
『まごころ』の物語論的研究（２）

－速度－

諏訪　　裕

2．速度（1）

不等時法

この章でも，物語内容の時間と物語言説の時間の関係を考察する。ただ，

今度は時間の「持続」（durée）の側面を取り上げる。物語内容の持続時間と

は，物語言説によって語られる出来事の持続時間である。一方，物語言説

の時間とは何だろうか。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。時間性が発生するのは，それが読まれる時である。読書

に要する時間を物語言説の時間と考える。物語内容の時間と物語言説の時

間が等しいような物語テクストが存在するとしたら，それは「等時法」

（isochronie）を使用していると言えるだろうが，そのようなテクストは現実

にはほぼ存在しない。あるとしたら，語り手の介入なしに，作中人物たち

だけの対話で成り立っているような物語テクストの場合が考えられるだけ

である。しかし，この世に存在している圧倒的多数の物語テクストは何ら

かの「不等時法」（anisochronie）を使用していると言える。ただ，物語言説

の時間を読書に要する時間だと考えることは，読書の速度は個々のケース

で異なるものであるので，適当な方法だとは言えない。そこで，物語言説

の時間を測る客観的な基準を，テクストの長さに求めるべきだろう。テク

ストの長さは，行数とページ数で測られる。

「速度」とは，時間的大きさと空間的大きさの関係を言う。同じ一日の

出来事を一ページで語るのと，十ページで語るのでは，前者は後者の十倍
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の速度であるということである。語り手は，一つの物語テクストの内部で

も様々な速度を使用していると言える。ある部分では速度を減速したり，

また，別の箇所では速度を加速したりという現象が随所で見られるはずで

ある。

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，

物語内容の時間である。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年代の初頭？）（4）までの約50年間と，フ

ェリシテの薄幸な生い立ち（1790年代の初め）（5）から十八の時の初恋の経

過と結末（1809年末頃）までを語る後説法の十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，それを読

む時間に換算すれば数時間ということになる。この段階ですでに，この物

語テクストの顕著な特徴は物語内容の時間（約70年）と物語言説の時間

（数時間）の間の極端な不等時性にある，と言える。

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時間を十年単位に区切るのが

有効だと考える。それぞれの十年間に何ページが当てられているかを見れ

ば，その速度が分かるからである。ただこの作業は実際には多くの困難を

伴なう。一つ一つの出来事の年代を正確に決めることは原理的に不可能で

ある。物語言説によって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。ゆえに今から行なう年代

区分は完全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年代の前半から1809年末頃までと考えられる。この十数年間

に対して約2ページの物語言説が当てられる。（2ページ／十数年）

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て

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。
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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。この十年間は『まごころ』の中で最も出来事

の多い時期であり，したがって一番劇的な密度が高い十年間だと言える。

この時期の主要な物語内容は，オーバン家の毎週行なわれる恒例の行事

（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滞在

（p.596－600），そこでのフェリシテと妹との再会（p.600），ポールのカーン

の中学校への入学（p.600），ヴィルジニーの教理問答（cathécisme）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

入学（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（p.605）等であ

る。以上が1810年代の主な出来事である。この十年間に対して11ページの

物語言説が費やされる。（11ページ／10年）

3）1820年代（p.605－610）。この十年間の速度には特徴がある。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，オーバン夫人の深い絶

望（p.607－610）等が詳細に語られる。ところが後半の数年間は12行弱で片

付けられてしまう（p.610）。この十年間には5ページが当てられるが，大半

は前半の一，二年の記述に費やされて，その配分は非常に片寄ったものと

なっている。（5ページ／10年）

4）1830年代（p.610－618）。1830年代の開始を知らせるのは，七月革命に

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

と共にオウム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
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（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，後半ではオウムの

ルールーが引き受けることになる。これ以後は，フェリシテとルールーの

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，

重大な出来事が起きる。ポールの結婚である（p.618）。この結婚の年代は明

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。この十年に対して，

8ページが当てられる。（8ページ／10年）

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。（0ページ／10年）

6）1850年代（p.618－622）。この十年を『まごころ』の最後の十年間だと

みなす。フェリシテの死亡時期がいつであるかは，結局推測するしかない

からである。この時期の主な出来事は，1853年のオーバン夫人の死（p.618），

その後一人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。この十年間の

進行速度にも特徴がある。オーバン夫人が死んだ頃の時期は比較的速度は

ゆるやかであるが，それに続く数年（十年ぐらいであろうか？）は一行で

終わってしまう。そしてフェリシテの病気と臨終の場面の進行速度は非常

にゆるやかなものとなる。聖体の祝日（Fête-Dieu）の行列の刻明な記述，

オーバン夫人の家の中庭に設えられた祭壇の上に供えられた数々の品物の

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。このおよそ十年間（フェリシテの死亡時期が確定しない）に対

して，4ページの物語言説が当てられる。（4ページ／十数年）

以上の結果を，各十年間に対して割り当てられたページ数という形で表

わせば，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。 2ページ／十数年
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2）1810年代。11ページ／10年

3）1820年代。 5ページ／10年

4）1830年代。 8ページ／10年

5）1840年代。 0ページ／10年

6）1850年代。 4ページ／十数年

これらの数字は，多くの部分で，たとえばある出来事をどの年代だと考

えるかという点で，推測に基づくものである。それゆえ厳密な意味では正

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

変化を知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，その速度は非常にゆっくり

としたものである。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，このおよそ十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が分かる。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，オウムのルールーとフェリシテの

共同生活が，1850年代ではフェリシテの最晩年，特に最期の一日が話題の

中心となる。これとは対照的に，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年代後半と，ルールーが死ん

でしまった後の1840年代，さらにオーバン夫人が死んだ後の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，その速度の

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作り出している。

ジュネットは，物語の速度もしくはテンポ（mouvement）として，次の四

つのテンポを挙げている（7）。

1）「休止法」（pause）は，速度ゼロで，描写的休止を指す。家の内部や人

物が描写される時，その時点では物語世界の時間は止まっている。

2）「情景法」（scène）は，物語内容の時間と物語言説の時間がほぼ等しい，

等時的な速度である。これは作中人物たちの対話で構成される。
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3）「要約法」（sommaire）は，作中人物の行為や言葉の細部を省略して，

その要点のみを比較的短い言説で語る箇所のテンポである。この速度は一

定ではなく，可変的である。記述が詳しければ速度が遅くなり，簡潔であ

れば速度は速くなる。

4）「省略法」（ellipse）は，物語内容のある期間を省略してしまうもので

あり，その速度は無限大である。

休止法，情景法，要約法，省略法の順に速度は速くなってゆく。また，

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。

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

を語る時の速度である。それゆえ『まごころ』におけるテンポは，圧倒的

な割合で要約法である。70年にもわたる物語内容の時間を32ページの物語

言説が語るのであるから，このことは当然の帰結と言える。ただ要約法は

固定的なテンポではなく，可変的である。要約法の速度は情景法と省略法

の中間に位置し，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り

うる。それゆえ『まごころ』における速度という問題を考察することは，

結局その大部分において，要約法の速度のヴァリエーション，すなわちそ

の相対的な程度の差を考えることに行き着く。前節「不等時法」のところ

で分析した十年単位の速度の変化は，ほぼそのまま要約法の分析であると

も言える。ただこれはあまりに大雑把なものなので，フェリシテの経歴を

語る後説法を一例として取り上げて，それを微視的な規模で分析してみた

い。そこでは2ページの物語言説が，十数年間のフェリシテの身の上を語る。

ただ速度という点では，そのありようは非常に多様である。

Son père, un maçon, s’était tué en tombant d’un échafaudage. Puis sa mère
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mourut, ses sœur se dispersèrent, un fermier 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 jalousaient （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。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。）

プレイヤッド版で10行弱の物語言説が語る物語内容の持続時間は，十年

以上の時間だと考えられる。これは非常に高速度の要約法だと言える。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機能を持つ外的・

後説法（8）の典型的な一例である。一見，簡潔で素っ気ない文章ながら，そ

こに込められた情報は非常に圧縮された濃厚なものであるとも言える。フ

ェリシテの自分の不幸を不幸だとも思わない性格，主人たちから気に入ら

れ，仲間たちからは妬まれるほどの勤勉な働きぶりがすでにここには読み

取れる。要約法の速度という点では，同じ後説法の内部でも大きな変化が

次の箇所で見られる。

Un soir du mois d’août (elle avait alors dix-huit ans), ils l’entraînèrent à

l’assemblée de Colleville. 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
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pipe, les deux coudes sur le timon d’un banneau, vint l’inviter à la danse. Il lui

paya du cidre, du café, de la galette, un foulard, et, s’imaginant qu’elle le

devinait, offrit de la reconduire. Au bord du champ d’avoine, il la renversa

brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s’éloigna（p.593）.

（八月のある晩（彼女はその時十八だった），仲間たちに連れられてコル

ヴィルの祭に行った。すぐに，村のヴァイオリン弾きの音や，木の間の

灯の火や，踊りの衣裳の雑多な色，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。彼

は彼女に林檎酒や，コーヒーや，ガレット菓子や，スカーフを買ってや

り，相手も自分の気持をわかっているものだと思って，送ってゆこうと

いった。燕麦の畑のそばまでくると，彼はいきなり彼女を押し倒した。

彼女は怖がって，声をあげた。彼は行ってしまった。）

フェリシテが十八の時，近くの村の祭に行き，初めてテオドールに出会

う場面を描いた箇所である。物語内容の時間は，せいぜい二，三時間だと

思えるが，これに対して13行の物語言説が当てられている。この前の引用

と比較すると，その速度には歴然たる違いがある。ここに来て速度は急に

遅くなっている。とは言え，読者が最も知りたいと思っているフェリシテ

の内面，彼女がテオドールをどう思っているかというようなことは何も知

らされない。これよりもさらに速度が減速されるのが，その次の場面，祭

の日の後でフェリシテが偶然に道でテオドールに再会する場面である。物

語内容の時間としては，おそらく二，三十分間の出来事だと思われるが，

それに対して21行の物語言説が費やされる。ただこの箇所では要約法以外

のテンポも使われている。作中人物たちの対話である情景法である。その

部分を差し引いても，この箇所の速度は非常にゆっくりとしたものである。

全体だと長くなるので，後半の部分だけを引用する。
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《Mais non ! je vous jure!》 et du bras gauche il lui entoura la taille; ils se

ralentirent. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l’énorme charretée de foin

oscillait devant eux; et les quatre chevaux, en traînant leurs pas, soulevaient de la

poussière. Puis, sans commandement, ils tournèrent à droite. Il l’embrassa encore

une fois. Elle disparut dans l’ombre（p.593）.

（「本気だとも」といって，彼は左の腕を彼女の腰にまわした。二人の足

はおそくなった。風は生暖かく，星々は輝き，荷車に積んだ大きな乾草

の山が二人の前で揺れていた。そして四頭の馬は足を引き摺りながら砂

埃を立てていた。やがて，馬は指図も受けていないのに右に曲った。彼

はもう一度彼女を抱いた。彼女は闇に消えた。）

物語世界の中の二人も，四頭の馬もその歩みの速度を落とし，それに釣

られて物語言説も歩みを弛める。一瞬が永遠となる例外的瞬間である。二

人の恋をほほえましく見守る自然と宇宙の中で，時間は止まる。フローベ

ールが時に披露してみせる甘美な緩徐楽章の一つである。二人はこの後人

目を忍んで逢引きを重ねることになり，やがてテオドールに兵役の話が持

ち上がる。彼は徴兵逃れのために金持の未亡人と結婚することになり，フ

ェリシテの恋は終わる。その結果，フェリシテはそれまで住んでいた農家

を去り，職を求めてポン＝レヴェックに出て行く。そしてそこでオーバン

夫人と出会う。ここで後説法が第一次物語言説と合流する。フェリシテと

テオドールが付き合い始める時点から，彼女がオーバン夫人に出会うまで

にどれ位の時間が経過しているのかは，判断に迷うところである。結局，

推測するしか方法はないのだが，この期間は四，五ヶ月だと判断する。も

う少し長い期間とも考えられるが。この間の出来事を語るのに，一ページ

弱（32行）の物語言説が当てられる。この部分も速度としては，かなりゆ

っくりしたテンポで進んでいると言える。以上の分析の結果をまとめてみ

る。

1）フェリシテの生い立ちから十八歳の頃までを語る部分。 10行／十数

年
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2）コルヴィルの祭の夜の部分。 13行／2，3時間

3）二人が再会する場面。 21行／2，30分

4）二人が付き合い始めてから別れるまで。 32行／4，5ヶ月

全体で約2ページのフェリシテの経歴を語る後説法の部分を，その速度の

変化を検証するために微視的な規模で分析した結果が，以上の数字に表わ

れている。この結果から言えることは，同じ要約法であってもその速度に

は著しい緩急の差がある，ということである。10行で十数年の出来事を語

るものもあれば，21行で二，三十分の出来事を語るものもあるという具合

である。この緩急の差は，ほぼ語られる物語内容の重要性と比例関係にあ

ると見て間違いではないだろう。内容として重要なものは緩やかなテンポ

で，そうでないものは速いテンポで語られるということである。ただもち

ろん，速いテンポにもそれなりの意味があることも事実である。たとえば，

1820年代の後半の数年間は12行で片付けられてしまう（p.610）。この時期は，

ヴィクトールとヴィルジニーが相次いでいなくなり，『まごころ』がその存

在理由を失った時期である。物語はもはや語るに値することを見い出せな

いでいるのだ。この高速度の要約法は，まさにこのことを共示していると

考えられる。これまでの要約法の速度の変化の分析が明らかにしているの

は，『まごころ』の面白味の一つは，その物語の進行速度の加減の仕方にあ

る，ということではないだろうか。この意味からも，この物語テクストに

おいて，要約法が支配的なテンポであることが頷けるのである。

休止法

描写的「休止法」（pause descriptive）は，ある長さの物語言説の切片が，

物語世界のいかなる持続にも対応していない状態を指す。それゆえ，その

速度はゼロ，休止状態である。ただ描写には，物語世界の時間が完全に停

止した状態でなされる場合と，そうでない場合がある。前者の場合，語り

手はただ読者に物語世界について必要な情報を与えるために，作中人物の

誰も見ていないような光景を描写する。一方，休止を伴わない描写は，作
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中人物の知覚を通して行なわれる（9）。この場合，物語世界の時間は停止し

ていない。作中人物がその対象を眺めている時間が，物語世界の時間であ

るからだ。

では『まごころ』における描写はいかなる描写であろうか。中篇小説と

いう規模から，長い描写はあまり多いとは言えまい。最も長いものでも一

ページ（43行）を超えることはない。最初に登場するのは，オーバン夫人

の家の描写である（p.591－592）。この描写は最も長いもので，29行にわた

る。一階の部屋，二階の部屋と刻明な描写が続き，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。一階の部屋の描写を引用する。

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. 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

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
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ある。）

この描写では，物語世界の時間は止まっているのだろうか，それともこ

の間物語世界の時間は進んでいるのだろうか。ここでは，ある特定の作中

人物（たとえばフェリシテ）の視線を前提にしなくとも済むように思える。

すなわち，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。またフェリシテの

服装について述べている箇所も，この種の描写だと考えられる。

En toute saison elle portait un mouchoir d’indienne fixé dans le dos par une

épingle, un bonnet lui cachant les cheveux, des bas gris, un jupon rouge, et par-

dessus sa camisole un tablier à bavette, comme les infirmières d’hôpital

（p.592）.

（一年中，彼女はピンで背中に留めたインド更紗のネッカチーフ，髪を

その中につつんだ縁なし帽，グレーの靴下，赤いスカート，キャミゾー

ルの上に，病院の看護婦のように，胸当てのあるエプロンを着けてい

た。）

以上の二つの描写は『まごころ』の一ページ目と二ページ目に出てくる

ものである。この段階では，語り手自身が物語の舞台と，そのヒロインの

紹介の役を引き受けたのだと考えられる。今はまだ物語は開始前の準備段

階にあると言える。しかし，第二章からいよいよ物語が動き出すと，語り

手が引き受ける描写は姿を消してしまう（10）。それに代って，ある作中人物

が見ている光景の描写が大半となる。次は，フェリシテがヴィルジニーを

連れて毎日教会へ通う時の描写である。

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
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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わし

ていた。）

ここでは，描写を導いているのがフェリシテの視線であることは，「［彼

女は］自分のまわりを見まわした」（《［elle］promenait ses yeux autour d’elle》）

という表現によって明示されている。この描写の速度がゼロではないこと

は明らかだ。フェリシテがこれらの対象を知覚し，認識する時間は，物語

世界の時間であるからだ。さらに「頻度」（11）の観点から見て，ここでは括

復的物語言説が使われている。つまり，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倍の時間な

のである。物語内容の時間と物語言説の時間の関係から見ると，これはか

なりの速度の要約法だと言える。

ある作中人物の目を媒介にした描写で忘れてはならないのは，フェリシ

テの臨終の場面に登場する，聖体の祝日にオーバン夫人の家の中庭に設え

られた祭壇の上に供えられた品々の描写である。

Le clergé parut dans la court. La Simonne grimpa sur une chaise pour atteindre à
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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. Ce

monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage

jusqu’au tapis se prolongeant sur les pavés; et des choses rares tiraient les yeux.

Un sucrier de vermeil avait une couronne de violettes, des pendeloques en pierres

d’Alençon brillaient sur de la mousse, deux écrans chinois montraient leurs

paysages. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil

à une plaque de lapis （p.622; souligné par moi）.

（司祭たちが中庭に入ってきた。シモン婆さんは
．．．．．．．

円窓に背が届くように

椅子にのぼり，こうして仮祭壇を見おろした
．．．．．

。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。

その鮮やかな色彩の堆積が，祭壇から敷石の上に延べられたじゅうたん

のところまで斜めに垂れていた。また珍しい品々が人目を引いていた。

金メッキした銀製の砂糖壺には，スミレの花で編んだ冠が載せてあり，

苔の上ではアランソンの宝石の耳飾りが輝き，二枚折りの中国屏風には

山水が描かれていた。ルールーは，バラの花のかげにかくれて，ラピ

ス・ラズリの板のような，青い額だけをのぞかせていた。）

『まごころ』の一ページ目に出てくるオーバン夫人の家の描写と対をな

す，最後のページに出現する描写である。オーバン夫人の家の描写の暗い

くすんだ色調に対し，この描写の明るい極彩色は見事に対照的である。こ

の描写では，シモン婆さんが重要な役割を果たしていることが明らかだ。

彼女は，フェリシテの最晩年，フェリシテが衰弱して動けなくなった時に，
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彼女の身の回りの世話をしにやってくる。この時期フェリシテは足も不自

由で，目も見えず，耳も聞こえない状態である。今やフェリシテに残され

た感覚機能は，味覚，触覚，嗅覚に限られている。シモン婆さんは，フェ

リシテの足，フェリシテの目，フェリシテの耳の代役を果たしていること

になる。この場面ではシモン婆さんは，フェリシテの目の代りに，この光

景を眺めているのだ。フローベールは，この目的のために，シモン婆さん

を導入したと言っても過言ではあるまい。

少数の実例ではあるが，それらを検証した結果を踏まえて言えば，『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

よう。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

ではない描写だと言える。結局これらの描写は，純粋に速度の観点から見

れば，要約法に分類すべきである。

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

を指す。それゆえ，その速度は無限大である。『まごころ』のような非常に

長い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る物語

テクストにおいて，省略法の使用は不可避だとも言える。短い物語言説が，

物語内容の全ての持続に対応するというのは，原理的に不可能に近いこと

である。もっとも，要約法はそれを可能にする手段ではある。

省略法の分析は，物語言説が省略してしまった物語内容の時間を考察す

ることにある。省略された時間が具体的に明記してあるもの（たとえば

「二年
．．
後に」）を「限定的」省略法（ellipse déterminée），漠然とした期間の

表記のもの（たとえば「長い
．．
年月」）を「非限定的」省略法（el l ipse

indéterminée）と呼ぶ。ただ，この二つの省略法の場合，いずれもその省略

された期間について言及がなされているという点では共通している。この

種の省略法をまとめて「明示的」省略法（ellipse explicite）と呼ぶ。一方，
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省略された期間について何の言及もなされない場合もある。この場合，読

者は自分で推論によってその省略された期間を見つけ出さなければならな

い。このような省略法を「暗示的」省略法（ellipse implicite）と呼ぶ。今後，

省略法をこの二種類に分けて考察してゆく。

明示的省略法は，『まごころ』においてどのように使われているだろうか。

その一例を挙げてみる。

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; et elle parlait très haut, même à

l’église （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。それで教会の中でも，

大声で話した。）

逃げ出したルールーを探して一日中町を走り回ったことが遠因となり，

フェリシテはついには耳が聞こえなくなってしまう。ここでは，フェリシ

テが耳を患った時点から三年経った後のことを語る言表の中に「その三年

後」（trois ans plus tard）が置かれているので，これは明示的省略法である。

省略された空白の三年間に対応する物語言説は何一つ存在しない。それゆ

え速度は無限大である。次の箇所でも同種の省略法が使われている。

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; il n’en fut plus

question （p.616; souligné par moi）.

（フェラシェは長い間オウム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。）

フェリシテがルールーを剥製師のところへ届けてから，それが彼女のも

―32―

『まごころ』の物語論的研究（2）



とへ帰ってくるまでの「六ヶ月」である。これも明示的省略法である。た

だ，これは形式上は完全な省略法ではあるが，その効果は通常の省略法と

は逆の方向に作用していると考えられる。一般に，省略法は省略された期

間は語るに値することがないことを強調するものだが，ここでは一日千秋

の思いでルールーの帰りを待つフェリシテの気持の方に重点が置かれてい

る。つまりこの六ヶ月は空虚な時間ではなく，フェリシテの待ち遠しい思

いが一杯に詰った六ヶ月なのである。別の角度から言えば，この省略法は

形式上は速度無限大であるが，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。

次に明示的省略法にとてもよく似た物語言説の例を検証してみたい。

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

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

par moi）.

（彼女の視力は衰えた。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。）

オーバン夫人の死後，フェリシテが一人住んでいる家も売りに出された

時期を語る物語言説である。この「何年か」（bien des années）がはたして何

年を指すのか興味のあるところであるが，推測する以外に方法はない。フ

ェリシテの死亡時期を特定する上では重要な要件となる。ところで「何年

かが過ぎた」は省略法なのだろうか。この場合，この物語言説の存在その

ものによって，厳密な意味での省略法とは言えない。この物語言説が，そ

の何年かに対応しているのである。だから，これは限りなく省略法に近い

高速度の要約法とでも呼ぶべきだろう。これと同種の例をもう一つ引用し

てみたい。

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

des grandes fêtes: Paques, l’Assomption, la Toussaint. Des événements intérieurs

―33―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号



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 Gremanville, paralysé depuis longtemps（p.610; souligné par moi）.

（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

かは特別の話もなかった。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，人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。）

この物語言説ほど，物語世界の時間が高速度で通過して行ったという印

象を，読者に与える物語言説は他にはない。しかし，この物語言説も前の

例と同様に，省略法ではなく，高速度の要約法である。理論上，速度無限

大の省略法の方が，要約法よりも速度は速い。だが実際に『まごころ』を

読んでみると，逆説的だが省略法よりもむしろこの種の高速度の要約法の

方に，よりスピード感を感ずるのも事実である。これも，『まごころ』にお

いては，要約法が主導的なテンポであることの一つの証左であると考える。

次にもう一つの省略法である，暗示的省略法について考察してみたい。

この種の省略法では，その存在について何も語られることはない。だから

読者自らがそれを発見しなければならない。そのための具体的な作業は次

のようなものとなる。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
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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。結論から先に言

えば，それは存在する。省略された期間は，1840年代の初頭から1853年3月

にオーバン夫人が死亡する直前までの十年以上の期間である。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年の冬のルールー

の死である（p.615）。この際，冬をこの年の一月か二月と考える。この後ル

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，

そして剥製となったルールーとフェリシテの生活が語られる（p.617）。その

後は，ルールーと聖霊の類似に気付いたフェリシテのこの二つの同一視の

過程が語られる（p.617）。この間の経過時間は，おそらく半年から一年くら

いだろうか。そうだとすると，現在1838年になる。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。）

ポールが天職を見付けたのは「三十六歳」の時である。それは1838年の

―35―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号



ことだと考える。その理由は，フェリシテがオーバン夫人の家に初めて行

った時（1809年末），ポールは7歳だった（p.594）ので，彼は1802年生まれ

だと考えられる。ゆえに，1838年には彼は36歳だということになる。この

前提が正しければ，ポールの結婚は1838年から1840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 semaine 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。）

この事件の発生した時期は，結婚したポールが妻をオーバン夫人の家に

初めて連れてきて，しばらくそこに滞在した後，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，現在我々は1830年代末か1840年頃にいること

になる。ところがブーレー氏の行なった数々の悪事の具体的な説明の後に

続くのは，次のような物語言説である。

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）.

（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。1853年三月，

夫人は胸部の痛みを訴えた。［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

とも1840年代の初頭のはずである。ところが次に続く物語言説は，1853年
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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

ることのなかった十年以上の歳月が横たわっているはずである。

情景法

情景法は，作中人物たちの対話で成り立つもので，物語内容の時間と物

語言説の時間がほぼ等しい等時的速度である。また作中人物たちの言葉は

直接話法の形で再現されなければならない。情景法のような速度の遅いテ

ンポは，『まごころ』のような長時間の物語内容を短い物語言説で語る物語

テクストには不向きだと言える。事実，『まごころ』を読んでみても，長い

情景法の場面というのは皆無である。これはすでに要約法のところで述べ

たことだが，『まごころ』においては要約法の割合が圧倒的に高い。それゆ

え，その分だけ情景法に残された余地は少ないと言える。ふつうならば情

景法を使いそうな箇所でも，語り手はできるだけ直接話法の形の情景法を

避けようとしていると考えられるふしがある。次の箇所などもその一例で

ある。

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）.

（すぐに彼は農作物のことや村の有力者たちの話をはじめた。というの

も父親がコルヴィルをひきはらってレ・ゼコの農園に移ってきたからだ

った。それで今やお互いに近所同士というわけであった。「まあ！」と彼

女はいった。彼は親たちが彼を結婚させたがっているともいった。でも，

彼は急いでもいないし，自分好みの女が見つかるまで待つつもりだった。

彼女はうつむいた。すると彼は彼女に，結婚する気はないかときいた。
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彼女は，微笑みながら，からかってはいけないとこたえた。）

コルヴィルの祭で初めて出会った二人が，道で偶然に再会した場面であ

る。物語世界では二人の対話が行なわれている。ところが，作中人物の発

した言葉が直接話法の形でそのまま報告されるのはフェリシテの言った

「まあ！」（《Ah!》）だけである。これ以外の部分はすべて，間接話法か自由

間接話法の形で語られている。ここには，できるだけ作中人物に自由に語

らせまいとする語り手の意思が感じられる。間接話法や自由間接話法（12）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。結局何らかの変形や圧縮の作用を被っていると考えなけれ

ばならない。速度の観点から言えば，このような物語言説は一種の要約法

であって，情景法だとは言えない。

作中人物たちの対話としての体を保って，情景法と呼べる数少ない箇所

を引用する。

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！」）
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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。非常に短い言葉

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

だその持続時間は，ほんの一，二分の時間である。これ以外の情景法は，

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

の物語世界には，もともと饒舌な人物はいない。フェリシテもオーバン夫

人も寡黙な人物として描かれている。物語の後半では，オウムのルールー

が最も饒舌であるかもしれない。いずれにせよ，この情景法の極端な少な

さそのものが，『まごころ』の速度の面における，一大特色だと言える。世

に存在する大部分の物語テクストにおいては，情景法こそが主役であって，

要約法はその情景法を浮き出させるための背景であるのとは対照的である。

ここまで『まごころ』における速度という問題を，要約法，休止法，省

略法，情景法という四つのテンポに分けて，考察してきたわけだが，その

結論として次のようなことが言えると考える。描写（休止法）も作中人物

たちの対話（情景法）も，その多くは要約法の中に吸収されてしまい，結

局最後に残るのは，圧倒的な割合の要約法である，ということだ。つまり，

『まごころ』の全体を通して支配しているのは，要約法のテンポである。

注

（ 1）Gérard Genette, Figures III, Seuil, 1972, p.122-144.

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

p.591-622.

（ 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，フ

ェリシテがオーバン夫人に出会う時，夫人は寡婦がかぶる帽子

（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。物語言説が教えるところで
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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

たして十年なのか二十年なのかは我々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）フェリシテは何年に生まれたのだろうか。彼女が18歳の時に，初恋の

相手の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に収まると考える。

（ 6）物語内容の年表を再構成する上で手掛りとなる日付を，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，オウムのルールーが死ぬ（p.615）。

h）1853年3月，オーバン夫人72歳で死亡（p.618）。

（ 7）Voir Gérard Genette, op, cit., p.128-130.

（ 8）Ibid., p.90.

（ 9）「視点」の問題は後に「叙法」の章で取り上げるつもりなので，ここ

では速度の面に限定して考察する。

（10）ただし例外もある。第四章に出てくるフェリシテの部屋の描写も，作

中人物ではなく語り手が引き受けた描写だと考えられる（p.617）。
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（11）「頻度」の問題は本論の次の章で取り上げることになるので，ここで

は速度の面に限定して考察する。

（12）物語世界の中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」の章で取り上げるつもりである。

物語のテンポとしての情景法においては，直接話法の形で再現された

作中人物の言葉だけが問題となる。
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