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Virginia Woolf の長編第三作 Jacob’s Room(1922)は、 Jacob Flanders という一人の人間が子ど

も時代を経て成人し、第一次世界大戦に出征、 26 歳で姿を消すまでを記している。この作品

は当初、瞬間の印象を繋ぎ合わせるような語りの斬新さの為に語りの方法自体に注目が集ま

り、文学技法の実験として解釈された（Daiches 61）。一方内容に関する批評では、第一次世界

大戦を背景にグランドツアーに対する皮肉やビルドゥングス・ロマンに対する幻滅（ Eto, 

Harris, Little,  Zwardling)など、ジェイコブの人物像をめぐる議論が多く交わされてきた。しか

し歴史的な観点からこの作品を読み解く場合、見落とされがちなのが女性達の存在である。本

作の語りが女性の視点から語られていることは既に複数の指摘がある (Caughie, Neverow, 

Swanson)が、語り手と女性登場人物達の関係については十分に分析されていない。本作の舞台

となる第一次世界大戦前のイギリスは、戦争によって社会が変動し、女性の主体性が認められ

始めた時代でもあった。本発表では、語り手から女性登場人物達への関与を男性登場人物達に

対する場合と比較し、それぞれの場合の語り手と登場人物達との距離の違いが意味する事の

一端を明らかにした。  

 

１．ジェイコブと男性達の描写から現れる語り手の視座  

“you”、 “we”、 “one” といった代名詞を使い分け、ある時は登場人物や状況を距離をもって

映し出し、またある時は登場人場の意識に近づき、時には内面に入りこんで彼らの意識の断片

を読者に垣間見せる本作の語り手は、大学を出てギリシャ、ローマをはじめとする古典の教養

を備え、学問に関心を持つ男性達の社会と、これとは対照的に俗世間に属し、身なりや服に興

味をもち異性を想う女性達の日常とを描き分ける。男性社会の描写では、例えばジェイコブと

友人達がケンブリッジ大学の寮で談笑する様子は “Possibly”、 “seemed”、 “as if”、 “might”とい

った推測を表す言葉が多用され、そこに親密な人間関係があることは分かるが集団の雰囲気

しか読み取れず (Jacob  35)、語り手と彼らとの間に距離があることが示される。あるいはジェ

イコブが学友 Bonamy と会話する場面では、彼らの会話が「知らない人や議会に関する事」な

ので、それが「理解できないし繰り返す価値もない」 (Jacob  61)という語り手は、自身が「男

性の領域である」政治的な事柄に無知な女性であると主張しているようだ。語り手は、ケンブ

リッジ大学の学生という特権的な集団としてのジェイコブとその友人達の人間関係を、関わ

ることができない立場から描写することにより、「男性的」な社会の部外者である女性達の一

人としての自らの視座を明らかにする。  

 

2.  女性登場人物達に対する語り手の近さ  

ジェンダー化された女性の語り手は一方で、女性の内面や日常を描く際には相手の思考や

習慣までも知っているかのように詳述する。例えば第三章の冒頭、大学へ進学することになっ

たジェイコブは、彼と同じ年頃の息子をもつ中産階級に属する Mrs. Norman という女性と同

じ列車に乗り合わせる。この場面で語り手は、ジェイコブの姿がノーマン夫人の内面に呼び起

こす感情や考えを、夫人の思い込みに気づく素振りをみせつつも、ほとんど語り手の視点を夫

人の視点に重ね合わせるようにして読者に伝える (Jacob  23-24)。ここで語り手は、ジェイコブ

の本質ではなく、むしろ偏見や思慮の限界を含んだノーマン夫人という存在をこそ描こうと

しており、この場面の描写には男性を描く場合とは異なる語り手と夫人との親密さが現れて

いる。もっとも、こうした女性達の内面を描くときにも、語り手が一様に同じ程度に近づいて

いるわけではない。第四章で、ジェイコブと友人の Timmy が Silly 群島を訪れる途中に労働者

階級 (Neverow 77)の Mrs. Pascoe が一人暮らしをする小さな一軒家に立ち寄る場面では、語り

手とパスコー夫人との間にはノーマン夫人に対する時よりも心理的な距離が設けられていて

語り手の知らない彼女の内面があることが示唆される (Jacob 43-44)。語り手が寄り添える範囲



に限界が設けられていることは、語り手の社会的な立場を定める効果がある。ノーマン夫人と

パスコー夫人の描写の違いから、労働者階級ではなく中産階級の女性の内面に精通する語り

手の社会的な立場が垣間見えてくる。つまり本作の語り手の視点は、女性というジェンダーに

加えて、中産階級という社会性も与えられていることが読み取れる。  

  

３．女性の語りと「協働」の試み  

語り手に女性性や階層性を密かに付与することの意義とはいったい何なのだろうか。母親

像やケア労働といった女性の社会的なジェンダーロールに基づいた主体性の語りが生み出す

「共同体」の生成作用について考察する Jessica Berman は、ウルフの作品の語りにおいて主体

間を移動する際にみられる倫理 (ethic)の差異は、隠されたり克服されなければならないものと

いうよりも、互いの違いを確認することによって各主体が自らが属する共同体の倫理と異な

る共同体の倫理と出会い、新たな関係を築くきっかけとして作用しているという (Berman 40)。

中産階級の女性の視点から物語る本作の語りは、語り手がこのように人間的な性格を備えて

いるからこそ性別や階級によって異なる倫理観をもつ異質な人間同士の相互理解の限界を示

すと同時に、現状の隔たりを認識した上で、そうした他者とコミュニケーションを試みる作者

の志向を表したものだと解釈できる。バーマンはウルフのこのような語りの「新しさ」を Mrs .  

Dalloway(1925)以降の特質として詳しく論じているが、『ジェイコブの部屋』においてもその

萌芽を読み取ることができる。さらに、 1930 年代のイギリスナショナリズム再編の過程を地

政学の観点から考察する Jed Esty によると、ウルフは、1904 年から 1911 年にかけて植民地セ

イロンで “foreign policy advisor to the Labour Party”として勤務経験があった夫レナードの影響

で、 1930 年代にかけてイギリスが大英帝国からいち島国へ変化することを大戦間に既に予測

できる知識を得ていたという (Esty 94)。第一次世界大戦を経て 1930 年代にファシズムや偏狭

なナショナリズムが台頭し始める時代の動向を予感し、作家は単一的で排他的な共同体とは

異なる協働のあり方を、『ジェイコブの部屋』を書き始めた 1920 年の春頃から既に創作とい

う場を通して模索していたと考えられる。  

しかし、ウルフが表現しようとした「共同体」は、政治的な意図だけで企画された訳ではな

いだろう。というのもウルフは “A Letter to a Young Poet”(1932)というエッセイにおいて、「現

代」に生きる詩人達に「自らがよく知る自己とその外部にある他者とのよい関係を見つける」

という課題を与えている (“Letter” 188)。またウルフは、女性とフィクションについて述べたエ

ッセイ A Room of One’s Own(1929)において、 “masterpieces are not single and solitary births; they 

are the outcome of many years of thinking in common, of thinking by the body of the people, so that 

the experience of the mass is behind the single voice ” (Room  85)と語り、“ the mass”、あるいは“ the 

body of the people”と共に考えることの意義を認めていた。つまりウルフの言う「良好な関係」

とは、自分とは異なる倫理で生きる他者の存在を認め、協働する関係なのだ。そのような環境

が整って初めて、詩人はある一瞬に現れる一人の人間を正直に、そして正確に描くことができ

る。『ジェイコブの部屋』の語りは作家の協働を求める政治的な試みであると同時に、『自分だ

けの部屋』で名付けた「シェイクスピアの妹」達という無名の詩人達の声を探す試みでもあっ

た。  
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