
『まごころ』における速度　再考

諏　訪　　　裕

まえがき

筆者はここ数年、ジュネットのナラトロジーの方法にもとづいて、フ

ローベールの『まごころ』を分析してきた。その2回目に発表した「『まご

ころ』の物語論的研究（2）―速度」（『帝京大学外国語外国文学論集』8号、

2002）で、自分が誤解している点があることを、発表後に気づいた。誤解

した点は、情景法と要約法の境界線に関するものだった。そこでは、筆者

は情景法を、物語内容の時間と物語言説の時間がほぼ等しい関係にある、

直接話法の場面、つまり狭義の情景法、に限定して情景法を論じた。しか

し、これはジュネットも断っているように、情景法を広義に解すべきで

あった。すなわち、作中人物たちが読者の目の前で対話をしたり、行動す

るような物語内容の提示の仕方を情景法と考えるべきであった。この点を

修正すると、情景法と要約法の相対的関係に変化が生じてくる。情景法の

領域が広がり、その結果、要約法のそれは狭まるのである。当初は、この

点のみの部分的修正にとどめるつもりであったが、結局は全面的見直しを

行ったことを付け加えておきたい。
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2．速度(1)

不等時法

この章でも、物語内容と物語言説との時間的な関係を考察する。ただ、

今回取り上げるのは時間の「持続」（durée）の側面である。ただし、物語

内容の持続と物語言説の持続を比較対照することは、厄介な作業だと言わ

なければならない。物語内容の持続とは、物語言説によって語られる出来

事の持続である。一方、物語言説の持続とは何だろうか。小説のような書

かれたテクストの場合、本来の時間は存在しない。物語言説に時間性が発

生するのは、それが読まれる時である。物語言説の持続はそれを読むのに

要する時間でしかありえない。ところで、読みの速度は個々のケースで異

なるのが当然である。それゆえ、読みの標準的な速度を決めることは不可

能である。

持続の領域では、物語言説の持続と物語内容の持続の完全な一致、すな

わち「等時法」（isochronie）が基準点（point de référence）となるだろう

が、それは今のところわれわれには欠如している。語り手の介入も省略も

ない、作中人物たちの対話だけで成り立っている場面（情景）は、この種

の等時性をかなり実現しているとはいえ、厳密な意味での一致は望むべく

もないからである。

それゆえ、物語言説の持続と物語内容の持続が相等しい状態を基準点と

して、物語言説の持続の変化を測る方法は放棄しなければならない。物語

言説の等時性（isochronisme）は、これまでのような相対的なやり方では

なく、いわば絶対的、自律的なやり方で「速度の一定性」（constance de

vitesse）として定義することができる。速度とは、時間的大きさと空間的

大きさの関係を言う。物語言説の速度は、物語内容の持続と物語言説のテ

クスト上の長さの関係によって定義される。等時的／不等時的を決める基

準となる仮説上の等時的物語言説は、加速も減速もしない一定速度の物語

言説ということになる。そこでは、物語内容の持続／物語言説の長さの関
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係が常に一定である。ところが、この種の物語言説が実際に存在するとは

思えない。物語言説は錯時法は使わなくて済ますことはできても、「不等

時法」（anisochronie）の方は使わざるをえないと言える。

物語言説の速度の変化の分析は、困難であると同時に厳密性を欠いたも

のにならざるをえない。物語内容の持続が正確に表記されていることはま

ずほとんどないからである。それゆえ、この種の研究は巨視的なレヴェル

においてのみ、なにがしかの有効性を持つ。

以上の事柄を『まごころ』(2)に適用してみるとどうなるだろうか。まず、

物語内容の持続である。第一次物語言説によって語られる、フェリシテが

オーバン夫人の家に住み込んで働き始める時点（1809年末頃）(3)から彼女

が最期の息を引き取る時点（1860年代の中頃？）(4)までの約50年間と、

フェリシテの薄幸な生い立ち（1790年代の中頃）(5)から18歳の時の初恋の

経過とその結末（1809年末頃）までを語る後説法の10数年間の合計である

約70年間である。一方、物語言説の時間はプレイヤッド版で32ページの長

さである。70年の物語内容の持続に対して32ページの物語言説の長さとい

うことになる。

次に、『まごころ』の全体的な速度の変化のありようを調べてゆきたい。

それには、この70年にも及ぶ物語内容の持続を10年単位で区切るのが有効

だと考える。それぞれの10年間に何ページの物語言説が当てられているか

を見れば、その相対的な速度の差が分かるからである。ただ、この作業に

は実際多くの困難が伴う。一つ一つの出来事の年代を正確に特定すること

は原理的に不可能である。物語言説によってすでに日付の確定している出

来事(6)を基準にして、その他の出来事の年代を推定する以外に方法はない。

それゆえ、今から行なう年代区分も厳密には正確なものではありえない。

1）フェリシテの経歴を語る後説法（p.592-594）。これが語る物語内容

の時期は、1790年代の中頃（フェリシテの父親の事故死の時点）から1809

年末頃（フェリシテがオーバン夫人と初めて出会う時点）までと考えられ
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る。この10数年の物語内容の持続に対して約2ページの物語言説が当てら

れる。（10数年／2ページ）

2）1810年代（p.594-605）。フェリシテがオーバン夫人の家で働き始め

る時点から、甥のヴィクトールが遠洋航海に出た後までをこの時期だと考

える。フェリシテがヴィクトールから航海に出る知らせを受けるのは

「1819年7月14日」（p.604）だからである。この10年間は『まごころ』の中

でも最も語られる出来事の多い時期であり、したがって一番劇的にも密度

が高い10年だと言える。この時期の主要な物語内容は、オーバン夫人の家

で毎週行なわれている恒例の日常的な行事（p.595）、ジェフォスの農園か

らの帰り道で牡牛に襲われる事件（p.596-597）、ヴィルジニーの療養のた

めのトゥルーヴィルの海水浴場での長期の滞在（p.596-600）、そこでの

フェリシテと妹の再会（p.600）、ヴェルジニーの教理問答のためにフェリ

シテが毎日教会へ同行し、ヴィルジニーと共にフェリシテが初聖体を受け

ること（p.600-602）、ヴィルジニーのオンフルールの修道院への入院

（p.602-603）、甥のヴィクトールを毎週日曜日に呼び寄せて、フェリシテ

が一緒に教会へ行くこと（p.603）、ヴィクトールの遠洋航海への出発

（p.604）、ヴィクトールの身の上を案ずるフェリシテの内面の記述（p.605）

等である。この10年間に対して最も多い11ページの物語言説が費やされる。

（10年／11ページ）

3）1820年代（p.605-610）。この10年間の物語言説の速度の変化には特

徴がある。その前半部分はかなりゆっくりとした速度で進んでゆくが、後

半部分では速度は急に速くなる。前半では、ヴィクトールの死の知らせと

フェリシテの深い悲しみ（p.606-607）、それに続くヴィルジニーの病気と

死、オーバン夫人の絶望（p.607-610）等が詳細に語られる。ところが後半

の数年間は、それとは対照的に、12行弱で片付けられてしまう（p.610）。

この10年間には5ページが当てられるが、その大半は前半の2、3年の記述

に費やされていて、その配分は非常に片寄ったものとなっている。（10

年／5ページ）

4）1830年代（p.610-618）。1830年代の開始を知らせるのは、七月革命
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についての言及である（p.611）。この革命は、ポン=レヴェックに新しい

郡長と鸚鵡のルールーをもたらすことになる。この時期の物語内容は、新

しい郡長の一家についての記述（p.611）、オーバン夫人の息子ポールの不

始末についての短い言及（p.611）、オーバン夫人があえて手をつけずにい

たヴィルジニーの持ち物の棚卸し（p.611）、フェリシテの博愛主義的行動

（p.612）、そしてルールーの登場（p.612）である。『まごころ』の前半部分

でヴィクトールとヴィルジニーが果たしていた役割を、後半では鸚鵡の

ルールーが引き受けることになる。これ以降は、フェリシテとルールーの

奇妙で微笑ましい共同生活が物語の中心となる。「1837年の冬」にルー

ルーが死ぬまでに3ページの物語言説が費やされる（p.612-615）。ただ

ルールーは死後も剥製となって、物語の最後の瞬間まで物語言説の対象で

あり続ける。1830年代の末期に、重要な出来事が起きる。ポールの結婚で

ある（p.618）。この結婚の時期は明記されてはいないが、前後の文脈から

判断して、1830年代の末期だと考えられる。もう一つの事件は、ブーレー

氏の自殺と数々の悪事の発覚（p.618）である。ここまでが1830年代の出

来事だと推定される。この10年間に対しては、二番目に多い物語言説、8

ページが当てられる。（10年／8ページ）。

5）1840年代。不思議なことに、この年代だと特定できる出来事は何も

ない。（10年／0ページ）

6）1850年代（p.618-622）。この10年を『まごころ』の最後の10年間だ

とみなす。フェリシテの死亡時期がいつであるかは、結局推測の域を出な

いからである。この時期の主な出来事は、「1853年3月」のオーバン夫人の

死（p.618）、その後独りになったフェリシテの生活（p.619）フェリシテの

病気（p.620）、フェリシテの臨終の場面から死の瞬間（p.620-622）である。

この10年間の進行速度にも特徴がある。オーバン夫人が死んだ後のしばら

くは速度は比較的にゆるやかであるが、それに続く数年（10数年であろう

か？）は一行で終ってしまう。この上ない高速度である。そしてフェリシ

テの病気と臨終の場面の速度は非常にゆるやかなものとなる。聖体の祝日

の行列の克明な記述、オーバン夫人の家の中庭に設えられた祭壇に供えら
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れた数々の品物の描写と共に、フェリシテの死の場面はほぼ等時的な速度

にまで減速されて進行する。このおよそ10年間に対して、4ページの物語

言説が当てられる。（10数年／4ページ）

以上の結果を、各10年間に割り当てられたページ数という形で表せば、

速度の変化が読み取れることになる。

1）フェリシテの経歴を語る後説法。 10数年／2ページ

2）1810年代。 10年／11ページ

3）1820年代。 10年／5ページ

4）1830年代。 10年／8ページ

5）1840年代。 10年／0ページ

6）1850年代。 10数年／4ページ

これらの数字は、多くの部分が推測にもとづいているので、厳密な意味

で正確ではありえない。ただ少なくとも、この物語テクストの全体的な速

度の変化を概観する上では有効なものだと考える。これらの数字の教える

ところでは、1810年代、物語が始まったばかりの頃は、その速度はゆっく

りとしたものであることが分かる。1820年代の初頭に位置づけられるヴィ

ルジニーの死までを含めると、このおよそ10年間に対してテクストの約半

分の物語言説が費やされていることになる。それゆえこの年代が最も速度

の遅い時期だと言える。この他にゆっくりとしたテンポで進行するのは、

1830年代と1850年代の末期である。1830年代では、フェリシテと鸚鵡の

ルールーの共同生活が、1850年代ではフェリシテの最晩年、特に最期の一

日が詳細に語られる。これらとは対照的に、猛烈なスピードで通り過ぎて

しまう時期は、ヴィルジニーが死んでしまった後の1820年代後半、ルー

ルーが死んだ後の1840年代全体、さらにオーバン夫人が亡くなった後の

1850年代後半である。巨視的な観点から『まごころ』全体を眺めた場合の

その変化のありようは以上のようなものとなる。緩急のテンポが見事に交

替していて、それがこのテクストのリズムを生み出しているのが見て取れ

る。
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語りの速度は、理論上、無限大の高速度から絶対的な低速度まで、連続

的に可変であると言える。速度無限大は、物語内容のなにがしかの持続に

対応するいかなる物語言説の切片も存在しない「省略法」（ellipse）の速

度である。速度ゼロは、物語言説のなにがしかの切片がいかなる物語世界

の持続にも対応していない「描写的休止法」（pause descriptive）の速度で

ある。この速度の両極の間には、無限の速度のヴァリエーションが存在す

るのだが、小説の伝統は四つの規範的な速度に単純化してしまった。語り

の四つのテンポ（mouvement）とは、すでに挙げた「省略法」と「描写的

休止法」、そして中間的な速度である「情景法」（scène）と「要約法」

（sommaire）である。情景法は、たいてい対話で構成され、物語言説と物

語内容との間の時間の相等性を、約束事としてではあるが、実現している。

要約法は可変的なテンポであり、情景法と省略法の間にある全ての速度と

なりうる。これは物語内容の比較的に長い持続を、相対的には短い物語言

説で語る時の速度である。

四つのテンポは、休止法、情景法、要約法、省略法の順に速くなってゆ

く。また理論上は、休止法、情景法、省略法は固定的テンポであり、要約

法のみが可変的なテンポである。

休止法

ここで問題にしているのは、物語言説のなにがしかの切片が物語世界の

いかなる持続にも対応していない「描写的休止法」である。それゆえ、単

なる休止法も描写も問題ではない。休止法には、物語世界とは直接関係の

ない「作者の介入」というものが存在するし、描写には、物語の筋（action）

の休止を伴わないものも存在するからである。それゆえ描写には、物語世

界の時間の進行を停止させた状態でなされる場合と、そうでない場合があ

ることになる。純粋に速度の観点から見れば、物語世界の時間を停止させ

ない描写は休止法には属さない。

では、『まごころ』には描写的休止法と呼べる描写は存在するだろうか。
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描写的休止法の模範的な例を多くのバルザックの小説に見出すことができ

るが、それに近い描写がフローベールの物語テクストにも存在しているこ

とを認めなければならない。このような箇所では、語り手はただ読者に物

語世界についての必要な情報を与えるために、作中人物の誰も見ていない

光景を描写するのである。ただ、70年にも及ぶ物語内容の持続を、相対的

には非常に短い物語言説で語らなければならないこのテクストでは、長い

描写が数多く存在しうる余地はあまり多くはないと言える。バルザック流

の描写を次の箇所に見出すことができるだろう。それはオーバン夫人の家

の描写である。この描写はテクストの中で最も長いもので、29行にわたっ

ている。家の外観、一階の部屋、二階の部屋と詳細な描写が続き、三階の

フェリシテの部屋は単に存在することだけが告げられる。一階の部屋の描

写の部分だけを引用してみる。

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 faisait 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.  Contre le lambris, peint en blanc, s’alignaient huit chaises

d’acajou.  Un vieux piano supportait, sous un baromètre, un tas pyramidal de

boîtes et de cartons.  Deux bergères de tapisserie flanquaient la cheminée en

marbre jaune et de style Louis XV.  La pendule, au milieu, représentait un

temple de Vesta;― et tout l’appartement sentait un peu le moisi, car le

plancher était plus bas que le jardin（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
．．
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。白く塗った壁板に寄せて八脚のマホ

ガニーの椅子がならんでいた。晴雨計のかけてある下では、古い一台の

ピアノの上に、木箱やボール箱がピラミッド型に積み上げてあった。ル
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イ十五世様式の黄色い大理石の暖炉の両脇にはつづれ織の布を張った安

楽椅子が一脚ずつあった。その真中にはヴェスタ神殿の形をした置時計

があり――そして部屋中が少し黴臭かった。床が庭より低かったのであ

る。）

テクストの最初のページに出てくるこの描写において、物語世界の時間

は静止しているのか、それとも進行しているのかが問題なのである。この

ケースでは、ある特定の作中人物（たとえばフェリシテ）の存在、あるい

は視線を前提にしなくとも済むように思える。すなわち、ここでは語り手

自身が直接読者に向かって物語の舞台となるオーバン夫人の家を説明して

いるのだと考えられる。このように考えた場合、ここでは物語世界の時間

は停止しており、その速度はゼロとなる。この最初のページに出てくる描

写と同質の描写を、テクストの終りに近いところでも再び見出すことがで

きる。それは、さきほどのオーバン夫人の家の描写の際にはただ存在する

ことだけが告げられていたフェリシテの部屋の内部の詳細な描写である。

この描写は、剥製となって帰ってきたルールーをフェリシテが自分の部屋

に安置する時点で行われる。

Cet endroit, où elle admettait peu de monde, avait l’air tout à la fois d’une

chapelle et d’un bazar, tant il contenait d’objets religieux et de choses

hétéroclites.

Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte.  En face de la fenêtre

surplombant le jardin, un œil-de-bœuf regardait la cour; une table, près du lit

de sangle, supportait un pot à l’eau, deux peignes, et un cube de savon bleu

dans une assiette ébréchée.  On voyait contre les murs:des chapelets, des

médailles, plusieurs bonnes Vierges, un bénétier en noix de coco; sur la

commode, couverte d’un drap comme un autel, la boîte en coquillages que lui

avait donnée Victor; puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d’écriture, la

géographie en estampes, une paire de bottines; et au clou du miroir, accroché
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par ses rubans, le petit chapeau de peluche（p.617）!

（その部屋は、ほとんど人を入れることもなく、礼拝堂と市場を兼ねた

ような趣で、それほど信心に関したものや、種々雑多なものであふれて

いた。

大きな衣装だんすがドアの開け閉めを邪魔していた。庭に張り出した窓

と向かい合って、円窓が中庭を見おろしていた。簡易ベッドのそばの

テーブルには水差し、二本の櫛、ふちの欠けた皿にはいった青いせっけ

んがのっていた。壁際には、数珠、メダル、何枚かの聖母像、椰子の実

でつくった聖水盤が見えていた。祭壇のように布をかけた小さなたんす

のうえには、ヴィクトールにもらった貝殻細工の箱、それから如露と

ボール、習字帳、版画の地理の本、編上げ靴。そして鏡の釘には、あの

ビロードの小さな帽子が、リボンで吊してあった！）

この描写を導いているのはフェリシテ自身ではなく、皮肉な第三者の視

線である。他人をめったに入れることのないフェリシテの部屋に、語り手

は無遠慮にも入り込んでいるのだ。ただ、この皮肉の下に、これらの雑多

な品々がフェリシテの半生にとっていかなる意味を持つかを知らぬわけで

はない全知の語り手の言外の深い理解と共感があることを見落すべきでは

ないだろう。また、なぜフェリシテの部屋の描写が作品の冒頭ではなくこ

の箇所、すでにフェリシテの一生の重要な出来事がほぼ終わってしまった

この時期に置かれているのかが分かる。語り手はこれらの品々にフェリシ

テの生涯を回顧させ、要約させているのだ。一見無意味に思える物たちは、

実は意味を満々とたたえて、読者の解読を待っている。

以上の二つの描写は描写的休止法に属していると考えられるのだが、

『まごころ』における描写全体の中ではむしろ例外的な存在であることを

指摘しておかなければならない。これ以外の大半の描写は、ある作中人物

が見ている (7)光景の描写である。たとえば、フェリシテが毎日ヴィルジ

ニーを連れて教会に通う時の描写である。
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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

le dragon（p.601; souligné par moi）.

（彼女［フェリシテ］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、自分のまわりを見まわした
．．．．．．．．．．．．

。

右側には男の子、左側には女の子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

マリアを見下していた。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

を打ち倒す大天使ミカエルの姿を表していた。）

ここでは、描写がフェリシテの視線によって導かれていることは、「自

分のまわりを見まわした」という表現によって明示されている。フェリシ

テがこれらの対象を次々に知覚し、認識してゆく時間は、物語世界の時間

に他ならない。それゆえ、この描写の速度はゼロではない。さらに、この

描写は「頻度」(8)の観点から見て、括復法が使用されている。すなわち、

ここで語られている出来事は一度だけ起きたのではなく、何度となく（n回）

起きている。だからこの物語言説が実際にカヴァーしているのは、この一

回の出来事の時間のn倍の物語内容の時間なのである。したがって、この

描写は物語世界の時間を止めるどころか、語りの速度を加速させていると

さえ言える。このテクストにおける描写の大部分は、この種の作中人物の

だれかが見ている光景の描写なのである。トゥルーヴィルの海水浴場へ行

く途中で立ち寄る小作人リエバールの古びた家の描写は、オーバン夫人や

―73―

『まごころ』における速度　再考



フェリシテの、そしてとりわけ子供たちの目に写ったものとして描かれる

（p.598）。また作品の最後のページを飾る、中庭に作られた仮祭壇に供え

られた色とりどりの花や、貴重な品々の描写は、焦点人物として重要な役割

を担ったシモンのかみさんの目に写ったものとして描かれている（p.622）。

以上の事実を踏まえて言えば、『まごころ』における描写は本質的にあ

る作中人物の視線を媒介にした描写であり、語り手が直接に自分自身で引

き受ける描写はむしろ例外的であると言える。それゆえ、大部分の描写は

休止を伴わない、すなわちその速度がゼロではない描写である。これらの

描写の間も、物語世界の砂時計の砂は絶えず流れているのだ。

情景法

情景法はその最も代表的な形式としては、作中人物たちの直接話法の形

での対話によって構成される。理論上は、語りの四つのテンポの中では、

物語内容の時間と物語言説の時間が最も相等しい関係にあるとされる。た

だし、実際には、その等時性も厳密な意味ではなく、単に便宜的な約束事

として受け取らなくてはならない。厳密な意味での等時的な物語言説を想

定するならば、語り手の介入もいかなる省略もない作中人物たちの対話だ

けで成り立つようなものが考えられるが、そのようなものは実験的な小説

に限られてしまうだろう。そこで、情景法をより広義に解釈する必要があ

る。たとえば、ラボックが物語内容の提示の仕方として区別した「場面中

心的」（scenic）/「パノラマ的」（panoramic）(9)のうちの場面中心的な提示

の仕方を情景法とみなすのが適当だと思われる。読者の目の前で、作中人

物たちが対話をしたり行動したりする、演劇的な提示の仕方である。

語りの四つのテンポの中では、情景法はその役割の上で主役であり、ま

た量的にも物語言説の大部分を占めていると言える。主役であるという意

味は、情景法は休止法に次いで遅い速度である、つまり物語内容を詳細に

語るテンポであるのだから、物語内容の最も重要な箇所、劇的な内容の濃

密な箇所にこそ相応しいテンポであるということだ。また量的に大部分を
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占めるのは、休止法を除いては―休止法が主役であることはない―まず、

省略法はそもそも物語言説が存在しないこと、次に、要約法は同じ出来事

であってもそれを要約するのだから量的には少なくならざるをえないから

である。では、『まごころ』において、情景法は四つのテンポの中で、い

かなる位置を占めているのだろうか。

『まごころ』における情景法は、やや特殊と言えるかもしれない。その

特殊性は、情景法の規範的形式である、直接話法の形で報告さる作中人物

どうしの対話の量が異常に少ないことにある。その一例として、コルヴィ

ルの祭で初めて出会ったフェリシテとテオドールが、その後、街道で偶然

に再会する場面を取り上げてみる。

Aussitôt il parla des récoltes et des notables de la commune, car son père

avait abandonné Colleville pour la ferme des Écots, de sorte que maintenant

ils se trouvaient voisins.《Ah!》dit-elle. Il ajouta qu’on désirait l’établir. Du

reste, il n’était pas pressé, attendrait une femme à son goût.  Elle baissa la

tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage.  Elle reprit, en souriant,

que c’était mal de se moquer（p.593）.

（すぐに彼は、収穫や村のお偉方のことを話しはじめた。それというの

も父親がコルヴィルを引きはらってレ・ゼコの農園に移ってきたから

で、今では自分たちは隣同士なのだ。「まあ！」と彼女は言った。家の

者は自分を結婚させたがっている、と彼はつけくわえた。だが急ぐこと

はないので、気に入った女を待つつもりだった。彼女はうつ向いた。す

ると、彼は結婚するつもりはないか、とたずねた。彼女はほほえみなが

ら、からかうのはよくない、とこたえた。）

フェリシテとテオドールが付き合い始める発端となる会話はこのように

報告される。ところが、作中人物の発した言葉が直接話法の形で語られる

のはフェリシテの言った「まあ！」だけである。これ以外の部分はすべて、

間接話法か自由間接話法(10)の形で語られている。ここには、できるだけ作
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中人物に発言権を譲るまいとする語り手の姿勢が感じられる。間接話法や

自由間接話法の場合、物語世界で作中人物たちが話した言葉がそのまま伝

えられているとは考えにくい。そこには、何らかの変形や圧縮の作用が加

わっているはずだ。語りのテンポという点でも、標準的な情景法の速度に

加速の力が加わっていると考えられる。それゆえ、このような情景法は形

式の上では情景法ではあっても、速度の点では、限りなく要約法の速度に

近づくということである。

『まごころ』の中で情景法の規範的な形式を最もよく保っている、数少

ない箇所を引用してみる。

Pour qu’elle se consolât par son exemple, Félicité lui dit:

―Moi, Madame, voilà six mois que je n’en ai reçu!...

―De qui donc?

La servante répliqua doucement:

―Mais... de mon neveu!

―Ah! votre neveu（p.605-606）!

（フェリシテは、自分の例で奥さまの気持も慰められるだろうと思って

いった、

「わたくしなどは、奥さま、この六ヶ月も便りをもらっておりません！…」

「だれから？」

女中は遠慮がちにこたえた、

「それは…甥からでございます！」

「なんだ！あなたの甥！」）

修道院にいる娘からの手紙が来ないのを心配しているオーバン夫人を、

フェリシテが自分の例で慰めようとしている場面である。短い言葉ながら、

二人の対話がそのまま再現された情景法らしい情景法である。ただ、あま

りに短い対話だと言わざるをえない。これ以外の情景法を見ても、会話の

うちのほんの一部分だけを直接話法で再現しているにすぎないことが確認
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できる。『まごころ』における情景法の特色の一つは、その代表的な形式

である直接話法の対話が、役割の上でも、量的にも非常に限られたものに

なっていることである。

情景法には対話を中心としたものと、作中人物の行動を中心にしたもの

とがある。作中人物たちの行動を中心にした情景法として、ジェフォスの

農園からの帰り道で、牡牛に襲われる場面がある。

Un soir d’automne, on s’en retourna par les herbages.

La lune à son premier quartier éclairait une partie du ciel, et un brouillard

flottait comme une écharpe sur les sinuosités de la Toucques.  Des bœufs,

étendus au milieu du gazon, regardaient tranquillement ces quatre personnes

passer.  Dans la troisième pâture quelques-uns se levèrent, puis se mirent en

rond devant elles.《Ne craignez rien!》dit Félicité; et, murmurant une sorte

de complainte, elle flatta sur l’échine celui qui se trouvait le plus près; il fit

volte-face, les autres l’imitèrent. Mais, quand l’herbage suivant fut traversé,

un beuglement formidable s’éleva.  C’était un taureau, que cachait le

brouillard.  Il avança vers les deux femmes.  Mme Aubain allait courir.

《Non!  non!  moins vite!》Elles pressaient le pas cependant, et entendaient

par-derrière un souffle sonore qui se rapprochait.  Ses sabots, comme des

marteaux, battaient l’herbe de la prairie; voilà qu’il galopait maintenant!

Félicité se retourna, et elle arrachait à deux mains des plaques de terre

qu’elle lui jetait dans les yeux.  Il baissait le mufle, secouait les cornes et

tremblait de fureur en beuglant horriblement.  Mme Aubain, au bout de

l’herbage avec ses deux petits, cherchait éperdue comment franchir le haut

bord.  Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait

des mottes de gazon qui l’aveuglaient, tandis qu’elle criait:《Dépêchez-vous!

dépêchez-vous!（p.596-597）》

（ある秋の夕方、皆は牧場を通って家路についた。

上弦の月が空の一角を照らし、霧が曲がりくねったトゥーク川の上をス
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カーフのような形で漂っていた。牛たちは、牧草の真中に寝そべって、

この四人が通ってゆくのを静かに見送っていた。三つ目の放牧場では何

頭かが起きあがってきて、四人を取り巻くように立ちふさがった。「何

も恐がることはありません！」とフェリシテはいって、なにか哀歌のよ

うなものを口ずさみながら、一番近くにいた牛の背中をなでてやった。

するとその牛はくるりと向きを変え、ほかの牛たちもそれにならった。

しかし、次の牧場を横切ったとき、恐ろしい牛の鳴き声がした。それは

一頭の牡牛で、霧にかくれていたのだった。牛は二人の女のほうへ進ん

できた。オーバン夫人は走りだしそうになった。「だめです！だめで

す！もっとゆっくり！」二人はそれでも足を速めた。背後からは近づい

てくる荒い鼻息が聞こえてきた。蹄の音が、槌のように、牧場の草を

打って響いていた。とうとうヤツは駆けだしたんだ！フェリシテは後ろ

をふりむき、両手で土の塊を地面から剥ぎ取って、牛の両目に投げつけ

た。牛は鼻面を下げ、角を振り、怒りに身を振るわせながら恐ろしい唸

り声をあげた。オーバン夫人は二人の子どもを連れて牧場の端までやっ

てきて、高い囲を乗りこえる方法を夢中になって探していた。フェリシ

テは牡牛と向かいあったまま後退りをつづけ、絶えず芝土を牛の目に投

げつけながら「はやく！はやく！」と叫んだ。）

日常の些細な出来事が主調である『まごころ』においては、この出来事

は異例の一大事件である。語り手はこの事件を細部にいたるまで克明に

語っている。物語内容の時間と物語言説の時間が、近似的にではあるがこ

れほど等しい関係にある速度は、フェリシテの臨終の場面を除いては、見

当らないと思える。このように短時間の出来事に多くの物語言説を割くこ

とは、このテクストの規模が許さないのだ。

『まごころ』における情景法のもう一つの特徴は、括復的情景法が多い

ということだ。何回も起きた類似の出来事を一回の物語言説で語る情景法

である。
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Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue, et

sentant l’odeur de la campagne qu’il avait traversée.  Tout de suite, elle

dressait son couvert. Ils déjeunaient l’un en face de l’autre; et, mangeant elle-

même le moins possible pour épargner la dépense, elle le bourrait tellement

de nourriture qu’il finissait par s’endormir. Au premier coup des vêpres, elle

le réveillait, brossait son pantalon, nouait sa cravate, et se rendait à l’église,

appuyée sur son bras dans un orgueil maternel（p.603）.

（ヴィクトールはいつも、日曜日のミサのあとで、頬を赤くして、胸を

はだけ、途中で通ってきた田畑のにおいをさせてやってきた。さっそく、

フェリシテは食事の支度をしてやった。二人は差し向いで昼食を食べた。

フェリシテは節約のためになるたけ少なく食べ、ヴィクトールにはたら

ふく食べさせたので、彼はしまいには眠ってしまった。晩課の鐘が鳴り

だすと、彼女は彼を起こして、ズボンにブラシをかけ、ネクタイを結ん

でやり、母親になったかのような得意な気持で、彼の腕に寄りかかりな

がら、教会に出かけてゆくのだった。）

フェリシテにとって幸せなこの出来事が何回起きたかは知るよしもない

が、少なくとも複数回は起きている。何度も起きた類似の出来事を、一回

の言表行為でカヴァーすることのできる括復法は、その経済性ゆえに、

『まごころ』には適した語り方だと言える。このテクストでは、括復法の

使用の割合が非常に高い(11)ことが確認できるが、その理由の一つに、この

経済性があると思える。

これまでの検証の結果から言えば、『まごころ』における情景法は、四

つの語りのテンポの中ではいぜんとして、役割の上でも、量の上でも主役

であることに変わりはないが、同時にその特異性も見えてくるということ

である。その特異な点は、まず直接話法の対話が非常に少ないことである。

そのため、純粋に速度の観点から見れば、情景法が限りなく要約法に近づ

いてゆく。次に、括復的情景法が多いことが挙げられる。括復法もまた、

情景法の速度を、結果的に、加速させる力として作用する。『まごころ』
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における情景法は、形式の上ではそうであっても、語りのテンポの点では、

限りなく要約法に近づいている。

要約法

要約法は、物語内容の時間よりも相対的に短い物語言説の時間でそれを

語る時のテンポである。また、要約法は固定的テンポではなく、可変的な

テンポである。要約法の速度は情景法と省略法の中間にあり、その範囲内

で様々な速度となりうる。すなわち、要約法の速度には極めて高速度のも

のもあれば、逆にかなり緩やかな速度もあるということである。詳しい記

述はその速度を減速させ、圧縮はその速度を加速させる。また、ラボック

の物語内容の提示の仕方の分類に従えば、要約法は「パノラマ的」

（panoramic）な提示の仕方に属する。そして、要約法は伝統的に、二つの

情景法（場面）の間の移行部分として使われ、情景法が主役であるのに対

して、要約法は単なる脇役にすぎなかった。

作中人物の過去に関する、物語内容を理解するのに不可欠の情報を読者

に知らせる機能を持つ後説法では、しばしば要約法が使われる。

Elle avait épousé un beau garçon, sans fortune, mort au commencement de

1809, en lui laissant deux enfants très jeunes avec une quantité de dettes.

Alors elle vendit ses immeubles, sauf la ferme de Toucques et la ferme de

Geffosse, dont les rentes montaient à 5,000 francs tout au plus, et elle quitta

sa maison de Saint-Melaine pour en habiter une autre moins dispendieuse,

ayant appartenu à ses ancêtres et placée derrière les halles（p.591）.

（オーバン夫人は、財産のない美男子と結婚したのだが、夫は1809年の

初め、幼い二人の子供と多額の借金を残して死んでしまった。そこで彼

女は、年収がせいぜい五千フランのトゥークの農園とジェフォスの農園

をのぞいて、自分の不動産を売りはらい、それまで住んでいたサン＝ム

レーヌの屋敷を立ち退き、市場の裏にある先祖代々の、もっと費用のか
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からない家に引っ越した。）

オーバン夫人の結婚（1800年頃か）から現在（1809年）にいたる約10年

間の経歴が、省略もまじえて、数行の物語言説で語られる。伝統的な小説

では、しばしば目にする要約法の典型的な使い方である。次のフェリシテ

の過去に関する後説法は、物語内容の理解にとってより重要なものである。

Son père, un maçon, s’était tué en tombant d’un échafaudage.  Puis sa mère

mourut, ses sœurs se dispersèrent, un femier la recueillit, et l’employa toute

petite à garder les vaches dans la campagne.  Elle grelottait sous des haillons,

buvait à plat ventre l’eau des mares, à propos de rien était battue, et

finalement fut chassée pour un vol de trente sols, qu’elle n’avait pas commis.

Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et, comme elle

plaisait aux patrons, ses camarades la jalouisaient（p.592-593）.

（父親は石工だったが、足場から落ちて死んだ。ついで母親も死に、姉

妹は散り散り散りになり、ある農夫が彼女を拾い、幼いうちから野良で

牛の番をさせた。彼女はぼろ着をまとって寒さにふるえ、腹ばいになっ

て沼の水を飲み、何でもないことでぶたれ、そしてついにはしてもいな

いのに三十ソルを盗んだといって追い出されてしまった。彼女は別の農

家に住み込み、そこで鶏番の女となったが、主人たちに気に入られたの

で、仲間たちに妬まれた。）

フェリシテの父親の事故死（1790年代中頃？）から18歳の時点（1809年）

までの10数年間の出来事が10行弱の物語言説で語られる。いずれの例も、

作中人物の経歴を簡潔な物語言説によって読者に知らせる外的・後説法の

典型である。フェリシテに関する後説法の方は、素っ気ない文章ではある

が、物語世界についての情報は非常に圧縮された、濃密なものである。自

分の不幸を不幸だと思わない性格、主人には気に入られ、仲間からは妬ま

れるほどの勤勉な働きぶりが読み取れる。ここには、今後フェリシテが取
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るであろう行動のパターンが、萌芽の状態で、予告されている。

ある情景法（場面）と次の情景法をつなぐ部分でも、要約法が使われる

のが通例である。

M. Bourais l’éclaira sur le choix d’un collège.  Celui de Caen passait pour le

meilleur.  Paul y fut envoyé, et fit bravement ses adieux, satisfait d’aller

vivre dans une maison où il aurait des camarades.

Mme Aubain se résigna à l’éloignement de son fils, parce qu’il était

indispensable.  Virginie y songea de moins en moins. Félicité regrettait son

tapage.  Mais une occupation vint la distraire; à partir de Noël, elle mena

tous les jours la petite fille au catéchisme（p.600）.

（中学校の選択については、ブーレー氏がオーバン夫人に色々と説明し

てやった。カーンの中学校が一番よいと評判だった。ポールはそこへや

られることになり、当人も仲間のできる寄宿舎で生活できるのがうれし

くて、雄々しく別れを告げた。

オーバン夫人も息子を遠くへやるのはやむをえないことだと諦めた。

ヴィルジニーは、しだいに兄のことを忘れていった。フェリシテはポー

ルの騒々しさを懐かしがった。が、新たな仕事ができて、フェリシテの

気を紛らしてくれた。クリスマスの日から、毎日ヴィルジニーを教会の

教理問答につれていったのだ。）

第2章の末尾の部分である。この直前までは、トゥルーヴィルの海水浴

場での情景―その大部分は括復法―が語られていた。そして、この後に続

くのは、教会での教理問答が行われる場面、ヴィルジニーの初聖体の日の

場面である。このように情景法と情景法をつなぐ機能を持った要約法は、

『まごころ』のいたるところで認められる。

さらに、この単なるつなぎの機能以上の、もっと積極的な役割を担った

要約法も存在している。本論の「不等時法」のところで、『まごころ』の

全体的な速度の変化を調べたおり、年代によって速度がまちまちであるこ

―82―

帝京大学外国語外国文学論集　第13号



とを確認した。そのうち、高速度で過ぎてゆく時期として、1820年代後半、

1840年代全体、1850年代後半があった。では、なぜこれらの時期が高速度

で過ぎたと判断したのか、その理由を説明してみたい。ここでは特に、

1820年代後半と1850年代後半を取り上げる。

1820年代の前半では、ヴィクトールの死とヴィルジニーの死が詳細に語

られる。ところが1820年代後半では、そのテンポが急変する。

Puis des années s’écoulèrent, toutes pareilles et sans autres épisodes que le

retour des grandes fêtes:  Pâques, l’Assomption, la Toussaint.   Des

événements intérieurs faisaient une date, où l’on se reportait plus tard.  Ainsi,

en 1825, deux vitriers badigeonnèrent le vestibule; en 1827, une portion du

toit, tombant dans la cour, faillit tuer un homme.  L’été de 1828, ce fut à

Madame d’offrir le pain bénit; Bourais, vers cette époque, s’absenta

mystérieusement; et les anciennes connaissances peu à peu s’en allèrent:

Guyot, Liébard, Mme Lechaptois, Robelin, l’oncle Gremainville, paralysé

depuis longtemps（p.610）.

（そして数年の月日が流れた。どの年も似たり寄ったりで、復活祭や聖

母被昇天祭や諸聖人の祝日といった、大祭がくりかえしめぐってくるほ

かは特別な話もなかった。家の中の出来事が年を数える目安となり、あ

とになってみなはそれを使って年を計算した。たとえば、1825年には、

二人のガラス屋が玄関の塗りかえをした。1827年には、屋根の一部が中

庭に落ちて、ひと一人殺すところだった。1828年の夏は、祝別されたパ

ンを供える役が奥様に当った。ブーレーは、このころ、不思議なことに

姿を消した。それから昔からの知り合いも一人一人とこの世を去って

いった。ギュイヨー，リエバール，ルシャトワ夫人，ロブラン，ながら

く中風を患っていたグルマンヴィル叔父さんなどが。）

1820年代前半の緩やかな時の流れとは対照的に，ここでは急にその速度

が速くなっている。この要約法は，語りのテンポの急激な変化を実に効果
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的に実現している。理論的には，速度が最大であるのは省略法だが，実際

的にはこのスピード感を与えるのは要約法であるように思えてくる。もう

一つの1850年代後半を高速度で通過させる要約法は、うっかりすると見落

としてしまうかもしれない。

Ses yeux s’affaiblirent.  Les persiennes n’ouvrait plus.  Bien des années se

passèrent.  Et la maison ne se louait pas, et ne se vendait pas (p.619; souligné

par moi).

（フェリシテの視力は衰えた。よろい戸をもう開けることもなかった。

何年かが過ぎた
．．．．．．．

。でも家は借り手も，買い手もつかなかった。）

1853年にオーバン夫人が死んだ後の，家も売りに出された時期を語る要

約法である。ここで語り手が何気なく，巧妙に挿入している「何年かが過

ぎた。」という要約法は，その外見とは裏腹に，実に重要なものである。

この「何年か」（bien des années）は，はたして何年なのだろうか。フェリ

シテの死亡時期、すなわち物語内容の終着点を決める上では、決定的な要

因となる。が、この「何年か」を具体的に何年だと決めることは不可能で

ある。実は、この「何年か」の間に、『まごころ』という物語テクストは

その性格を変えたのではないか。それ以前のレアリスムに基づく物語から、

聖人伝、『聖フェリシテ伝』へと変身を遂げたのではないか。

ここまでの検証の結果、『まごころ』において要約法の果たす機能は多

彩であることが分かる。語りの四つのテンポの中では唯一可変的なテンポ

である要約法を使って、フローベールは物語の進行の速度を思うがままに

操っているのだ。要約法は、もはや単なる端役ではなく、非常に重要な役

割を果たしていると言えよう。

省略法

省略法とは、物語内容のある期間に対応する物語言説が存在しない状態、
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すなわちその速度が無限大であるテンポである。『まごころ』のような長

期間にわたる物語内容を、相対的には非常に短い物語言説で語らなければ

ならない物語テクストにおいて、省略法の使用は不可避だと言えよう。物

語言説それ自体が存在しないのが省略法であるのだから、省略法の分析は

省略された物語内容の期間の考察に帰着する。この際、その省略された期

間が、物語言説によって知らされているかいなかが問題となる。省略され

た時間がなんらかの形で明記してあるもの（たとえば、「二年後に」、「長

い年月」）を「明示的省略法」（ellipse explicite）と呼ぶ。一方、省略され

た時間についていかなる言及もなされない場合、それを「暗示的省略法」

（ellipse implicite）と呼ぶ。後者の場合、読者は自分で推論によって省略さ

れた期間を見つけ出さなければならない。

『まごころ』における明示的省略法には、その省略された時間の長さが、

週単位、月単位、年単位と様々なものが存在する。週単位の短い期間の省

略法として、次の例が挙げられる。

Ce fut quinze jours après que Liébard, à l’heure du marché comme d’habitude,

entra dans la cuisine, et lui remit une lettre qu’envoyait son beau-frère. Ne

sachant lire aucun des deux, elle eut recours à sa maîtresse (p.606; souligné

par moi).

（その二週間後
．．．．．．

、リエバールがいつものように市のたつ時刻に台所に

入ってきて、フェリシテの妹の夫からことずかった手紙を彼女に渡した。

二人とも字が読めなかったので、フェリシテは奥さまに読んでもらおう

と持っていった。）

ヴィクトールがハバナにいることを知ったフェリシテが、ブーレー氏に

ハバナのことを尋ねた日から「二週間後」の出来事である。この手紙がも

たらしたのは、ヴィクトールの死の知らせである。この省略法で省略され

る物語内容の時間は、2週間と短時間なので、速度の変化はあまり感じら

れない。次の例は、月単位の省略法である。
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Fellacher garda longtemps le perroquet.  Il le promettait toujours pour la

semaine prochaine; au bout de six mois, il annonça le départ d’une caisse; et

il n’en fut plus question (p.616; souligné par moi) .

（フェラシェは長い間鸚鵡を手元に置いていた。いつも来週には、来週

にはといって先延ばしした。六ヶ月たって
．．．．．．

、荷物を送ったという知らせ

がきた。それきり何の音沙汰もなかった。）

フェリシテが死んだルールーを剥製師のところへ送ってから、それが彼

女のもとへ帰ってくるまでの「六ヶ月」である。ここで省略された6ヶ月

という時間は、けして短い時間ではない。ところで、この省略法はその効

果の点で、一般の省略法とは逆の方向に作用していると考えられる。一般

的に、省略法によって省略された期間は語るに価することがない期間であ

る。たとえば、次の年単位の省略法：《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; souligné par moi）（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）は、この3年間には取り立てて語るべきことがなかったことを

表している。ところが、この「六ヶ月」は、語るべきことのない空虚な時

間ではなく、一日千秋の思いでルールーの帰りを待つフェリシテの気持が

一杯に詰まった6ヶ月なのである。この省略法は形式上は速度無限大のテ

ンポではあっても、フェリシテの視点に立てば、この間、時間は遅々とし

て進まなかったのだ。

明示的省略法では、省略された時間が表記されるので、その表記自体が

物語言説を構成することになる。それゆえ、物語言説の切片は厳密に言え

ばゼロではない。結果的には、高速度の要約法：《bien des années se

passèrent》（何年かが過ぎた）と明示的省略法は似たものとなる。

もう一つの省略法である暗示的省略法では、省略された時間について何

も語られることはない。それゆえ、読者は自分でそれを発見しなければな
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らない。そのための具体的な作業は次のようなものである。まず、物語内

容の年表を作成し、語られた時期を次々に埋めてゆく。最後に空白の部分

が残れば、そこに暗示的省略法が使われていることが判明する。

では、『まごころ』に暗示的省略法は存在するだろうか。結論から言え

ば、それは存在すると考える。省略された期間は、1840頃から1853年3月

にオーバン夫人が死亡する直前までの10数年間である。これを確認するた

めには、この期間の前後の出来事を、その年代を特定しながら整理してゆ

かなければならない。日付が確かな出来事は、1837年冬のルールーの死で

ある（p.615）。この際、冬をこの年の1月か2月と考える。この後にはルー

ルーを剥製にする話が続き、約半年後にルールーがフェリシテの手元に届

く（p.615-617）。次にフェリシテの部屋の内部の描写（p.617）が続き、そ

してフェリシテと剥製となったルールーとの生活が語られる（p.617）。こ

の間の経過時間は、おそらく半年から1年くらいだろうか。そうだとする

と、現在われわれは1838年にいることになる。そして、一大事件が起きる。

ポールの結婚である（p.618）。この結婚の時期を推定するのに手掛かりと

なるのが、次の箇所である。

Après avoir été d’abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la

douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour

les eaux et forêts, à trente-six ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il

avait découvert sa voie: l’enregistrement! et y montrait de si hautes facultés

qu’un vérificateur lui avait offert sa fille, en lui promettant sa  protection

（p.618; souligné par moi）.

（ポールは最初公証人の書生となったが、次に商売にはいり、税関、税

務署と勤め、営林署への就職の運動まで始めたが、三十六歳の時
．．．．．．

、突如、

天の啓示によって、自分の道を見出した。登記の仕事である！そしてそ

こで非常に秀でた才能を示したので、ある検査官が彼に将来の庇護を約

束して、彼に娘をやろうということになった。）
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ポールが天職を見つけたのは「三十六歳」の時である。それは1838年の

ことだと考える。その理由は、フェリシテが初めてオーバン夫人の家へ

行った時（1809年末）、ポールは7歳だった（p.594）ことだ。それゆえ、

ポールが36歳の年は1838年になる。この前提が正しければ、ポールの結婚

は1838年頃と推測できる。この結婚に続くのは、ブーレー氏の自殺と彼の

数々の悪事の発覚である。

La samine suivante, on apprit la mort de M.Bourais, en basse Bretagne, dans

une auberge. La rumeur d’un suicide se confirma; des doutes s’élevèrent sur

sa probité（p.618; souligné par moi）.

（次の週
．．．

、ブーレー氏が低地ブルターニュの宿屋で死んだという知らせ

が届いた。自殺だという噂も本当だとわかった。彼の誠実さに関しても、

数々の疑惑が持ち上がった。）

この事件が発生した時期は、結婚したポールが妻をオーバン夫人の家へ

初めて連れてきて、しばらく滞在した後に、帰って行った「次の週」であ

る。ポールの結婚とこの事件の間には、それほど長い時間は経過していな

いはずである。つまり、われわれは1838年から1840年頃にいるはずである。

ところが、ブーレー氏の行った数々の悪事の具体的な説明の後に続くのは、

次の物語言説である。

Ces turpitudes l’affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, elle fut prise

d’une douleur dans la poitrine: [...] et le neuvième soir elle expira, ayant

juste soixante-douze ans (p.618; souligné par moi).

（この破廉恥な行為がひどくオーバン夫人の心を傷つけた。１
．
８
．
５
．
３
．
年
．
３
．

月
．
、夫人は胸に痛みを訴えた。［中略］そして九日目の夜息をひきとっ

た。ちょうど七十二歳だった。）

「この破廉恥な行為がひどくオーバン夫人の心を傷つけた」のは、遅く
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とも1840年頃のはずである。ところが、次に続く物語言説は1853年のオー

バン夫人の死を語っている。この二つの物語言説の間には、語られること

のなかった10年以上の歳月(12)が横たわっているはずである。

上述のように、『まごころ』においていくつかの省略法が使用されてい

ることが確認できる。しかし、その使い方は、なるべく省略法が物語世界

の時間の連続性を断ち切らないような使い方だと思える。暗示的省略法に

よって10数年の時間が省略されていると考えるのだが、フローベールはな

るべくそれを目立たせないように細心の注意を払っているのが見て取れ

る。彼にとって、省略法はあまりに長過ぎる物語内容の持続をある程度は
．

しょる
．．．

ための方便であったのではないか。

『まごころ』の語りの速度を考察することは、興味深いことであった。

その興味の焦点は、いかにして語り手が物語内容の長い持続を、短い物語

言説で語るのか、という点にある。フローベールの取った解決策は、速度

の遅い休止法と情景法をなんらかの方法で加速させることだった。休止法

では、作中人物が見ている光景の描写を使うことで物語世界の時間の流れ

を止めない方法で、情景法では、作中人物の対話を間接話法で圧縮して語

りの速度を加速させるという方法で、これに対処している。さらに、括復

法の使用も、この加速に拍車をかけている。高速度のテンポである要約法

と省略法は、『まごころ』にはうってつけである。フローベールは、あま

りに長すぎる物語内容の持続を、なるべく見出たないやり方で、省略法を

使って短縮し、要約法の多様な速度を自在に駆使して、物語の進行を緩急

緩急と思うままに変化させている。

注

（ 1 ）Gérard Genette, Figures Ⅲ, Seuil, 1972, p.225-267.

（ 2 ）Flaubert, Un cœur simple, in Œuvres Ⅱ, Pléiade, Gallimard, 1952.

（ 3 ）この時期に関しては、確かなことは言えない。こう考える根拠は、
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フェリシテがオーバン夫人に初めて出会う時、夫人は寡婦がかぶる

頭巾（capeline de veuve）を着用していることだ。オーバン氏は1809

年の初頭に死亡していることから、二人が出会ったのはこの年の年

末頃だと考える。

（ 4 ）フェリシテが死亡した時期も不明である。物語言説の教えるところ

では、フェリシテの死亡時期は、1853年3月にオーバン夫人が死亡し

た後の「何年かが過ぎた」頃としか分からない。この「何年か」が、

はたして10年なのか20年なのかは読者の想像にまかされている。

Raymonde Debray Genette は草稿の研究から、この時期を1870年だと

しているが、それをそのまま決定稿に当てはめることはできない

（Raymonde Debray Genette, 《Réalisme et symbolisme dans Un cœur

simple》, in Métamorphoses du récit, Seuil, 1988, p.154）。

（ 5 ）フェリシテが生まれたのはいつだろうか。彼女は18歳の時に初恋の

相手テオドールと出会う（p.593）。この年を1809年だと考えると、

彼女は1791年生まれということになる。もちろんこれも推測の域を

出ないが、その誤差は一年以内だと考える。

（ 6 ）物語内容の年表を再構成するうえで手掛かりとなる日付を、物語言

説の中から探してみる。

a）1809年、オーバン氏がこの年の初頭に死亡する（p.591）。

b）1819年7月14日、ヴィクトールがフェリシテに遠洋航海に出るこ

とを知らせる（p.604）。

c）1825年、家の玄関を塗りかえる（p.610）。

d）1827年、屋根の一部が中庭に落ちる（p.610）。

e）1828年の夏、祝別されたパンを提供する役がオーバン夫人に当た

る（p.610）。

f）七月革命（1830年）の報がポン＝レヴェックに届く（p.610-611）。

g）1837年の冬、鸚鵡のルールーが死ぬ（p.615）。

h）1853年3月、オーバン夫人72歳で死亡（p.618）。これ以降は、日

付はまったく与えられない。
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（ 7 ）視点の問題は後に本論の「叙法」の章の「パースペクティヴ」の項

目で取り上げる。ここでは速度の面だけを考察する。

（ 8 ）「頻度」は本論の次の章で扱うので、ここでは速度の面だけを取り

上げる。

（ 9 ）Percy Lubbock, The Craft of Fiction, Jonathan Cape, 1965, London, p.67.

（10）物語世界で作中人物たちが発した言葉をどの程度の忠実度で再現す

るかという問題は、後に「叙法」の章の「距離」の項目で詳述する。

（11）この割合については、本論の「頻度」の章を参照のこと。

（12）Raymonde Debray Genetteは、前掲書で、この省略された期間を1839

年から1853年までの14年間だとしている（op. cit., p.155）。
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