
『まごころ』の物語論的研究（3）
－頻度－

諏訪　　裕

３．頻度（1）

単起法／括復法

「物語の頻度」（fréquence narrative）とは，物語言説と物語世界の間の

頻度，すなわちその反復の関係を言う。頻度は，順序や速度とともに物語

の時間性の本質的側面の一つである。これは，一般にフランス語文法で動

詞の「相」(2)（aspect）と呼んでいる範疇に相当する。

ある出来事というのは一度起きるだけではなく，それに類似した出来事

が何度となく繰り返し起きるということがある。こういう場合，それを

「同じ出来事の繰り返し」と呼ぶ。ただ，それらの出来事には一回毎の生起

に固有のものがあるわけだが，ここではそれらを捨象して，それらの出来

事が持つ共通の類似性のみを取り上げているのである。「反復」とは，結局

精神が作り上げたものであり，抽象である。

これと対称的に，物語の言表も一度だけ生産されるだけではなく，同じ

テクストの中で何度となく繰り返し再生産されることがある。繰り返され

た言表にも一回毎の固有の差異はあり，ここでも同一性は抽象の産物であ

ることに違いはない。

物語内容にも物語言説にもそれぞれ反復の能力があり，この二つの能力

の間にいくつかの関係の体系ができる。反復される出来事と反復されない

出来事，反復される言表と反復されない言表の組み合わせから次の四通り

の関係ができる。一度起きたことを一度語る，ｎ度起きたことをｎ度語る，
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一度起きたことをｎ度語る，ｎ度起きたことを一度語る｡

１）「一度起きたことを一度語る」（１Ｒ／１Ｈ）。「彼女の父親は石工だ

ったが，足場から落ちて死んだ」のような言表がこれに当たる。物語の言

表の単一性が語られる出来事の単一性に対応している。この種の物語言説

を「単起的」物語言説（récit singulatif ）と呼ぶ。

２）「ｎ度起きたことをｎ度語る」（ｎＲ／ｎＨ）。この種の物語言説は，

そこでは物語言説と物語内容が一対一で対応しているのだから，結局第一

の関係（１Ｒ／１Ｈ）に帰着する。

３）「一度起きたことをｎ度語る」（ｎＲ／１Ｈ）。この形式は，一部の現

代のテクストや，同一の出来事が複数の「視点」から語られるようなテク

ストにおいて見うけられる。また，「反復的」錯時法（予告と再説）もこの

種の語りに属している。言表の反復が出来事のいかなる反復にも対応して

いない物語言説を「反復的」物語言説（récit répétitif ）と呼ぶ。

４）「ｎ度起きたことを一度だけ（一度だけで
・

）語る」（１Ｒ／ｎＨ）。

「毎週木曜日には，常連の客たちがボストンの勝負をやりにきた」。物語世

界では，長期間にわたって週に一度の周期で繰り返し起きた出来事を，こ

の物語言説は一回で語っている。この種の物語言説を「括復的」物語言説

（récit itératif ）と呼ぶ。

以上のことから，頻度の観点から見て物語言説には次の三種類の物語言

説が存在することになる。すなわち「単起的」物語言説，「反復的」物語言

説，「括復的」物語言説である。このうち，単起的物語言説（単起法）と括

復的物語言説（括復法）が事実上大部分の物語テクストを占めている。反

復的物語言説の使用は，一般的にも稀であり，『まごころ』においてはごく

少数の反復的錯時法（再説）の箇所で使用されるに過ぎない。

では，『まごころ』(3)において単起法と括復法がどのような割合で使用さ

れているかを，各章ごとに検証してゆくことにする。

第一章（p.591-592）では，括復法が圧倒的に多いのが特徴である。単起

法の箇所は，まず冒頭の <<Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de
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Pont-l' Évêque envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité>>（p.591;

souligné par moi）（半世紀のあいだ，ポン＝レヴェックの奥さま連はオー

バン夫人のところの女中のフェリシテを羨んだ
・ ・ ・

）という言表である。この

文の動詞は「単純過去」（passé simple）の時制に置かれている。それと，

オーバン夫人の結婚から，夫の死，夫の残した借金のために不動産を処分

し，現在の家へ引越したことなどを語る部分（p.591）が，単起法である。

それ以外は，フェリシテがオーバン夫人のところで働き始めた後の彼女の

日々の働きぶり，日常の暮らしぶりの紹介が中心となり，そこでは括復法

が使われる。その一例を挙げてみる。

Elle se levait dès l'aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait

jusqu'au  soir sans interruption; puis, le dîner étant fini, la vaiselle en

ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et

s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main (p.592).

（フェリシテは，ミサにおくれないように夜明けとともに起き
・ ・

，夕方まで

絶え間なく働いた
・ ・ ・

。そして夕食が終り，食器を片づけ，戸じまりをしっ

か り す る と ， 薪 を 灰 に う ず め
・ ・ ・

， ロ ザ リ オ を 手 に し て 暖 炉 の 前 で

眠るのであった
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。）

これは典型的な括復的物語言説である。フェリシテが「半世紀」にわた

って日々繰り返し行った行為が動詞の「半過去」（imparfait）によって表さ

れている。第一章であと残るのは，オーバン夫人の家の描写である。この

29 行からなる家の描写は，決して反復された行為を表すものではないが，

頻度の観点から見れば括復法に近い性質のものだと考えられる(4)。今後，

物語世界の背景として陰に陽にこの描写は生き続けることになるからであ

る。このように考えると，第一章は大半（８割程度）が括復法に置かれて

いると言える。

第二章（p.592-600）は，その内容から大きく二つの部分に分けられる。

前半のフェリシテの生い立ちから，初恋，その不幸な結末などを語る後説
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法の部分と，後半のフェリシテがオーバン夫人の家に住み込んで働き始め

る最初の時期を語る部分である。この二つの箇所では，単起法と括復法の

比率が全く対照的である。

フェリシテの過去を語る後説法の部分（p.592-594）では，圧倒的な割合

で単起法が使われている。短い物語言説で彼女の十数年にわたる過去を語

るこの箇所では，動詞の時制は基本的に単純過去に置かれている。

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

mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit, et l'employa toute

petite à garder les vaches dans la campagne (p.592).

（父親は石工だったが，足場から落ちて死んだ
・ ・ ・

。ついで母親が死に
・ ・

，姉妹

たちは散り散りになり
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，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
・ ・ ・

。）

これらの動詞は一度起きたことを一度語っているのである。一方，括復法

が使用されるのは二，三の箇所に限られる。<<Elle grelottait sous des hail-

lons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue ...>>

(p.592-593)（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
・ ・ ・

…）や，<<Ils se rencontraient au fond

des cours, derrière un mur, sous un arbre isolé>> (p.593-594)（二人は庭の奥，

塀のかげ，一本だけ離れた木の下で逢った
・ ・ ・

）などが括復法で語られる。第

二章のこの前半部分では，括復法の割合は１割以下ということになる。

これに対し，フェリシテがオーバン夫人の家に住み込んで働き始めた時

期のことを語る後半では，括復法の使用の割合が急に増えてくる。「木曜日

にはいつも」（tous les jeudis）行われるトランプの会（p.595）(5)，「毎週月

曜日」（chaque lundi）の市が立つ日の町中の賑い，これに合わせた二人の

小作人の訪問（p.595），「いつとは決まってはいないが」（à des époques

indéterminées）必ず昼食時に現れるグルマンヴィル侯爵の有難迷惑な訪問(6)

（p.595），オーバン夫人の財産の管理をしている元代訴人ブーレー氏の，フ
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ェリシテからは歓迎される訪問（p.595-596），「天気のよい日」（quand le

temps était clair）の早朝からのジェフォスの農園への遠出(7)（p.596）など

が，ほぼ２ページにわたって延々と続く。これらの物語言説は，その多く

が周期が明記してあり，さらに動詞も半過去である，典型的な括復法であ

る。これらの括復法の背後に透けて見えるのは，ノルマンディーの片田舎

での単調でつつましいオーバン家の暮らしぶり，またそれをまだ新鮮な驚

きで見つめるフェリシテの姿だろうか。

これらの定期的であれ，不定期的であれ，何度となく繰り返し行われる

出来事の中へ突如単起的出来事が闖入してくることがある。ジェフォスの

農園からの帰り途，ある秋の夕方，一頭の牡牛に襲われる事件が発生する

（p.596-597）。これはフェリシテがオーバン夫人のところへ来てからの初め

ての本格的な単起的場面である。この突発事故のために，こまでの単調だ

が平和な生活に変化が起きる。この件で恐ろしい目にあったヴィルジニー

は神経がおかされてしまい，その療養のために全員でトゥルーヴィルの海

水浴場へ行くことになる。そうした経緯で，次にはポン＝レヴェックから

トゥルーヴィルまでの「長旅」の様子が，途中の小作人リエバールの家で

の昼食をはさんで，単起法で詳細に語られる（p.597-599）。要するに，牡

牛に襲われる事件からトゥルーヴィルの海水浴場に着くまでの約２ページ

半は基本的に単起法が使用される。

ところが，トゥルーヴィルに到着してからの生活は，再び括復法によっ

て語られることになる。「午後にはいつも」（l'après-midi）レ・ロッシュ＝

ノワールの方へ遠出をし，「ほとんどいつも」（presque toujous）左手にド

ーヴィル，右手にル・アーヴルを見晴らす牧場で休憩を取る（p.599）。「ま

たあるときは」（d'autres fois）舟に乗ってトゥーク川を渡り，潮干狩りを

したりもする。「あまり暑い日には」（les jours qu'il faisait trop chaud）部屋

にこもったまま，外出は控える（p.599）。主な気晴らしとなる漁船が帰港

する様子を見物に行くのは，ほぼ毎日の夕方のことだと考えられる（p.600）。

そこで，ある日，単起的な出来事が発生する。フェリシテと，永く離れ離

れになっていた妹との偶然の再会である（p.600）。この単起的出来事はフ
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ェリシテの生活に大きな変化をもたらすことになる。その後，フェリシテ

と妹の家族との付き合い，ヴィクトールとポールのことなどが簡単ではあ

るが括復法で語られる（p.600）。時期が来てポン＝レヴェックへ帰ると，

引き続きポールのカーンの中学校への入学という単起的出来事が起きる

（p.600）。

第二章の後半部分では，括復法の方が単起法よりもかなり多く使われて

いる。この章全体として見ると，前半は単起法が優勢であったので，その

比率は半々という割合になる。

第三章（p.601-612）は，フェリシテが「毎日」（tous les jours）ヴィルジ

ニーを連れて教会へ通う括復的情景によって始まる（p.601-602）。ついでヴ

ィルジニーの聖体拝領とフェリシテ自身の翌日のそれとが単起法で語られ

る（p.602）。さらにヴィルジニーがオンフルールの修道院へ入ることも単

起的出来事である（p.602-603）。この一連の単起的出来事の後，今度は子供

たちが皆いなくなり手持無沙汰となったオーバン夫人とフェリシテの生活

が再び括復法で語られる（p.603）。そしてフェリシテは気を紛らすために，

甥のヴィクトールを家に呼ぶ許可を得る（単起法）。「毎週日曜日」（le

dimanche）ミサのあとでやってくる甥と過ごす時間は，フェリシテの生涯

の中でも最も幸せな瞬間となる（括復法）（p.603）。しかし，八月になると

ヴィクトールは航海に出，それと交替にポールとヴィルジニーが夏休みで

帰宅してくる（単起法）（p.603-604）。つぎに，ヴィクトールが各地を「相

次いで」（successivement）航海し，帰るたびごとにフェリシテに土産を持

ってくること，彼がますます成長してゆく様が括復法が語られる（p.604）。

ところが「1819 年７月 14 日月曜日」ヴィクトールは二年にも及ぶ遠洋航海

に行くことを告げる。そして水曜日の夜，フェリシテはもう一度ヴィクト

ールに別れを告げたくてオンフルールまで徒歩で駆け付けるが，結局は会

えずに終る場面までは単起法で語られる（p.604-605）。そしてヴィクトール

の安否を気遣うフェリシテと，娘の健康を心配するオーバン夫人の姿はと

もに括復法で語られる（p.605）。ある日，いつもの娘からの手紙が来ない

ことに苛立つ奥さまを慰めようとして，自分には甥から半年も便りがない

― 40 ―

『まごころ』の物語論的研究（３）



と言って，かえって夫人からの怒りを買う情景は単起法である（p.605-606）。

またある日薬剤師からヴィクトールの乗った船がハバナに着いたと知らさ

れたフェリシテは，それについてもっとも色々知りたくて物識りのブーレ

ー氏に尋ねてみる。地図を持ち出して説明しようとするが，その意味を全

く理解できないフェリシテに驚くブーレー氏を描く箇所，さらにその二週

間後，ヴィクトールの死を知らせる手紙が届いた時の，フェリシテの悲痛

な嘆きを描く場面までは単起法である（p.606-607）。一つの悲しみの後に

はもう一つの悲しみがやって来る。ヴィルジニーの病状の悪化から死に到

るまでを語る物語言説がこの後に続く。娘の健康を心配するオーバン夫人

は「火曜日ごとに」（chaque mardi）オンフルールの修道院へ通い，娘との

水入らずの幸福な時を過ごす（括復法）（p.608）。ヴィルジニーの体力も回

復したかに思えた頃，ある雪の降る夕方，フェリシテはヴィルジニーの急

変を知る。一足遅れて駆け付けた時には，すでにヴィルジニーは死亡して

いる。そして通夜から葬式に到るまですべて単起法で語られる（p.608-609）。

その後，娘を失ったオーバン夫人の絶望，夢に出てくる夫の話，フェリシ

テの毎日の墓参りなどが括復法を中心として語られる（p.609-610）。ヴィ

クトールとヴィルジニーを失ったフェリシテとオーバン夫人にとって，そ

の後の数年間は語るに値しない期間であるかのように，高速度の要約法

（約 10 行の物語言説で数年間）で片付けられてしまう（単起法）（p.610）。

物語世界のこの真空状態に終止符を打つのは，ある夜郵便馬車の馭者によ

ってもたらされる七月革命の報である（単起法）（p.610-611）。この革命は

ポン＝レヴェックに新しい郡長一家とアメリカ産の鸚鵡をもたらす。しか

しこれらの新しい事態も当面オーバン夫人とフェリシテには本質的な変化

を与えることはなく，いまだに定職にも就かず借金ばかりしている息子の

ことを嘆くオーバン夫人，二人してヴィルジニーの思い出に生きているオ

ーバン夫人とフェリシテのことが括復法で語られる（p.611）。そんなある

夏の日，それまでなるべく見ないようにしていたヴィルジニーの持ち物を

調べてみることになる。陽光のもとで子供ベッドの上に並べられたヴィル

ジニーの数々の洋服，幼いころの玩具，細々とした身の回りの品が，懐し
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い過去を鮮明に甦らせる。虫に食われたビロードの帽子を見つけたフェリ

シテは，それをもらいたいと言う。フェリシテの気持を悟った女主人は，

身分の違いを超えて彼女を初めて抱擁する（単起法）（p.611）。これを契機

としてフェリシテの博愛主義的行動が始まる。行軍中の兵士，コレラ患者，

ポーランド難民，そしてコルミシュ爺さんの世話と，括復法を基本にして

語られる（p.612）。

以上のように，第三章では単起法と括復法が絶えず交替してゆき，どち

らかが優勢であるというよりも，相拮抗する形で使われていると言えよう。

第四章（p.613-620）は多くのページがフェリシテと鸚鵡のルールーの共

同生活に当てられる。まずルールーの姿の描写から始まって，ルールーの

性癖，ルールーを取り巻く人々の行動などが一部単起法を交じえて括復法

で語られる（p.613-614）。ところがある日，ルールーは一瞬の隙に姿をくら

ましてしまう。フェリシテの町中の懸命の捜索にもかかわらず，ルールー

は見つからない。疲れはてて諦めかけたフェリシテのところへ，ルールー

は自分から戻ってくる（単起法）（p.614）。この一件はその後重大な結果を

もたらす。ルールーの失踪事件が遠因となって，フェリシテは三年後に耳

が聞こえなくなってしまう（単起法）（p.614）。ただ，ルールーの「言葉」

だけはフェリシテの耳に届く。人間世界とのコミュニケーションを絶たれ

たフェリシテは，ルールーを唯一の話し相手として孤独だが濃密な心の交

流を生きる。

Ils avaient des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son

répertoire, et elle, y répondant par des mots sans plus de suite, mais où

son cœur s'épanchait.  Loulou, dans son isolement, était presque un fils,

un amoureux.  Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se crampon-

nait à son fichu; et, comme elle penchait son front en branlant la tête à la

manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau

frémissaient ensemble (p.615).

（フェリシテとルールーは対話をした。ルールーがお得意の三つの文句を
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心行くまで繰り返すと，フェリシテも，それにおとらず脈絡のない，し

かし真情あふれる言葉でそれにこたえるのだった。ルールーは，彼女の

孤独な生活のなかで，ほとんど息子であり，恋人だった。ルールーは彼

女の指によじのぼり，唇を噛み，肩掛けにしがみついた。そして彼女が

乳母のように顔をよせながらかぶりをふると，フェリシテの布帽子の大

きな縁（aile）とルールーの翼（aile）がいっしょにゆれた。）

ここには，余人の介入を許さない，フェリシテとルールーの親密で，超
・

言語的なコミュニケーションが成立している。フェリシテとルールーは同

じように <<aile>>（帽子の縁でありかつ鳥の翼）を持つ同じ種の生き物と

なっている。この括復法で語られている情景がフェリシテの至福の時を表

現していることは言を俟たない。これは『まごころ』における括復法の意

味を考える際に重要なヒントになるだろう。この場面に続いてさらに雨の

日のルールーの可愛らしい仕草に到るまで括復法で語られる（p.614-615）。

しかし，幸せな時は永くは続かない。「1837 年の冬の朝」，ルールーは死ん

でしまう。嘆くフェリシテを見兼ねたオーバン夫人は，ルールーを剥製に

してもらうように進言する。ル・アーヴルの剥製師のところへルールーを

送るために，フェリシテは自らオンフルールまで徒歩で持って行くことに

する。この時，耳の遠いフェリシテは道の中央を歩いていて，あやうく郵

便馬車に轢かれそうになる。事故は免れたものの，怒った馭者に鞭で打た

れて昏倒してしまう。そしてオンフルールの町の灯が見える丘の上まで来

ると脱力感に襲われ，自分の辛い半生を回顧する（反復的物語言説）。こん

な苦労のかいあってか，半年後ついに剥製となったルールーがフェリシテ

のところへ帰ってくる。ルールーの死からここまで（p.615-617）は単起法

で語られる。戻ってきたルールーを，フェリシテは自分の部屋にしまいこ

む。ここで初めてフェリシテの部屋の内部が紹介される。礼拝堂とバザー

ルを兼ねたようなその部屋には，宗教に関係した品々，ポールとヴィルジ

ニーの子供の頃の持ち物，ヴィクトールからの贈り物などが所狭しと並ん

でいる。フェリシテはこの部屋にルールーを安置して，「毎朝」（chaque
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matin）それを眺めながら，ルールーと過ごした日々の追憶に生きる。気力

も失せていたフェリシテも，近づく聖体の祝日の準備のために元気を取り

戻す。また，聖霊とルールーの類似に気づいたフェリシテは次第に両者を

同一視し始める。フェリシテの部屋の内部の描写からこの時点まで（p.617-

618）は括復法が主に使われる。

ところが，この後，単起的出来事が次々と起きる。まずポールの結婚で

ある（p.618）。36 歳で突如登記という天職を見出し，まじめになった彼は

ある検査官の娘をもらうことになる（p.618）。ポールに連れてこられた嫁

は，オーバン夫人とフェリシテには歓迎すべき人物ではなかった（p.618）。

その次の週，ブーレー氏の死の報せが届く。その死が自殺であったことが

確認され，また彼の犯した数々の悪事も露見する（p.618）。そして「1853

年３月」，オーバン夫人が 72 歳で病死する（p.618）。その十日後，ポール夫

妻がやって来て，残された品や家具のめぼしいものを持ち帰ったり，売り

飛ばしたりする。そして家までも売りに出されてしまう（p.619）。この一

連の出来事は単起法で語られる。これらの不幸な出来事が去った後，再び

括復的物語言説が始まる。いまや全くの一人になってしまったフェリシテ

の生活，ルールーの前に跪いて祈り，天窓から射し込む陽の光に輝く鸚鵡

のガラスの眼に法悦を感じるフェリシテ，オーバン夫人から遺贈された年

金でつつましく生活するフェリシテ，足も不自由となりシモン婆さんに

「毎朝」（tous les matins）来てもらって薪割りと水汲みをしてもらうフェリ

シテの生活が括復法によって語られる（p.619）。こうした晩年のフェリシ

テの生活を語る物語言説の後に，「何年かが過ぎた」（Bien des années se

passèrent）という単起的物語言説が何気なく挿入される。単起的物語言説

が出現する時，それはいつもフェリシテにとっては危機的な瞬間である。

フェリシテにはあと死を待つことしか残されてはいない。ついに復活祭の

あとでフェリシテは血を吐く（p.619）。死への後戻りできない一歩が始ま

ったのである。それと同時に，聖体の行列の準備が着々と進む。その年の

聖体安置所がオーバン夫人の中庭に決まり，フェリシテはそこにルールー

を置くことを望み，許可される（p.620）。祝日の早朝，死期を悟ったフェ
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リシテは司祭を呼んでもらう。終油の儀式のあとで，彼女はルールー殺し

の嫌疑をかけていたファビュに詫びる。そしてついにルールーに最後の別

れを告げる瞬間がくる。

Un peu plus tard, elle prit Loulou, et, l'approchant de Félicité:

－ Allons! dites-lui adieu!

Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient; une de ses ailes

était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre.  Mais, aveugle à présent, elle le

baisa au front, et le garda contre sa joue.  La Simonne le reprit, pour met-

tre sur le reposoir (p.620).

（ほどなくして，シモン婆さんはルールーを手に取り，フェリシテに近づ

けた。

「さあ，ルールーにさよならを言ってやりなさい」

ルールーは死体のままではなかったのに，すっかり虫に食われていた。

翼の一方は折れ，腹からは麻くずが出ていた。でも，いまはすっかり目

が見えなくなっていたフェリシテは，ルールーの額に接吻し，ルールー

をじっと自分の頬に押し当てていた。シモン婆さんはまたそれを手に取

って，聖体安置所に供えに行った。）

いまや，目も見えず耳も聞こえないフェリシテは，残された触覚を使っ

てルールーに最後の別れをする。「ルールーをじっと自分の頬に押し当てて

いた」という一文は，ここまでフェリシテの生涯を辿ってきた者には，寡

黙にして雄弁，感動的である。復活祭のあとで喀血してからこの箇所まで

は単起法で語られる。

第四章における単起法と括復法の比率は，ほぼ同じくらいか，やや括復

法の方が多いといったところである。

最後の第五章（p.621-622）は，第一章と同じく短い章である。この章は，

フェリシテの最期の日，聖体の祝日の日の数時間をカヴァーしているに過

ぎない。それゆえ，この章で語られることは本質的に単起的出来事である。
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聖体の行列が徐々にオーバン夫人の家の中庭に近づいてくる過程とフェリ

シテがその臨終に到る過程とが同時進行で語られる。そして中庭に設えら

れた祭壇の上の極彩色の花々，人目を引く珍しく，美しい品々――そのう

ちの一つがルールーである――の描写が続き，最後にフェリシテが最期の

瞬間に見たと信ずる鸚鵡の飛んでゆく姿の記述で『まごころ』は終る。

以上の結果をもう一度各章ごとの単起法と括復法の比率という形でまと

めてみたい。ただ，その数字はおおよその傾向を示す程度のものであり，

厳密なものではない。

１）第一章　 ２対８　（単起法／括復法）

２）第二章　 ５対５

３）第三章　 ６対４

４）第四章　 ４対６

５）第五章　10 対０

単起法と括復法の比率は，全体として見ればほぼ半々という結果になる。

この結果は興味深いものである。ジュネットによれば，伝統的な物語言説

においては，括復法の比率は１割を下回る程度に過ぎない(8)。それに比べ

て，『まごころ』における括復法の割合が約５割というのは特筆すべき特徴

だと言えよう。また，伝統的な小説においてはバルザックに到るまで，括

復法は本来の意味での物語言説である単起法に従属しており，括復法は主

役である単起法の引き立て役でしかなかったのを，フローベールが初めて

括復法をその機能の上での従属状態から開放した，というジュネットの指

摘(9)をも，この結果は裏付けている。

さらに，ジュネットは単起的情景（場面）の内部にも括復法な部分が存

在することがある，と指摘する。そして括復的切片が表す持続とそれが挿

入される情景の持続との関係によって，次のような区別をする。括復的切

片の持続の方が，それが挿入される情景の持続よりも大きく，それをはみ

だしているものを「外的」括復法（itération externe），括復的切片があくま

でもその情景自体の内部の持続を部分的に扱うものを「内的」括復法

（itération interne）と呼ぶ。『まごころ』においても後者の内的括復法は随
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所に見られる。その一例として，ヴィルジニーの病気療養のためにオーバ

ン一家とフェリシテがポン＝レヴェックからトゥルーヴィルの海水浴場ま

で移動する際の単起的情景を取り上げてみる。

La route était si mauvaise que ses huit kilomètres exigèrent deux heures.

Les chevaux enfonçaient jusqu'aux paturons dans la boue, et faisaient

pour en sortir de brusques mouvements des hanches; ou bien ils buttaient

contre les ornières; d'autres fois, il leur fallait sauter.  La jument de

Liébard, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup.  Il attendait patiem-

ment qu'elle se remît en marche; et il parlait des personnes dont les pro-

priétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales

(p.597-598; souligné par moi).

（道がひどく悪かったので，八キロ行くのに二時間もかかった。馬は足首

まで泥につかり
・ ・ ・

，そこから抜け出そうとしてはげしく尻を振った
・ ・ ・

。ある

時はわだちにつまづき
・ ・ ・ ・

，またある時は跳ばねばならなかった
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。リエバー

ルの牝馬は，ところどころで
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，急に立ち止まる
・ ・ ・ ・ ・

こともあった。彼は馬が

また歩きだすのを気長に待った
・ ・ ・

。そして街道沿いに所有地を持つ人々の

噂話をして
・ ・ ・ ・ ・

は，教訓めいた意見を付け加えたりした。）

傍点を付した部分は，この単起的情景の持続の内部で行為が繰り返され

たことを示す半過去形の動詞と，その反復の周期を表す表現である。牝馬

が急に立ち止まる行為をしたのは，実際にはこの二時間の旅程の通時的時

間の内部でのいくつかの時点においてである。その外の行為も同様に反復

されたのだ。この例で分かるように，内的括復法はそれが挿入される単起

的情景それ自体がある程度の長さの持続を持ち，かつその情景が詳しく語

られる場合に可能となる。このような条件を満たす単起的情景としては，

ジェフォスの農園からの帰り途で牡牛に襲われる場面（p.596-597），「二晩」

にわたるヴィルジニーの通夜の場面（p.609），雲隠れしたルールーを探し

てフェリシテが町中を東奔西走する場面（p.614），フェリシテの臨終に先
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立つ聖体の行列の様子を描く箇所（p.621）などがある。

ここまでの事実を踏まえて，『まごころ』における括復法の異例な多用の

意味を，単起法との関連において考察してゆくことが，これからの課題と

なる。それにあたって，第二章のフェリシテがオーバン夫人の家で働き始

めた時期を語る箇所を例として取り上げてみたい。すでに見たように，テ

クストのこの段階ではまずオーバン家の日常の習慣的，儀礼的な行事が次

から次へと括復法によって語られてゆく。「木曜日」のトランプの会，「月

曜日」の市の日の町の様子と二人の小作人の決まった訪問，「いつと決まっ

てはいない」グルマンヴィル侯爵の迷惑な訪問，しじゅうオーバン家に出

入りしているブーレー氏の訪問，「晴れた日」の早朝からのジェフォスの農

園へのピクニック（p.595-596）。これらの繰り返される出来事が，フェリシ

テの日常生活の主要な部分を占めていると考えられる。

ところで，これらの決まり切った同じ出来事の繰り返しの中でも，フェ

リシテがそれに対して不満を抱くというような反応を見せることは少しも

ない。それどころか，むしろこのようなある周期で繰り返される生活のリ

ズムの中でこそ，彼女は安心して暮らせるのだと考えられる(10)。もしそん

な生活が永久に続くならば，彼女はその状況の中で永久に幸せだっただろ

うとさえ思える。別な言い方をすれば，括復法によって語られる時期はフ

ェリシテにとっては安定した平穏な時期なのである。ところが実際には，

このような安定した時期が永続することはない。ある時点で単起的な出来

事が起きて，それまでの平穏な生活を壊わしてしまう。

ジェフォスの農園への遠出という習慣的な行事の途中で発生する牡牛に

襲われる事件が，まさにその単起的出来事である。この事件は単に一時的

な危機的瞬間としてだけ存在するのではない。それは結果としてさらに別

の単起的出来事をも招来する。ヴィルジニーの病気と，それに伴なうトゥ

ルーヴィルの海水浴場への転地療養である。このことは当然，ポン＝レヴ

ェックでのそれまでの生活の中断を意味する。『まごころ』においては，単

起的出来事は，それまでの同じ周期で繰り返される平和な生活の連続性を
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絶ち切るものとして出現してくると言える。ところが，一度絶ち切られた

平和な生活のリズムは，トゥルーヴィルに着いた後，ただちに回復される。

トゥルーヴィルという新しい場所での生活も，日々繰り返される出来事

の連続で成り立っている。毎日のヴィルジニーの海水浴，決まった「午後」

の遠出，「たいてい」同じ牧場での休憩，「またあるときは」舟に乗って潮

干狩，「あまり暑い日」には室内での休息，おそらく毎日の夕方の漁船が帰

港する光景の見物。ここまではトゥルーヴィルでの生活は，すべてが括復

法によって語られている。海水浴場での生活と以前のポン＝レヴェックの

生活は，結局似たような様相を呈してくる。ところが，ここでも単起的出

来事によってこの平和な生活に変化がもたらされる。フェリシテと，生き

別れになっていた妹との再会である。この単起的出来事が直接の原因とは

言えないが，結果的にオーバン一家はポン＝レヴェックに帰ってしまう。

それに引き続いて，ポールのカーンの中学校への入学が決まり，彼は家を

出てゆく。このことによって，ポン＝レヴェックのそれまでの生活のバラ

ンスは大きく崩れてしまう。

このように，『まごころ』においては括復法はフェリシテが安心して生活

できる期間を表し，それに対し単起法はその生活を打ち壊すものとして出

現するという図式が見えてくる。単起法によって表される時間は，過去か

ら未来へ一直線に進んでゆく，決して帰ってくることのない不可逆的，通

時的時間である。それに対し，括復法が表す時間は，ある特定の周期，一

日，一週間，一月，一年などの周期で回帰する時間である。一週間の周期

は，その一週間が経てば，また元の位置に戻ってくる。結局，括復的時間

は年を取ることを知らない。永遠に同じ時点に留まり続けるのである。フ

ェリシテには，その回帰し循環する時間の中に留まろうとする性向がある。

ポールとヴィルジニーがまだ幼かった時代，ヴィクトールと差し向いで食

事をし，母親然として彼と教会へ行った時代，ルールーとの水入らずの楽

しかった時代が，それぞれ永久に続くことをフェリシテは願っただろう。

その居心地のよい回帰する時間から彼女を引き離すのが，非情で暴力的な

単起的出来事である。その単起的出来事の最たるものが，フェリシテが愛
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した者たちの死である。『まごころ』には，フェリシテが愛した者は彼女よ

りも先に死ぬ，という法則がある。フェリシテの父と母，甥のヴィクトー

ル，ヴィルジニー，コルミシュ爺さん，鸚鵡のルールー，オーバン夫人と

次々に愛する者たちの死を見送る。死はその定義からして単起的出来事で

ある。愛する者たちの死は，その度ごとにフェリシテのそれまでの生活の

状況に変化を必然的にもたらす。このように『まごころ』を，回帰し循環

する時間と，その循環を阻止し，新たな状況を持ち込もうとする通時的時

間との対立のドラマとして捉えることも可能だ。このような観点に立てば，

『まごころ』においてあれ程までに括復法が多用されている理由が見えてく

るのではないだろうか。

境界限度，周期特定，延長

あらゆる括復的物語言説は，ある数の単起的「単位」（unité）によって構

成された一つの括復的「系列」（série）の途中で繰り返し生起した出来事の

総括的な語りである。系列とは次のようなものである。「1890 年の夏のすべ

ての日曜日」がその一例である。この系列は約 12 ほどの現実の単位（日曜

日）から構成されている。系列は，まずその通時的境界（1890 年の六月の

末と九月の始め）によって定義され，次にその構成単位の反復する周期

（７日に１度）によって定義される。前者の弁別特徴を「境界限定」

（détermination），後者のそれを「周期特定」（spécification）と呼ぶ。最後

に，構成単位（日曜日）のそれぞれの通時的振幅（24 時間）を「延長」

（extension）と呼ぶ。

「境界限定」。ある系列の通時的境界は一般にその開始と終りの時点の表

示によって限定される。ただその表示の仕方には，何年のいつから何年の

いつまで，といった明示的なものと，「ある
・ ・

年から」のような非明示的なも

のとがある。あるいは，ある単起的出来事との関連によって明示される場

合もある。「ある出来事が起きてからは」というような表示の場合である。
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「周期特定」。周期特定も非明示的なことがある。すなわち「時々」，「あ

る日には」，「しばしば」などの副詞によって示される場合である。また逆

に明示されることもある。「毎日」，「毎週日曜日」などの絶対的な明示の場

合や，「天気の良い日」と「天気の悪い日」のような相対的で，不規則な明

示の場合もある。以上の周期特定はいずれの場合も，すべて単純な周期特

定である。これ以外にも二つ以上の単純周期特定を組み合わせた複合的な

周期特定も存在する。「毎年の夏」と「毎週土曜日」を重ね合わすと「毎年

の夏の毎週土曜日」という複合的周期特定ができあがる。

「延長」。括復的単位のなかには，あまりにその持続が短くて，その持続

の内部で物語を展開するのに適さないものがある。「私の目覚し時計は毎朝

七時に鳴る
・ ・ ・ ・ ・

」というような言表である。これに対して，「眠れぬ夜」とか

「トゥルーヴィルでの一日」といった括復的単位は詳細な物語言説の対象と

なるに十分な振幅を具えている。

ここで，括復的物語言説に特有の問題が発生してくる。すなわち，括復

的物語言説において，その系列を構成するすべての単位に共通する不変的

特徴だけを取り上げれば，「九時就寝，一時間の読書，眠れぬ数時間，明け

方の目覚め」といった無味乾燥な時間割のようなものができてしまうだろ

う。そこで，物語言説を具体化し，多様化するために，括復的系列の「内

的境界限定」（détermination interne）と「内的周期特定」（spécification

interne）という手段が介入してくる。

「内的境界限定」。境界限定はある括復的系列の外部との境界を画するだ

けではなく，その系列の内部にいくつかの段階を区分して，その系列をい

くつかの下位系列（sous-série）に分割することもできる。ある系列の内部

に単起的出来事が介入してきて，その出来事の前／後で単位に何らかの変

化が生ずる場合，その単起的出来事は「その出来事の前」／「その出来事

の後」という下位系列を境界限定することになる。ただ上位の系列から見

れば，これらの下位系列は上位の系列の「変異体」（variante）として機能

する。内的境界限定から得られる変異体はすべて括復法に属する。なぜな

ら，それぞれが何度か反復されるからである。ただ変異体同士が結ぶ関係
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は，通時的であり単起的である。ある下位系列は，別の下位系列の後に
・ ・

（順序の上で）やってくるからである。だから，内的境界限定は括復的系列

の内部に単起的な区画を設定してゆくやり方である。

「内的周期特定」。これは純粋に括復的な多様化の方法である。この方法

は，必然的に括復的な交替関係にある二つの変異体を得るために，単に反

復を下位区分するだけだからだ。「毎日」という周期特定は二分することが

できるが，今度は通時的な分割ではなく，交互に交替する二つの部分に分

割するのである。「毎日」は「一日おき」という下位周期特定（sous-

spécification）に二分できる。「日曜日を除く毎日の午後」という周期特定

を「天気の良い日」／「天気の悪い日」の二つの下位周期特定に下位区分

するのも同じ原理から出てくる一つの形式である。以上の例はいずれも

明示的
・ ・ ・

周期特定に属するものである。内的周期特定には非明示的
・ ・ ・ ・

周期特定

もある。「ある時は」／「またある時は」，「時には」／「しかしまた別の時

には」などの周期特定である。

以上のことを，『まごころ』の中の一つの括復的情景である「トゥルーヴ

ィルの海水浴場に滞在したすべての日（毎日）」という括復的系列に適用し

てみる。この系列の構成単位は「トゥルーヴィルでの一日」である。この

単位の数は不明であるが，１，２ヶ月そこに滞在したとすれば，その数は

30 ～ 60 ということになる。境界限定に関してもテクストには何も表示され

てはいない。推測するしかないのだが，1810 年代の中頃のある年の夏の八，

九月頃ではないだろうか。周期特定は「毎日」である。その延長は，朝か

ら夕方までの約 10 時間ぐらいである。

括復法によって語られるオーバン一家が過ごした一日を追ってみよう。

まず午前中はヴィルジニーの海水浴に当てられた考えられる。午前中とい

う指示はどこにもないが，話の続きからそう判断できる。

Virginie, dès les premiers jours, se sentit moins faible, résultat du change-

ment d'air et de l'action des bains.  Elle les prenait en chemise, à défaut

d'un costume; et sa bonne la rhabillait dans une cabane de douanier qui
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servait aux baigneurs (p.599; souligné par moi).

（ヴィルジニーは，二三日もすると，たちまち元気になった。水着がなか

ったので，下着のままで海水浴をした
・ ・ ・ ・ ・ ・

。そしてフェリシテが，海水浴客

たちに脱衣場として使われていた税関の監視小屋で，服を着せて
・ ・ ・ ・ ・

やった
・ ・ ・

。）

オーバン家のトゥルーヴィル滞在の目的であるヴィルジニーの海水浴は，

このようにして毎日の午前中に行われたものと考えられる。この物語言説

が括復法に属するものであると分かるのは，文中の動詞が半過去（prenait,

rhabillait）であるからだ。昼食のことは何も語られない。続いて午後の行

動が語られる。

L'après-midi, on s'en allait avec l'âne au delà des Roches-Noires, du côté

d'Hennequeville.  Le sentier, d'abord, montait entre des terrains vallonnés

comme la pelouse d'un parc, puis arrivait sur un plateau où alternaient des

pâturages et des champs en labour (p.599; souligné par moi).

（午後にはいつも
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，驢馬を連れてエンヌクヴィルの方角にあるレ・ロッシ

ュ＝ノワールの先まで出かけた。小径は，はじめ，公園の芝生のような

起伏の多い土地のあいだを登ってゆき，やがて牧場と耕作地が交互する

丘の上に出た。）

「午後にはいつも」レ・ロッシュ＝ノワールの方へ遠出をする。ただし，

例外もある。それはこの後の話に出てくるので，その時に述べるが，この

午後の遠出はほぼ毎日繰り返されたと考えられる。

Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant Deauville à gauche, Le

Havre à droite et en face la pleine mer.  Elle était brillante de soleil, lisse

comme un miroir, tellement douce qu'on entendait à peine son murmure;

des moineaux cachés pépillaient et la voûte immense du ciel recouvrait
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tout cela.  Mme Aubain, assise, travaillait à son ouvrage de couture;

Virginie près d'elle tressait des joncs; Félicité sarclait des fleurs de

lavande; Paul qui s'ennuyait, voulait partir (p.599).

（ほとんどいつも
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，皆は，左手にドーヴィル，右手にル・アーヴル，正面

に沖が眺められる牧場で休憩をした。海は陽光に輝き，鏡のように滑ら

かで，波の音さえほとんど聞こえぬほど穏やかだった。姿の見えない雀

がさえずり，そして空の広大な丸天井がそのすべてを覆っていた。オー

バン夫人は座って縫物をし，ヴィルジニーはそのそばで燈心草を編み，

フェリシテはラヴェンダーの花をむしり，ポールは，退屈して，帰りた

がった。）

この括復的情景は直前の午後の遠出の続きだと思える。すなわち，レ・

ロッシュ＝ノワールの先まで行った時の行動を描いているものだと思える。

この箇所の周期特定は「ほとんどいつも」（presque toujours）となってい

る。「ほとんど」ということは，例外もあったことを意味しているわけだが，

その例外についての記述はない。

D'autres fois, ayant passé la Toucque en bateau, ils cherchaient des

coquilles.  La marée basse, laissait à découvert des oursins, des

godefiches, des méduses; et les enfants couraient, pour saisir des flocons

d'écume que le vent emportait.  Les flots endormis, en tombant sur le

sable, se déroulaient le long de la grève; elle s'étendait à perte de vue,

mais du côté de la terre avait pour limite les dunes la séparant du Marais,

large prairie en forme d'hippodrome.  Quand ils revenaient par là,

Trouville, au fond sur la pente du coteau, à chaque pas grandissait, et avec

toutes ses maisons inégales semblait s'épanouir dans un désordre gai

(p.599).

（またあるときは
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，舟でトゥーク川を渡って貝ひろいに出かけた。潮が引

くと，うに，帆立貝，くらげが姿をあらわした。そして子供たちは，風
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に乗って飛んでくる泡のかたまりをつかもうとして，走りまわった。穏

やかな波は砂の上に落ちては，砂浜に沿ってひろがっていった。砂浜は

見渡すかぎりずっと続いていた。しかし陸のほうは砂丘によって砂浜が

さえぎられ，その向こうにはマレーと呼ばれる，競馬場のような形をし

た牧草地が広がっていた。彼らがそこを通って帰ってくると，トゥルー

ヴィルの町が，向こうの丘の斜面の奥のほうで，一歩歩くごとにだんだ

ん大きくなっていった。そして大小さまざまの家が立ちならんで，町は

陽気な無秩序のなかで花咲くように見えた。）

「またあるときは」（d'autres fois）レ・ロッシュ＝ノワールとは反対側

にあるトゥーク川の河口へ行くこともある。同じ日の午後にこの両方の場

所に行くとは考えにくい。つまりトゥーク川の方へ行った日は，レ・ロッ

シュ＝ノワールの方へは行かなかったと思える。

Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre.

L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de lumière entre les

lames des jalousies.  Aucun bruit dans le village.  En bas, sur les trottoirs,

personne (p.599).

（あまり暑い日には
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，彼らは部屋から出なかった。まぶしい戸外の光が，

鎧戸の薄板のすきまに光の縞となって貼りついていた。村には物音ひと

つしなかった。下の歩道には誰一人いなかった。）

「あまり暑い日には」（les jours qu'il faisait trop chaud）午後の外出は中

止となる。「午後にはいつも
・ ・ ・

」外出していたという最初の周期特定に対する

例外として「あまり暑い日」の行動が語られている。「午後はいつも」外出

していたという周期特定は，修正しなければならない。「毎日の午後」は

「たいてい」／「あまり暑い日」という二つの下位周期特定に分ける必要が

ある。以上ここまでが，午後の行動を語る物語言説である。次に夕方の行

動が語られる。
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Le principal divertissement était le retour des barques.  Dès qu'elles

avaient dépassé les balises, elles commençaient à louvoyer.  Leurs voiles

descendaient aux deux tiers des mâts; et, la misaine gonflée comme un

ballon, elles avançaient, glissaient dans le clapotement des vagues,

jusqu'qu milieu du port, où l'ancre tout à coup tombait.  Ensuite le bateau

se plaçait contre le quai.  Les matelots jetaient par-dessus le bordage des

poissons palpitants; une file de charrettes les attendait, et des femmes en

bonnet de cotton s'élançaient pour prendre les corbeilles et embrasser

leurs hommes (p.600).

（主な気晴らしは漁船の帰港だった。漁船は航路標識のブイを通りすぎる

と，ジグザク帆走をはじめた。帆はマストの三分の二のところまで降り

ていた。そして，前檣帆を風船のようにふくらませて，漁船は進み，波

音のなかを港の中央まですべって来ると，突然，錨が投げこまれた。そ

れから船は波止場に横づけになった。漁師たちは船の上からぴちぴち跳

ねる魚を投げた。一列に並んだ荷車がそれを待ちうけていた。そして木

綿の頭巾をかぶった女たちは籠を受け取ろうとして駆けより，亭主に抱

吻するのだった。）

ここでは実際には，夕方であるとも，またその周期特定も書かれている

わけではないが，話の前後の関係から，この場面は夕刻の出来事であり，

その周期もほぼ毎日のことだろうと推測できる。

オーバン一家がトゥルーヴィルで過ごす一日は，以上のようにすべて括

復法によって午前中の海水浴から夕刻の漁船の帰港見物までが語られる。

この間，単起的出来事は一つもない。ここで，オーバン家のトゥルーヴィ

ル滞在中の行動を整理してみる。午前中のヴィルジニーの海水浴と夕方の

漁船の帰港を見物することは，テクストに明記されているわけではないが，

ほぼ「毎日」行なわれていたと考えられる。ところが，午後の行動のほう

は多様である。まず，午後は「たいてい」遠出をするが，「あまり暑い日」

は遠出はしない。次に，午後遠出をする場合，「たいてい」レ・ロッシュ＝
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ノワールの方角へ行き，「ほとんどいつも」海を見晴らす牧場で休憩する。

ただ「あるときは」舟に乗ってトゥーク川の河口に行き潮干狩をする。こ

れらの周期特定の関係は次の図のようになるはずである。

「毎日の午後」という絶対的周期特定は，「たいてい」／「暑い日」とい

う下位の内的周期特定によって二分され，「たいてい」外出するという内的

周期特定はさらに下位の内的周期特定「たいてい」／「あるときは」によ

って二分され，「たいてい」レ・ロッシュ＝ノワールの方角へ行くという内

的周期特定はさらに下位の内的周期特定「ほとんどいつも」／「ゼロ」（何

も語られない）に二分される。これは，とかく無味乾燥な時間割のような

ものになりがちな括復的物語言説を多様化するために，内的周期特定が介

入した好例である。

次に内的境界限定もこの箇所で使われていることを指摘しておきたい。

それは，漁船が帰港する場面においてである。

Une d'elles, un jour, aborda Félicité, qui peu de temps après entra dans la

chambre toute joyeuse.  Elle avait retrouvé une sœur; et Nastasie Barette,

femme Leroux, apparut, tenant un nourrisson à sa poitrine, de la main
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droite un autre enfant, et à sa gauche un petit mousse, les poings sur les

hanches et le béret sur l'oreille (p.600; souligné par moi).

（ある日
・ ・ ・

，その女たちの一人がフェリシテに近づいてきた
・ ・ ・ ・ ・ ・

。まもなく彼女

は，いかにもうれしそうに部屋にもどってきた
・ ・ ・ ・ ・ ・

。妹と再会できたので
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ある
・ ・

。そして，今はルルーの女房となっているナスタジー・バレットが

姿を見せた
・ ・ ・ ・ ・

。胸に乳のみ子を抱き，右手でもう一人の子の手をひいてい

た。さらに左には，拳を腰にあててベレー帽をななめにかぶった少年水

夫がいた。）

トゥルーヴィルの海水浴場の場面に初めて現れた単起的物語言説である。

この単起的出来事は，オーバン一家の生活に少なからぬ変化をもたらすこ

とになる。そして新たに括復的物語言説を生み出す。

On les rencontrait toujours aux abords de la cuisine, ou dans les prome-

nades que l'on faisait.  Le mari ne se montrait pas.

Félicité se prit d'affection pour eux.  Elle leur acheta une couverture, des

chemises, un fourneau; évidemment ils l'exploitaient. Cette faiblesse

agaçait Mme Aubain, qui d'ailleurs n'aimait pas les familialités du neveu,

― car il tutoyait son fils; ― et comme Virginie toussait et que la saison

n'était plus bonne, elle revint à Pont-l'Évêque (p.600).

（台所のあたりとか，散歩の途中などで，妹の家族にしじゅう
・ ・ ・ ・

出会うよう

になった。亭主は姿を見せなかった。

フェリシテは彼らに愛情を感じるようになった。毛布，シャツ，焜炉を

彼らに買ってやった。あきらかに彼らはフェリシテを食いものにしてい

た。その人の好さがオーバン夫人をいらいらさせた。そのうえ甥のなれ

なれしい態度も気に入らなかった――息子を呼びすてにするからであっ

た――それにヴィルジニーが咳をしだしたし，季節ももはやよくはなか

ったので，オーバン夫人はポン＝レヴェックへもどった。）

― 58 ―

『まごころ』の物語論的研究（３）



フェリシテと妹の再会という単起的出来事は，「オーバン一家のトゥルー

ヴィル滞在の毎日」という系列に新たな段階を画したのである。この系列

は，妹との再会の前／後で二つの下位系列に分割され，新たな下位系列の

単位には，それまでにはなかった出来事が加わってくる。「しじゅう」オー

バン一家の周辺に妹の家族がつきまとい，甥はポールに対し友達のような

口をきき，オーバン夫人を怒らせる。このように，妹との再会の前の系列

と再会後の系列は全く異なる様相を呈しはじめる。

以上が，括復的物語言説を具体化し，多様化するために，内的境界限定

と内的周期特定が介入してくる様を示す具体的な例である。

注

(１) Gérard Genette, Figures , Seuil, 1972, p.145-182.

(２) 「aspect［相］－動詞の表わす動作の進行の様態・性質を表わす文法

形式を言う。一般に inchoatif［起動相］（動作の開始），instantané

［瞬間相］（瞬間的動作），duratif［継続相］，itératif（fréquentatif）

［反覆相］，progressif［進行相］，aspect d'accomplissement［完了相］，

résultatif［結果相］（動作の結果である状態）などに分ける。」（朝倉

季雄，『フランス文法事典』，白水社，1955）

(３) Gustave Flaubert, Un cœur simple, in Œuvres , Pléiade, Gallimard,

1952, p.591-622.

(４) Voir G. Genette, op.cit., p.148.

(５) この「木曜日」のトランプの会は，いつからかは分からないが，「日

曜日」に変わっている。日曜日のトランプの会について初めて言及

されるのは，ルールーがオーバン家にもらわれてきてからである。

<<Néanmoins il recherchait la compagnie; car le dimanche, pendant

que ces demoiselles Rochefeuille, M.de Houppeville et de nouveaux

habitués : ［...］, fasisaient leur partie de cartes, ...>> (p.613)（そのく

せ，ルールーはお客の仲間入りをしたがった。というのは毎週
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日曜日
・ ・ ・

に，ロッシュフィユのお嬢様
・ ・ ・

がたや，ド・ウップヴィル氏や

新しい常連客［…］がトランプをしていると…）

(６) グルマンヴィル侯爵と小作人のリエバールは 1820 年代後半には死亡

してしまう（p.610）。この箇所で語られる習慣的な行事は，あるもの

は十数年で終わることになる。

(７) この行事は，子供たちが幼い時期の短い期間続いたと思われる。

(８) G. Genette, op. cit., p.149, note 1.

(９) Ibid., p.148.

(10) 『ボヴァリー夫人』のヒロイン，エンマ・ボヴァリーとは対照的な反

応だと言える。

『まごころ』の物語論的研究（３）


