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チャールズ・ディケンズ

ウィキマニア2012への参加費用補助の申請を受付中。
2月16日までにご応募ください。 [翻訳にご協力ください！]

チャールズ・ディケンズ
Charles Dickens

チャールズ・ディケンズ
誕生 チャールズ・ジョン・ハファム・ディケ

ンズ
（Charles John Huffam Dickens）
1812年2月7日
イングランド・ポーツマス

死没 1870年6月9日（満58歳没）
イングランド・ケント

職業 小説家
国籍  イギリス
代表作 オリバー・ツイスト

クリスマス・キャロル
デイヴィッド・コパフィールド

処女作 ボズのスケッチ集（1836年）
配偶者 キャサリン・ホガース
サイン

 ウィキポータル 文学
テンプレートを表示

チャールズ・ディケンズ（Charles John
Huffam Dickens, 1812年2月7日 -
1870年6月9日）は、イギリスのヴィク
トリア朝を代表する小説家。ポーツマ
スの郊外に生まれた。

年少時より働きに出され、新聞記者を
勤めるかたわらに、作品集『ボズのス
ケッチ集（Sketches by Boz）』で登
場。主に下層階級を主人公とし、弱者
の視点で社会を諷刺した作品群を発表
した。その登場人物は広く親しまれて
おり、イギリスの国民作家とされる。
作品は『オリバー・ツイスト』『クリ
スマス・キャロル』『デイヴィッド・
コパフィールド』『二都物語』『大い
なる遺産』など。1992年から2003年ま
で用いられた10UKポンド紙幣に肖像が
描かれている。
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海軍の会計吏ジョン・ディケンズとエリザベスの長男として、1812年2月7日にハン
プシャーのポーツマス郊外のランドポートに生まれた。2歳のときにロンドンに、5歳
のときにケント州（現在は独立行政区メドウェイ）の港町チャタムに移る。チャタム
では6年間を過ごし、ディケンズの心の故郷となった。少年期は病弱であり、フィー
ルディング、デフォー、セルバンテスなどを濫読した。

ディケンズの家は中流階級の家庭であったが、
父親ジョンは金銭感覚に乏しい人物であり、母
親エリザベスも同様の傾向が見られた。そのた
め家は貧しく、ディケンズが学校教育を受けた
のは、2度の転校による4年のみであっ
た。1822年の暮れに一家はロンドンに移ってい
たが、濫費によって1824年に生家が破産。ディ
ケンズ自身が12歳で独居し、親戚の経営してい
たウォレン靴墨工場へ働きに出されることに
なった。さらに借金の不払いのため、父親が
マーシャルシー債務者監獄に収監された。家族
も獄で共に生活を認められていたが、ディケン
ズのみは一人靴墨工場で働かされた。この工場
での仕打ちはひどく、彼の精神に深い傷を残し
た。数ヵ月後に父親の出獄が認められた。祖母
の遺産によるものとの説がある。ディケンズは
ウェリントン・ハウス・アカデミーへ行くこと
が認められたが、このとき母親に強く反対された。このことも彼の心に強く残った。
父親はのちに、『デイヴィッド・コパフィールド』の登場人物の一人であるミコー
バー氏のモデルとなったとされている。

1827年からエリス・アンド・ブラックモア法律事務所に事務員として勤めたが、のち
ジャーナリストになることを決心し、速記術の習得に取り掛かった。これを修了する
と事務所を辞め、法廷の速記記者となった。なおディケンズは芝居好きであったが、
このころ俳優になろうとしたこともあった。20歳前後から諸雑誌から仕事の声が掛か
るようになり、1834年に『モーニング・クロニクル』紙の報道記者となり、ジャーナ
リストとしての活動が本格化する。

定職の片手間に「ボズ（Boz）」という筆名で書き始めた投稿エッセイが1833年、初
めて『マンスリー・マガジン』誌に掲載され感激、その後も継続して書き続ける。な
お、この時期の筆名の「ボズ」とは、ディケンズの弟オーガスタスに付けられたあだ
名に由来するとされる。こうしたエッセイは後にまとめられ、1836年、第一作『ボズ
のスケッチ集』として発表された。優れた批評眼が注目を浴びた。

同年、編集者の娘であるキャサリン・ホガースと結婚した。二人は10人の子に恵まれ
たが、性格の不一致のため結婚生活はうまくいかなかった。なお、ディケンズはキャ
サリン・ホガースよりもその妹のキャサリン・メアリを愛していたが、まだ幼かった
こともあり、結局その姉と結婚した。メアリは、ディケンズの結婚後もディケンズ夫
妻の住まいに同居していた。翌年彼女は急死し、ディケンズにしばらく執筆活動を中
断させるほどの打撃を与えた。

困苦の少年時代 [編集]

靴墨工場のディケンズ

新聞記者から作家に [編集]
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続いて発表した『ピクウィック・ペーパーズ』がサム・ウェラーの登場後に大人気と
なり、第一流の小説家として文才を認められた。さらに雑誌『ベントリーズ・ミセラ
ニー』の編集長を務め、同誌に初めて筋書きのある長編小説『オリバー・ツイスト』
を発表、小説家としてのディケンズの人気はその後、終生衰えることがなかった。そ
の後は虐待学校を題材にした『ニコラス・ニクルビー』、悲劇的な物語『骨董屋』な
どを発表。『クリスマス・キャロル』（1843年）以後毎年刊行された「クリスマス・
ブックス」ものは子供から高い人気を得た。先に出た『ニコラス・ニクルビー』や
『骨董屋』などの作品や、以後の作品では、主人公は多く孤児であり、チャールズの
少年時代の体験が影響している。

このころ、Ｊ・フォースターと親交を結ぶ。またベン・ジョンソンの『十人十色』を
友人らと上演。義捐基金のための素人演劇で、もっぱら演出と主演を兼ねた。

1842年に夫人とともに訪米し、長期のアメリカ旅行を行った。ただ、南北戦争前夜の
米国は、当時の著作権問題などもあって良い印象を与えなかった。そのため、帰国後
に発表した小説『マーティン・チャズルウィット』や、旅行記『アメリカ紀行』で記
した米国観はあまり良いものではなく、米国でも不評であった。ただし、南北戦争後
の1867年に再訪した際には、大歓迎を受けて印象を改めている。

『ドンビー父子』の次の作品『デイヴィッド・コパフィールド』は自伝的要素が強い
作品で、このころの作品から次第に社会的要素を取り組んだ、凄惨な作風へと変化し
ていく。ヴィクトリア朝の社会を批判した『荒涼館』や、社会制度を批判した『リト
ル・ドリット』、フランス革命を背景とした『二都物語』、失意の人々を描く『大い
なる遺産』などである。

編集長としても、1850年から『ハウスホールド・ワーズ』、1859年から『オール・
ザ・イヤー・ラウンド』をまとめ、ギャスケル夫人やコリンズなどの作家に作品発表
の場を与えた。もっとも、編集者としては勝手に小説の内容に手を入れるなどという
ワンマンぶりもよく知られている。また慈善事業や講演といった活動も行っている。

晩年はエレン・ターナンと不倫関係にあり、1858年から夫人とは別居していたが、こ
れはディケンズの死後まで公的には秘密にされていた。創作力の衰えと並行して、執
筆を離れて公衆の前での公開朗読に熱中し、過労で死期を早めた（2度目の米国旅行
の際にも、各地で公開朗読を行っている）。1865年には鉄道の事故に巻き込まれて九
死に一生を得る。この事件も、晩年の作品に目立つ暗い影の一因ではないかと言われ
ている。

1870年6月9日、『エドウィン・ドルードの謎』を未完のまま、ケント州ギャッズ・
ヒルの広壮な邸宅で、脳卒中により死去した。ディケンズ自身はロチェスターに一私
人としての埋葬を希望していたが叶えられず、ウェストミンスター寺院の詩人の敷地
に埋葬された。墓碑銘は “He was a sympathiser to the poor, the suffering, and the
oppressed; and by his death, one of England's greatest writers is lost to the
world.”（「故人は貧しき者、苦しめる者、そして虐げられた者への共感者であった。
その死により、世界から、英国の最も偉大な作家の一人が失われた 」）となってい
る。

なお、曾孫のモニカ・ディケンズも作家となった。

国民作家として [編集]

後期の作品と晩年 [編集]
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一般にプロット構成にはやや難があり、最良の
部分は人物描写などの細部にある、と言われる
ことが多い。多作家でもあるため出来栄えにム
ラがあるが、『大いなる遺産』などの名作で
は、そうした描写力に、映画のカメラワークに
も似た迫真のストーリー・テリングが加わり、
読者をひきつける。精密な観察眼と豊かな想像
力で、時代社会の風俗を巧みに描いた。日常生
活の描写は具体的で、丹念に細部に亘って生き
生きと写し出されており、登場人物の性格
はシェイクスピアのそれに比して多種多様であ
り、ほとんどが典型として戯画化されているに
もかかわらず、型を破ってはみ出すような生命
力に満ちている。とくに前期の作品においては
主人公に個性があまり見られず、脇役にこうし
た特色を与えることで作品を立体的に盛り上げ
ている。

また、幼少時の貧乏の経験からおのずと労働者階級に同情を寄せ、時に過度に感傷的
になることもあるが、常に楽天主義と理想主義に支えられ、ことに初期の作品には暖
かいユーモアとペーソスが漂っている。その点、ヴィクトリア朝の代表作家として並
び称され、中・上級階層を中心に描いたサッカレーとは対照的である。後期には、健
康状態の衰えなどの影響もあって徐々に悲観的な価値観に傾斜していき、作品発表の
ペースも落ちた。初期の明るいユーモアや天才的なキャラクター造形は目立たなく
なっているものの、プロットは複雑で深遠になり、主題を強調することに成功してい
る。ただし偶然に頼ったご都合主義の物語展開や、最後をめでたく終わるといった典
型は最後まで残った。これは月刊分冊という発表形態で、売れ行きや人気を考えてあ
らすじや登場人物を変えていったためである。

作品（エッセイ・小説）を通しての社会改革への積極的な発言も多く、しばしばヴィ
クトリア朝における慈善の精神、「クリスマスの精神」の代弁者とみなされる。貧困
対策・債務者監獄の改善などへの影響も大きかった。しかし、一方で帝国主義的な色
合いもあり、ジャマイカ事件ではカーライルなどと共に総督エア側に組して、反乱を
擁護しエアを弾劾するミルらと論争したことが知られている。ただし、年代の違いも
あって、一般にはキプリングのように人種差別主義者などと露骨に批判されているわ
けではない。

最終作『エドウィン・ドルードの謎』は、コリンズなどの影響もあって、ミステリー
のプロットを導入し、後期のディケンズの中でも特に陰鬱な雰囲気に包まれた野心的
な作品であった。しかし、作者の死により全体の半ばほどを残してついに未完に終
わった[1]。そのため、犯人（正確には、表題人物の失踪の原因）は不明のままであ
り、さまざまな説が提唱されている。

殺人の謎解きは『バーナビー・ラッジ』ですでに登場しており、これが世界初の推理
小説と言われることもある。

作風 [編集]

批評史 [編集]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E8%AC%8E&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B8&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AC
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%BA&action=edit&section=6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Charles_Dickens2.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Charles_Dickens2.jpg
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%BA&action=edit&section=7


チャールズ・ディケンズ - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/チャールズ・ディケンズ[2012/02/07 1:57:55]

没後、そのストーリーの通俗性、あらすじの不自然さ、キャラクターの戯画化などの
ために、通俗作家として、芸術至上主義的な19世紀文壇からは批判された。確かに分
冊販売という発表形態のために、人気の上下動を見て、もともと考えていた筋に執着
せずに、時に強引とも思えるストーリーの変更を行った。特に『マーティン・チャズ
ルウィット』や『ニコラス・ニクルビー』などではプロットの不自然さが目立つ。

しかし、一般大衆の人気がこうした批評で衰えることはなかった。プルースト、ドス
トエフスキーなどの小説家も愛読者として知られ、ギッシング、チェスタト
ン、ジョージ・オーウェルなども優れた評伝を寄せている。トルストイはディケンズ
をシェイクスピア以上の作家であると評価しているほどである。近年ではエンターテ
イナーとしてだけでなく、小説家としても作品の再評価が進んでおり、小説が映画、
ドラマなどで映像化されることも多い。弱点こそあれ、現在の評価は、英国の国民作
家というその正しい位置に、ほぼ復していると言える。

日本においては、その膨大な作品量も災いして、ディケンズの翻訳全集は、昭和初期
の、舞台を日本に移した翻案に近い選集を除いて、存在しないという状況にある。た
だし、2010年に田辺洋子個人による長編全訳が完成した。

ディケンズの生涯と作品を研究する団体として、ディケンズ・フェロウシップ日本支
部がある。

ボズのスケッチ集（Sketches by Boz、1836年）
ピクウィック・クラブ（The Pickwick Papers、1836 - 37年）
オリヴァー・ツイスト（Oliver Twist、1837 - 39年）
ニコラス・ニクルビー（Nicholas Nickleby、1838 - 39年）
骨董屋（The Old Curiosity Shop、1840 - 41年）
バーナビー・ラッジ（Barnaby Rudge、1841年）
マーティン・チャズルウィット（Martin Chuzzlewit、1843 - 44年）
クリスマス・キャロル（A Christmas Carol、1843年）
ドンビー父子（Dombey and Son、1846 - 48年）
デイヴィッド・コパフィールド（David Copperfield、1849 - 50年）
荒涼館（Bleak House、1852 - 53年）
ハード・タイムズ（Hard Times、1854年）
リトル・ドリット（Little Dorrit、1855 - 57年）
二都物語（A Tale of Two Cities、1859年）
大いなる遺産（Great Expectations、1860 - 61年）
互いの友（Our Mutual Friend、1864 - 65年）
エドウィン・ドルードの謎（The Mystery of Edwin Drood、1870年）

William J Palmer, The Detective and Mr. Dickens (1990) 『文豪ディケンズと倒錯
の館』ウィリアム・J・パーマー著
William J Palmer, The Highwayman and Mr. Dickens: An Account of the Strange
Events of the Medusa Murders (1992)
William J Palmer, The Hoydens and Mr. Dickens: The Strange Affair of the
Feminist Phantom (1997)
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チャールズ・ディケンズの著
作

ウィキメディア・コモンズに
は、チャールズ・ディケンズに
関連するメディアがあります。

William J Palmer, The Dons and Mr. Dickens: The Strange Case of the Oxford
Christmas Plot (2000)
ドクター・フー シーズン1第3話「賑やかな死体」(2005)
Dan Simmons, Drood (2009)

アルフォンス・ドーデ
エリザベス・ギャスケル
ギルバート・ケイス・チェスタトン
ジョージ・ギッシング
ジョン・アーヴィング
ディケンズ (小惑星) 彼に因んで命名された小惑星(4370)。

1. ^ なお、作家ピーター・ローランドが
この作品の謎をシャーロック・ホー
ムズに解決される作品『エドウィ

ン・ドルードの失踪』を発表してい
る。

ディケンズ・フェロウシップ日本支部
『ディケンズ鑑賞大事典』
The Dickens Fellowship （英文）
A Hyper-Concordance to the Works of
Charles Dickens （英文）
The Dickens Page （英文）
ディケンズ チャールズ：作家別作品リス
ト （青空文庫）

カテゴリ: チャールズ・ディケンズ  イギリスの小説家  

イギリス・ポンド紙幣の人物  1812年生  1870年没
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オリバー・ツイスト

オリバー・ツイスト
Oliver Twist

初版
著者 チャールズ・ディケンズ
発行日 1838年
国 イギリス
言語 英語

テンプレートを表示

ポータル 文学

『オリバー・ツイスト』（Oliver Twist
）は、チャールズ・ディケンズの長編
小説。1837年から1839年まで「ベント
リーズ・ミセラニー」に月刊分載、単
行本は1838年刊。

孤児オリバーが様々な困苦にもめげず
に立派に成長するまでを描く。作者の
出世作。

目次  [非表示] 

1 あらすじ
2 主な登場人物
3 作品解説
4 日本語訳
5 舞台化・映像化作品

注意：以降の記述で物語・作品・登場人物に関する核心部
分が明かされています。免責事項もお読みください。

救貧院で暮らす孤児オリバーは、ここを管理する教区吏のバンブルからほかの孤児た
ちと同じように虐待を受けていた。ある日オリバーはくじで選ばれたために、孤児の
代表として粥を哀願しに行くが、このためにオリバーは教区から問題児と見なされ
る。そして葬儀屋に働きに出されるが、我慢ができずロンドンへ逃げた。

そこではユダヤ人フェイギンを頭とする窃盗団にむりやり入らされ、オリバーに盗み
をするように仕込もうとする。だがオリバーは悪に染まらず、ふとしたことがきっか
けで紳士ブラウンローに保護される。この温かい一家にオリバーは幸福感に浸るが、
やがてまたフェイギン一味に捕らえられ、ビル・サイクスとともに盗みへ出かけるこ
とになった。オリバーは盗みに入る家に侵入する際にしくじり負傷、しかしそのメイ
リー家のローズに介抱され、そこで親切にされる。

一方そのころモンクスという男が、オリバーに不利な情報をもってフェイギンに接近
しようとしていた。オリバーに同情していたサイクスの情婦ナンシーは、オリバーを
醜聞から助けようと、一味の巣窟を教えるが、それがためにサイクスに惨殺される。
しかし一味には警察が入り、フェイギンは捕らえられ絞首刑、サイクスは逃走の末事
故死する。そしてオリバーの出生が明らかになり、ブラウンロー紳士とともに幸せに
暮らすことになった。

あらすじ [編集]
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オリバー・ツイスト
主人公。養育院で生まれ、すぐに母親が死亡。純粋な心を持った孤児。常に感謝
の心を忘れることなく生きる。9歳のころ移された救貧院を抜け出しロンドンへ
逃亡するが、フェイギン率いる窃盗団に捕まる。その後、紆余曲折を経て紳士の
ブラウンロー氏の元で幸せな生活を送る。その出生には大きな秘密があった。

バンブル
教区吏。孤児たちをコントロールするためなら暴力も辞さない。オリバーに対し
ても虐待を加える。オリバーが救貧院で起こした問題をきっかけに、彼に強い敵
意を抱くようになる。その後、物語中盤のある出来事がきっかけで転落人生を歩
むことになる。

ノア・クレイポール
サワベリー氏に仕える徒弟の少年。両親はいるようだが、慈善院で育てられてい
た。性格は怠惰で意地悪。自分より悲惨な境遇のオリバーを苛めて愉しんでい
た。しかし、オリバーがサワベリー氏に重用されるようになると、彼の母親を口
汚く罵り、彼を激怒させた挙句サワベリー氏らに讒言して追い落とす。

サワベリー氏
葬儀屋を営む気弱な老人。救護院からオリバーを引き取る。清楚で悲しげな表情
をしたオリバーを葬儀のお供係に抜擢するが、もう一人の徒弟であるノア・クレ
イポールの反感を買ってしまう。ノアとオリバーの喧嘩の仲裁に入った際、サワ
ベリー夫人とノアに言いくるめられ、やむなくオリバーに対して鞭を振るう。

フェイギン
窃盗団の頭であるユダヤ人。少年を集めて窃盗の訓練をさせる。警察に裁かれ、
絞首刑が確定。執行前に発狂。悲劇の悪党。

ビル・サイクス
フェイギンの仲間。登場時35歳。フェイギンよりも血の気が多く、悪事を密告し
ようとしたナンシーを容赦なく撲殺する。警察に追われてオリバーと共に逃げよ
うとするも、ロープを使い屋根伝いに移動している最中にロープが首に絡まって
事故死。

ジャック・ドーキンズ
通称ドジャー。フェイギン配下のスリ少年。ロンドンへ逃げてきたオリバーに近
付きフェイギンの巣窟へ案内する。面倒見が良い。

ナンシー
サイクスの情婦。オリバーよりも幼いころからサイクスに仕える。口は悪いが、
性根は素直で心優しい少女。オリバーの身を案じ、ブラウンロー氏にフェイギン
とサイクスの悪事を密告。そのせいでサイクスに撲殺されてしまう。

ブラウンロー
ペントンヴィルに住む紳士。オリバーを自宅に入れ介抱する。性格は温厚でリベ
ラル。オリバーを引き取り教育を施す。

グリムウィグ
ブラウンローの友人である初老の紳士。「僕は自分の頭を食う」が口癖の変人。
あまのじゃくな性格で、オリバーに対して好感を抱いたにも拘らず、友のブラウ
ンローも同じく彼に好感を抱いているという理由から、彼のことをわざと悪く
言っている。終盤ではオリバーとも打ち解ける。

モンクス
オリバーと何らかの深い因縁を持ち、陰惨な過去を持つ26歳前後の黒人風の青
年。その因縁と過去のためにオリバーを激しく敵視し、フェイギンやバンブルら
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と接触し、オリバーを破滅させるべく暗躍している。陰惨な過去のせいか精神に
疾患を抱えており、雷鳴などのふとしたきっかけで自傷行為などの強い発作が時
折起こるようだ。性格は情緒不安定で小心者。

コーニー夫人
オリバーが生まれた養育院の婦長。夫はすでに他界。物語後半頃に教区吏のバン
ブルと再婚。とある事件をきっかけにこの物語の核心と関わるようになる。気性
激しく、自分より目下の者には徹底して強圧的な人物。

ローズ・メイリー
メイリー家に侵入し負傷したオリバーを介抱した女性。登場時16歳。メイリー夫
人の姪に当たる人物なのだが･･･。

話の筋に不自然さが顕著に見られ、主人公であるはずのオリバーに特色がなく話に流
されていくだけ、などといった欠点があるが、サフロン・ヒルでの泥棒生活といった
下層階級の描写はこの作家の得意とするところであり、読者に好意を持って迎えられ
た。この点、ピカレスク小説の影響も重要である。

テーマとしては、イギリスの新救貧法に対する批判が重要視される。1834年に改正さ
れた救貧法は下層階級の反発を招き、作品中のマン夫人やバンブルなどは、下層階級
を酷使する中層階級の典型的な例である。しかしディケンズが本質的に批判したの
は、制度に従う人物ではなく、その背後にある制度そのものであった。ディケンズの
特色として善と悪の区別がはっきりしていることが挙げられるが、この小説では善は
オリバー、つまり下層階級の人々で、悪は社会制度と、それを認めている社会風潮で
あった。この小説の中で、オリバーが「もう少し下さい」と粥のお代わりを請う場面
が最も有名で、かつ象徴的でもある。

狡猾な盗品売買屋である悪党フェイギンの描かれ方が『ヴェニスの商人』のシャイ
ロックのように偏見に満ちたユダヤ人像で差別的であると批判されてきた。これを受
けて、原作では純然とした悪党であるフェイギンが、映像化作品では時代が進むと共
に「善良さを併せ持った悪党」に変化していることが多い。

鷺巣尚訳 『オリヴァー・ツゥイスト』（1953年、角川文庫）
中村能三訳 『オリヴァ・ツィスト』（1955年、改版2005年、新潮文庫上下）
本多季子訳 『オリヴァ・ツウィスト』（1956年、改版1989年、岩波文庫上下）
北川悌二訳 『オリバー・ツイスト』（1968年、三笠書房、2006年 角川文庫上
下）
小池滋訳 『オリヴァー・トゥイスト』（1971年、講談社『世界文学全集 13』、
のち講談社文庫／1990年 ちくま文庫上下）

オリバー・トゥイスト（1922年、アメリカ映画。フランク・ロイド監督）
オリヴァ・ツイスト（1948年、イギリス映画。デイヴィッド・リーン監督）
オリバー!（1960年、Lionel Bartによるミュージカル）
オリバー!（1968年、イギリス映画。同名のミュージカルを映画化。アカデミー賞
で6部門受賞。キャロル・リード監督）

作品解説 [編集]

日本語訳 [編集]

舞台化・映像化作品 [編集]
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ウィキメディア・コモンズに
は、オリバー・ツイストに関連
するカテゴリがあります。

オリバー ニューヨーク子猫ものがたり（1988年、アメリカのアニメーション映
画。ディズニー制作。ジョージ・スクリブナー監督）
オリバー・ツイスト（1999年、イギリス・BBC制作のテレビドラマ）
オリバー・ツイスト（2005年、イギリス映画。ロマン・ポランスキー監督）

カテゴリ: オリバー・ツイスト イギリスの小説 1830年代の小説 連載小説
チャールズ・ディケンズ 貧乏を題材にした作品 ロンドンを舞台とした作品
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クリスマス・キャロル (小説)

クリスマス・キャロル
A Christmas Carol

原本扉
著者 チャールズ・ディケンズ
発行日 1843年
発行元 チャップマン・アンド・ホール
ジャンル クリスマス・ストーリー
国
言語 英語

テンプレートを表示

ポータル 文学

『クリスマス・キャロル』（原題：A
Christmas Carol）は、英国の文豪ディ
ケンズの中編小
説。1843年12月17日（12月19日ともさ
れる。参照）に出版。「クリスマス・
ブックス」の第1作。

吝嗇家（りんしょくか）のスクルージがク
リスマス・イヴに超自然的な体験を
し、それがもとで改悛する。クリスマ
ス・ストーリーの中では最も有名なも
ので、広範囲な読者を獲得し、ディケ
ンズを世界的に有名な作家としたこと
でも記念碑的な中編である。

原作は英国で出版され、原文は英語で
ある。出版社はロンドンのチャップマ
ン・アンド・ホール（Chapman and
Hall）で、ハードカバーとペーパーバッ
クの二つの形態で出版され、挿絵画家
ジョン・リーチ（John Leech）による
彩色挿絵入りである。

注意：以降の記述で物語・作品・登場人物に関する核心部
分が明かされています。免責事項もお読みください。

目次  [非表示] 

1 物語の概要
2 3人の精霊
3 日本語訳
4 映画化作品
5 舞台化作品
6 関連項目
7 外部リンク

作品の主人公は、エベネーザ・スクルージという初老
の商人で、冷酷無慈悲、エゴイスト、守銭奴、人間の
心の暖かみや愛情などとはまったく無縁の日々を送っ
ている人物である。ロンドンの下町近くにスクルー
ジ&マーレイ商会という事務所を構え、薄給で書記の

物語の概要 [編集]
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ボブ・クラチットを雇用し、血も涙もない、強欲で、
金儲け一筋の商売を続け、隣人からも、取引相手の商
人たちからも蛇蝎のごとく嫌われている。7年前の共
同経営者であるジェイコブ・マーレイの葬儀において
も、彼への布施を渋り、またまぶたの上に置かれた冥
銭を持ち去るほどであった。

明日はクリスマスという夜、事務所を閉めたあと自宅
に戻ったスクルージは、7年前に亡くなったマーレイ
老人の亡霊の訪問を受ける。マーレイの亡霊は、金銭
欲や物欲に取り付かれた人間がいかに悲惨な運命とな
るか、生前の罪に比例して増えた鎖にまみれた自分自
身を例としてスクルージに諭し、スクルージが自分以上に悲惨な結末を回避し、新し
い人生へと生き方を変えるため、3人の精霊がこれから彼の前に出現すると伝える。

スクルージを訪ねる3人の精霊は、「過去のクリスマスの霊」、「現在のクリスマス
の霊」、そして「未来のクリスマスの霊」である。

過去の精霊は、眩く輝く頭部に蝋燭の火消し蓋のような帽子を持った、幼くも老成し
た表情をした霊。スクルージが忘れきっていた少年時代に彼を引き戻し、孤独のなか
で、しかし夢を持っていた時代を目の当たりに見せる、また青年時代のスクルージの
姿も見せ、金銭欲と物欲の塊となる以前のまだ素朴な心を持っていた過去の姿、そし
てかつての恋人との出会いからすれ違いによる破局を示す。スクルージは耐え切れな
くなり、彼から帽子を奪い無理矢理被せて光景を消した。

次に出現するのは現在のクリスマスの精霊。スクルー
ジが見上げる程の長身に冠とローブを纏い燃え盛る松
明を持った、クリスマスの御馳走と贈り物に囲まれた
霊である。「私には1800人以上兄弟がいるが、会っ
たことはないか」と豪語する（本作の書かれた年代
が1843年のため）。彼は、スクルージをロンドンの
様々な場所に導き、貧しいなか、しかし明るい家庭を
築いて、ささやかな愛で結ばれたクラチットの家族の
情景、伯父を呼べなかったことを惜しみながらも知人
達と楽しい夕食会をしているフレッドの姿を見せる。
またクラチットの末子ティムが、脚が悪く病がちで、
長くは生きられないことを示す。スクルージがそれに
うろたえると、彼が寄付を頼みに来た紳士に対して発
した「余分な人口が減って丁度いい」「牢屋や救貧院
はないのか」等の言葉を自身、またローブの下の「無
知」「貧困」の子供達の口から投げかける。

現在の精霊と共に世界中を飛び回って見聞を広めたスクルージは、疲れ切って眠る。
そして再度目覚めると、そこには真っ黒な布に身を包み、1本の青白く細い手だけを

スクルージとマーレイの亡霊

3人の精霊 [編集]

スクルージと第2の精霊
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前に差し出した、不気味な第3の精霊・未来のクリスマスの精霊がスクルージを待っ
ている。

スクルージは、評判の非常に悪い男が死んだという話を聞くが、未来のクリスマスに
は自分の姿がない。評判の悪い男のシーツに包まれた無惨な死体や、その男の衣服ま
ではぎとる日雇い女。また、盗品専門に買い取りを行う古物商の老人や、その家で、
盗んできた品物を売りに老人と交渉する3人の男女の浅ましい様などを見る。ここで
スクルージは、その死んだ男が誰なのかを確認することはできなかった。

また、クラチットの末子ティム少年が、両親の希望も空しく世を去ったことを知る。
そして草むし荒れ果てた墓場で、見捨てられた墓碑に銘として記されていた自らの名
をスクルージは読む。

スクルージは激しい衝撃に襲われる。しかし、クリスマスの始まる夜明けと共に、彼
が経験した悪夢のような未来が、まだ変えることができる可能性があることを知る。
彼はマーレイと3人の精霊達に感謝と改心の誓いをし、クラチット家に御馳走を贈
り、寄付を再会した紳士達に申し出、フレッドの夕食会に出向く。そしてその翌日、
クラチットの雇用を見直すとともに彼の家族への援助を決意する。

のちにスクルージは、病気も治ったティムの第二の父とも呼べる程の存在となり、
「ロンドンで一番クリスマスの楽しみ方を知っている人」と言われるようになるの
だった。

森田草平訳『クリスマス・カロル』：1926年、
（岩波文庫ほか）
村岡花子訳『クリスマス・カロル』：1952年、新
潮文庫（ISBN 4102030085）
こだまともこ訳『クリスマス・キャロル』
：1984年、講談社青い鳥文庫（ISBN
4061471546）
吉田新一訳『クリスマス・キャロル』 ：1989年、
太平社（ISBN 4924330167）
脇明子訳『クリスマス・キャロル』 ：2001年、岩
波少年文庫（ISBN 4001145510）
池央耿訳『クリスマス・キャロル』：2006年、光文社古典新訳文庫

その他の各種翻訳については、ディケンズ・フェロウシップ日本支部のサイト内にあ
る詳細な書誌[1] を参照。

『クリスマス・キャロル』 （A Christmas Carol）：1951年、アメリカ映画（白黒
版）、監督：ブライアン・デズモンド・ハースト
『クリスマス・キャロル』 （Scrooge）：1970年、イギリス映画（ミュージカ
ル）、監督：ロナルド・ニーム
『クリスマス・キャロル』 （A Christmas Carol）：1984年、アメリカ映画
（20世紀フォックス）、監督：クライブ・ドナー
『ミッキーのクリスマス・キャロル』 （Mickey's Christmas Carol）:1983年、ア
ニメ映画（ウォルト・ディズニースタジオ）、監督 バーニー・マティンソン
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ウィキメディア・コモンズに
は、クリスマス・キャロル (小
説)に関連するメディアがありま
す。

スクルージ・マクダックがエベネーザ・スクルージ、ミッキーマウスがボブ・ク
ラチット（クラチット夫人はもちろんミニーマウス）、グーフィーがマーレイに
扮しているなど、全ての登場人物をディズニーキャラクターが演じている。

『マペットのクリスマス・キャロル』 （The Muppet Christmas
Carol）：1992年、アメリカ映画（マペット版）、監督：ブライアン・ヘンソン
『クリスマス・キャロル』 （A Christmas Carol）：1999年、アメリカ映画、監
督：デビッド・ヒュー・ジョーンズ
『クリスマス・キャロル』 （Christmas Carol The Movie）：2001年、アニメ映
画、監督：ジミー・T・ムラカミ
『Disney'sクリスマス・キャロル』 （A Christmas Carol）：2009年、3DCGアニ
メ映画、監督：ロバート・ゼメキス

『クリスマス・キャロル』 （Christmas Carol）：2010年、ニコニコミュージカ
ル、演出・脚本・音楽：湯澤幸一郎、主演：堀江貴文

ティム・ケーヒル（イングランドのエヴァートンFCの選手。小柄ながら闘志溢れ
るプレイで「タイニイ・ティム」と呼ばれている）
3人のゴースト（現代風のアレンジ版映画）

A Christmas Carol  英原文（プロジェ
クト・グーテンベルク）
A Christmas Carol  英原文
（HTMLヴァージョン）
A Christmas Carol  英原文（検索可能・HTMLヴァージョン）
A Christmas Carol - In Prose - A Ghost Story of Christmas  英原本イラスト（グ
ラスゴー大学・特別コレクション）
A Christmas Carol  森田草平譯（舊字舊假名版）
A Christmas Carol  森田草平譯（ハイパー・マルチメディア・テクスト版）
『クリスマス・カロル』森田 草平訳：新字新仮名 （青空文庫）
クリスマス・キャロル  katokt訳 （プロジェクト杉田玄白正式参加作品）

カテゴリ: クリスマス・キャロル (小説) イギリスの小説 1840年代の小説
チャールズ・ディケンズ クリスマス

舞台化作品 [編集]

関連項目 [編集]
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デイヴィッド・コパフィールド

ポータル 文学
『デイヴィッド・コパフィールド』(David
Copperfield)は、チャールズ・ディケンズの長編小
説。1849年から1850年にかけて、雑誌に月刊連載さ
れた。

デイヴィッドは幼少期に辛酸を嘗めるが、大伯母に助けられ作家として成功する。個
性豊かな人物が数多く登場し、また前半部は自伝的要素が強い。

目次  [非表示] 

1 あらすじ
2 主な登場人物
3 作品解説
4 日本語訳
5 映像化作品

注意：以降の記述で物語・作品・登場人物に関する核心部分が明かされています。免責事項もお
読みください。

デイヴィッドが生れたとき、すでに父は死亡していた。デイヴィッドの大伯母ベッ
ツィ・トロットウッドは、生れてくるのは女の子だと信じていたが、男の子であった
ことに裏切りを感じ、家を出ていく。心優しい母と陽気で献身的な乳母ペゴティーら
とデイヴィッドは幸せに暮らしていたが、冷酷な男マードストンに言葉巧みに言い含
まれて母は再婚してしまう。結婚後マードストンとその姉は我が物顔で家に居座り、
母は心身衰えて死亡する。デイヴィッドはこの義父とその姉からひどい暴力を受けた
が、母の死後は学校をやめさせられ酒屋に小僧に出される。貧乏人ミコーバーのもと
で暮らすが、やがてミコーバーは負債を払いきれないために捕まったため、デイ
ヴィッドは大伯母に助けを求めるためにロンドンへ向かった。

ロンドンで大伯母に保護されると、その友人である弁護士ウィックフィールドのもと
で暮らし、学校に通うようになる。そこでは理想的女性のアグニス、不気味な悪人ユ
ライア・ヒープらと知り合う。学校を卒業するとかつての旧友スティアフォースに出
会い、その後一緒にペゴティー家のもとを訪れる。しかしスティアフォースは幼馴染
エミリーと駆け落ち、デイヴィッドの心に深い傷を残した。

法律を学ぶためデイヴィッドはスペンローの法律事務所を訪れたが、そこの娘ドーラ
に一目惚れし、密かに婚約。ところが大伯母が破産、さらにユライア・ヒープが事務
所を乗っ取ろうとしていることが判明する。スペンローが突如他界すると、デイ
ヴィッドは速記を習得し報道記者として自立、ドーラと二人で暮らし始めるが、ドー
ラは伴侶として不足していることに気づく。一方、事務所を乗っ取ったユライア・
ヒープに対し、その秘書となっていたミコーバーはユライアの姦計をみごとに暴き証
拠として突きつけた。
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ウィキメディア・コモンズに
は、デイヴィッド・コパフィー
ルドに関連するメディアがあり

病弱だったドーラは、病にかかるとまもなく死亡した。デイヴィッドはヨーロッパ大
陸旅行に出かけることを計画するが、その出発前にスティアフォースの死を知った。
傷心のうちにヨーロッパを彷徨う中、デイヴィッドは自分の心はアグニスに惹かれて
いると自覚する。大陸で作家として成功したデイヴィッドは、イギリスに戻りアグニ
スと結婚して幸せになる。

デイヴィッド・コパフィールド

主人公。幼少期は不遇だが、大伯母に助けられ自己を形成していく。

クレアラ・ペゴティ

コパフィールド家の乳母。デイヴィッドには深い愛情を注ぐ。

ウィルキンズ・ミコーバー

貧乏人。だがかなりののんき者で、デイヴィッドは好意を持つ。

ウィックフィールド

弁護士。大伯母の友人。

アグニス・ウィックフィールド

ウィックフィールドの娘。優しく賢く、デイヴィッドの理想的女性。

ドーラ・スペンロー

容姿が美しく、デイヴィッドが一目惚れし結婚。だが、妻としての能力はまったくな
い世間知らず。

エミリー

孤児。ペゴティー家で育てられる。幼少時はデイヴィッドと仲がよかった。婚約を交
わした相手がいながら、スティアフォースと駆け落ちする。

ジェームズ・スティアフォース

デイヴィッドのセイレム校時代の旧友。やや傲岸で誇り高い性格。

ユライア・ヒープ

ウィックフィールド事務所の書記。事務所の乗っ取りをたくらむ大悪人。

作者自ら「すべての著作の中で1番好き」と語っている通り、ディケンズの代表作で
ある。モームが選んだ「世界の十大小説」の一つで、まとまりがディケンズの作品の
中で非常によい。作者の自伝的要素が色濃い作品であり、主人公デイヴィッドが酒屋
へ小僧に出されたり、法律事務所で働いたり、速記習得に励むのも、すべてディケン
ズが経験したことで、『オリバー・ツイスト』などでも描かれている。

多種多様な登場人物がこの小説の最大の魅力であり、のんき者のミコーバー、心優し
いペゴティー、大悪人ユライア・ヒープなどは、今なお多くの人々に愛され続けてい
るキャラクターである。

主な登場人物 [編集]

作品解説 [編集]

日本語訳 [編集]
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テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があり
ます。詳細は利用規約を参照してください。

ます。中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィー
ルド』（新潮文庫全4巻）
石塚裕子訳『デイヴィッド・コパフィールド』（岩波文庫全5巻）

1911年のサイレント映画以降、何度も映像化されている。

David Copperfield（1911年）：シオドア・マーストン監督
David Copperfield（1913年）：トーマス・ベントリー監督
David Copperfield（1922年）：A・W・サンドバーグ監督
孤児ダビド物語 - The Personal History, Adventures, Experience, & Observation of
David Copperfield the Younger（1935年）：ジョージ・キューカー監督
さすらいの旅路 - David Copperfield（1969年）：デルバート・マン監督

「:en:David Copperfield」も参照

 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
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二都物語

二都物語
A Tale of Two Cities

初版
著者 チャールズ・ディケンズ
発行日  1859年
ジャンル 小説
国  イギリス
言語 英語

 ウィキポータル 文学
テンプレートを表示

『二都物語』（にとものがたり、A
Tale of Two Cities）は、チャールズ・
ディケンズの長編小説。全三巻。初版
は1859年刊。

フランス革命を背景に、ダーニーと
カートンという2人の青年と、無罪の牢
人の娘であるルーシーとの悲劇的な恋
を描く。作者後期の佳作の一つ。

2008年現在までに全世界で2億冊を発行
した[1]。

目次  [非表示] 

1 あらすじ
2 主な登場人物
3 邦訳
4 二都物語を題材とした作品

4.1 映画
4.2 舞台

5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク

注意：以降の記述で物語・作品・登場人物
に関する核心部分が明かされています。免
責事項もお読みください。

1775年、ルーシー・マネットは、18年間バス
ティーユ牢獄に入れられていた父：アレクサン
ドル・マネットが解放されたことを聞き、ルー
シーは父をイギリスに連れて帰る。マネット医
師は、酒場を営むドファルジュ夫妻に保護され
ていた。はじめは、過去の記憶も曖昧で、牢獄
の中のときと同じように靴を作ってばかりいた
が、5年後にはすっかり回復した。

フランスからイギリスへの帰途で出会ったの
は、フランスの亡命貴族：チャールズ・ダー
ニーであった。チャールズはスパイの容疑で裁判にかけられるが、ルーシーとマネッ
トの証言、そして彼によく似た弁護士シドニー・カートンに助けられた。そして

あらすじ [編集]

再び逮捕されるチャールズ

閲覧 編集 履歴表示

ログインまたはアカウント作成
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チャールズとカートンの2人はルーシーに恋をする。カートンは酒びたりの身であっ
たために、ルーシーは裕福な身の上のチャールズと結ばれた。チャールズはマネット
を獄に入れたサント＝エブルモント侯爵の血縁者であったが、マネットはそれを知っ
た上で2人の仲を認め、ダーニー夫妻は英国で幸せに暮らし、女児も生まれた。

1789年になって、チャールズはフランス革命によりかつての召使いの身に及んだ危機
を知り、渡仏した。しかしそれは旧貴族階級に怨嗟を抱くフランス民衆のヒステリッ
クな陰謀であり捕らえられる。ルーシーとともにフランスへ駆けつけたマネット医師
の証言により一度は釈放されたものの再び別の罪で裁判にかけられる。

しかし証言に立ったドファルジュ夫妻により、サント＝エブルモント一族がテレー
ズ・ドファルジュの家族を虐殺し、それを知ったマネット医師が投獄されたことが、
マネット医師の昔の手記によって判明する。エルネスト・ドファルジュはマネット医
師の使用人であった。かくして父や叔父たちの犯した暴虐により、チャールズは死刑
を宣告されてしまう。ルーシーを愛していたカートンは彼女を悲しませないために、
ダーニーと入れ替わり、断頭台の露と消えた。

ルーシー・マネット
マネット医師の娘。死んでいたと思ってい
た父とフランスで再会する。

チャールズ・ダーニー（ダーネイ）
フランスからの亡命貴族。裁判をカートン
たちに助けられ、その際に証人であった
ルーシーと結ばれる。

シドニー・カートン
弁護士。普段は酒びたりのだらしない生活
を送る。ルーシーを愛しているが、ルー
シーがダーニーを愛していることを知り、
身を引く。

エルネスト・ドファルジュ、テレーズ・ドファ
ルジュ

酒場を経営する夫婦

ミス・プロス
ルーシーの侍女

ジョン・バーサッド
スパイ

ジャーヴィス・ロリー
テンプル銀行の銀行員

ジェリー・クランチャー
テンプル銀行の連絡員

佐々木直次郎訳『二都物語』（岩波文庫/新潮文庫）
中野好夫訳『二都物語』（新潮文庫）

主な登場人物 [編集]

Under the Plane-Tree

左からバーサッド、ドファルジュ
夫妻。邦訳 [編集]
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プライバシー・ポリシー ウィキペディアについて 免責事項 モバイルビュー

最終更新 2012年2月1日 (水) 14:15 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。

テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があり
ます。詳細は利用規約を参照してください。

ウィキメディア・コモンズに
は、二都物語に関連するカテゴ
リがあります。

「嵐の三色旗」 - 1936年、アメリカ映画
ジャック・コンウェイ監督
カートン：ロナルド・コールマン、ルーシー：エリザベス・アラン

「二都物語」 - 1957年、イギリス映画
ラルフ・トーマス監督
カートン：ダーク・ボガード、ルーシー：ドロシー・テューティン

「二都物語」 - 宝塚歌劇団
詳細は宝塚歌劇団によって舞台化された作品の一覧#二都物語を参照。
1985年月組にて初演。大地真央主演。
2003年花組にて再演。瀬奈じゅん主演。

1. ^ A Tale of Two Cities Tickets on Broadway.com

三都物語 （二都物語をもじって名づけら
れたキャンペーンおよび楽曲）

『二都物語 01 上巻』佐々木直次郎訳：新字新仮名 （青空文庫）

カテゴリ: イギリスの小説 1850年代の小説 チャールズ・ディケンズ
フランス革命を題材とした作品

二都物語を題材とした作品 [編集]

映画 [編集]

舞台 [編集]

脚注 [編集]

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]
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大いなる遺産

大いなる遺産
Great Expectations

初版本のタイトルページ
著者 チャールズ・ディケンズ
訳者 山西英一ほか
国  イギリス
言語 英語

テンプレートを表示

『大いなる遺産』（おおいなるいさ
ん、原題：Great Expectations）は、イ
ギリスの文豪チャールズ・ディケン
ズの長編小説。1860年から1861年にか
けてディケンズ自らが編集を行った週
刊雑誌『All the Year Round』の誌上に
おいて発表された。ディケンズの代表
作である。
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 この節は執筆中です。加筆、訂正

して下さる協力者を求めています。

孤児である主人公ピップがその少年～青春時代を回想のうちに語るといった半自叙
伝的な形式を用いており、これはまたディケンズがその経験を元にして書いた半自叙
伝的な小説である。

ピップは墓地で脱走した囚人に出会う。彼に頼まれ、食料とヤスリを家から持ち出し
彼に与える。また、もう一人別の囚人を見かけたことを彼に教える。その囚人は結
局、再び捕まった。

ピップはミス・ハヴィシャムの館に定期的に招かれるようになり、彼女の養女で冷徹
な美少女・エステラに焦がれるようになる。義兄ジョーの弟子となった後、ある人物
から巨額の遺産（Great Expectations）がもたらされることが判明し、紳士修行のた
めロンドンへ向かう。ピップは遺産がミス・ハヴィシャムによるものと信じ、エステ
ラの結婚相手として自分を紳士にさせるのではないかと期待するが……
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 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

フィリップ・ピリップ
愛称はピップ（Pip）
赤ん坊のうちに両親と死別。姉夫婦と暮らす。

ジョー・ガージャリー
ピップの義兄で、鍛冶屋。

ジョージアナ・マライア・ガージャリー
ピップの実姉。

ビディ
ドルジ・オ－リック
エイベル・マグウィッチ

ピップが助けた囚人。

コンペイソン
ミス・ハヴィシャム
エステラ
マシュー・ポケット
ハーバード・ポケット

ロンドンへ来たピップと親友になる。

『大いなる遺産』、山西英一訳、新潮文庫 上下巻、1997年改版
『大いなる遺産』、山本政喜訳、角川文庫クラシックス 上中下巻、1998年改版
『大いなる遺産 新訳』 田辺洋子訳、広島・溪水社、2011年
『大いなる遺産』、佐々木徹訳、河出文庫 上下巻、2011年7月

これまでに7度映画化された。

1917年版
サイレント映画、ジャック・ピックフォード主演

1934年版

製作：ユニバーサル映画
監督：スチュアート・ウォーカー
撮影：ジョージ・ロビンソン
出演：ヘンリー・ハル、フィリップス・ホームズ 等

1946年版

監督：デヴィッド・リーン
製作：ロナルド・ニーム
脚本：ケイ・ウォルシュ、アンソニー・ハヴロック＝アラン、デヴィッド・リー

エステラとの出会い
（1901年、H.M.Brock画）

日本語訳 [編集]

本作を題材とした作品 [編集]

映画 [編集]

Français
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Íslenska
Italiano

한국어

Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
Svenska

Türkçe
Татарча/Tatarça
Українська
中文
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ン、セシル・マッギヴァーン、ロナルド・ニーム
撮影：ガイ・グリーン
音楽：ウォルター・ゴール
出演：ジョン・ミルズ、ヴァレリー・ボブソン、ジーン・シモンズ、アレック・
ギネス ほか

アカデミー賞2部門（撮影賞【白黒】、美術監督賞・美術装置賞）受賞

1974年版
テレビ用に作られた。劇場公開はされていない。

監督：ジョセフ・ハーディ
脚本：シャーマン・イェーレン
主演：ミヒャエル・ヨーク

1989年版
テレビ映画として作られた。

監督：ケヴィン・コナー
製作：アントニー・I・ギネイン、グレッグ・スミス
製作総指揮：キャロル・ルビン
脚本：ジョン・ゴールドスミス
撮影：ダグ・ミルサム
音楽：ケン・ソーン
出演：アンソニー・カルフ、ジーン・シモンズ、ジョン・リス＝デイヴィス、レ
イ・マカナリー、アンソニー・ホプキンス ほか

1998年版
翻案として舞台を現代アメリカに移している。

監督：アルフォンソ・キュアロン
製作：アート・リンソン
脚本：ミッチ・グレイザー
撮影：エマニュエル・ルベツキ
音楽：パトリック・ドイル
出演：イーサン・ホーク、グウィネス・パルトロー、ハンク・アザリア、クリ
ス・クーパー、ロバート・デ・ニーロ ほか

1999年版

テレビ映画として作られた。

監督：ジュリアン・ジャロルド
プロデューサー：デヴィッド・ソノディン
出演：シャーロット・ランプリング、ヨアン・グリフィズ、ジャスティン・ワデ
ル、バーナード・ヒル ほか

宝塚歌劇団によって舞台化された作品の一覧参照。
2008年栗田監督により新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあで舞台化された。

爆笑問題カーボーイ:過去に「少年ピップ」という本作のパロディコーナーが行わ
れていた。

舞台 [編集]

その他 [編集]
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プライバシー・ポリシー ウィキペディアについて 免責事項 モバイルビュー

最終更新 2012年1月16日 (月) 08:22 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。

テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があり
ます。詳細は利用規約を参照してください。

ウィキソースに大いなる遺産の
原文があります。

サウスパーク:「ピップ・ピリップ」という同名のパロディキャラクターが登場す
る。

この「大いなる遺産」は、文学に関連した書きかけ
項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協
力者を求めています（関連：Portal:文学、PJライトノベ
ル）。
項目が小説家・作家の場合には{{Writer-stub}}を、文学作品以
外の本・雑誌の場合には{{Book-stub}}を貼り付けてくださ
い。

カテゴリ: イギリスの小説 1860年代の小説 連載小説
チャールズ・ディケンズ
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このファイルは、ウィキメディア・コモンズから呼び出されています。
このファイルは、他のプロジェクトで使用されている可能性があります。
このファイルの解説やノートへの記入、履歴などの詳細の確認は、ウィキメディア・コモ
ンズのファイルページ（ノート/履歴/ログ）を使用してください。

ウィキメディア・コモンズのファイルページにある説明を、以下に表示します。

概要 Signature of Charles Dickens

日付

原典 http://www.adamshamilton.com  - Adams Hamilton - Literary and Historical Manuscripts.

作者 Charles Dickens

許可
(ファイルの再利

用)

この作品の利用許可はウィキメディアOTRSシステムで認証、記録されていま
す。
OTRS利用者アカウントを持っている人はその記録をこちらで見ることができ
ます。許可を再確認したい人はOTRS利用者の誰かに連絡を取るか、OTRS掲示
板にコメントしてください。

チケットへのリンク: https://secure.wikimedia.org/otrs/index.pl?

Action=AgentTicketZoom&TicketID=1497297

Afrikaans | Boarisch | Беларуская (тарашкевіца) | Български | Català | Česky | Deutsch | English |
Esperanto | Español | Eesti |  | Suomi | Français | עברית | Hrvatski | Magyar | Italiano | 日本語 | 한국어 |
Lietuvių | Latviešu | Македонски |  | Plattdüütsch | Nederlands | Norsk (bokmål) | Polski | Português |
Português do Brasil  | Română | Русский | Slovenčina | Српски / Srpski | Svenska |  | Українська | Tiếng
Việt | 中文 | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/−

過去の版のファイルを表示するには、表示したい版の日付/時刻をクリックしてください。

日付/時刻 サムネイル 解像度 利用者 コメント
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版
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以下のページが、このファイルへリンクしています：

チャールズ・ディケンズ

以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:

az.wikipedia.org での使用状況
Çarlz Dikkens

bg.wikipedia.org での使用状況
Чарлз Дикенс

en.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

es.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

eu.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

ga.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

gl.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

gv.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

kn.wikipedia.org での使用状況
 

ko.wikipedia.org での使用状況
찰스 디킨스

lt.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

pl.wikipedia.org での使用状況
Karol Dickens

pl.wikisource.org での使用状況
Autor:Karol Dickens

pt.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

qu.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

ro.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

ファイルの使用状況

グローバルなファイル使用状況
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プライバシー・ポリシー ウィキペディアについて 免責事項 モバイルビュー

ru.wikipedia.org での使用状況
Диккенс, Чарльз

simple.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

sv.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

yo.wikipedia.org での使用状況
Charles Dickens

zh.wikipedia.org での使用状況
查尔斯·狄更斯

このファイルには、追加情報があります（おそらく、作成やデジタル化する際に使われたデジタルカメラ
やスキャナーによって追加されたものです）。 このファイルが元の状態から変更されている場合、いくつ
かの項目は、修正されたファイルを完全に反映していないかもしれません。
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スターリング・ポンド
スターリング・ポンド[1] (pound sterling) はイギリスの通貨。通貨単位としてのポンドはかつてイギリス
連邦諸国で用いられ、エジプトなどでは現在も用いられているが、単にポンドというと通常イギリスの
ポンドのことを示す。通貨記号は £、国際通貨コード (ISO 4217) は、GBPであるが、STGとも略記す
る。呼称としてはポンド、スターリングの他に quid が用いられることがある。
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補助単位はペニー（penny、複数形ペンス pence）で、1971年より1ポンドは100ペンスである（下記
「過去のポンド参照」）。

USドルが世界的に決済通貨として使われるようになる以前は、大英帝国の経済力を背景に、国際的な決
済通貨として使われた。イギリスの欧州連合加盟に伴い、ヨーロッパ共通通貨であるユーロにイギリス
が参加するかどうかが焦点となったが、イギリス国内に反対が多く、通貨統合は見送られた。

現在は変動相場制を採用している。

なお2007年1月下旬に1ポンドが日本241円40銭だったが、2007年3月2日には226円95銭と1ポンドあた
り約14円も下落しているように、為替変動の幅の大きい通貨である。2007年6月は約240円 - 246円で推
移し、7月に入ってからは一時251円に達した。その後サブプライムローンショックによる影響も大き
く、徐々に下落して2008年3月17日には192円台を記録。ポンド安が落ち着いた所へ9月からの世界同時
金融危機により徐々に大きく落ち込み、2008年10月に一時138円台にまで落ち込んだ。さら
に2009年1月23日 (GMT) には1995年4月の史上最安値を14年ぶりに更新し、初めて118円台に突
入。18ヶ月でポンド/円レートが133円、半値以下まで下落した事になる。

イングランド銀行が発券するポンド通貨は、イングランド及びウェールズにおける法定通貨である。た
だし、スコットランドの商業銀行であるスコットランド銀行、ロイヤルバンク・オブ・スコットラン
ド、クライズデール銀行も歴史的に発券を認められており、法定通貨ではないがスコットランドでも流
通を承認されている。また北アイルランドのアイルランド銀行などの商業銀行も発券しており、事実
上、連合王国を構成する4王国の全領域で通用する。さらにマン島、チャンネル諸島、ジブラルタ
ル、フォークランド諸島でも独自にポンド通貨を発券している。これらはイングランドやウェールズで
は法定通貨とは認められないが、非合法なものではない。
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ニューヨーク連邦準備銀行のForeign Exchange Rates Historical Search を元にしました。

現在のスターリング・ポンドの為替レート
Yahoo!ファイナンス で計算: 豪ドル  加ドル  瑞フラン  ユーロ  香港ドル  日本円  米ドル
Google で計算: 豪ドル  加ドル  瑞フラン  ユーロ  香港ドル  日本円  米ドル
サーチナ で見る推移: 日本円  人民元  香港ドル  台湾ドル  米ドル  ユーロ

詳細は「スターリング・ポンド紙幣」を参照

イングランド銀行の発券する紙幣は、現在1、2ポンドが硬貨として発行されているので、市中に流通し
ているのは5ポンド、10ポンド、20ポンド、50ポンドの4種類だけである。すべて国家元首エリザベス
女王が表面に印刷されている。

現在の紙幣は2005年7月に発行された「シリーズE」。裏面に歴史上の人物が描かれている。

5ポンド（ターコイズ・ブルー）: エリザベス・フライ（Elizabeth Fry、監獄改革を行った社会活動
家）、囚人に朗読をする光景
10ポンド（橙）: チャールズ・ダーウィン（Charles Darwin、進化論を提唱した自然科学者）、ハチ
ドリと花と拡大鏡、ビーグル号
20ポンド（紫）: エドワード・エルガー（Edward Elgar、作曲家）、彼にとってゆかりの深いウース
ター大聖堂 (Worcester Cathedral) 2007年から発行された「シリーズF」ではアダム・スミス
50ポンド（赤）: ジョン・フーブロン（John Houblon、イングランド銀行創始者・初代総裁）、ス
レッドニードル街（Threadneedle Street、現イングランド銀行所在地）の彼の邸宅。2011年11月か
ら発行された「シリーズF」では、ジェームズ・ワット、マシュー・ボールトン。

高額紙幣として、市中には流通しないが銀行内のみで使用される100万ポンド紙幣もある。 （参考: イ
ングランド銀行[1] ）

王立造幣局 (Royal Mint) にて発行されている硬貨は、1ペニー・2・5・10・20・50ペンス、1・2ポンド
の8種類である。 2008年より2ポンド硬貨を除いた7種類を統合的にデザインしたものに一括変更する旨
が発表され、2008年夏から順次流通する。英国の紋章を各硬貨ごとに分けて描き、それを並べると一枚
の画像となるようにデザインされている。1ポンドコインにはその全体像が描かれる。

裏面のデザインは硬貨毎に違っており、2007年までの発行分は下記の通り。

1ペニー（表面: 銅、内部: 鉄）: 城門落とし格子紋章
2ペンス（表面: 銅、内部: 鉄）: プリンス・オブ・ウェールズの羽根徽章
5ペンス（白銅貨）: アザミ冠紋章（スコットランドの国花）
10ペンス（白銅貨）: 冠を頂くライオン（このライオンはイングランド王家の紋章 (Crest) である）
20ペンス（白銅貨）: 珍しい七角形硬貨。冠を頂くテューダー・ローズ（テューダー朝のバラ）。
50ペンス（白銅貨）: 珍しい七角形硬貨。ブリタニア（大英帝国を象徴する女神）とライオン。
1ポンド（ニッケル黄銅貨）: 発行年ごとにデザインは変更され、連合王国の紋章と、イングラン
ド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドをそれぞれ代表する意匠が順に使われてきた。

（例）国花=イングランドのバラ、スコットランドのアザミ、ウェールズのリーク、北アイルラン
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紙幣 [編集]
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プライバシー・ポリシー ウィキペディアについて 免責事項 モバイルビュー

最終更新 2011年11月11日 (金) 06:23 （日時は個人設定で未設定ならばUTC）。

テキストはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を
参照してください。

ドの麻。王家の紋章=イングランドの「三頭のライオン」、スコットランドのライオン、ウェール
ズのドラゴン、北アイルランドのケルト十字。2004年 - 2007年はこの4カ国の橋が使われた。

2ポンド（内側: 白銅、外側: ニッケル黄銅貨）: 1997年に登場した最も新しい硬貨で、縁にはアイ
ザック・ニュートンの言葉「巨人達の肩の上に立って (STANDING ON THE SHOULDERS OF
GIANTS)」と刻印されている。また毎年その年の記念行事などを描いた記念デザインのものが発行さ
れて通常版と同様に一般に流通する。

すべての硬貨の表面には国家元首エリザベス女王と称号のラテン語訳、『神の恩寵による女王、信仰の
守護者、エリザベス二世』（DEI.GRA.REG. FID.DEF 又は D.G.R F.D. 正確なラテン語は Dei Gratia
Regina Fidei Defensor）と刻印されている。

なお、この他に旧通貨システムによるクラウン硬貨やソブリン金貨、それにマンデーマネーと呼ばれ
る、1ペニーから4ペンスまでの4枚硬貨セットが発行される場合があるが、いずれも流通用ではなく、
コレクター向けのアイテムである。また、デシマル制度実施直後には1/2ペニーの小さな銅貨（裏は王
冠）も流通していた。

従来は1ポンド=20シリング=240ペンスであったが、計算上混乱するため、1971年2月13日に1ポン
ド=100ペンスに切り替えられた。イギリスとアイルランドで通貨補助単位の変更を行ったこの日を「デ
シマル・デー」（Decimal Day, 十進法の日）と呼んでいる。

古い補助貨幣はこのほか、クラウン (crown)、フローリン (florin)、グロート (groat)、ギニー (guinea)が
ある。1クラウン=5シリング、1フローリン=2シリング、1グロート=4ペンス、1ギニー=21シリングに
相当した。イギリスでは、1817年にソブリン金貨が本位金貨として鋳造され、この金貨を1ポンドに流
通させ、自由鋳造、自由融解を認める唯一の無制限法貨としたが、ギニー金貨も引き続き流通すること
になり、この時価値が21シリングと定められた。因みに1ポンドは20シリングであった。第一次世界大
戦後にアメリカドルに取って代わられるまで、世界で最も信用の高い通貨であった。

通貨名は、大昔、重量1トロイポンドの銀から240枚の1ペニー貨が作られたことに由来する。

ポンドを表す記号 £ は、1ポンドをリブラと言ったことに由来する。

スターリングシルバーという言葉が使われるが、これはイギリスの銀貨と同じ品位の銀（銀含有
量92.5%）を表す言葉である。

1. ^ 「出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件」
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概要 Dickens at the Blacking Warehouse. Charles Dickens is here shown as a boy of twelve years
of age, working in a factory.

日付 1904年

原典 “The Leisure Hour” . London.

作者 Fred Bernard, died 1896.
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用) しているためパブリックドメインの状態にあります。

これは、アメリカ合衆国、オーストラリア、欧州連合加盟国など、著作権が著
作者の没後70年まで存続する国に適用されます。

いくつかの国では、著作権の保護期間が70年を超えることに注意する必要があり、メキ

シコでは著作者の没後100年、コロンビアでは没後80年、グアテマラ及びサモア独立国では
没後75年が保護期間になります。それに加え、これらの国では、著作権の保護期間につい
て相互主義を採用していないため、パブリックドメインではない可能性があります。コート
ジボワールでは著作者の没後99年、ホンジュラスでは没後75年経過するまで、原則として著
作権が存続しますが、相互主義を採用しています。
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