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『まごころ』の物語論的研究（５）
─叙法２─

諏訪　　裕

４．叙法（１）

４．２．パースペクティヴ

　物語言説の叙法、すなわち「物語情報の制御」の第二の様態が、「パー

スペクティヴ」（perspective）である。これは従来から「視点」（point de 

vue）と呼ばれている概念に相当する。この視点の問題は、欧米では 19世

紀末以来、語りに関するあらゆる問題のなかでも、最もしばしば論じられ

てきた。しかしながら、ジュネットはこれらの理論的研究の大部分は、彼

が「叙法」と「態」と呼んで区別している二つのカテゴリーを混同すると

いう重大な欠点を持っている、と指摘する。

　叙法は「どの作中人物の視点が語りのパースペクティヴを方向づけてい

るのか」という問題を扱い、態は「語り手は誰か」を問題にする。端的に

言えば、叙法は「誰が見ているのか」、態は「誰が語っているのか」とい

う問題を扱うのである。ただ、叙法を「誰が見ているのか」というふうに

限定すると、視覚的情報だけに限ることになるので、ジュネットは後に「誰

が知覚しているのか」（qui perçoit？）、さらに「どこに知覚の焦点がある

のか」（où est le foyer de perception？）と言い換えている（２）。

　以上の事実を踏まえて、純粋に叙法上の限定、すなわち一般に視点と呼

ばれているものだけを取り上げて、ジュネットは次の三つのタイプを区別

する。

　１．第一のタイプは、「全知の」（omniscient）語り手による物語言説、

トドロフ（３）の公式によれば「語り手＞作中人物」（語り手は作中人物よ
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りも多くのことを知っていて、どの作中人物が知っていることよりも多く

語る）で表される。

　２．第二のタイプは、ある作中人物の視点から得られる情報に限られる

物語言説で、トドロフの公式では「語り手＝作中人物」（語り手はある作

中人物が知っていることしか語らない）で表される。

　３．第三のタイプは、作中人物の内部には決して立ち入ることをしない

で、あくまで外面的な言動の記述に終始するもので、トドロフの公式で「語

り手＜作中人物」（語り手は作中人物が知っていることよりも少なくしか

語らない）と表されるタイプである。

　このように、既存の視点の類型論を批判、整理したのちに、あらためて

それらを体系化するために、ジュネットは「視点」のかわりに「焦点化」

（focalisation）という術語を提案する。

　焦点化

　上述の視点の三つのタイプを、ジュネットは焦点化という術語を使って

再定義する。

　第一のタイプを、「非焦点化」の物語言説（récit non-focalisé）、もしくは「焦

点化ゼロ」の物語言説（récit à focalisation zéro）と命名する。これは伝統

的・古典的物語言説の最も一般的な焦点化のタイプである。

　第二のタイプは「内的焦点化」の物語言説（récit à focalisation interne）

である。これはさらに次の三種類に下位区分される。第一は「内的固定焦

点化」（focalisation interne fixe）で、作品全体にわたって特定の作中人物

に視点が固定される場合である。第二は「内的不定焦点化」（focalisation 

interne variable）で、焦点人物が次々と変ってゆくもの。第三は「内的多

元焦点化」（focalisation interne multiple）で、書簡体小説のように、同一

の出来事が複数の作中人物の視点から語られる種類のものである。

　第三のタイプは「外的焦点化」の物語言説（récit à focalisation externe）

である。このタイプの物語言説では、主人公は読者の眼前で行動するのだ
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が、決して読者は主人公の内面、その思考や感情を知ることは許されない。

この種の焦点化の物語として、アメリカの両大戦間世代の作家ダシール・

ハメットの小説（４）や、ヘミングウェイの短篇（５）が例として挙げられる。

　以上のように、ジュネットの分類では焦点化は大きく分けて三つのタイ

プとなる。理論上、これらの区分は明確であると思われるのだが、これを

実際に具体的なテクストに適用してみると、必ずしもそうとは言えない場

合もある。

　まず焦点化ゼロの物語言説の場合、作品全体として見ればそうなのだ

が、部分部分で見れば、さまざまな不定焦点化の集合体として考えられる

場合が多い。そこでジュネットは後に、「焦点化ゼロ＝不定焦点化、そし

て時に焦点化ゼロ」と訂正している（６）。

　内的焦点化が、厳密な意味で適用されることも稀であると言わなければ

ならない。この焦点化を厳密に適用するならば、焦点人物は決して外から

描かれてはならないし、彼の内面も語り手によって客観的に分析されては

ならないことになる。この条件を完全に満たすものとしては、「内的独白」

による物語言説が考えられよう。そこで、焦点化を視野の制限、すなわち

ある作中人物が知りうることだけを語ること、と解する必要がある。内的

焦点化では、焦点（foyer）はある作中人物と一致し、彼はその場合、あ

らゆる知覚の虚構上の「主体」となる。

　外的焦点化が一つの作品全体にわたって使用されることは稀である。た

だ、作品の冒頭部分で、その主人公を未知の人物として長々と記述してゆ

くというのは伝統的な小説の常套手段である。また、証人の役割を担った

作中人物に内的焦点化する場合、その物語の主人公に対して外的焦点化を

していると考えられることがある。そして外的焦点化では、焦点は語り手

によって選択された物語世界内のある一点に、しかもあらゆる作中人物の

外部に位置するとされる。それゆえどんな作中人物の思考についても情報

が与えられる可能性は排除される。
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　変調

　ある物語言説の途中で生じる「視点」の変化を、焦点化の変化として分

析することができる。ある作中人物から別の作中人物へ視点が移動した場

合、それを内的不定焦点化と呼ぶことができる。また、それまでは焦点化

ゼロであったのが、ある作中人物に対する内的焦点化へ変化した場合、部

分的な制限を伴った全知と言うことができよう。このように一つの作品の

中で様々な焦点化を併用するという選択は許されており、決して一つの焦

点化のみを終始一貫して守らなければならないというわけではない。

　ところが、焦点化の変化には、前後の文脈からは孤立し、全体を支配す

るコードへの一時的な違反として分析できるものがある。このような支配

的なコードに対する一時的な違反を「変調」（altération）と呼ぶ。変調に

は二つのタイプが存在する。その一つは、全体を支配するコードにおいて

原理的に当然あってしかるべきよりも少ない
4 4 4

情報しか与えないもので、こ

れを「黙説法」（paralipse）と呼ぶ。もう一つは、これとは逆に、原理的に

許されるよりも多くの
4 4 4

情報を与えるもので、「冗説法」（paralepse）と呼ぶ。

　黙説法の古典的なタイプは、内的焦点化のコードにおいて、主人公も語

り手も知らないはずのない重要な行為なり思考を省略してしまうものであ

る。推理小説において、殺人犯自身に内的焦点化しながらも、彼の記憶か

ら殺人の記憶のみを省略するというトリックを使う例もある（７）。

　これとは逆の変調である冗説法は、全体的には外的焦点化で語られる物

語言説の途中で、ある作中人物の意識の中へ闖入する場合に見られる。ま

た内的焦点化の物語言説の場合に、焦点人物以外の作中人物の思考につい

て言及することは、冗説法に属することになる。

　『まごころ』における焦点化

　フローベールの視点の扱い方の斬新さ、とくに『ボヴァリー夫人』にお

けるそれは、つとに Jean Roussetの卓越した論文（８）によって、周知の事
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実となっている。ジュネット自身も、この論文を踏まえたうえで、内的不

定焦点化の代表的な例として、さらに種々の焦点化を自在に使い分けてい

る例として『ボヴァリー夫人』を取り上げている（９）。

　では、われわれの当面の対象である『まごころ』における視点の扱い

方、焦点化のありようはいかなるものであろうか。それは大まかに言って、

Raymonde Debray-Genette（10）の指摘するように、焦点化ゼロ（「全知」の

語り手の視点）を基本とし、要所要所で内的焦点化が使用されている、と

結論できるであろう。そうであれば、ここでは焦点化ゼロと内的焦点化と

の対立、さらに一つの視点から別の視点への切り換えの仕方、すなわち

Roussetの言う「転調の技法」（11）（l'art des modulations）が問題となる。

　『まごころ』は、いわゆる「三人称」の物語言説である。そこでは、語

り手が作中人物の一人として物語世界の中へ登場してくることは、原則的

にない。また焦点化ゼロがその基調であるならば、全知の語り手は思うま

まに様々な焦点化を必要に応じて使い分けることが許されている。全知の

語り手は、すべてを知っていても、必ずしもそのすべてを語らなければな

らないわけではないからである。

　ただ、フローベールの物語言説の語り手は、バルザックに代表される古

典的な全知の語り手のように、直接に読者に向かって自分の意見や思想を

表明したり、作中人物に関してあからさまな評価を加えたりするような

目立つ存在ではなく、控え目な存在である。フローベールにとって、「作

品における作者（語り手）は、宇宙における神のように、いたる所に存在

しながらも、どこにもその姿が見えない」（12）存在でなければならないの

である。その目標が完全に達成できるかどうかは別として、少なくともフ

ローベールはそれに向けて様々な工夫を試みている。

　語り手が最も確実にその姿を消す方法は、ある作中人物に内的焦点化を

行うことである。その極端な例が、内的独白のみを使った固定焦点化であ

り、そこでは語り手は完全に姿を消してしまうことができる。ところが、

『まごころ』はそのような焦点化のタイプとは、かけ離れた種類の作品で
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ある。すでに述べたように、このテクストの主調となっている焦点化は、

全知の語り手の視点、焦点化ゼロである。この焦点化は、語り手が姿を消

すのには最も不適当なものである。だが、ここでもう一度、先に引用した

フローベールが理想と考える語り手像を思い返してみよう。「いたる所に

存在」しながらも「どこにもその姿が見えない」語り手と言っているので

ある。二つの相矛盾した要件を満たす語り手、遍在しながらも不可視の語

り手である。すると、『まごころ』の基調となる焦点化が、焦点化ゼロで

あることは、故ないことではないと言える。この方法は、語り手が遍在す

るための必要条件だからである。ただ、この遍在する語り手は、つぎには

いかにうまくその姿を消すかを考えなくてはならない。では、具体的にテ

クストにそって、これを検証してゆくことにする。まず、焦点化の問題を

考える場合、特に重要である冒頭の物語言説を取り上げてみる。

Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Mme 

Aubain sa servante Félicité（p.591）.(13)

（半世紀のあいだ、ポン＝レヴェックの奥さま達はオーバン夫人のとこ

ろの女中のフェリシテを羨んだ。）

　この短い言表（文）には、実に多くの情報が含まれている。この物語の

持続時間（半世紀）、その舞台（ポン＝レヴェック）、主人公（フェリシテ）

と副主人公（オーバン夫人）、フェリシテとオーバン夫人の身分的な関係

（オーバン夫人の家の女中）。ところで、この箇所では、視点はどこに存在

するのだろうか。一見、この文の主語である「ポン＝レヴェックの奥さま

達」に視点があるように見える。ところが、この複数の主語（奥さま達）は、

一つの人格を備えた作中人物ではなく、むしろポン＝レヴェックの世評を

表しているにすぎない。この文法上の主語の背後に、全知の語り手は姿を

紛れ込ませているのである。語り手は、この物語全体をパノラマとして提

示しうる高みに（14）、全知の語り手の特権的な位置に立って、この物語の

内容を要約し、予告しているのである。このように物語言説の文法上の主
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語の背後に隠れることは、この語り手の常套手段であるが、時には、この

手段を使うことなく、直接的に読者に向かって語ることもある。次のオー

バン夫人の屋敷の描写が、その一例だと考えられる。

Cette maison, revêtue d'ardoises, se trouvait entre un passage et une ruelle 

aboutissant à la rivière.  Elle avait intérieurement des différences de niveau 

qui faisaient trébucher.  Un vestibule étroit séparait la cuisine de la salle où 

Mme Aubain se tenait tout le long du jour, assise près de la croisée dans un 

fauteuil de paille（p.591）.

（この家は、スレート葺きで、道路と川に続く路地との間にあった。内

部にいくつも段差があってよくつまずいた。狭い玄関をはさんで、台所

と、広間
4 4

があった。広間ではオーバン夫人が、一日中、ガラス窓のそば

で、藁の肘掛椅子に腰かけていた。）

　この描写の場合、作中人物のだれかを焦点人物として想定することは困

難である。ここでは、全知の語り手が完全に自分自身でこの描写を引き受

けていると考えられる。ところが、描写が二階の部屋に移ると、少し変化

が生じてくる。

Au premier étage, il y avait d'abord la chambre de 《Madame》, très grande, 

tendue d'un papier à fleurs pâles, et contenant le portrait de 《Monsieur》en 

costume de muscadin（p.591）.

（二階には、まず「奥さま」の寝室があった。とても広くて、あわい色

の花模様の壁紙が張ってあり、ミュスカダンの服装をした「旦那さま」

の肖像画がかかっていた。）

　この箇所で出現してくる引用符つきの語（「奥さま」、「旦那さま」）がフェ

リシテの言葉であることは疑いようがない。そうであれば、この描写は

フェリシテの視線を通して行われているのだろうか。しかし、この二語の
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みで、この描写全体がフェリシテに対する内的焦点化で語られていると結

論することには無理がある。ここでは、むしろ全知の語り手が、その情報

源のありかを撹乱するために、すなわち自分の姿を隠すために、フェリシ

テの言葉を利用したのだと考えられる。結局、オーバン夫人の家の描写は、

全知の語り手の視点からなされていると結論できよう。これと同種の描写

として、もう一つ、フェリシテの部屋の内部の克明な描写が指摘できるだ

ろう（p.617）。これらの数少ない描写においては、語り手はどうしても自

分の姿を消すことはできないのである。しかしながら、非焦点化の描写は

このテクストにおいては例外的な存在であることを忘れてはならない。

　さらに、語り手がその姿を現すケースとして、語り手の介入（intrusion）

がある。まず「丸括弧」（...）を使った介入：《Un soir du mois d'août（elle 

avait alors dix-huit ans）,  ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colleville》（p.593）

（八月のある晩（彼女はその時十八歳だった）、仲間たちに連れられてコ

ルヴィルの祭に行った）。この括弧つきの言説が語り手の介入、一種の

注釈であることは明白である。さらに次の例：《Cette résistance exaspéra 

l'amour de Théodore, si bien que pour le satisfaire（ou naïvement peut-être）

il proposa de l'épouser》（p.594）（こうした彼女の拒絶がいっそうテオドー

ルの恋心をつのらせた。そこで思いをとげようとして（あるいはおそらく

本気で）、彼は結婚しようといった）。ここでの全知の語り手の態度は曖

昧である。まず、テオドールが結婚という言葉を持ち出したのは、単に思

いをとげるための口実だと述べた後で、おそらくは本気だったのかもしれ

ないということを追加している。全知の語り手であれば、彼は当然この二

つの動機のうち、どちらが本当の動機であるか知っているはずである。語

り手はこの場合、あたかも自分が作中人物のうちの一人であるかのように

装っていると考えられる。「おそらく」（peut-être）という様態付与の表現

（locution modalisante）は、一般に焦点化の指示子ではあっても、全知の

語り手には属さない表現である。しかし、これはあくまでも偽装であって、

文字通りに解釈する必要はなく、語り手の「皮肉」をともなった介入であ

ると考えられる。
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　さらに語り手の介入には、直喩（comparaison）を使ったものがある：《Les 

mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque fois, plus 

doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît》（p.622；souligné 

par moi）（心臓の鼓動が、一つ一つと遅くなってゆき、そのたびごとによ

り微かになり、弱くなっていった。泉の水が尽きるように
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、こだまが消え
4 4 4 4 4 4

てゆくように
4 4 4 4 4 4

）。フェリシテが息を引き取る直前の描写である。その心臓

の動きを、涸れてゆく泉や、消えてゆくこだまに喩えることは、全知の語

り手のみがなしうることであると言える。

　このテクストの語り手は、遍在しつつも姿を見せないという相矛盾した

要件を満たそうと工夫を凝らしている。非焦点化の物語言説においては、

語り手が遍在することは容易である。困難なのは、その姿をうまく隠すこ

との方である。そのための有効な手段となるのが、内的焦点化である。焦

点化ゼロがその基調であるテクストにおいて、内的焦点化は部分的なもの

であり、また固定ではなく不定焦点化であるのが自然である。全知の語り

手の視点から見れば、内的焦点化は一時的な視野の制限だと考えられる。

全知の語り手にとって、内的焦点化を選択することは、一時的に知覚・認

識の主体の座を作中人物に譲ることを意味するからである。このテクス

トでは、その主人公であるフェリシテが焦点化の対象となることが最も多

い。彼女以外の作中人物に焦点化することは稀である。フェリシテに対す

る内的焦点化の例を検証してみたい。

Tout de suite elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, 

les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les 

croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois.  Elle se tenait à l'écart 

modestement, quand un jeune homme d'apparence cossue, et qui fumait sa 

pipe, les coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse（p.593）．

（すぐに、村のヴァイオリン弾きの音や、木の間の灯の火や、踊りの衣

装の雑多な色、レースの飾り、金の勲章、いっせいに跳ねる人の群れに、

彼女はただ茫然として驚いた。彼女がつつましく脇に離れて立っている
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と、荷車の梶棒に両肱をついて、パイプをふかしていた裕福そうな身な

りの若者が、彼女を踊りに誘いにやってきた。）

　フェリシテが 18歳の時に初めて村の祭りに行った時の場面である。読

者もこの時に初めて、彼女の内面に立ち入ることが許された瞬間でもあ

る。この場面がフェリシテの一生にとって、非常に重要なものであるこ

とは説明するまでもない。初恋の男との出会いが、内的焦点化で語られる

ことは自然の成り行きと言うべきだろう。ただ、引用した箇所全体がフェ

リシテの視点から知覚されているのかどうかは問題にしなければならな

い。たしかに、前半はフェリシテの知覚したことが語られている。ところ

が「彼女がつつましく脇に離れて立っていると」の部分からは、視点はす

でにフェリシテを離れて、その外へ出ていると考えられる。「つつましく」

（modestement）という語は語り手の客観的な言葉に他ならないからであ

る。それゆえ、後半部分は全知の語り手の視点からの記述ということにな

ると考えられる。ただこの区別、すなわち内的焦点化と焦点化ゼロとの境

界を見極めることは、容易なことではない。内的焦点化を広義に解釈して、

フェリシテが知りうる範囲のことだけを語る、と考えれば、上記の箇所全

体を内的焦点化とみなすことも可能ではある。フェリシテの知りえないよ

うなことが語られているわけではないからである。いずれにせよ、この判

断はきわめて微妙である。

　内的焦点化を使うことが語り手によって明示される場合もある。

Quand elle avait fait à la porte une génuflexion, elle s'avançait sous la haute 

nef, entre la double ligne des chaises, ouvrait le banc de Mme Aubain, 

s'asseyait, et promenait ses yeux autour d'elle.

Les garçons à droite, les filles à gauche, emplissaient les stalles du chœur; le 

curé se tenait debout près du lutrin; sur un vitrail de l'abside, le Saint-Esprit 

dominait la Vierge; un autre la montrait à genoux devant l'Enfant-Jésus, et, 

derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait saint Michel terrassant 



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 46 ─

『まごころ』の物語論的研究（５）

─ 47 ─

le dragon（p.601；souligné par moi）.

（彼女は入口でひざまずいてから、高い身廊の下、二列に並んだ椅子の

あいだを進んでゆき、オーバン夫人の腰掛けを開き、そこに座って、自
4

分のまわりを見まわした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

右側には男の児、左側には女の児が聖歌隊席を埋めていた。司祭は譜面

台のそばに立っていた。後陣のステンドグラスの一つでは、聖霊が聖母

マリアを見おろしていた。別のステンドグラスでは聖母マリアが幼子イ

エスの前でひざまずいていた。そして、聖櫃のうしろでは、木の群像が

竜を打ちたおす大天使ミカエルの姿を表していた。）

　最初の段落は語り手の視点から語られているが、「［フェリシテは］自分

のまわりを見まわした」という表現によって、語り手は以下に続く部分は

彼女が焦点人物であることを明示している。ゆえに、第二の段落が、腰掛

けに座ったフェリシテの視野に入った光景を描写していることに疑問の余

地はない。明らかに焦点化された描写（description focalisée）の一例である。

『まごころ』における描写に関して言えば、全知の語り手による描写はご

く稀であり（オーバン夫人の家の描写やフェリシテの部屋の内部の描写）、

大部分は作中人物のだれかに内的焦点化した描写であるのが特徴である。

次の例も明らかに焦点化された描写である。

Pendant toute la messe, elle éprouva une angoisse. M. Bourais lui cachait 

un côté du chœur; mais juste en face, le troupeau des vierges portant des 

courronnes blanches par-dessus leurs voiles abaissés formait comme un 

champ de neige; et elle reconnaissait de loin la chère petite à son cou plus 

mignon et son attitude recueillie. [...] Quand ce fut le tour de Virginie, Fé-

licité se pencha pour la voir; et, avec l'imagination que donnent les vraies 

tendresses, il lui sembla qu'elle était elle-même cette enfant; sa figure 

devenait la sienne, sa robe l'habillait, son  cœur lui battait dans la poitrine; 

au moment d'ouvrir la bouche, en fermant les paupières, elle manqua
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s'évanouir（p.602）.

（ミサのあいだじゅう、フェリシテは息詰る思いだった。聖歌隊の一方

は、ブーレーさんのかげになって見えなかったが、ちょうど正面には、

ヴェールをおろしてその上に白い冠をかぶった少女の群が雪の野原のよ

うに見えていた。フェリシテは遠くからでも、かわいらしい首筋と敬虔

な態度からお嬢さまが見分けられた。［中略］ヴィルジニーの番になる

と、フェリシテはよく見ようとして身をのりだした。そして真の愛情が

生みだす想像力で、自分自身がその子供であるような気がした。子供の

顔が自分の顔となり、子供のドレスが自分の身をつつみ、子供の心臓が

自分の胸の中で鼓動していた。目をつむって口を開けた瞬間、フェリシ

テは気を失いそうになった。）

　ヴィルジニーの初聖体の場面である。その光景がそのミサに参列した

フェリシテの視点から語られる。フェリシテが焦点人物であることを強

調するかのように、ブーレー氏の体が彼女の視野を遮ることまでもが語ら

れる。後半では、ヴィルジニーと一体化したフェリシテの内面の記述がな

される。この箇所も、一見、純然たる内的焦点化の物語言説のように見え

る。しかし、後半部分に関して言えば、そもそもフェリシテの心の中の動

きを客観的に分析すること自体が全知の語り手の仕業である。また、《avec 

l'imagination que donnent les vraies tendresses》（真の愛情が生みだす
4 4 4 4

想像

力で）という表現に含まれた直説法・現在の動詞（donnent）の存在が語

り手の介入を示していると言える。物語世界の過去の出来事を語る過去時

制の動詞のあいだに、こうして紛れ込んでくる現在時制の動詞は、必然的

に語り手の存在を暴き出してしまう。このテクストにおける内的焦点化の

物語言説は、大海に浮かぶ小島のように、周囲を非焦点化の物語言説に取

り囲まれて、絶えずその侵食に脅かされているのだ。

　フェリシテ以外の作中人物に焦点化することは、瞬間的なものを除け

ば、稀である。副主人公であるオーバン夫人に焦点化するケースが少数あ

ることが認められる。
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Le désespoir de Mme Aubain fut illimté.

D'abord elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa 

fille－ elle qui n'avait jamais fait de mal, et dont la conscience était si pure!

Mais non! elle aurait dû l'emporter dans le Midi. D'autres docteurs l'auraient 

sauvée! Elle s'accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de 

ses rêves（p.610）.

（オーバン夫人の嘆きには際限がなかった。

はじめのうちは、娘を自分から奪ったのは不当だといって神をうらん

だ。わたしは一度も罪を犯したこともなく、良心がとがめることもな

いんだもの！いやちがう！わたしが娘を南へ連れてゆくべきだったん

だわ。ほかのお医者さまなら助かったかもしれない！彼女はわが身を責

め、娘のあとを追いたいと思い、夢の中でも苦悶のさけびをあげた。）

　ヴィルジニーの死後、オーバン夫人の絶望した様を描く箇所である。

オーバン夫人の内心の叫びを自由間接話法で表した部分は、決してフェリ

シテには知りえないものである。この例のようにフェリシテ以外の作中人

物に本格的に焦点化することは少ないが、このテクストが不定
4 4

焦点化であ

ることの証しになる。

　『まごころ』における焦点化は、非焦点化を基調とし、時に応じて内的

焦点化が選択されるというものである。内的焦点化は焦点人物を次々と変

えてゆくことのできる不定焦点化であることは、すでに確認したところで

ある。この時、視点の移動が発生することになる。そこでRoussetが『ボヴァ

リー夫人』について指摘した視点の「転調の技法」の問題が出てくる。こ

れは、テクストの織り目（texture）を乱すことなく、いかに視点の移動を

実行するかという問題である。Roussetはここにこそフローベールの新機

軸があると考えている。では『まごころ』における転調の技法は、いかな

るものであろうか。
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Devant l'auberge, elle［Félicité］questionna une bourgeoise en capeline 

de veuve, et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne 

savait pas grand'chose mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu 

d'exigeances, que Mme Aubain finit par dire:

--- Soit, je vous accepte（p.594）!

（宿屋の前で、フェリシテは寡婦がかぶる頭巾を着けた奥さまに尋ねて

みたが、ちょうど料理女を探しているところだった。その娘は大した知

識はなかったが、気立ては良さそうだし、文句もあまり言いそうになかっ

たので、オーバン夫人はついにこう言った。

　「いいわ、雇ってあげましょう！」）

　テオドールに捨てられたフェリシテが職を求めてポン＝レヴェックへ出

てきて、オーバン夫人に初めて声をかけた場面である。フェリシテがオー

バン夫人に話しかけた時点では視点はフェリシテにある。オーバン夫人を

「寡婦がかぶる頭巾を着けた奥様」と認識しているのはフェリシテに他な

らない。しかし次の《qui précisément cherchait une cuisinière》（その奥さ

まはちょうど料理女を探しているところだった）という部分は、オーバン

夫人が話したことを自由間接話法で表したものだと思われる。語り手は、

このあたりの状況説明を省略するために自由間接話法を使ったのである。

オーバン夫人が料理人を探していることを認識したのは、やはりフェリシ

テの方である。ところが、「その娘は大した知識はなかった」と判断して

いるのはオーバン夫人である。ここで明らかに視点の移動が起きている。

ただ、語り手はこの視点の変化については一言も説明してはいない。自由

間接話法を巧みに使って視点の移動を実行しているのである。

　視点の切り換えの方法として、フェードアウト・フェードインの手法ら

しきものが使用されるケースがある。それは、ある場面から人や物が消え

てゆく時に起きる。
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Il l'embrassa encore une fois. Elle disparut dans l'ombre.

Théodore, la semaine suivante, en obtint des rendez-vous（p.593；souligné 

par moi）.

（彼はもう一度接吻した。フェリシテは闇の中へ消えた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

つぎの週、テオドールは何回かあいびきをすることができた。）

[...]et, sur la mer argentée par la lune, il [paquebot] faisait une tache noire 

qui pâlissait toujours, s'enfonçait, disparut.

Félicité, en passant près du Calvaire, voulut recommander à Dieu ce qu'elle 

chérissait le plus(p.604-5).

（そして、月の光に銀色にかがやく海の上で船は
4 4

黒い点となり、しだい

に微かになり、波間に沈み、姿を消した
4 4 4 4 4

。

フェリシテは、キリストの受難像にさしかかると、最愛の者の無事を神

さまにお願いしようと思った。）

　ある場面から人や物が姿を消すとき、その手前には必ずそれを見ている

者がいる。闇の中に消えてゆくフェリシテを見ているテオドールと、ヴィ

クトールを乗せた船を見送るフェリシテが。二例とも、次の段落では、そ

の見ていた者に視点が置かれている。

　「転調の技法」という名にふさわしい視点の移動は、フェリシテの晩

年と臨終の一日を扱う箇所に現れる。焦点人物としての役割を担ってい

るフェリシテは、その晩年、年とともに感覚機能と運動機能を失ってし

まう。まず最初に失われるのが、彼女の聴覚機能である：《Par suite d'un 

refroidissement, il lui vint une angine; peu de temps après, un mal d'oreilles. 

Trois ans plus tard, elle était sourde》（p.614）（ある風邪がもとで、彼女は

扁桃腺炎にかかり、ほどなくして耳を患った。その三年後、彼女は耳が聞

こえなくなった）。ただ、これは難聴と言うべきで、全く何も聞こえない

わけではない。鸚鵡のルールーの声だけは聞こえるのである（p.615）。次

に足が不自由になって、運動能力を失い、ついには、目も見えなくなる：
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《Depuis  son é tourdissement ,  e l le  t ra înai t  une jambe [ . . . ] .  Ses  yeux 

s'affaiblirent. Les persiennes n'ouvraient plus》（p.619）（街道で昏倒してか

らは、彼女は片方の足をひきずっていた［略］。彼女の視力も衰えた。よ

ろい戸をもう開けることもなかった）。満身創痍のフェリシテには、もは

や嗅覚と触覚と味覚しか残されていない。この状態のフェリシテは、焦

点人物としては、いかにも不十分だ。フェリシテの失われた機能を補う役

割を担ってシモンのかみさんが登場してくるのは、まさにそこに理由があ

る。シモンのかみさんは、焦点人物としてのフェリシテの目と耳と足の代

わりとして導入されたのだ。彼女が重要な役割を果たすのが、フェリシテ

の臨終の場面である。

La Simonne le [ Loulou ] reprit, pour remettre sur le reposoir.

Les herbages envoyaient l'odeur de l'été ; des mouches bourdonnaient ; le 

soleil faisait luire la rivière, chauffait les ardoises. La mère Simon, revenue 

dans la chambre, s'endormait doucement（p.621）.

（シモンのかみさんがまたルールーを手に取って、仮祭壇に供えに行っ

た。

牧場から夏のにおいがただよっていた。蝿がうなっていた。強い日差し

が川面を輝かせ、スレート屋根を焼いていた。シモンのかみさんは、部

屋にもどって、静かに寝入った。）

　第４章の末尾の部分と、第５章の冒頭部分からの引用である。この段階

では、フェリシテは前述した状態で病床にあって、最期の時を迎えるばか

りである。この時の戸外の描写は、フェリシテに対する焦点化ではなく、

もちろんシモンのかみさんに対する焦点化によって語られている。ここで

は、シモンのかみさんが、夏草の香りを嗅ぎ（嗅覚）、蝿の羽音を聞き（聴

覚）、川面を輝かす日差しを見（視覚）、暑い気温を感じている（触覚）。

彼女は自分の感覚器官を総動員しているのだ。さらに、彼女が重要な役割

を果たすのが、オーバン夫人の家の中庭に設えられた仮祭壇の描写におい
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てである。

Le clergé parut dans la cour. La Simonne grimpa sur une chaise pour 

atteindre à l'œil-de-bœuf, et de cette manière dominait le reposoir.

Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, orné d'un falbala en point 

d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux 

orangers dans les angles, et, tout le long, des flambeaux d'argent et des 

vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lis, des pivoines, 

des digitales, des touffes d'hortensias（p.622 ; souligné par moi）.

（司祭たちが中庭に入ってきた。シモンのかみさんは
4 4 4 4 4 4 4 4 4

円窓に背が届くよ

うに椅子にのぼり、仮祭壇を見おろした
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

青葉の環飾りが、イギリス編みのひだ飾りで飾られた祭壇の上へ垂れ下

がっていた。その真中には聖遺物を納めた小さな額縁があり、その四隅

には二本ずつのオレンジの木を立て、まわりには銀の燭台と磁器の花瓶

をずらりとならべて、そこからヒマワリ、百合、ボタン、ジギタリス、

アジサイが咲き乱れていた。）

　初夏の強い日差しを浴びた祭壇の上で咲き誇る極彩色の花々を見ている

のは、フェリシテの部屋の円窓から中庭を見おろしているシモンのかみさ

んである。『まごころ』の最後のページを飾るこの仮祭壇の描写のために、

フローベールはシモンのかみさんの導入を決めたのだと考えられる。な

ぜ、そこまでするのだろうか。彼女がいなくとも、全知の語り手は自らこ

の描写を引き受けることもできたはずである。しかし、そうすると、全知

の語り手の存在が目立つことになる。そこで、今や焦点人物としての機能

を果たせなくなったフェリシテの代りに、シモンのかみさんを焦点人物に

据えたのだ。この一事だけを取っても、フローベールがいかに視点・焦点

化の問題に意識的であったかが分かる。

　しかしながら、フェリシテが主人公であることに変わりはない。残され

たわずかな感覚器官を使って主役の大役を見事に最後まで果たす。彼女の



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 54 ─

『まごころ』の物語論的研究（５）

─ 55 ─

唯一の宝物であるルールーに最後の別れを告げるとき、ルールーを自分の

頬に押し当てて、つまり触覚を使って、別れを告げる（p.620）。また、い

よいよ死期が近づいたとき、フェリシテは残された嗅覚を使う。

Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité.

Elle avança les narines, en la humant avec une sensualité mystique ; puis 

ferma les paupières. Ses lèvres souriaient（p.622）.

（青い香の煙がフェリシテの部屋のなかまでのぼってきた。彼女は鼻を

つきだして、神秘の快感にひたってこれを吸った。そして目を閉じた。

その唇は微笑んでいた。）

　フェリシテは再び嗅覚を通して焦点人物の地位に復帰したのだ。そし

て、いよいよ最期の瞬間がやってくる。

Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vagues chaque 

fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît ; 

et, quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr'- 

ouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête（p.622）.

（心臓の鼓動が、一つ一つと遅くなってゆき、そのたびごとにより微か

になり、弱くなっていった。泉の水が尽きるように、こだまが消えてゆ

くように。そして、最期の息を吐いたとき、フェリシテはなかば開か

れた大空に、一羽の巨大な鸚鵡が頭上を舞っているのを見たように思っ

た。）

　消えてゆく意識のなかで、フェリシテはルールーの変身した大きな鸚鵡

を見ながらこの世を去る。フェリシテは最期の瞬間まで焦点人物であり続

けたのである。このように、フェリシテの臨終の場面におけるフローベー

ルの視点の処理の仕方には、瞠目すべきものがある。この最期の瞬間、フィ

ナーレに向けた事前の計算し尽くされた数々の布石、オーバン夫人の家の
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構造、フェリシテの部屋の形、シモンのかみさんの導入等々、あらゆるも

のが、この最終目標に向けて配置されていたことが分かる。そこには偶発

的なものは存在せず、ただ必然的なものの連鎖があるのみである。

　『まごころ』における焦点化の問題を論ずることは、結局、全知の語り

手による非焦点化の物語言説とフェリシテに対する内的焦点化の物語言説

との対立関係を考察することに帰着すると思える。全篇を通して、語り手

の存在はつねに感じられる。たとえフェリシテに焦点化した場合でも、語

り手の存在は恒常的である。だが一方、このテクストで語られることは、

フェリシテの周辺で起きることに限られ、彼女の知りうる範囲にとどまっ

ていると言える。その意味では、このテクストはフェリシテに対する内

的焦点化の物語言説に近いとも言える。これらの事実から、読者は語り手

あるいは作中人物の一方だけのパースペクティヴを通して物語世界を眺め

るのではなく、両方のパースペクティヴを同時に使って複眼的にそれを見

ているのだと言える。この二つのパースペクティヴの共存が、物語世界に

奥行きと立体感を与えているのである。非焦点化と内的焦点化は、視点の

問題における根本的な対立概念であり、互いに相容れない概念であるはず

だ。ところが、フローベールはこの物語テクストにおいて、二つの対立関

係にある方法を拮抗させながら用いて、重層的に共存させるということを

実現しているのではないだろうか。
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