and glowing; to let 

my heart be heaved by the exultant movement which, while it swelled it in trouble, 

expanded it with life; and best of all, to open my inward ear to a tale that was never ended 

̶ a tale my imagination created, and narrated continuously; quickened with all of incident, 

life, fire, feeling, that I desired and had not in my actual existence. (109; italics added)

引用部では、「心の目」によって立ちのぼる「ヴィジョン」が捉えられ、「内なる耳（inward 
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ear）」が開かれて、ジェインの想像力が創り出した終わりなき物語が語られる。「ヴィジョン」

を見ながら想像力が語る物語を聴くというジェインの体験は、視覚と聴覚という個別感覚が相互

に影響しあった共感覚の体験とも考えられるが、その体験はまた、中村雄二郎の唱える『共通感

覚論』で論じられる「共通感覚（common sense）」に重なるものとしても理解できる。中村は、

アリストテレスの唱えた「センスス・コムーニス」に由来する「感覚のすべての領野を統一的に

とらえる根源的な感覚」を「共通感覚」と呼ぶ（中村 8）。そして、それに基づくものとしての「感

情」は、「理性のようなかたちで純粋な自律性を持たないかわりに、別のかたちでまとまりと秩

序を持っている。一つには私たち一人ひとりの諸感覚と身体の全体性を基礎としたまとまりであ

り、もう一つには、感情の同じ型や様式を共有しうる人々から成る共同性を基礎としたまとまり

である」と論じて、一人の人間のうちにあって感覚を統合する「共通感覚」と、人々の間で共有

される「共通の感覚」、すなわち「共感」とを結びつける（中村 202-203）。上記引用の場面では、

ジェインが中村の唱える「共通感覚」の前者に当たる「根源的な感覚」を感じた直後の段落で、

そのジェインが感じた感覚・感情が何百万人もの他の女性たちと共有される「共感」として提示

され、「共通感覚」の二つの面が統合され表されている。

　このような体験の契機となった「心の目」によって立ち現れる「ヴィジョン」という語に着目

するとき、結末近くのもう一つの重要な場面を最後に検討しなければならない。それは聖職者で

あるセント・ジョンが宣教師として海外布教を志すにあたり、同行するパートナーとしてジェイ

ンに結婚を申し込んだ後、その返答を迫る場面である。セント・ジョンの信仰の力と、布教とい

う錦の御旗の響きにジェインが屈しそうになった瞬間、ジェインにロチェスターの声が聞こえる。

　　I stood motionless under my hierophant’s touch. My refusals were forgotten ̶ my 

fears overcome ̶ my wrestlings paralyzed.… The dim room was full of visions.

　　“My prayers are heard!” ejaculated St. John. … I [Jane] contended with my inward dim-

ness of vision, before which clouds yet rolled.

　　All the house was still; … My heart beat fast and thick: I heard its throb.  Suddenly it 

stood still to an inexpressible feeling that thrilled it through, and passed at once to my 

head and extremities.  The feeling was not like an electric shock; but it was quite as sharp, 

as strange, as startling: it acted on my senses as if their utmost activity hitherto had been 

but torpor; from which they were now summoned, and forced to wake.  They rose expec-

tatnt: eye and ear waited, while the flesh quivered on my bones. （418-19）

この場面における「ヴィジョン」は聖書の黙示録に描かれる「ヴィジョン」と関連付けて論じら

れることがある。たとえば Linda Morra はジェインの経験を宗教的啓示と捉え、「ヴィジョン」
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を預言と解釈する（Morra 29-56）。またOxford World’s Classics 版の注釈を参照すると、ブロ

ンテ自身がこの場面におけるジェインの体験を超自然的な現象ではないと主張していること、お

よび電気ショックへの言及があることから、Shuttleworth はブロンテが自然科学で説明され得

る現象を念頭に置いていたと説明している（Shuttleworth, Notes 485-86）。このように、この場

面は多義的解釈を許すが、ここでは宗教的啓示か自然科学的現象かどちらかの判断を下すよりも、

先に引用した第12章の場面でジェインが何百万人もの他の女性たちの胸中へと想いを馳せ「共

感」が生まれる場面と同様に、この場面においても、ジェインの心中に「ヴィジョン」が立ち現

れたとき、ジェインの感情が高まってロチェスターの声を感受し、二人の間に感情の共鳴、すな

わち「共感」が生まれていることに注目したい。つまりこの場面においても、ロチェスターとジェ

インの二人が互いを求め合う共通の感情である「共感」が、ジェインの「感覚のすべての領野を

統一的にとらえる根源的な感覚」と重なり、「共通感覚」の二つの面が統合され提示されている

のである。

　『ジェイン・エア』には絵画、骨相学、表情の「科学」を通して鍛えられた「心の目」が描き

込まれている。「心の目」は人間の最奥にある感情を見抜き、ブロンテはそれを言葉で描くこと

に生涯をかけて取り組んだ。『ジェイン・エア』における「心の目」は、ダーウィンによって現

代へ続く「科学」的な感情に関する研究が夜明けを迎える直前の時代に、拮抗する科学・神学の

言説の間で揺動する十九世紀前半のイギリスにおける感情の捉え方を表象する。それはまたブロ

ンテにとって他者との共感へつながる「共通感覚」を示唆するものであるという可能性を考え合

わせると、小説『ジェイン・エア』において語り手ジェインが頻繁に読者へ呼びかけることもま

た別の様相を帯びてくる。『ジェイン・エア』は登場人物の間のみならず、読者へも共感を呼び

かけながら、「心の目」を通した感情表現を追求し続けるテクストである。

注
＊本稿は、科学研究費・基盤研究（C）、課題番号18K00399の成果の一部である。
（１）　以下、括弧内に数字のみを記す場合はBrontë, Jane Eyre からの引用であり、数字はページ数を示す。
（２）　大平英樹編『感情心理学・入門』によると、科学的術語としては、生理的覚醒を伴う強い感情（emotion）

を「情動」、生理的反応を脳が知覚し意識する感情（Feeling）を「情感」、比較的弱いながら長時間持続する快・
不快の感情状態（Mood）を「気分」、それらを総称するもの（Affect）を「感情」と使い分けることが多いよ
うだが、本論では森田直子「感情史を考える」で包括的に「感情」という語が用いられていることに倣い、
包括的に「感情」という語を用いることにして、文脈の必要に応じて‘emotion’や‘passion’に「情動」と
いう語を当てる。

（３）　18世紀の感受性文化と文学を論じた文献は多数あるが、近年日本で刊行された代表的な研究書として大河
内昌『美学イデオロギー』が挙げられる。

（４）　Glen によると、『ジェイン・エア』にはヴィクトリア朝前期の少女たちが経験したであろう読書体験の二つ
の潮流が観察されるという。一つはカルヴィニズムに由来する原罪や懲罰の概念を植えつけるような教訓書
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の流れであり、もう一つは娯楽的要素に富み、想像力の飛翔を奨励するリテラリー・アニュアルの流れである。
（５）　Shuttleworth は『ジェイン・エア』をヴィクトリア朝における個人主義の表明であると捉え、当時の心理

学だけでなく社会や経済に関する言説がせめぎ合いながら個人の最奥部に反映されたものとしてテクストを
読み解く。
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