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Fielding:JosephAndrewsに描かれた
人間の悪について

－とくに物欲の場合－－

烏居塚正

I

この作品は，執筆された動機がたとえば何であれ（註1），要するに,人間一般の世に処し

てある有様をつぶさに観察し，ひろく人性を知りつくした作者が,みずから世の師表として，

彼自身の信じる望ましい人間の生き方，あり方を示し，世間を啓蒙する目的で描いたもので

あったには違いない。

したがって彼は，一方においては，かくあるべき姿として数例の人間の理想的な生き方，

明るく美しい善や美徳を描きながら，それにもまして，暗く忌わしい人間の悪や人世の迷妄

をあばくことに多くの労を費したのであった。

そのような意味で，清貧に生きる副牧師AbrahamAdamsと，ある事情で奉行先を追放

された志操堅固な召使の若者JosephAndrewsと，その清純無垢な恋人Fannyの三者が

さまざまな人々とふれあったり，数々の不幸な事件に見舞われたりしながら辿る，想像を絶

するような貧困な旅行を中心としたピカレスク風のこの物語は，作者が予定したように，人

生に見られるありとあらゆる悪の典型を描き出すにはまことに恰好の舞台ではあった。

そして作者は，この主人公達の，悲しくもにがい経験のかずかずや人間に対する深い失望

を通して，純粋無垢な人々の眼に映じる，汚濁にみちた世間や，悪に馴染みきった救いがた

い人間の姿をまざまざと描きあらわし，悪という悪の，醜さ，忌しさ，を仮借なく狙上にの

せてみたのである。わけても彼は，諸悪の根源と*いうべき物欲と虚栄にたいしては，あく

ことなき弾効と攻撃の手を差しのべたのであった。そしてこれらの悪は，作者一流の辛錬な

筆によって，暴露され，潮笑され，郷撤され，皮肉られつつ，戯画的，諸謹的に調刺された

のである。

Ⅱ

いったいFieldingの性格や思想傾向には，人間の悪徳をあばき，はげしく糾弾しなけれ

ば止まない何物かがあったようである。これは，彼の噌好，彼のとりあげる題材，作品の随

所に投げ込まれた描写表現，あるいは，文章のはしばしにさりげなくあらわれる章句や，彼

が好んで引用する詩句の内容などからも容易に認めることができる。

たとえば，彼自身も述べているように（註2），彼の愛読した作家には,Loukianosや

Rablais*>Swiftその他，一流の調刺家が多く,Juvenalisは，彼がもっともしばしば引

用する詩人の一人であったし，劇作家時代の彼は,Moliereの翻案物をいくつも手がけたり

１
１

１
１

註1この作の発端は，あきらかに‘Pα"“α，にたいするパロディーである。

註2TomJones (Everyman'sLibrary)BookXM,chap.I,p、157.
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している。そういえば，当時，台本検閲令や劇場閉鎖など，政府による劇壇弾圧の直接誘因
となったのも,Walpole腐敗内閣をあからさまに攻撃したFieldingの政治調刺劇であった
ということである。ついでながら，本書'JosephAndrews'の執筆は,'Pamela*にたい
する弾劾が直接の動機であったと伝えられている。

このように，人間悪の攻撃に傾斜した彼の姿勢を例証するに足る事実は枚挙にいとまがな
いのであるが，ここでは，さまざまな人間の悪のうち，とくに物欲の問題に焦点をあてて彼
の人間観や人生観が奈辺にあるかに素朴な考察を加えてみたいと思う。

Ⅲ

「彼はヴィーナスの矢に悩みしにあらず，その火に焼かれしにあらず，彼の松明を燃や
ししも彼の矢を放ちしも，みな持参金のなせるわざぞ」。

Juvenalis「第六調刺詩」より，朱牟田夏雄訳：新英米文学評伝叢書轍Fielding"

これは,Fieldingの処女戯曲'LoveinSeveralMasques'(1728)の扉に引用されてい
るものであるが，彼がすでにこの頃から，物欲の主題を，このようにはっきりうたっていた
という事実は，まことに示唆的であり，興味深い。

ところで,'JosephAndrews'には，人間の物欲のすさまじさを端的に描き出した次のよ

うな例がある。

これは，夜の山中，偶然，暴漢に襲われて危機に瀕している女を救助したAdamsと，そ

の女(Fanny)が，暴漢の巧妙な計略にかかって，逆に盗賊として，たまたま近くを通りか
かった烏猫の青年達に捕えられ，裁判所へ引き立てられる破目になるくだりであるが，道．

，々その青年達は，盗賊の逮捕者に与えられるはずの報酬金をあて込んで，貰わぬ先からそ
の分け前をめぐってはげしい言い争いを展開するのである。

Whilsttheywereontheirwaytheclerkinformedtherestthatthisadventure

wouldproveaverybeneficialone;forthattheywouldallbeentitledtotheir

proportionsof80forapprehendingtherobbers・Thisoccasionedacontention
concerningthepartswhichtheyhadseverallyborneintakingthem;oneinsisting

heoughttohavethegreatestshare,forhehadfirstlaidhishandsonAdams;
anotherclaimingasuperiorpartforhavingfirstheldthelanterntotheman's

faceontheground,bywhich,hesaid,"thewholewasdiscovered."Theclerk

claimedfour-fifthsoftherewardforhavingproposedtosearchtheprisoners,

andlikewisethecarryingthembeforethejustice:hesaid,"Indeed,instrict

justice,heoughttohavethewhole."Theseclaims,however,theyatlast
consentedtorefertoafuturedecision,butseemedalltoagreethattheclerk

wasentitledtoamoiety.Theythendebatedwhatmoneyshoulddeallottedtothe

youngfellowwhohadleenemployedonlyinholdingthenets.Heverymodestly
said,"thathedidnotapprehendanylargeproportionwouldfalltohisshare,

buthopedtheywouldallowhimsomething;hedesiredthemtoconsiderthatthey

hadassignedtheirnetstohiscare,whichpreventedhimfrombeingasforwardas

anyinlayingholdoftherobbers"(forsothoseinnocentpeoplewerecallled);
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"thatifhehadnotoccupiedthenets,someothermust;"concluding,however,

"thatheshouldbecontentedwiththesmallestshareimaginable,andshouldthink

thatrathertheirbountythanhismerit."Buttheywereallunanimousin

excludinghimfromanypartwhatever,theclerkparticularlyswearing,."Ifthey

gavehimashillingtheymightdowhattheypleasedwiththerest;forhewould

notconcernhimselfwiththeaffair."Thiscontentionwassohot,andsototally

engagedtheattentionofalltheparties,thatad画【terousnimblethief,hadhebeen

iiiMr.Adams'ssituation,wouldhavetakencaretohavegiventhejusticeno

troublethatevening.

BookⅡ、chap・XXW,p、106

とどのつまりAdamsとFannyの無実があかされ，彼等の，利益にあずかる夢は果敢な

く消えてしまうのであるが，それでもなお,報酬金があった場合の取り分を想定して，遂に
－．2二：.；・

は‘-憶面もなく撲り合いを始める彼等である。－
．．－．．｡-'争一一,･･一〆･ﾏ････…､･-．．．－．｡・・・･_..．...._』--..、ろさき－，.．．．.．..
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_…一t記の例に見るように,…騨eldingは,..物欲に懇かれ』.金銭の奴隷と化した人間のあさまし
■｡、口■卸．-今0■d■｡『■＝･－＝｡--.．,己pqI◇｡◆.“凸 ．．.‐．．、．‐・・・一・・・苧.､：

さを赤裸々 にあばき出し,物欲と雌え恥ずぎ､qき本能をさらけ出すことに一切の毒恥心を失し､，
...‘ご…_.?...‐．．. ,.,，

…あたかも,塗れ迄当然のことだもあるなのよクに心得て平然としている1厚顔無恥な?人間の
．.‘母…。｡.＝。.-℃‘､-，．．．．．．，．...-．.......こい．.､

途妄塞痛烈嘘に定つつけたのである.｡一一…‐一両…て鳥
．戸・宇守､戸．全、．．．．．．．、べ．、

…"IV""・．．…
・や『．．．．‐．．･･･－．．．‘.．．←..～．－．．．．－．－，．，．．．－．

…しかしFielding,ji,たんにi物欲を物欲どして,その醜くさ，忌しさを描くばかりではな
．や． ．.．‘．一・ぐぅ:､．.。‐‐．，.‐，‘

い○同時に彼は，物欲が人間性を破壊し歪めている様々な情況，いいかえれば,物欲がら，

直接’間接に生じる種々様々な人間悪の様相を展開して見せるのである。

たとえば，上記の例では，物欲と同時に，物欲を媒介として触発された，人間の利己心が
･〆

描かれているのを見ることができる．

～わけてもFieldingが,､物欲から生じる人間悪の中でも，．とりわけ悲しむべき悪として真

剣に追求したのは，人間の無慈悲さ，冷酷さであった。

殆んどお金らしいお金を持たないAdams一行の旅は苦しい。あるとき泊った旅篭屋では

いよいよ出立という間際になって，彼等の嚢中の金が，勘定書の額よりもあまりにも少いの

に気付く。思案のあげくAdamsは，財産家との評判の高い近隣の教区牧師をたずね,・合力

を求める。しかし，聖職にたずさわる身でありながら，極度に貧欲，かつ無慈悲な,-牧師

Trulliber(註3)は,･ピター文施すどころか，非道にも，この貧窮にあえぐ．同業者の申し出

を拒絶し，平然と追い出すのである。
－－

－－●七台台一凸●＝一一守一一一一■＝一一・一ー－

註3Fiedingは，名と実体の矛盾した大小無数の登場人物，たとえば，法律知識にうと

い裁判官(BookH,chap・XXIX.),文盲同然の治安判事(BookIV,chap．LⅢ.），

名声に汲々 とする医者(BookI,chap.XIV.).腐敗した政治家(BookH,chap.XXⅥ.),

液ど，いずれ3いい加減な生き方の疎でなしの人物を数多く描いているが,牧師についでも，
微り高い牧師(BookH,chap.XXXIV.),競争意識の強い牧師(BookI,chap.XIV.),
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……"Iwish,withallmyheart,thetithingmanwashere,"criesTrulliber:

"Iwouldhavetheepunishedasavagabondforthyimpudence.Fourteenshillings

ind鐸d1Iwon'tgiveth唾afarthing・Ibelievethouartnomoreaclergyman

thanthewomanthere"(pointingtohiswife);"butifthouart,dostdeserveto
havethygownstriptoverthyshouldersforrunningaboutthecountryinsucha
manner.""Iforgiveyoursuspicions,"saysAdams;"butsupposeIamnota

clergyman,Iamneverthelessthybrother;andthou,asaChristian,muchmore
asaclergyman,artobligedtorelievemydistress.""Dostpreachtome?".

repliedTrulliber：‘‘dostpretendtoinstructm3inmyduty？”………"Iwould

havetheeknow,friend"(addressinghimselftoAdams),"Ishallnotlearnmyduty

fromsuchasthee.Iknowwhatcharityis,betterthantogivetovagabonds.'’

……"hewouldgivenothing.""!amsorry,"answeredAdams,"thatyoudoknow

whatcharityis,sinceyoupractiseitnobetter:Imusttellyou,ifyoutrust

toyourknowledgeforyourjustifcation,youwillfindyourselfdeceived,though

youshouldaddfaithtoit,withoutgoodworks""Fellow,"criesTrulliber,"dost
thouspeakagainstfaithinmyhouse？Getoutofmydoors：Iwillnolonger
remainunderthesameroofwithawretchwhospeakswantonlyoffaithand

theScriptures.""NamenottheScriptures,"saysAdams."How!notmamethe
。”

Scriptures1DoyoudisdelievetheScriptures？''criesTrulliber．‘‘NC；butyoUdo，
answeredAdams,"ifImayreasonfromyourpractice;fortheircommandsareso

explicit,andtheirrewardsandpunishmentssoimmense,thatitisimpossiblea

manshouldstedfastlybelievewithoutobeying・Now,thereisnocommandmore

express,nodutymorefrequentlyenjoined,thancharity.Whoever,therefore,is

voidofcharity,ImakenoscrupleofpronouncingthatheisnoChristian.'，……
Books,chap・XXXE,pp.126-127.

物欲の‘権化Trullliberはまた，人間の無慈悲さの典型でもある。「日曜日は牧師である

が，他の六日は農夫と呼ばれた方がふさわしい」（註4）彼は，ふだんは豚飼いなどをして

貧欲に金もうけに熱中し，その結果，大資産家とうたわれ，教区民にたいする絶大な権勢と

支配力をほこっているのであるが，おそろしい畜沓家で，しかも，弱いものにたいしては，

ことさら横暴にふるまうような，極度に心がせまくまずしい牧師である。しかし，たいへん

な偽善者で，表向きは，人格者，慈善家として通っているという人物である。
－－－一一一 垂4－－▲■一一一一一。二■一一一一b■凸一一一●一寺一一一一一一一一一一一

勿体ぶった牧師(BookH,chap.XXIX.),ひねくれ者の牧師(BookI,chap.Ⅲ.).猪疑
心の強い牧師(BookM,chap.XLⅢ.）など，聖職者としての資格が問われるような人物を

数々登場させている。なかでも，聖職にあるまじき非道な人物として，ひときわ力強い調子

で描き込まれてv,るのが，このTrulliberである。

註4……Mr・TrulliberwasaparsononSundays,butalltheothersixmight

moreproperlybecalledafarmer.

Jose'ハAndreivs(Everyman'sLibrary)BookIT,chap.XXXH,P.122.
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以上のように，聖職者の中にすら，一片の慈悲心の持ち合わせもない強欲な人間のあるこ

とを示したFieldingは，さらに一般世間は，貧窮者にとってはいかに無情で無慈悲きわま

りないものであるか，金銭の前には人間がいかに残忍酷薄でありうるかを描いている。

ついにTrulliberの説得に失敗したAdamsは，窮余の一策，宿屋の女将に，宿賃の借用

を申し出てみるのだが，いろいろな経緯のあとで，結局これも失敗に終るのである。
いったい，この物語に霧しく登場する旅篭屋や居酒屋の女将とか亭主達は，おおかた卑し

く貧欲なものとして描かれているが，この宿の女将もまたその例にもれない。彼女は，宿賃

のとりたてのためには，どんな冷酷非情な手段をも1,､とわない強欲な女である。

Shesaid,"……6．．；shecouldnotthereforepossiblyinorwouldshe，trust

auybody;no,notherownfather.Thatmoneywasneverscarcer,andshe

wantedtomakeupasum.Thatsheexpected,therefore,theyshouldpaytheir

reckoningbeforetheyleftthehouse."

・烏．､・BookH,chap.XXXH,P.128.
も9．・・・

女将の拒絶にあって，ついに最後の望みも絶たれたAdams一行は，進退きわまって，一

時は全く途方にくれてしまうのであるが，自分自身きわめて慈悲深いAdamsは，それでも
なお人間の3善意を信じて疑わない。彼は,見ず知らずの富裕な人々 の間をまわって合力を求

める。しかし,･これもま:た徒労に終ってしまう。

このくだりを描くFieldingの筆は，いつになぐ沈痛な調子を帯びているようであるd彼

は，富める人々 の慈善心の欠如という矛盾に満ちた現実を，作中人物のAdamsと共に，次
のように慨歎している。

Adamswasnowgreatlyperplexed;but,asheknewthathecouldeasilyhave
borrowedsuchasuminhisownparish,andasheknewhewouldhavelentit

himselftoanymortalindistress,sohetookfreshcourage,andsalliedoutall

roundtheparish,buttonopurpose;hereturnedaspennylessashewent,

groaningandlamentingthatitwaspossible,inacountryprofessingChristianity,
forawretchtostarveinthemidstofhisfellow-creatureswhoabounded.

I〃α.,p，128.

この間，件の女将は,Josephとfannyを監視するのであるが,Adamsが空しく引上げ
て帰ると，またもや，情容赦なく，宿賃の支払をせまるのである。

Adamswasnosoonerreturnedthesecondtimethanthestormgrewexceedingly
high,thehostessdeclaring,amongotherthings,that,iftheyofferedtostir
withoutpaying-her,shewouldsoonovertakethemwithawarrant.

Ibid.,P，129.

Fieldingは，作中,JosephAndrewsの懐疑をかりて，物質にのみとらわれ，人間的な
清･持を失った人心の軽薄と人世の迷妄を認し，「善行」というものは，称えられこそすれ，
たえて実践されることのないたんなる概念上の美徳.でしかなくなった歎かわしい人間の現実

1側
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を次のように暴露しているのである。

Ihaveoftenwondered，sir,”saidJosePh，“toobserv今sofewinstancesofcharity

amongmankind;forthoughthegoodnessofaman'sheartdidnotinclinehim
torelievethedistressesofhisfellow-creatures,methinksthedesireof.honour

shouldmovehimtoit.Whatinspiresamantobuildfinehouses,topurchase

finefurniture,pictures,clothes,andotherthings,atagreatexpense,butan

ambition，toberespectedmorethanotherpeople？Now，wouldnotonegreat

actofcharity,oneinstanceofredeemingapoorfamilyfromallthemiseriesof

poverty,restoringanunfortunatetradesmanbyasumofmoneytothemeans
ofprocuringalivelihoodbyhisindustry,discharginganundonedebtorfromhis
debtsoragaol,oranysuch-likeexampleofgoodness,createamanmorehonour
andrespectthanhecouldacquirebythefinesthouse,furniture,pictures,or

clothes，thatwereeverbeheld？Fornotonlytheobjecthimselfwhowasthus

relieved,butallwhoheardthenameofsuchaperson,must,Iimagine,reverence

himinfinitelymorethanthepossessorofallthoseotherthings;which,whenwe
soadmire,weratherpraisethebuilder,theworkman,thepainter,the

lace-maker,thetailor,andtherest,bywhoseingenuitytheyareproduced,than

thepersonwhobyhismoneymakesthemhisown.Formyownpart,whenI
*havewaitedbehindmyladyinaroomhungwithfinepictures,whileIhavebeen

lookingatthemIhaveneveroncethoughtoftheirowner,norhathanyone

else,asIeverobserved;forwhenithathbeenaskedwhosepicturethatwas,
itwasneveronceansweredthemaster'softhehouse;butAmmyconni,Paul

Varnish,HannibalScratchi,orHogarthi,whichIsupposewerethenamesofthe

painters；butifitwasasked－Whorcdeemedsuchaoneoutofprison？Wholent
sucharuinedtradesmanmoneytosetup？Whoclothedthatfamilyofpoor

smallchildren？itisveryplainwhatmustbetheanswgr・Andbesides,these

greatfolksaremistakeniftheyimaginetheygetanyhonouratallbythese

means;forIdonotrememberIeverwaswithmyladyatanyhousewhereshe

commendedthehouseorfurniturebutIhaveheardheratherreturnhomemake

sportandjeeratwhatevershehadbeforecommended;andIhavebeentoldby

othergentlemeninliverythatitisthesameintheirfamilies:butIdefythe

wisestmanintheworldtoturnatruegoodactionintoridicule・Idefyhimto

doit.Hewhoshouldende,avouritwouldbelaughedathimself,insteadofmaking

otherslaugh・Nododyscarcedothanygood，yPttheyallagreeinpraisingthose

whodo.Indeed,itisstrangethatallmenshouldconsentincommedinggoodness,

andnomanendeavourtodeservethatcommendation;whilst,onthecontrary.

allrailatwickedness,andallareaseagertobewhattheyabuse・ThisIknow

notthereasonof;butitisasplainasdaylighttothosewhoconverseinthe

world,asIhavedonethesethreeyears.”

BookM,chap.XLI,pp、181-182.

101

，



‐之： ？‐

物欲との関連において描かれたものには，偽善もある。この悪は，何らかの，暗い，恥ず

べき欲望を，他人の眼から，また自分自身の意識から，隠散してしまうには，いかにも好都

合な手段であるから，物欲との結びつきほど容易でもあり，自然でもあるものはないのであ

ろう。「偽善によって人は，種々の邪悪さを，正反対の美徳の仮面の下に隠し，他人の批難

をまぬがれる努力をするのである。」（註5）

その結果,Trulliber如き牧師が，慈善家として罷り通ることにもなるのである。

And,ineed,hehadnotonlyaverygoodcharacterastoothe,rqualitiesin

theneighbourhood,butwasreputedamanofgreatcharity;for,thoughhe

nevergaveafarthing,hehadalwaysthatwordinhismouth.

BookH,chap・XXXm,pp.128-129.

次に，猪疑心がある。これは，かならずしも，直接物欲からかもし出される悪ではないと

しても，人がみな，物欲に支配され，物欲におかされ，物欲にむしばまれ，物欲によって人

間性を失い，人間にたいする愛と信頼を放棄した人の世につきものの悪であるとすれば’物

欲とのかかわりの深v,悪であることは否定できない。

Adamsは，とある旅宿で，たまたま，ある旅のカトリック僧にあい，合力を求められる。

この僧は，ある事情によって路銀に窮しており，18ペンスの宿賃を支払えず困っていたので

あった。ところでAdamsは，これよりさき，ある親切な人（註6)から，半ギニという

多小まとまったお金を贈られていたのであづた。そこで，底抜けに情深い彼は，我が身の窮

乏も考えず，長#旅に多少の所持金がなくては不便であろうと申し出，すすんでその半分を与

えようと懐中を探す。しかし，いくら探してもある筈のお金がないのである。（じつは，す

でにある所で,Adamsの知らない間に盗まれてv,たのである｡)Adamsは，誠心誠意，弁

明をこころみ，自分の誠意にいつわりのないことを明かそうとするのであるが，その旅の僧

侶の心には，拭いがたい懐疑の念がきざし,Adamsの善意に，疑惑と不信の眼を向けるの

である。

"Blessme!"criedAdams,"Ihavecertainlylostit;Icanneverhavespent¥t.

Sir,asIamaChristian,Ihadawholehalf-guineainmypocketthismorning,

andhavenotnowasinglehalfpennyofitleft、Surethedevilmusthavやtakenit

fromme!"一一一"Sir,"answeredthepriestsmiling,"youneedmakenoexcuses.;

ifyouarenotwillingtolendmethemoneyIamcontended・""Sir,"cries

Adams,"ifIhadthegreatestsumintheworldaye,ifIhadtenpounds

aboutmeIwouldbestowitalltorescueanyChristianfromdistress・Iam

morevexedatmylossonyouraccountthanmyown.Waseveranythingso

unlucky？BeCauseIhavenomoneyinmypocketIShallbesuspectedtobeno
－今令 一 一 一 一 一 一 一 一 ＝ － ＝ - － － － － － b ÷ 一 一 一

註5……hypocrisysetsusonanendeavourtoavoidcensure,byconcealing

ourvicesunderanappearanceoftheiroppositevirtues.

JosephA"αγews,Authour'sPreface(EverymansLibraryed.)P.XXX.
註6Mr.Wilson
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Christian・''一一"Iammoreunlucky,"quoththeother,"ifyouareaŝgeneroûas-－，口

yousay;forreallyacrownwouldhavemademehappy,andconveyedmein
plentytotheplaceIamgoing,whichisnotabovetwentymilesoff,andwhere
Icanarrivebyto-morrownight・IassureyouIamnotaccustomedtotravel
pennyless.IambutjustarrivedinEngland;andwewereforcedbyastormin
ourpassagetothrowallwehadoverboard.Idon'tsuspectbutthisfellowwill
takemywordforthetrifleIowehim;butIhatetoappearsomeanasto
confessmyselfwithoutashillingtosuchpeople;forthese,andindeedtoomany
others,knowlittledifferenceintheirestimationbetweenabeggarandathief."
However,hethoughtheshoulddealbetterwiththehostthateveningthanthe
nextmorning:hethereforeresolvedtosetoutimmediatelŷnotwithstanding.半
thedarkness;andaccordingly,assoonasthehostreturned,hecommunicatedto
himthesituationofhisaffairs;uponwhichthehost,scratchinghishead,
answered,"Why,Idonotknow,master;ifitbeso,andyouhavenomoney,
Imusttrust,Ithink,thoughIhadratheralwayshavereadymoneyifIcould;
butmarry,youlooklikesohonestagentlemanthatIdon'tfearyourpayingme
ifitwastwentymilesasmuch."Thepriestmadenoreply,but,takingleaveof
himandAdamsasfastashecould,notwithoutconfusion,andperhapswith
somedistrustofAdam'ssincerity,departed.

Bookm.chap・xLm,pp、198-199．

以上のように,Fieldingは，主人公達の道中に見るさまざまな出来事や，彼等の接する
数々の人々を通して，人間の物欲，および，何らかの意味で物欲とかかわりの深い人間悪，
たとえば,刑l己心，無慈悲さ，偽善，猫疑心など，物欲によって破壊され，醜くゆがめられ
た人間の姿や，物欲がうずまき，物欲によって暗くいろどられた人世を描いたのであった。

IV

しかし,-Fieldingは，決して，人間というものを，物欲に懸かれ人間味を失った，利己的
な，無慈悲な，偽善的な，猪疑ぷかい，救い難いものとして，一把ひとからげに否定してし
まうわけではない。

なるほど，無一文にひとしい貧窮の旅をつづける彼等の眼に映じた人世は，暗く無情であ
り，彼等のふれ合う人物は，おしなべて，卑しく苛酷である。しかしFieldingは，物欲に
暗くいろどられた人世にも，稀には，明るく美しい人生，無欲括淡な，情味にあふれた人間
のあることを，感動的に櫛いている。

たとえば，僅かの宿賃のために，宿を出るに出られず苦しんでいるAdams達が，ついに
救い出されるいきさつはこうである。

Therechanced(forAdamshadnotcunningenoughtocontriveit)tobeat
thattimeinthealehouseafellowwhohadbeenformerlyadrummerinan
Irishregiment,andnowtravelledthecountryasapedlar.
Thisman,havingattentivelylistenedtothediscourseofthehostess,atlast
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tookAdamsaside,andaskedhimwhatthesumwasforwhichtheyweredetained.
Assoonashewasinformed,hesighed,andsaid,"Hewassorryitwasso

much;forthathehadnomorethansixshillingsandsixpenceinhispocket,
whichhewouldlendthemwithallhisheart."Adamsgaveacaper,andcried

out,"Itwoulddo;forthathehadsixpencehiimself."Andthusthesepoor

people,whocouldnotengagethecompassionofrichesandpiety,wereatlength

deliveredoutoftheirdistressbythecharityofapoorpedlar.

BookH.chap・xxxir,p､129.

「お金持の同情も，聖職者の同情も得られなかった」Adams達を窮地から救ってくれた

のは貧しい旅の行商人であった。彼は，なけなしのお金を全部はたいてAdams達を救って

いるのである。そして，この例にかぎらず，道中のAdams一行を苦境より救いだすのは，

いずれも，貧しい，しがない職業の人々である。

このように，さまざまな暗く醜し､人間悪を背負った人物の氾濫するこの物語の中に，これ

ら善良な人々の登場する割合はごく少いのであるが，ごく稀にしか登場しない彼等が，おし

なべて，金持でも何でもなく，むしろお金にはめぐまれない，しがない人々として描かれて

いるのは非常に示唆的であり,悪の栄える人世の現実をほうふつさせて多分に暗示的でもあ

るが，それだけに一層，これら善意の人々の登場はすがすがしくまた快いのである。

物欲にかぎらず，人世に見られるありとあらゆる醜く忌わしい人間悪や人間の悪徳が描き

出されたこの深刻な作品に，人間にたいする絶望や人間不信の暗さがないのはこのためであ

る。そして同時に，これは作者自身の人間性の明るさ美しさをあらわすものに他ならない。

使用テキストJosephAndrews;Everyman'sLibrary

なお,JosephAndrewsに描かれた人間悪については，すでに，「偽善」および「虚栄」

の場合について片鱗を述べた拙論がありますので，それらもあわせて参考にしていただけれ

ば幸甚です。

JosephAndrewsにおける調刺について－とくに女性の美徳の場合一

（日大三高研究年報第10号）

JosephAndrewsにおける人間の悪について－とくに虚栄の場合一一

（日本大学英文学会々報第16巻）
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