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パースペクティヴのレトリック 1 
―フランス語絵本とメロディーによる― 

 

松 本 多 惠 

 

 

序 
 フランス文学が、個性的で独創性のある人物像や、諸事象、諸事物を

描述する事は周知の事実である。それは、そのような文学が文学の権威

によって正統として価値づけられているからであり、伝統と教育によっ

て堅牢に維持されているからである。その事は、幼児、児童文学におい

ても、その様な価値が様々に教育されているという事からも明らかであ

る。 

 本稿においては、初歩から始まる読解力のみを目的とするフランス語

学習と同時にフランス文体論、修辞技巧（文彩）の入門を学習する事を

可能にする一つの学習プログラムを提示し、そこに上述の特徴をよく備

えた絵本や児童書、メロディーを導入する事により、その様な特徴の存

在と、幼児教育からの指導による裏付けのある事の認識を深め、かつそ

の様な特徴自体を学習する事が可能である事を示すものである。 

 又、同時に外国語読解に際しては翻訳の問題が生じ、筆者も翻訳書に

よってフランス文学に魅せられたのであるし、翻訳書の重大な存在意義

を否定するものでなど全くないが、日本語訳を考えてフランス語を読む

時、世界で最も美しく規範的な言語、フランス語が、本質概念において

世界を認識し言語化しているのに対し、日本語は単に、現在時化した現

象記述として世界を認識しているのみであり、フランス語から日本語へ

の翻訳には、翻訳困難や翻訳不可能性が存する事は否定できない事を具

体的事例から理解可能にする。 

 ところで、母国語の習得は、0 才から  5 才位の、大脳が発達してゆく
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時期に、自然になされてしまうものであり、その時期に大脳はその母国

語のワープロと化し、それ故、人間は母国語なら自然に使用可能となる

のである。言語の相違は認識構造の相違であるから、言語の修得と同時

に認識構造が修得され、強固に決定されてゆくのであり、0 才から  5 才

までに大脳をどの言語のワープロとするかは、人間にとって重大問題で

あり、特に、成長後自覚的反省力や人為的努力が不足な、即ち自己修正

の困難なタイプの人間にとっては、一層重大問題である。そこで科学技

術が進み、翻訳機器や通信・交通手段が発達し、大衆的使用が可能に

なってゆくのであるから、第一外国語やさらには  0 才～  5 才までに修

得する、生育地語の様な日常使用言語の全国民的選択においては、新し

いパースペクティヴ、即ちどの言語が最も秀れているかという観点、即

ちフランス語を選択する観点に立つ事が必要であるという認識の確認を

可能にする。方法的には、乳幼児教育、学校教育の教育者がすべてフラ

ンス語で教えるという事態を拡大させてゆけば可能なはずである。 

 又、前述の様なフランス文学の一つの大きな特徴を取り上げると、文

彩表に羅列されている文彩項目が有機的に活性化されて、それぞれ思想

性を帯び、ある思想の各器官の様に再構成されて、その様な場合の当の

思想という一つの全体性に統合された存在、一つの思想を体現する、上

演する文彩へと変容するという仮説を、その思想として前提する、ニー

チェによって表現される哲学を、その解説者、田島正樹氏の「ニー

チェ」1) の中の呼称に準じて、パースペクティヴの哲学と呼び、それに

応じて、パースペクティヴ（真理の体現）の文彩という仮説として論じ

る。 

 尚、フランス分彩の分類は、＜ Dictionnaire de rhétorique et de 

poétique＞ par Michèle Aquien et Georges Molinier, La Pochothèque, 1996

に準拠する。（以下「レトリック辞典」と略述する）。 

 又、記載の順序は、最後の課題を先に論じる。 

 

Ⅰ．パースペクティヴの文彩 
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 1．アフォリズム 

 既述の「ニーチェの遠近法」の中で、ニーチェの哲学の表現形式はア

フォリズムであり、それは、読者には試薬として提供されている、とい

う事が指摘されている。即ち具体的一事象に限局されず、数学の公式､関

数の様な形で、一般化された形式で提供されるという事になる。この様

に複数の具体例への演繹が可能な文彩の形式は、フランス語文彩の中に

幾つか見出される。又、そもそもフランス語自体が、見え姿においてで

はなくより抽象化された認識地点で言語化されていて、人々が時々刻々

体験する諸現象を、その本質概念に照らして、これまでの言語の中の適

切な意味領野に分類整理してゆくのにより適切であるため､箴言の様な短

文によって、日常言語表現からの隔絶感なく、一般法則を作り出し易い

のである。 

 上述の「レトリック辞典」の表の中にあるTableaux synoptiques（一覧

表）のN°13. les figures macrostructurales（マクロ構造的文彩)2)の中にお

いては、 allégorie allusion, conglobation, expolition, noème, paraphrase, 

pointe, proverbe, sentence, symbole, tautotologieと呼ばれている文彩が、

幾つかの具体的事象から、普遍性を帰納させる文彩である。具体的事象

を、具体物を超越した関数関係として抽出すると、その関数項に自己を

又は他者を代入しやすくなり、各読者が独自に事例を増幅し、自分の現

実問題に様々に適用する事になるため、試薬としての効果を発揮し得る

のである。 

 尚、同表のN°14 les figures microstructurales（ミクロ構造的文彩)3)

の中のcaractérisation non pertinente（非関与的特徴付与）やtrope（比

喩）の項目は、ある関連体と別の関連体との各項を同一の文彩で結びつ

け、対応項にし、二つの関連体を相似形にする事によって、共通する関

数が導き出せるようにする事に貢献するのである。 

 又、同じくN°12 les lieux du discours（論型）（場合によっては場面)、

figures macrostructurales de second niveau（第２次元のマクロ構造的文

彩)4)においては、apologue, parabole, parallèle, réjectionは具象と抽象の
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連絡、一般法則の抽出の働きをなし、 anacéphaléoseや récapitulationや

tapinose等も、要約の仕方によっては同上の働きを行う。 

 

 ２．観点と遠近法 

 イ）道徳批判 

 ニーチェの遠近法は、現実世界を支配する普遍道徳を批判するもので

あるが、そのために現実世界で健康であるとされる事態と病であるとさ

れる事態が、実は逆であるというような主張がなされる。この様な世界

認識を言語表現によって感得させる効果を持つ文彩は、caractérisation 

non pertinenteに挙げられる種々の異和感を生み出すのが特徴の各項目

である。又、道徳批判という言葉が示す様に、普遍道徳も攻撃するには、

les lieux du discours（論型）の中の、adynaton, auxèse, commination 等

の論型が一方的攻撃をなし、これに対決して、自己の伝統と教育に則っ

て、徹底的に戦うべき、世界内存在としての自己の立場の正統化、自己

主張の徹底を加えた lieux du discours (論型) としては、antéoccupation, 

antiparastase, métastase 等が挙げられる。パースペクティヴの哲学には､

この思想的対立を徹底する論型が何らかの形で、何らかの相似形として

在る事が不可欠である。隣接する二つの内容の、対立が明白な場合は、

figures macrostracturales に挙げられるclimax (gradation)とanticlimax, 或

はantithèseの文彩である。そして又、figures macroctrusturalesに挙げら

れる、各種の技巧、ironie, hyperbole, litote, allégorie, astèisme, diasyrme, 

épanorthose その他すべて、攻撃と自己正当化の各論型を効果的なもの

とするために用いられよう。さらに、相対主義に陥ることなく、敵を矛

盾者として批判し、自らを正しく強き者として主張する時、矛盾者が現

実界において普遍道徳者としてあるなら、それに対決し得る程の超越性

を自己のために主張する事が必要となり、その様に対立を思想的な領域

で捕えた事を表現する時、検証を超える超越的存在、神的存在、運命と

してあらわれるものへの祈願の論型、déprécation や  imprécationが用い

られる。この論型の技巧には、les figures macrostructurales の allocution
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がよく用いられる。又、伝統による正統化には、論型であるparallèle や

マクロ文彩におけるallusion, sermocination が説得力を持つ。 

 

 ロ）問題の問題 

 普遍道徳に対して疑問を抱かざるを得なくなった存在にとっては、生

じた困った事態の本質を把握する事が不可能になっている。生じた問題

を、部分的修正で訂正して、全体の善なる秩序を取り戻す事ができなく

なっているのである。＜～とは何か＞という問題設定の主題、＜～とは＞

が実は何であるかという事自体が問題である。そして、この＜～とは何

か＞という問題の命題が明確になったなら、もつ問題は解決されたも同

然であると考えるのである。悩んでいる状態の精神は、自己の問題の本

質を明瞭に把握できていないのであり、この状態を表現するのが、内面の

ためらい、迷い、或は迷走する思考過程を表現する論型、dubitation, 

exténuation, concession, paromologie, palinodie, digression, paryponoïan, 

description négative 等であり、これらの論型を効果的にするマクロ文彩

と し て は 、 euphémisne, antithèse, atténuation, circonlocution, 

épanorthose, litote, paradoxe, prétérition, tautologie, ironie, hypocorisme, 

astéisme, diasyrme 等、そしてミクロ文彩の中では  caractérisation non 

pertinenteの項目と  trope の  syllepse は、混乱した秩序を感得させる効

果を持ち、その他の  trope の項目も、比喩化の時に、誤謬が混入するか

も知れない可能性から生じる不安定感を持っている。 

 

 ハ）生と判断 

 この様に、普遍的支えを失った現実の中で、人間は、誠実な経験の反

復により、改めて法則を認識してゆく事、反復訓練により問題解決の力

能を習得してゆく事、そして自らの価値判断を言動に実現する強き生の

人として生きる事が肯定される。そして人間の自由は、主観的欲望を追

求する事ではなく、こうして認識を深め、力能を得てゆく事により、よ

り大きな実行力を獲得して得られるのである。論型の文彩においては、解
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決や認識の文彩としてcommunication, autocatégorème, synchorèse 等が

あり、経験から普遍法則を認識する文彩としては、既に1のアフォリズ

ムで指摘した文彩が挙げられよう。又、訓練による力能の習得に関して

は、ミクロ文彩に列挙される  répétition の項目の文彩を多く用いる事に

より、読者に言語表現の様々な型の反復を実体験する事を可能にし､己ず

と習得せしめ、読者が自らの言語表現に応用する事を可能にするもので

ある。論型の文彩や、マクロ文彩も又、さらに様々な側面を反復される

事により、読者の内容と形式の認識・習得に貢献するのである。言語表

現に、文法にとらわれない自由を認める文彩は、ミクロ文彩の

constructionに関する項目の中にあり、反復でない項目の多くは、何か

例外や変化を持っている。anacoluth, anastrophe, antimétabole, aposiopèse 

et réticence, asyndète, attelage, correction, disjonction, ellipse, énallage, 

hendiadyn, hyperbate, implication, métabole, parembole, polysyndète, 

suspension, traduction, trajection 等である。又、trope の各項目も喩えの

組合せの自由創造性を基盤にしている。例外性が、文彩としての効果を

持つのは、文法規則を背景として、違反性が目立ち、注目を集めるから

であり、規則の存在が不可欠である。又、trope や、caractérisation non 

pertinenteや、問題の問題で既述の ironie や litote、或は、論型description 

négative や  paryponoïan, digression 等は、高度に技巧的になった文彩で

あり、言葉が文字通りの、日常生活使用の意味以外の、多くの場合、そ

の作品内のみ通用する意味で用いられたり、その作品内の意味すらまだ

隠蔽されていたり、その中でのみ定義を与えられて意味形成をされたり

して成立している文体であり、これらも、その作品内での新しく創造さ

れた意味が、作品内において、無意味を意味するのではない有意味な存

在となるためには、作品内において、その語のその意味に関して＜意味

表現の哲学＞5)が成立していなければならない。文法に従って表現する

言語能力や、作品内の言語表現が自づから＜意味表現の哲学＞に則って、

独創的であれ、新たなパースペクティヴであれ、やはり有意味な言語表

現となる様に創造する言語表現力が、これらの文彩の前提となるのであ
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る。即ち、一見自由自在な言語表現力と思われる言語表現は､確固たる文

法の法則の習得を前提として可能なのである。論型が難易度高く創り出

され、文彩表を超越して、より大きな文彩的関係の中に、反復・展開す

る事が、ニーチェの思想を体現する文体となる。位階秩序に分けられた

文彩表は、その延長を前提とし示唆しているのである。 

 ニーチェは普遍道徳を批判するのだが、それは、普遍道徳は、超越的

権威、普遍性の力を借りて、人間を盲目的に服従させ、自由や各自の内

発的生を奪い取るからであり、又個々人の方も、既存の強力な権威であ

る普遍道徳に帰依してしまう事により、自らの生を抑在し、その結果、

他者に対する憎悪を抱いたルサンチマン型の人格へと悪く成長するから

である。ところでフランス語の文彩表の論型の中には、他者への命令や

説教の文彩が、とり立てて、特筆に価するものとして挙げられていない｡

敵の矛盾を指摘する攻撃や反論には、真理を追求する上で重要な役割や

効果があるが、指示内容の単なる伝達の高圧的な形式に過ぎない命令と

か、非論理的強制としての説教には、あまり価値を認めていないせいで

あろう。命令内容の正当化、説教内容の正当化、敵対者の論難という

パースペクティヴから関心を持たれているのである。 

 

 ３．真理の体現 

 イ）アレゴリー 

 超越論的哲学が真か偽かの論証が、実際には不可能で、言語以外の意

味表現で単に示す事しかできない事もあるので、真理は、アレゴリーと

して体現される。即ち、アレゴリーとしてのみ体現可能であり、アレゴ

リーとして解釈される事によって理解され、又アレゴリーとして体現さ

れるというのがニーチェの思想であるから、その文彩は allégorie, 

apologue として成立していなければならないし、1.のアフォリズムにお

いて述べたように、そこから、一般法則、つまり関数関係を導き出せる

文彩や、論型、即ち解釈されるものでなければならない。この解釈にお

ける優位によって力への意志が実現されるのである。又、解釈は、各自
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の生に内在する判断のアレゴリー化、体現によって裏書きされるのであ

り、その為に、価値内在的で、複数の高貴性が存在し得るのである。 

 この多元化は、一人の人間の内面においても生じる。一元化する支配

思想から自己の真の生の回復が進めば、自己の内面に、又外界に多様な

観点が見えてくるのである。こういった事態の感得には、再び各種の

répétitionを含む文彩が、機戒的に同一ではなくどこかでごくわずかず

つの微妙な相違点を含みながら表現されるのが良いと思われる。又、多

くの観点の承認は、論型や文彩の予想外の創造的活用を可能にする。 

 しかし、社会の大勢を支配する風潮に同調し、真の自己の内面を偽っ

て生きている機会主義者は、生の位階秩序において劣った位置にあり、

彼らは真理の体現に直面すると陰性転移し、ヒステリックな拒否反応を

示す。この様な、俳優的な生の文彩は、問題の問題の項目で挙げたよう

に、文字通りの言語の意味とは異なる意味表現をしている事になる各種

の論型や文彩である。又、機会主義者の生を滅却した機械性を表現する

文彩には、 répétitionの中でもミクロ文彩の  battologie, conduplication, 

pallilogie, épanalepse, épiphoreの様な、同一語句の反復や  complextion, 

hypozeuxe, 等構文の部分的反復、paronomase の様な音韻、音素の反復､

マクロの文彩の  expolition, paradiastore の文彩、又、その他の反復を含

む文彩も適当である。しかし、先述の様に、反復を含む文彩の反復しな

い側面の微妙な変化で、逆に細やかな多様性の文彩となるか、反復する

面の効果で、機械的反復を効果とする文彩になるかは、さらにその他の

脈絡で、どちらが図として突出してくるか、いかに解釈し得るかによる

のであり、その部分だけでは効果を測り難い。意味表現の哲学を満たす

ようなやり方で、その文体が、言葉に特別な意味を与えていない限りは、

常識的には、自然存在の反復は多様性を、人工物の反復は機械性を強調

しよう。 

 

 ロ）永劫回帰 

 機会主義者も、又は、それが全体化して、近代個人主義と近代科学的
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合理主義の結果機械的決定論が支配するところとなった近代社会を恐れ

させるのが、デーモンによる、「お前は、この事を、今一度、いな無数

度にわたって、欲するか？」という問である。悪しき返答しかなされな

い場合、実際に機械論的社会の永続が起きるであろう。しかし、人々の

記憶の中に散乱した、隠蔽された真理の回復がなされる事もあり得るの

である。この様な論型は、communication, autocatégorème, synchorèse, 

métastase等、真理の発見、成立に関わる型である。 

 以上略述した様に、文彩表の各項目は、このパースペクティヴの哲学

の各項を体現する技巧として、有機的に配列され直す事が可能である。

或は、切り取られ、交ぜ混ぜにされ、大きさの順に表に羅列される以前

の元の位置に復活したのではないだろうか？ 

 

Ⅱ．フランス語文体入門 
 以下は、読解のためのフランス語入門とフランス語文彩入門のための

学習過程である。これらのための題材は、フランス語自体を始めとして､

多かれ少なかれ、前章のパースペクティヴの哲学と関連をもっている。

順を追って、フランス語の特徴、文彩、哲学との関連等を考慮しつつ記

述する。 

 

１．学習課程概略 

 始めに、主として、文法学習の進展を基軸としての学習課程を略述す

る。 

 N°1 発音記号習得により、発音記号を参照すれば、音声化ができる

ようにする。同時にフランス語音韻の特徴、美点を学ぶ。 

 N°2 L’ Imagerie des animaux (動物図鑑)6)により、名詞の性・数、及

び不定冠詞、定冠詞他、すべての名詞標識語の概念を変化形を理解する｡

ついでに形容詞、その他の品詞も、性・数変化のあるものは教える。

（一覧表利用）。同時に、簡単な文体にも既によく現われてくるフランス

語の特徴を学び始める。 
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 N°3 第一群規則動詞の活用練習。（人称代名詞別の練習を用意した､

絵入り練習用紙  (自作) 使用）。主語人称代名詞と共に、動詞の活用と

いう概念を学ぶ。er動詞の練習には時間を取り、確実に定着するように

する。 

 N°4 絵本 《Ma petite fille est toute petite7)》解読 

 音や言葉、文の反復を多く用いた短い絵本であるが、ピカソを連想さ

せるさし絵の意味表現も含めて、フランス語学習も速進し得る、多くの

秀れた技巧をもつ作品である。être動詞、形容詞の用法（付加的、属詞

的）変化、人称代名詞（主語、直接目的補語、間接目的補語）、不規則

動詞 servir, suffire, 副詞toutとsi、冠詞の縮訳、前置詞（句）、不定詞句

等の文法学習が可能である。文彩は、多くのやさしい反復文彩があり、

幼児のミニチュア世界を描き、又ほとんどすべての句が、細かな変化を

伴なうが、大きさについての同一の判断と、その程度、判断根拠の提示

の組合せで、conglobationのひな型をなしている。 

 N°5 メロディー 《Oiseaux, si tous les ans . . . 》8)の解読 

 モーツァルトの作曲で有名な歌曲であるが、動詞が、er 動詞現在形

中心で、やさしい文で初学者でも読み解きやすい。不規則動詞は、être, 

permettre のみで、時制は、直説法複合過去形が一ヶ所加わるのみであ

る。但し、ne pas seulement や ni, ne . . . que の言いまわし、pour（afin 

de)＋不定詞句、si, dès que, quand 等の接続詞で連結する重文等の学習

ができる。短い詩であるが、oiseauxは、優しい環境でしか愛が営めな

い運命の人間のメタフォールであり、全体がアレゴリー、単純ではある

がapologueと解釈できる。歌曲を聞いてみるなら、作曲から、さらに

モーツァルトの解釈をはっきりと読み取ることができる。 

 N°6 絵本《Voyage de Barbapapa》9)の解読 

 有名な絵本であるが、文法は難かしくない。動詞の時制は、直説法現

在形中心であり、単純未来形が 3 ヶ所と、最後部で、文彩的な直説法大

過去形が1ヶ所出てくるのみであり、一貫した語尾変化をする直説法単

純未来形の語尾は、記憶するように指導する。語幹は、多様で不規則で



パースペクティヴのレトリック 1  

 - 283 -

ある事を指摘するのみにする。 

 接続詞で、～という事として文を連結する  que が出てくるので、よ

く覚える。 

 関係代名詞、qui と où がやさしい文で登場するので、形容詞節が後に

置かれるという事を理解したついでに、関係代名詞をすべて学ぶ。その

際、他の関係代名詞の例文は、N°2で使用し、なじみとなった L’Imagerie 

des animaux の説明文から採り、それでも不足の dont, 前置詞＋qui, quoi, 

où (時間) は、やさしい例文を補う。即ち、qui, où (場所), que、前置詞

＋lequel型の用例は、L’Imagerie des animaux の文例から拾い説明する。

フランス語の関係代名詞が機能的に純化されている事、指示先行詞の確

定の誤りが少ない事をよく説明する。（詳解は2－2参照）。 

 不規則動詞  avoir vouloir pouvoir dire prendre mettre, voir conduire 

vivre revenir descendre connaître devoir falloir 及び第２群規則動詞 atterir

を学ぶ。 

 il y a 構文及び il faut, il existe のように非人称構文が出てくるので、

非人称動詞について学習する。時間・天候について補足する。より複雑

な構文は、後のテキストで出てきた時に説明する。 

 中性代名詞  en は、不特定のものを受ける用法、形容詞の補語になる

de＋名詞を受ける用法が出てくるので、enの用法は全体を説明する。 

 否定文、及び否定の表現、ne rien, ne plus, ne jamais の用例が含まれ

るので、不定冠詞、部分冠詞が直接目的補語についている時は、否定文

中でdeに変わる規則や、その他の否定の表現 ne-personne, ne-guère, ne-

point 等も教える。 

 強調の構文、ne－que は、よく覚える。 

 接続詞  que を用いて、間接話法が出てくる。間接話法が厳格である

事（人称、時制、状況補語について）を学ぶ。 

 自由間接話法の形で感嘆文が出てくる。この話法の簡単な説明と、感

嘆文の説明をする。 

 peu de ～, beaucoup de ～の表現が出てくるので、他の数量副詞と名
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詞とのつながりも学ぶ。 

 超人的存在、バルバパパの伴侶バルバママが、宇宙の果てまで探して

も見つからず、最後に再び我が家に戻って見出すという物語の流れの中

で、探索の挫折の反復の中で、地上の様々の価値や、排除されそうなも

のの取込やと、宇宙全体の認識と受容を教える作品で、短いけれど、含

意のある文体で、文彩は多く、内容の広さに合せて、意味が深いものが

多く、中心部は parabole をなしている。 

 N°7 メロディー《Clair de lune》10)の解読 

 高名なヴェルレーヌの詩であるが、文法は易しい。理由を示す接続詞

のqueが出てくる。現在分詞とジェロンディフが多用されるので、その

文法的学習をし、ついでに接続の仕方の多様さを覚える。押韻や、音節

数、[ã]のparonomase 等音楽性が素晴らしく、かつ、反復するhyperbate

は圧巻である。不規則動詞  croire 及び  faire とその使役の用法、代名動

詞  se mêler を学ぶ。ここでは、フランス語における、形容詞、分詞、

形容詞節の文彩的使用の自由さを学び、芸術家的な美しい魂と月の光の

見事な融合と、その表現力の妙をよく理解する。フォーレの作曲は、

Oiseaux, si tous les ans のモーツァルトの音楽に対比して、フランス音

楽の優美さ、メランコリーへの理解を深めるであろう。 

 N°8 動詞活用の法と時制の全体的概略 

 辞書巻末についているような動詞の活用一覧表を用意する。駿河台出

版社の仏語教科書巻末の活用表が便利である。avoir と  être 及び２つの

型の複合形を一枚にしたもの、-er動詞を最初にして、その他の  er 動詞

の変化形を下に続けたような、いわゆる活用表の普通頁の一枚目、不規

則動詞の頁をもう一枚、代名動詞と受動態の頁を一枚用意し、第一群規

則動詞を例に  (例えばainer) 直説法現在形、半過去形、単純過去形、単

純未来形、条件法現在形、接続法現在形、半過去形、命令法と、各法、

各時制の大概念と、活用語尾を覚えるよう指導する。直説法単純過去形

と単純未来形と条件法現在形と接続法現在形については、不規則動詞の

活用表をも用い、単純過去形は、語尾が４型ある事、単純未来形と条件
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法現在形は語尾が同じだが、語幹変化が不規則である事、接続法現在形

も変化が多様である事を理解する。現在分詞と共に過去分詞がある事、

過去分詞、単純過去形語幹、接続法半過去形語幹の同型性に留意する。

avoir, êtreの全活用及び複合形の用紙を用い、特に直説法複合過去形を

ていねいに説明し、あとは各複合形の規則性と、各法・各時制の概念を

概説する。代名動詞と受動態の全活用を概観する。そして動詞語幹から､

不定詞、法、時制、人称を逆引きする早見表を配り、以後は、それを用

い辞書を引いて、動詞の意味、法・時制・人称が理解できる様にする。

法・時制の細部は、以後、文例に則して説明する。 

 N°9 童話《Julia n’en rate pas une!》11)の解読 

 Je m’appelle Julia, j’ai huit ans et, j’habite dans un appartement . . . で始

まる 8 才の共稼ぎ家庭の一人っ娘ジュリアが一人の時になす、愉快な失

敗談である。まとまりのある物語になる３篇から成っているが、この最

初の短篇だけ読む。１人称の回想で直説法複合過去形と直接法半過去形

を主たる地の文とし、時に直説法現在形、直説法大過去形 直説法単純

過去形 接続法現在形、条件法現在形、過去形が、時にénallageとして

や、 litoteやの文彩的使用として用いられつつ、全体的に簡潔で文法正

しく、規範的な、端正な語り方で、時に長文も明解に書かれていて、フ

ランス語の基本的な文体を学ぶのに適切である。強調構文、ceがque以

下の節を指示する非人称構文が出てくる。 

愉快なお話であるが、表現は形式に則って、フランス文体にしては、

文彩の使用を控え目にしていて、修飾や技巧を押え、幼児が一人で、良

かれと思って、発案し、意志し行動する時の意識が、アリストテレスや

プラトンやスピノザの思想の含意が見出されるが、大変、活力に満ちて

描述され、多くのジュリアの愉快な言動を通じての作者から読者への

hypocorisme が面白く、赤い色の増加のテーマが豊かに、力強く浮き上

り、最後の「赤頭巾ちゃん」への  allusion は見事であり、又、物語の背

景にあるパパとママの心理的葛藤も、手抜きされす、詳細に語られはし

なくても、巧みな hypotypose で深く洞察できるように表現されている。
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物語は、祖母の登場により、家庭の平和を見出して終る。パパとママの

口論に端を発する物語は、事態を収束し憲法制定権力になりえなかった

主権者のアレゴリーの様である｡12) 

 N°10 フランス国歌《La Marsaillaise》（１番と３番）の解読 

 命令法の確認と受動態の確認がなされ、接続法の使用例が与えられる｡

血の反復の他に、１番の adynaton は面白い比喩や alliance de mots の傾

向を持ち、hyperboleを重ね、３番のdéprécationも同様である。歴史、

地理的allusion（parallèle）が認められる。ラ・マルチーヌの「ジロンド

党史」から、この歌が誕生した折の感動の描述の抜粋をつけ加えるなら、

直説法単純過去形の歴史叙述における用法や、文のauxèseがよく理解で

きる。直説法単純過去形の4型の確認と学習をする。 

 N°11 絵本《Point d’Interrogation》13)の読解 

 やっと文字を読み始める位の幼児が、主要な読者として想定されてい

るように書かれた絵本であるが、実際には、大人の読者をもひきつける､

伝統の延長上にある  apologue である。絵本的に区切られた各節が、す

べて同一の要素をそろえた、tableau (hypotypose)と言える描述力の高い

場面の連続、リズミカルな反復で、かつそれぞれが別の意味内容に則し

た論型ともなっていて、又、語と語の関係にも、文彩が多く認められる、

高度に技巧的に練り上げられた作品である。allégorie, apologueをなす動

物寓話の内容は、パースペクティヴの哲学を深く取り込んでいる。この

絵本を読む頃は､ほぼ初級の文法的知識は学習してあるはずなので、論

型や文彩に着目して学習する。自由間接話法と解釈される文体が出てく

るので、ここでていねいに説明する。一匹だけ読字ができて、他の多勢

と対立し、逃亡し、孤独に致るが、読字力で他の者達を危難から救い、

やがて独立を保持しての和解に至る本屋のハムスターの物語であるが、

強き生の人の物語であり、哲学的であり、進展に応じてデカルト、パス

カル、スピノザ、ライプニッツ等代表的哲学者の texte の断章を読む事も

適切である｡ 

 N°12 童話《Cirque》14)の読解 
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 N°9のジュリアのお話より、もう少し年長者を対象としているようで

あり、文章が長くなり、複雑になる。自由間接話法が少し混ざり、文体

に感情的起伏をつける。幾分難かしくなり、条件法過去形、直説法前過

去形、接続法半過去形（条件法現在第  2 形）、分詞節、前置詞＋ lequel

型の形容詞節、形容詞節につながる形容詞節、挿入節等の使用例が出て

くる。 

 事件の展開が少なく緩慢な、地方の少年の日常生活に超自然が介入し

た不思議な物語だが、イメージが現われる、小さな巡回サーカス団の魔

法のヴァイオリンを用いてのアレゴリーによる場面は、description の 

écphrasis をなしていて、それによって展開するスペクタクルを表現す

る歌は、パースペクティヴの哲学の上演を表わしている。作者はシャン

ソン歌手でもあり、自ら作曲した歌を交え、自分自身による美しい朗読

の録音されたカセットが付いている。アレゴリーとして上演されるスペ

クタクル  (芸術) の実在性  (真理性) への愛惜の物語であり、ヴァイオ

リンが生み出す幻想的場面、ヴァイオリンの不思議な由来、楽しい試行

錯誤の製作課程の回想、その他、digressionで始まる、物語の技巧的な

始まり等、論型 (場面の文彩) や、マクロ、ミクロ文彩の多い、そして

芸術自体へと誘い込む魔術的魅力のある作品である。そういった効果は、

フランス文学に伝統的な他の名場面へのparallèleやallusionとなる幻想的

場面から、よく生み出され、特にボードレールの夕陽や、星の王子さま

の45回の夕陽等は、容易に連想される。 

 この児童文学のよりよき理解に、ボードレールの歌曲、Invitation au 

voyage や La vie antérieure、又は「星の王子さま」が自分の星では椅子

をずらせば、続けて何回でも夕陽を見られるエピソード等を加え、モネ

やドービニー他のイアサント色の夕陽の絵画も紹介する事が役に立つで

あろう。さらにプルーストの《Les Plaisirs et les jours》から海について

語った texte, la mer も参照されよう。 

 N°13 マドレーヌ菓子のエピソード15)の補足 

 プルーストの《A la recherche du temps perdu》から、補足として、し
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かし必修として、児童用に限定していない為に、文体や内容が複雑に難

しくなる事を抑制していないので、文法に則っていて、かつ長く持続し、

繊細な描述となり、apologue や  réjection, récapituration, communication 

その他多くの論型や、各文彩を持つ、アレゴリーがアレゴリーを招来す

るような凝縮の文体の一つである、自然発生的な、情感を伴った、遠く

忘れられていた記憶の鮮りの名場面である、コンブレのマドレーヌ菓子

のエピソードを文彩を理解しつつ読む。成人向きの書物も、次世代にそ

の伝統・習慣を伝達・教育する事が目的の児童向きの書物と、多くの点

で同じである事が理解され、前者を成立させる要素が、又、古から独自

の土壌と伝統を基盤として生育してきた事が理解されよう。 

 尚、条件法過去第二形としての接続法大過去の使用が含まれる。 

 

[補足] 

 時間があれば、ユゴーの詩《Si mes vers avaient des ailes ….》(Hahn

作曲) や、Bizet作曲、オペラCarmenの《Habanera》や、ヴェルレーヌの

詩《Chanson d’automne》それとの関連詩  Mallarmé の歌曲となった詩、

《Soupir》（Ravel作曲）等を取上げる。Soupir についてはドニやゴッホ

の絵画の参照が、理解を豊かにする。 

 

２．各題材の詳解（文体及び解釈） 

２－０ 発音記号の学習 

 フランス語音韻と音素の学習であるが、その際、単母韻の配列、半母

韻の成立等の規則正しさや、特徴的フランス語母韻である前舌円唇母韻

の列や、音韻・音素の豊かな多様性や[h]や破擦音がなく摩擦音中心の

子韻構成である事や、言語音として扱われる事のほとんどない鼻母韻を

多く活用する事に注目させ、アクセントの置き方や、綴り字の発音に到

るまで規則性が高く、粗暴さを内に込めた力で抑制し優雅で、かつ工夫

に富み、面白い多様性を備えている事の理解へと導く。 
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２－１ L’ Imagerie des animaux 

 各頁が、３分の１位の上段と、３分の２位の下段にわかれ、下段には､

大きく動物の絵が描かれていて、une pouleとかun coqとかun poussinの

様に不定冠詞のついた名称が、個々の動物絵（写実的）の間近に書き込

まれている。上段は、ほぼ左欄と右欄に 2 分され、小さな動物の動作絵

の下に、短い説明文、例えば、La poule couve ses oeufs pour avoir des 

enfantsの様な文が書かれている。従って、不定冠詞や定冠詞、その他

の名詞標識語の用法や変化を説明しやすい。 

 ラテン語から伝わる、冠詞の区別は、名詞の性・数とともに、名詞を､

幼児期に、脳細胞に記憶してゆく時に、既にどの様にその実体を取扱っ

ているか、具体物か、既知か、単数か複数か、概念のレベルか、男性か

女性かの人為的記号のどちらを持つか等を同時に記憶し、即ち、脳の中

で、既に分類して、それぞれ異なる整理棚の中に入れてゆくように、弁

別可能に記憶してゆくので、名詞だけしか記憶しない言語よりも、より

現実に則した細かな分類の認識を記憶しておくので、後の体験の認識の

弁別や、新しさの認定に効果的であるし、「にわとり」と発話するのと、

“un coq” とか、又は “une poule” 又は “des coqs”、“des poules” とかいず

れかに発話しなければならないのとでは、その時点で、既に写実的な描

述力においても差が生じる。又、一と多との区別は、一を特に注視する

態度だが、そこに、私という主観の各存在における重要性が投影されて

いる。生の価値内在的判断も、その様な態度から可能になる。現実の自

然存在複数に対する名詞の複数形の使用は、（des/les poules, des/les 

arbres）、同じ花でも、寸分違わぬ物は一つとしてない自然存在の微妙

な差異による多様性という現実経験への、種は同一でも、それに属する

個物はすべて異なるという、印象派の絵画が表現するような、細やかな

事実認識を可能にしている。（スーラの点描画の点は、手描きで、従っ

てすべて異なっている。） 

 名詞の性別は、人為的記号だが、名詞の数の区別と共に、これをすべ

ての名詞、代名詞、形容詞等に文字記号化して、付与しておく事によっ
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て、難しい文体使用に際して、その文字記号の意味の一致、不一致の認

知を利用して弁別機能を働かせる事が可能なため、精確さの精度を高め

ることが可能なので、より高度の認識の言語化、又より高度の論理的仮

定を記述する事が、より高い正確さで可能になるのである。即ち性・数

の区別、記号付与のない言語よりも、より解りやすく、情報伝達の誤り

少なく、難しい内容を理解、伝達可能にするのである。そもそも、不完

全な文法機能のせいで困難な、代名詞の指示内容の確定を、あたかも読

者の能力のせいででもあるかの様に、テストし判断するのは、怠慢な責

任転嫁である。言語は、高度な内容の伝達の正確さが得られるか否かを､

重要な美徳とする。 

 さて L’Imagerie des animauxの 最初の頁の上段の説明文を三つ抜書き

する。 

 Une poule couve ses oeufs pour avoir des poussins.…① 

 Pour sortir, le poussin casse l’oeuf avec son bec.…② 

 Dès que le soleil se lève, le coq chante et réveille la ferme.…③ 

 これらの文の定冠詞の使用は、その種一般を指示する機能的用法で、

下段の une poule の不定冠詞と良い対照をなしている。又、所有権者が

明瞭な場合は、所有形容詞が用いられる事が大変多い言語であるが、日

常生活会話の中において、細かに所有権者を表現する事は、常に個々の

存在の私的所有権という市民権を明瞭にし、潜在する権利関係を明らか

に反復確認するという事により、曖昧性をなくし、誤りなき認識と情報

伝達を可能にし、動植物等の自然存在の場合は、自然界における、そも

そもの背景の自然法則的帰属関係を明示し、社会的な存在物や物体の場

合は、社会的帰属関係や物の構造を反復確認し続ける事を可能にし、つ

まり眼前の見え姿の背後の法則や契約関係も表現し、人々の正しい細部

認識の持続に貢献する。各人のより詳しくより正しい記憶力の向上が、

言語活動の能率を高める事は自明の理であるから、上述のような言語の

用い方が、肯定的永劫回帰の可能性の向上も含めて、社会の機能の向上

に、人間関係の明瞭化に、紛争の減少に貢献するのも当然であろう。 
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 ①②の文章は、pour＋不定詞の語句が含まれているが、これは目的を

表現する。それぞれ、二つの連続する動作を意味する文なのだが、この

様に、動作(現象)と動作(現象)の背後にある、目には見えない ‘自然法

則 ’を認識の中にとり込んだ表現をする。ある現象からある現象が、こ

こでは自然必然的に帰結するのであるが、自然の合目的性として把え、

後続する現象を前の現象の目的として記述する。継起する二つの現象を

記述するのに、ただ継起順に写し取るのではなし、（例、「めんどりは卵

を暖めてひなにかえす」）その背後の関係（法則性）が認識されている

場合は、見えざる関係の認識も、言語化して表現するのである。従って､

幼児向きの日常語において、既に関係式の様な、格言的な、公式的な表

現が用いられ、アフォリズムへと近づいた表現形式を持つのである。 

 ①②の文章において、めんどりやひよこは、動物本能に従って生きる

自然存在であり、人間の様な意志的活動はしないにもかかわらず、それ

らを主語とする文形は、｢A は～するために～する｣ という公式になり、

フランス語において、一般に、人間を主語とし、その人間がなす行動の

目的となる二次的に意図された行動をも同時に表現する文体になり、

pour＋不定詞の方に、彼らの目的行動として設定された行動を表現して、

主動詞にそれに先行する行動を表現して用いられている。即ち必ずしも

自然本能通りではない精神の働きをもつ選択肢のある人間と、ほぼ自然

本能に従う動植物とでは、区別の存する所であるが、動植物の自然合目

的活動も、動植物の意志の統覚の元に主体的に営まれるかの様に解せる、

同一文型で表現するのであり、そこに一種の擬人化が日常的に加味され

ていると言えるだろう。そしてこの文型は、偶然的に行為の連鎖を行っ

たり、或は、模倣して行為してしまったりするのではなく、明確な目的

自覚と目的設定を、主体の意志においてなして計画的に行為してゆく、

長期計画で常に自己の行為の意味を明瞭に把握し、有意味な行為をしよ

うとする意志的主体を表現するものであり、自己の意味、存在の意味を

問わざるを得ない態度であり、哲学の発達と深く関係し、又、常に、諸

現象の背後の問題に敏感にならざるを得ない、パースペクティヴの哲学
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へと接近せざるを得ない意識なのである。 

 又、先に述べた所有形容詞、ここでは son, sa, ses であるが、フランス

語では、人称代名詞同様、人間とそれ以外の存在物とで区別した言語を

使用せず、性・数の区別にのみ合せて弁別した同一の語で表わす。この

点においても、擬人化が認められよう。下等物も何らかの魂を持つとし

た中世神学や、プルーストが指摘した、死者の魂が、木の様な下等存在

に隠れて偶然の発覚、鮮りを待っているというケルトの神話15)等が、現

代童話の《Cirque》の中でのイメージのヴァイオリンがそこから作られ

た、夢想家の魔術師の昼寝の夢が浸透した木の物語、或はその他童話16)

にも認められる様に、よく民間伝承される一つの型となっている様に思

われるが、それは、主観とその他を区別し、しかし、その他万物に、主

観を転移し、擬人化傾向を帯びさせる、強い主体性、人間中心性による

所と思われるが、その結果、自己と他の存在を価値内在存在として同一

視し、恐らく自己愛の対象に組入れて愛着心やなつかしさを抱き、この

様な平等化を通じて、博愛に到り、思いやりを抱き、その意志、その権

利  (自然権)、そして他者性を尊重する態度に到るのである。そしてこ

の、人間とその他の存在のために、その他の存在も人間同様に、性・数

で区別し、共通の語、共通の文型を用い、共存の領野、平等な項目とな

る領野を設定するという、人間の主観のみが、他の存在に対して専横者

となり、単独上位者となり、独走し、暴威をふるいかねないおごりに到

る事に歯止めをかけ、自他平等の愛情をもち尊重する事を可能にしやす

い、謙虚で高貴な礼儀にあふれた洗練された人為的分類の仕方が、人間

関係を動物関係に置きかえるというような、アレゴリカルな  apologue 

の創造、多くの比喩の創造を容易にしていると考えられる。 

 男性名詞の連関体と女性名詞の連関体の存在は、文章に地紋の様な淡

い凹凸をつけ、平板ではない微妙な味わいを付与し、人間外の存在への

かすかな擬人化は、文章に、人間的な優しく暖か味のある雰囲気を常に

もたらす，フランス語らしさを作り出す要素である。 

 ③についてであるが、太陽の日昇を表現するのに、上昇する現象のみ
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を表わす言葉ではなく、起床するという意味で日常繁鎖に用いられるse 

leverという動詞を用いている点は、太陽が昇ってゆく可視的現象の背

後に、多くの人間、その他動物が規則的に毎朝起床するのと同様の日々

の規則的上昇運動があるという天体の法則の認識を言語化している事に

なる。 

 おんどりが鳴く事を le coq chante と chanter という動詞、他の意味と

しては、＜歌う＞に日常多く用いられる動詞を用いる点に関して恐らく

雄鶏の声を聞き、歌う事を連想するからであろう。泣くの同音異義語の

鳴くに比べると、一応、楽しく陽気な気分が強いと思われるが、その点

については、悲しい歌もあると反論できよう。フランス民衆の愛唱歌を

思い浮べるなら、大ていの歌は、易しいジェスチャーを交えながら歌え

そうに易しいメロディーと動作がしやすいリズムで作曲され、活気ある

速いテンポのルフランがついている。（Sur le pont d’Avignon, Auprès de 

ma blonde, Chevalier de la table ronde, etc.）しかし、これらの歌も歌詞

を重ねてゆくと、民衆にとって辛い事が歌い込まれている。又、中には

何者かの死や、義憤等もこもり、悲しみや怒りの感情が、旋律、リズム

を作曲している歌もある。（Pont de Nord, Jean de la lune, Le roi fait 

battre le tambour)。人々は生活に起こる事、見聞した印象に残る事を、

喜怒哀楽すべて込めて、歌い表現してきたと言えよう。＜歌う＞は、そ

の点において、感情に関しては意味の領野が人間精神程に広い言葉では

あり、概して、不幸も、生命力で克服するための様に活力を持ち、テン

ポも速く、長調であり陽気と言えようが、すべての人々にとってそうと

も言えないであろう。＜歌う＞は、持続音の表出を表現するのみならず、

音が音楽性、メロディーとリズムの形式を持つ事を意味しており、持続

音の表出を人為的操作により芸術とした音を表現していて、自然音の模

倣を超え､それをアレゴリー化した場合に用いる言葉であるが、それを

雄鶏に用いる事によって、自然を芸術活動するものとして解釈し、アレ

ゴリー化した段階で言語化しているのである。そして＜歌う＞と鳥の声

との絶対的差は、高度な記号表現、言語表現の有無である。鳥に投影さ
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れた、主観の姿を見るなら、それは、音楽に合せて、詩的にしてしゃべ

り語る直情的行為ばかりではなく、芸術話動と言語活動とをする存在な

のである。そして鳥の日常行為を比喩としてアレゴリカルに言語化して

いるのである。それは、鳥の音声表出が、嘆きなのか、喜びなのかは、

或はそのどちらと解するかは、個々人の主観によって異なり、客観的検

証や決定は不可能であるため、歌うとアレゴリカルに言語化するように

なったものと解せられる。 

 réveille la ferme についてであるが、動詞  réveiller は＜目ざめさせる

＞の意味である。＜目ざめさせる＞は、意識を取り戻させる事であり、

パチッと目を開かせるという可視的現象を意味するのではない。この言

い方も、雄鶏も農場も共に擬人化された、人間関係化された、比喩的な､

アレゴリカルな表現であり、人間の行為としては不可視の本質的レベル

での言語化である。アフォリズム的である。 

 ついでに次頁から、もう二つ取り上げる。 

 Maman cane et ses petits aiment se promener sur l’eau.…④ 

 Les oies sauvages partent vers les pays chauds dés la fin de l’été.…⑤ 

 ④の例では、動詞 se promener について注目する。普通は、＜散歩す

る＞の意味で用いられる。＜散歩する＞は、徒歩で、歩く事自体を目的

として、但しスポーツの様に、身体運動のみを専門的に目的とするので

はなく、歩く事を意味している。フランス語のse promenerは、徒歩の

みならず、自動車、馬車、その他の乗物で移動しても、その移動自体が

目的で、但しスポーツという程その移動に集中していない時に、用いら

れる。従って、④の文で、ママあひると彼女の子供達は、水上で  se 

promener するのが好きであるという時、フランス語では比喩表現では

ない。この様にフランス語動詞は、個々別々の現象から、その意味が抽

出される時、その抽象化された概念の言語化として用いられる。⑤にお

いて、雁が暖かい地方へ向って  partir するに用いられている  partir につ

いて、同様の事が言えるであろう。partir は、出発するの意味で、ある

起点からどこかへ向って立つ行為を表現するので、その原則に合ってい
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る行為を広く表現し得る。日本語の＜出発する＞は partir より適切な使

用範囲が狭く、＜立つ＞は、逆に広すぎて、共通概念がとらえにくい。

その他、この様な事は、avoir, prendre faire 等、日常よく用いられる動

詞により、もっと判明に説明されよう。つまりフランス語は、積木にた

とえるなら、すでに色々に、かなり具象的に型取りされた積木ではなく、

入れ替え可能な幾種かの同一のユニットが多い集合の様であって、多く

の出来合いの慣用表現を持つのではなく、普遍性を持つ機能的なユニッ

トの組合せによって、その現象がどのように抽象化され得るかを考慮に

入れつつ、その都度、自分で表現を創ってゆくような側面の強い言語で

ある。それ故、経験に合致した現象に関しては、よく適合する慣用表現

が存在して、強い効果を上げるけれど、その為かえってその慣用表現の

方が、先験的に先行してしまい、現実のそもそも―回帰性の現象の重要

な細部、少しの変化を言語化できずに抹殺し、逃してしまうような型の、

社会の機械主義的、大勢順応的固定化を助長する言語と異なり、少しの

本質的変化をも言語化してゆく事のできる柔軟さと創造性を備えた言語、

論型 communication の可能な言語である。 

 パースペクティヴの哲学とは、超越論的哲学に対置して与えられた名

称であり、前者を批判する観点なのだが、先験的に批判するのではなく､

超越論的哲学を論証しようと努力してできずに後験的に批判する立場に

なったと考えるのが適当で、超越論的哲学や普遍道徳の非普遍性を批判

するのであり、論理性においても、説得力を持ち君臨する超越論的哲学

を、一笑にふされずに、批判するには、より以上に論理的見地から批判

できる事も重要であり、それらの従順な信奉者に比べて、一層、真理の

論理的追求にも全力傾註をする必要があり、そのためには、言語化が本

質概念に対してなされていて、文法的にも機能的にも純化されていて、

難度の高い議論を精度高く語る事が可能で、あまり、日常慣用表現に束

縛されていないため、概念操作、思考の創造的展開が秀れて可能なフラ

ンス語が、より望ましい言語である。フランス語は、金貨のように、等

価価値形態的なのである。 
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 関係代名詞の説明 

 続いて同じ本から関係代名詞の例文を抜き出し説明を加える。これは､

先の略述では、N°6の中に組込まれている。 

 Le sanglier a de grandes dents qui lui serrent de défenses . . .  …⑥ 

 La maison où le renard vit avec ses petits s’appelle un terrier. …⑦ 

 Le tamanoir, appelé aussi grand fourmilier, se nourrit surtont de fourmis 

qu’il attrape avec sa grande langue collante.  …⑧ 

 Le Kangourou possède une poche dans laquelle vit son petit. …⑨ 

（oùが時間を表わす語句を形容詞節の状況補語として受ける例、前置詞

＋qui, dont, quoi は、ごく平易な例文で説明する。） 

 フランス語関係代名詞の特徴は、純粋に機能的になり、先行詞が形容

詞節の主語か、直接目的補語かで区別されるが、その時は、先行詞が人

か物かによる区別はない。文の理解上、有意味か否かに従って、必要な

区別をしているのみである。又、時間、場所を状況補語として受ける関

係代名詞も、先行詞になる、時間又は場所を表わす言葉が、形容詞節の

状況補語として受けられる事を表わす機能さえあればよく、時間と空間

によって区別する必要がないため、où一語で兼用されるが、これも機

能的に純化されている点である。関係代名詞は、先行詞を正確に指示し

得る事が、何より重要な働きであるが、万一先行詞が紛らわしくなる場

合は、lequel, laquelle, lesquels, lesquelles という先行詞の性格に一致し

て四通りに弁別可能な関係代名詞が存し、これは、先行詞が物で前置詞

(句)を要する場合に用いると一応説明されるが、実は万能であり先行詞

限定に必要なら、qui, queの代りにも使用し得るのである。又、lequel型

の前には前置詞(句)を置き、形容詞節に接続するが、前置詞(句)でなく

ても、前置詞(句)＋名詞＋前置詞の形を前に置き、先行詞をこの前にお

かれた語句の補語として受ける事も可能なために、自在に、前置詞句に

準じる語句を連結の語として用いる事ができて、文の継続性を様々な形

で維持できるため論理や想像力の展開を豊かに高度にする。 

 代名詞が何を指示するかは、文の理解上大変重大な事である。この点
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が多分に文脈理解に依存する言語は、あまり論証に適した言語とは言え

ない。又、その他の要素も、省略が多く文脈依存的理解にたよっている

場合は、その習慣が論証にも影響し、しばしば、一人よがりで論理性を

欠いた文体になるであろう。そして文学的表現の試みにも限界が早く訪

れる事であろう。 

 フランス語の場合は、数の区別と共に、人為的記号の性別も利用して､

文脈理解に依存して解釈に苦しむ以前に、記号の一致によって自動的に

先行詞を特定できる事が多く、文の正しく速い理解が、複雑な内容を表

現する場合でも可能になるのである。又、時としては、形容詞節の動詞

や形容詞の性・数も、先行詞の確定に貢献する。 

 関係代名詞による形容詞節が、先行詞に対して後置になる文法のため､

文頭にその文の意味の大概念を表明して、それから細部をていねいに

語ってゆく文体になり、大きく把握した全体性を見失わず、末端肥大症

や視野狭炸的安易な焦点化の移行が置きにくい。文を絵の描き方にたと

えるなら、画面全体の構図を先に取り、それから細部を描く描き方で語

り得る。先行詞を先に語って形容詞節を付加するので、一体何について

語っているのか解らない発話の部分が、文中にあまり存在せず、理解は

概して前の言葉と連絡した形で進行するので、内容が複雑になっても、

整理よく語られてゆく事になり、順を追って理解してゆく形式になるの

で、理解がより容易である。 

 尚⑦の文に、言葉を定義してゆくような文体であり、0 才～ 5 才まで

に自然に脳細胞に組入れられてゆくため、あたかも自然存在かの様に受

け入れられ、その記述(制度)も又、普遍法則であるかの様に、受容され

がちな、生育地の言語に関して、それが人為的に定義されたものであり､

それ以上の超越的権威によって先験的に与えられたものではない事、

従って人為的に変更も可能である事を教えてゆく大切な文体である。 

 

 引用  1 「(……)このように経験対象の記述ということを受け入れるた

めに我々が従わざるをえないアプクリオな制約というものがあり、それ
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を探求するものが論理学である。記述というゲームに特有なアプリオリ

な制約が、記述対象のアプリオリな制約となるのは、そうでないような

対象は記述しえないものとなる以上、当然である。 

 この認識の基本構造は、アリストテレスの＜カテゴリー＞の発想に由

来している。それは一言で言えば、記述のアプリオリな構造が記述対象

のアプリオリな構造を制約するという記述形式上の区別、あるいはそれ

と結びついた言語コンヴェンションの機能的区別（すなわち、主語に対

応する指示機能と述語に対応する述定機能の区別）が、存在者の区別に

対応している。かくて、主語によって指示される存在者が＜実体＞とか

＜物＞として取り出されて、述語によって記述される存在者―性質・関

係などと区別されるわけである。かかる根本洞察は、以後哲学史上ほと

んどすべての (存在者) を基本的に制約しているものである。存在を存

在としてアプリオリに探求する存在論が可能なのは、言語の論理構造の

区別が存在のアプリオリな分析を導く手がかりとなりえたからであ

る。」 

（「ニーチェの遠近法」p63－64） 

 

 ２－２ Ma petite fille est toute petite 

 ＜文体と解釈＞ 

 Ma petite fille est toute petite …①という文において、2度くり返され

る形容詞 petite は、はじめの付加的用法は単に少女（幼い娘）のみを意

味するのみならず、私のかわいいという愛情の気持を表わす意味に、後

の属詞的用法は小さい
．．．

と大きさを表わす意味に解釈されよう。（ミクロ

文彩の  répétition の  antanaclase）又  fille について  ma petite-fille の様に 

petite と fille の間に結合符が有れば孫娘の意味になり、絵本であるので

イラストも持論有意味であると考えるべきで、そうすると  fille 娘は、

子供の意味のみならず、恋する娘の意味にも解釈可能で、僕のかわい子

ちゃんの意味にもなる含意をもった syllepse である。母が自分の女の赤

ちゃんの事を、もう少し年上の子供（男の子）に、年長の子が赤ちゃん
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の到来で疎外感を深くしないように、母の模倣をして妹を可愛がるよう

に、語っているのを子供のごっこ遊びで模倣していると理解するのが普

通であろうが、模倣される語り手はお父さんやお祖母さんでもよいし、

恋する女性の事を語る男性でもよろしいのであろう。（赤子が生まれた

ばかりの若夫婦などが、示指され得よう。）幾つもの解釈にゆだねられ

たアレゴリカルな表現なのである。 

 音韻の遊びも面白く、I 音の反復や/tit/－/tut/－/tit/という paronomase

がある。 

 次の文 Je la coiffe avec brosse à dents …②であるが、文法として人称

代名詞直接目的補語  la に注意する。フランス語では、直接目的補語・

間接目的補語が、人称代名詞に置きかえられる場合のみ動詞の前に置か

れ、動詞に先んじて言語化され意識にのせられる。既知の存在となると､

動詞に先んじて現われてくるのであり、既知の存在になると他の存在は､

自己の行動決定に先んじて出現するのであり、行動決定（動詞発話）へ

も影響を与え得る事になる。その点、自己の実践的決断を何より優先す

る態度と異なり、自己の決定に、知り合いになった他の存在の観点を導

入する言語構造と思われ、他の存在を尊重する言語と言えよう。ここで

大切なのは、名詞そのものではなくて、人称代名詞に変化してからとい

う事であり、そのために、私の行為決定に影響を及ぼし得る位置に出て

きた他の存在とは、この場合は  la＝ma petite fille という風に条件付で

特定する事になる変数で示されているという事である。この文は、la が

別の存在物を指示していても成立し得る関数であり、la は他の女性単数

者を、それどころか、女性単数の記号を付与された名詞なら、もし他の

語の共起制限によって排除されなければ、まず、一つ特殊化されて認識

された後には、代入可能である事も示す形式なのである。即ち、この言

語表現は、現実において他の存在物ともそのような関係が成立し得る可

能性を示しているのであり、他の存在物とは、女性単数名詞一般である

という事になり、人類の女性以上の広い範疇であるという事になり、フ

ランス語の言語表現は、潜在的にある集合の存在し得る限りの規模での
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全体の存在を自己決定に影響を与えうる可能性をもつ存在として問題に

しているという事になり、世界全体とか、人類全体とかについて、人間

一般に通じる普遍性について語る、哲学的な言語であるという事になる

のである。そして、実は人類に限らず宇宙大的規模でもっと広範な存在

一般について語っている事になるのである。即ち他の集合体存在全体へ

のその観点の尊重を体現した言語であるという事になる。フランス文化

の特徴・人権思想や、自由・平等・博愛の思想、アレゴリカルな表現可

能性等は、この様な文法形式と一体のものと考えられよう。 

 言語が、実際には自分の家族とごく周辺のわずかの人や物についてし

か、現実体験可能範囲の事についてしか語らない、小さな偏狭な記号体

でしかない事から発達して、人類一般を対象として哲学をするには、又

は思考するには、個々人の見せかけの相違を無視し、共通の人間性をも

つものとして抽象化し、人間一般を指示し得る人称代名詞を具体的名詞

のかわりに使いこなせるようになり、常に、その記号表現が人間一般に

適応しうる普遍性をもつものか否かという暗黙のフィードバックがなさ

れるようになっていなければ、無理ではないかと思われる。但し、フラ

ンス語の人称代名詞の位置変化の過程が明瞭に示すように、個々人に

とってのある存在の人称代名詞化は、その人にとって特別の意味をもっ

た存在となった  le 又は  la 又は  les への変換であり、特別化（聖別）な

のである｡le 又は  la 又は  les で呼ばれる事は、主体とまだ関わりの成立

していない何かである事から、主体にとって特別な意味を持つ存在とい

う  le 又は  la 又は  les と呼ばれる普遍性を授与された事（問題化された

事）、 le 又は  la 又は  les と呼ばれる、特別に主体に影響を及ぼし得る階

級に引き上げられる事なのである。特定の取巻となった存在物は、 le 

又は  la 又は  les と呼ばれる本質概念を懐胎している存在物であり、そ

の本質概念によって呼称されるようになっているのであり、そのように

周囲の存在物を指示する時、主体は、それらをその本質概念において把

握しているのである。そういった特殊存在の本質概念が、他者にとって

の特殊存在と共通の記号で示されるのは、視野を広くすると、その事態



パースペクティヴのレトリック 1  

 - 301 -

が他者にも共通である事に気づくからであり、表現に際しては、litote (緩

和による強調) のような働きが、合理性や語調緩和により要請されるせ

いであろう。この様に自己の周辺で特別に意味をもつものを、一般化さ

れた記号で表わすようにしたため、そこにその外延にある存在も、代入

され得る可能性をもつものとして、意識されるようになったのであろう。

主体に内在するそれらの本質的価値があたかも、存在の側の本質的価値

であるかのように､その価値に与える言語 le又は la又は lesで指示する事

は、主体の解釈が投影される言語化であり、アレゴリカルな言語使用と

言える。フランス語の場合は、位置の移動によりさらに強調して上演し

ているといえよう。自分にとって特別な関係をもつ存在物に自己投影し、

擬人化し、 le 又は  la 又は  les と呼ぶ普遍的内在価値があるかの様に言

語化する事、それは、自己中心的主体性によってなされる事であり、言

語表現が、主観的にやや人間化されたものとなる事、淡くアレゴリカル

である事、それは、博愛の源泉ともなるフランス語の特色であるが、そ

れが、人間的真理、内在価値の上演なのである。 

 すると結局すべての言語が、何らかの点でアレゴリカルと言えるので

はないかと思われるかもしれないが、アレゴリーとは，レトリックの技

巧であり、芸術技巧であり、人為的に創造されたものである。フランス

語が、個人主義や、自由・平等・博愛の理念や、論理的合理主義の徹底

のアレゴリーであると言えるのは、フランス語が、自然発展に放置され

た言語ではなく、人為的に統制を加えられた言語であるからであり、そ

れ故、芸術表現とも言いうるのである。言語の論理構造が、存在の論理

構造を制約するなら、この様に、言語に対する知見も進み常識となりつ

つある現代、いかなる言語を遅れた言語形態である生育地言語に代る、

日常使用言語とするかという決定は、国家の価値判断、理念の表明と見

なされざるを得ないのである。 

 さて、絵本の文章に戻って、avec brosse à dents＜歯ブラシを使って＞

であるが、これは、ヘアブラシの代りに、似た形で小さい歯ブラシを

使って髪を結ってあげられる程に小さい、の意味であろう。これは、実
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際の行動をそのまま記していると思われるが、その文に記述される物語

の表現において（子供用の）歯ブラシという道具は、ヘアブラシとして

比喩的に用いられていて、ブラシ類の中の小さなカテゴリーでより大き

なカテゴリーを表現しているので、その物語の現実が、意味内容におい

て  synecdoque になっていて、アレゴリカルな状況である事、ミニチュ

ア的世界である事を示している。この発話からは、お母さんのまねをし

てお人形遊びをしている幼女が想像されるが、但しカール人形のような

お人形遊びなら、＜お人形用のヘアブラシ＞があって、歯ブラシは用い

ないだろう。その場合、＜おもちゃのヘアブラシ＞が小さくて、まるで

歯ブラシみたいに小さいと思って遊んでいる子供の発話なら、＜歯ブラ

シ＞という語を使う事は、意味表現における  synecdoque、いわゆる

synecdoque に相当する。 

 このような場合、いずれの意味であるかは、絵本であるから、イラス

トを見れば解るのが普通である。そこで絵本を眺めると、この絵本がさ

らに素晴らしい工夫にとんだ絵本である事がよくわかるであろう。イラ

ストは、そのどちらとも断定していないのである。少年の服装をした猫

が、その人形位に小さい、時に丸裸の人間の幼女を文意に合わせて世話

をしている予想外のイラストが、素早くやや大ざっぱに描いたアニメ的

な輪かくの簡単な絵が、大変上手で、均衡がとれており、表情は少しふ

ざけていて、感情表現もゆたかではあるが、やさしくすましていて、動

作速度は緩慢なので、エレガントさを失わず、程良い明るい配色がなさ

れて、おしゃれに楽しく、富者も、貧者も包含し得るように描かれてい

る。つまり、あり得ない想定であり、この空想的想定も幼児は自然に受

け入れ、面白がるであろうが、それ故この文の、現実に則した場面設定

は、多様に読者の解釈にゆだねられているのであり、見事に試薬として、

様々な観点に向って開かれ、多元的解釈の可能性を創出した絵本である。

髪を結う事と歯を磨く事、共に日々欠かせぬ事を、相乗効果と共に教育

する事になろう。 

 次の一文をなす二文節は以下の通りである。 
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 Ma petite fille est si petite … ③ 

 Une fleur lui sert de parapluie …④ 

 これは、形式・内容共に初めの二節の反復になるし、終りまで、この

様な反復のヴァリエーションがくり返される。 

 ③は①とほぼ同じ文であり、意味内容は同一である。（A はとても小さ

い）という文形式は一つの判断を語る。そこで、expolitionやparaphrase

のひな型と言えよう。又  épanaphone と  épiphore があり、symploque に

なるという単純なrépétition が、その言語音、意味を反復して、小さな

可愛らしさを強調する。④の節も、上の判断の基準となる大きさの具体

的比較を語り、判断の根拠を示している。①②と③④の節の論理的関係

は同じで、反復されている。④の節は言語表現が比較を表現しており、

parapluie は  fleur の  comparaison に相当しよう。又④の節の、一本の花

位の大きさのものが傘になるという事は、異質のものの直論であり、材

質の点から、生花の方がやや弱そうで、前の比喩に比べると、少し 

hyperbole が混っている。②と違う点は、道具を自然物（植物）で代弁

しようとしている点で、自然さの導入になり、かつ花という女性性の肯

定的側面を凝縮した自然物を近くに用いる事で、幼女の可れんさと、雨

から花によって保護される事になる程の弱さを一層強調する事になり、

赤ちゃんや幼い妹を大事に扱わなければならない事を理解させるであろ

う。又、花と雨という連想から、庭へ場面が移動する事により、現実に

花の下に位置する存在、仔猫などを連想しやすくなるし、特にさし絵が

猫の少年なので、むしろさし絵と逆の現実、人間の幼女が、生まれて間

もない仔猫と遊ぶような可能な事実に思い致すなら、このイラストが、

幼女と仔猫の位置と扮装を逆転させている、絵における  hypallage であ

るとも解釈され、それなら、無知から仔猫を虐待しかねない幼女に、運

命の逆転を想像させて、仔猫のような小動物に対して、いやがりそうな

事をしないような教育効果も考えられていると言えよう。又、花が傘な

ら、花びらがなくなって、水が通っては困るのであり、そこで、完全な

物を破壊する事の不都合が、傘にたとえられて、アレゴリカルに解釈さ
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れ、花をやたらにむしったりする事を控えるよう教えるのに一役買うで

あろう。イラストは、やはり､hypallage であり、小動物と自分自身も、

共に雨の時は、ちゃんとぬれない様にしなければならないと description 

négative, paryponoïan 的に描き出す。観点の移動をなす事により、他者

への理解、配慮を深める、パースペクティヴの哲学に則った教育法であ

ると言えよう。雨が降ったらぬれているので傘をさすという生活習慣を

教えると同時に精神の教育も可能にしている。この物語の他のイラスト

が連想させるように、僕のかわい子ちゃんの物語として考えてみるなら、

その場合は、プシケとエロスのギリシァ神話にもその根拠がありそうな、

コクトーの「美女と野獣」のような童話が一つの原型としてあらわれ、

大きな傘をさした、巨大な怪猫少年の胸に抱かれた、幼女への贈り物ら

しいチューリップが幼女の比喩であり、又、緑色のパンティだけで後向

きの花を傘のように持って、雷小僧のように、実際には絶対にぬれる事

なく雨雲の上に立って頬笑んでいる幼女は、若い女性の未熟さや処女性

を表わしていると容易に解釈される。 

 又、この後も継続される、ほぼ同一節の反復、同一の論理関係、とい

う枠組の中で、少しづつの変化をつける事、又、一つとして完全な同一

物のない自然界を導入する事により、反復の中の細やかな多様性を表現

している。文法としては、 luiという人称代名詞間接目的補語と、前置

詞をとる間接他動詞、不規則動詞でも子韻型として類型の多い servir(de) 

が、être 動詞、第一群規則動詞に続いて登場し、不規則動詞を教える等、

文法学習を速進させることができる。 

 次の一文をなす二文節に進む。 

 Le pot de ma petite fille …⑤ 

 est petit comme le bout du doigt …⑥ 

 ⑤⑥は、これまで①②、③④と  2 度継続するその型が、この童話の

反復する基調である事を理解させたあとに続き、それまでの反復とは判

断文を省略した点で異なる形式となったが、やはり、この絵本の主題の

論拠を補強・反復する点では、主張内容は同一である。ここでは、文は、
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③④と同様に  comparaison の文彩に飾られる。 le potというだけで、イ

ラストを利用し、便器を表現している点は、synecdoque の用法に相当

する。周辺の糸巻きは、食事から排泄への体内の連鎖を意味し得る。さ

らに⑤の句は  pot de fleur（植木鉢）に連結のし方が似ており、糞の利

用の様な自然循環も暗示している。廃泄物の少なさは、精神現象におい

ては、アンソールの作品からも類推されるように、認識の少なさ、獲得

して他に伝達し得る知識の少なさのアレゴリーになる。又 pot が花のト

イレなら、なくなっては困るわけで、花を植木鉢から引き抜かない事へ

と、アレゴリカルに役立つであろう。又トイレが指先のようなら、指先

は大変大切で、けがをして動きにくくならない様に気をつけなければな

らないし、あちこち触って汚れるので、しゃぶらない事、よく洗う事が

大切な事の認識へつながるであろう。又、生活習慣の言語化の中に、ト

イレット・トレーニングの様に、重大な事を上手に、さし絵も利用して

とり入れているのである。 

 形容詞  petit の変化や、前置詞  comme、冠詞の縮約  du の登場は、や

はり文法学習の速進を可能にする。 

 次の二節に進む。 

 Ma petite fille est si petite …⑦ 

 Une tasse suffit pour la baigner …⑧ 

 入浴という大切な生活習慣の必要を教えつつ、音楽の二部形式の後半

部の後半の様に、再び①②と③④の文形式に経って同一の論理関係を展

開する。⑦の節は、③と全く同一文のくり反し  épanalepse になり、⑧

の節は、④の節と、冒頭 une が同一の épanaphore、又 une. . . s の反復

という  paronomase をなす。⑧の節では、 tasse が意味内容において、

baignoire（浴槽）の  métaphone として用いられている。ここでは、

tasse と  baignoire では、液体用容器という点では同じだが、brosse や  

pot の様に共有する語もないし、食器と入浴用とで用途も材質も大変違

うので、métaphore と考えるが、それだけ相違するものが代用し得ると

いう事、観点を変えると飲み物用の大きなカップもお風呂おけであると
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いうパースペクティヴの学習に好材料である。又、お風呂が壊れて水が

あふれれば、一大事であり、ここでも、アレゴリカルに、もっと大事を

引用して、器をこわさないように教育している。文法的には不規則動詞

suffire、及び pour＋不定詞句へと速進する。 

 次の二節に進む。 

 Au milieu des fraises du jardin …⑨ 

 Ma petite fille est toute petite …⑩ 

 この  2 節も⑤⑥の様なヴァリエーションの一種で、いつもの論理展

開と逆の進行になっている。⑦⑧⑨⑩と連続すると、文章レベルにおけ

るほぼ chiasme の形式をなす。又、⑨⑩⑪⑫でも逆の chiasme となる⑨

の方が⑩の判断の論拠となるのだが、この事の理解には、イラストを加

える必要がある。晴れた庭に、乳母車のような靴の中に入った幼女は、

苺を幾つかつける小さな木株より小さ目である。（一粒の苺より小さい

わけではない。）⑨の文章は、＜庭の苺の真ん中で苺の木と比べてみる

と＞、の意味になる。これまでの論拠の形式と少し違う点は、幼女の使

用する道具がいかに小さいかを述べるのではなく、苺の実のなった植物

を物差として、幼女自体がいかに小さいかを示している。植物の苺も自

然存在であり、自然に成長をする点で人間と同じだが、従って、イラス

トか又は何か具体的説明が加わらなければ、どの程度に大きくなった苺

と比較しているのか解らない文である。比較の尺度とした基準も変数だ

という点で、この比較の中には、成長の程度の比較もこめられている。

すると、普通は、変化するものとの比較なら、人間同志を何らかの点に

関して比較するものであり、子供なら、最も普通には、同程度のレベル

の子供同志を、何か特定の事の成長具合について比較する。すると単な

る背だけではなくて、所有している苺の実の比較もアレゴリカルに含意

され得るのであり、苺の実のような女性器の未熟さもアレゴリーとして

含意していると考えられよう。この絵本の対象児には、理解可能かどう

か不明であるが、子供の関心の発達に応じて、正しい知識を教えるべき

性教育の萌芽も、巧みに取り込んでいると言えよう。もし果実が植物の
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一部である事が、自分の身体の一部であるようなものだという事を理解

させうるなら、ここでもアレゴリカルに、果実をむやみに摘み取る事の

防止に役だつであろう。果実を人間の赤子にたとえるなら、恐らく幼児

の読者は幼女のイラストが、機械的同一性をもたず人形的でなく人間的

なことから、幼女に自己投影するであろうから、やはり自己言及的に大

切にしようとするだろう。又、実際、庭遊びへと生活の場面を屋外に拡

大し、庭での生活の仕方の教育へと導くものである。文法説明には、冠

詞の縮約の例が便利である。又、①の節とは épanalepse になり、その他、

③⑦の節とは、①同様に、épanaphore, épiphore が認められ、paraphrase 

や expolition のひな型となる。 

 次の二節に進む 

 Ma petite fille est si petite …⑪ 

 Elle dort dans un tout petit panier …⑫ 

 結びの文は、基調となる①②、③④、又は⑦⑧と同じ文形式、論理関

係により完成され、生活習慣の中の不可避な事、眠る事を語って終りに

なる。判断の論拠に、ゆりかごの意味内容上の synecdoque となる panier

（手かご）の小ささが引用される。文法学習において、servir と同じ活

用型の dormir、副詞として例外的 tout の変化の説明がなされ得る。 

 こうして、細かく変化を施しながら、そして特に中央部最後に強調に

なるような変化を、一文おきにリズミカルに挿入しつつ、同一命題に対

する幾つもの実証的論拠の列挙は、多くの実証的根拠を列挙して論証す

る、エネルギーある研究、思考の書物に用いられる論型、conglobation 

の型を教える事になるであろう。又、同一判断に終止しているのであり、

当然、全体が amplification をなしている。 

大きさの比較を利用して、パースペクティヴの変化による、意味の変

化がある事、そうして新しいアレゴリカルな観点から見る事により、そ

の物の少しなおざりにした価値を見直す事等を教える事が可能であろう。

ミニチュアの世界でなされている事は、幼児の正しい活動である。Ma 

petite fille は幼児の正しい姿の規範である。その観点から、幼児は己の
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現実を、時にはやはり生活習慣の悪い大人の現実を、批判する事となり、

忘れた、或は知らなかった良いしつけの意味をアレゴリカルな上演を見

て考えるようになり、そして原初に親にしつけられた正しい規則を再び

復活して、又はさらに習慣化して、実行してゆくように、肯定的永劫回

帰化してゆくように、予定されている。 

 又、さし絵が示すように、「美女と野獣」のアレゴリーの一つである

なら、女性は、無邪気で無知な方がかわいいと語っている事になり、自

ら世話をし育てるのが楽しみであると語っている事により、女性の処女

性を尊重し、誠実で教育的な男性、（良き夫）をその願望に合う女性像

と共に、肯定している事になり、成長後の男女関係の、各時点において

常にその前段階を継承して伝統のように末長く二人だけの関係を守り育

ててゆく健全な望ましい有り方を含意している事になるであろう。この

含意も大変正統的な常識ではあれ、万人に強制すれば併害も生じる理想

的観点であるが、逆に性の自由化が、犠牲者と思う人を生み出し、併害

をもたらしているなら、現実社会批判の観点となろう。 

尚、上述の過程において、「美女」の様に、幼女は、人間家族との日

常生活とは違う、不慣れな怪物猫との共同生活をするが、その異常な環

境の中で愛情のある世話を体験する事となる。日常の人間環境が仮に消

滅した時、人間関係の中のいかなる部分が、真に貴重であるかを、この

様に異様な外見の元に、世話する者と世話される者との超自然をも含む

多様な可能性の中に、再び見出す事を要請されているように思う絵本で

あり、その良い関係や、正しい生活習慣がともすれば正規の日常生活の

中では、損われているであろう事を、hypallageの多いイラストで暗示し

つつ、それらの新鮮な見直しが考慮される。 

 最後のイラストは、言葉だけ聞いて想像する「平和な家庭、部屋の中

で母の傍らゆりかごに眠る赤子」とは異なり、もう怪猫すらいなくなり、

大宇宙の一個の星（幼女の持参金のアレゴリーとも解釈できるが）に

引っかかったひもの端に幼女のゆりかごがぶら下がり（月の半月刀に脅

かされているようでもあるが）、そこで健康そうな幼女が、少しエゴイ
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スト風のにこやかな表情で、何も意識せず、恐らく自由な夢の飛翔の中

で眠っているのみである。パスカルの語る無限の沈黙の環境に漂う、無

知な悲惨な人間のような状況であり、楽しい背景の星空や、幼女の自己

満足的な表情は、かえって、自己の悲惨への無知を示して一層パスカル

の言に近くも見え、家や学校や町や国やその他社会的に人間に資格や意

味を与えるものは、すべて仮象にすぎず、宇宙空間に孤独に投げ出され

ている人間という印象は、多かれ少なかれ持たれるであろう。そこに又、

他のイラスト同様、この頁も一つの試薬として提示されている事が伺わ

れる。 

 ややエゴイスティックに安らかに眠る幼女は、万人が宇宙空間に単独

に投げ出されているという根本的平等性により、家庭環境や親の資質に

関わらず、生まれ出でた人間はすべて本質的に平等で、人間の権利を有

するものであり、健やかな成長に必要な心身の世話を受ける権利がある

と主張して楽観しているかの様である。一つの歴史的真理の発顕の上演

であり、その担い手は、従来の普遍道徳の担い手であるべき家庭の親で

はなく、怪猫少年であり、彼は、真の真理の担い手として、超人として

存在するのである。 

 こうして言葉だけなら、母の真似をしてお人形遊びをしている少女を

想像する物語に、技巧的なイラストを加える事により、アフォリズム化

し多様な解釈を導き入れ、日常的な風景の他に、様々な個々人に運命的

な養育者があり得る事を示しつつ、しかし一貫した愛情ある世話の持続

を範として示して、子の世話の仕方も教育も各家庭の伝統によるのであ

り、千差万別で、先験的に万人が子育ての良い活動をするように必ずし

も定められてはいないのであるから、将来の子供の教育のために、特に、

育てられる幼児である自分の似姿のみならず、育てる者としての擬似体

験に近づかせる事により、子供に育てる者としての資質と方法を教育し、

小さい弱者を可愛がり、保護し愛しむ事を教えておく必要もあるのであ

る。 
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 ２－３ 《Oiseaux, si tous les ans》 

 ＜文体と解釈＞ 

 Oiseaux, si tous les ans, vous quittez nos climats. …① 

 Dès que le triste hiver dépouille nos bocages. …② 

 Ce n’est pas seulement pour changer de feuillage, …③ 

 Ni pour éviter nos frimats …④ 

 Mais votre destinée ne vous permet d’aimer. …⑤ 

 Qu’ à la saison des fleurs …⑥ 

 Et quand elle est passée, vous la cherchez ailleurs. …⑦ 

 Afin d’aimer toute l’année. …⑧ 

 

 18世紀に作詞され、モーツァルトが作曲し有名な歌曲となった詩で

あるが、歌詞としては、何回も  épizeuxe を用い、歌で感情の高まりを

強調したい時は反復している。（本文下線部は épizeuxe になる。） 

 Oiseaux（鳥たちよ）という最初の一語は、apostrophe であり、又、

この詩全体が、これに続いて鳥たちへの呼びかけになっている。

oiseaux に対して、あたかも人の言葉が解けるように、vous と語りかけ

ている点、軽い  personnification になるが、votre destinée (あなた方の

運命) の様に、destinée のような、動物の習性とは異なり、人間に用い

る言葉を鳥達の属性として用いる点において、personnification と言え

る。従って、allégorie をなしているようであり、apologueと言えよう。

si tous les ans, vous quittez nos climats は、毎年定まった自然の事象を、

あたかもそうするかしないかの選択の自由がある任意の事のように仮定

して表現しており、鳥を尊重して語調緩和をしているようであり、litote 

になる。丁寧な言い方で、鳥の季節移動を強調している。ce n’est pas 

seulement pour＋不定詞＋目的補語と ni pour＋不定詞＋目的補語は、否

定語＋pour＋不定詞句の部分的文法形態の反復 hypozeuxe であり、その

意味内容の強調になる。部分否定を  2 度重ねての不完全な側面の丁寧

な強調は、真実を語る事を遅らせて、発言の意図を不明瞭にしている念
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の入った euphémisme である。部分的には肯定された 2 つの内容であり、

同系色の少し彩度・明度の異なる色調を重ねてゆくような、細かな段々

トーンの効果がある。quitter nos climats, dépouiller nos bocages, éviter nos 

frimats は、 nos を反復して、いずれも、他動詞＋直接目的補語の

hypozeuxe になり、その中の  nos は飛び立ってゆく  vous に対してとり

残される  nous の側を示して、対立強調する効果のある  gémination であ

る。 

 花が減り出すと、夏鳥が消えてゆくのは、恐らく寒くなってきたせい

であり、これ以上届まると、そもそも生命が失われるからであろうと思

われ、或は、そのように夏鳥は絶滅から種を守るために、生殖本能が暖

い所を必要とするように、生まれついているのかもしれないにせよ、暖

い所で隔離された一羽は生存し得るであろうのに対して、寒い所に残さ

れた群れは生存できないのであろうから、寒冷の接近を感じ取ると去っ

てゆく現象の根拠の説明としては、この詩の説明は、実に巧みに、自然

の季節を、木における茂みの有無、そして常緑樹のみの季節と開花の季

節と二重に細分しつつ、ごくわずかに、自然科学的説明の正解をはずし

ていると考える。常識においては、この様な自然理解に基づき生存のた

めに虫の沢山いる葉の茂みを求め、寒冷を避けて、夏鳥は季節移動する

と考えられていよう。生きている事は、生殖活動の必要条件なのである

から、生存が不可能になるなら、生殖活動は無意味であり、生殖活動が、

生存可能の枠外で可能であるかの毎き議論は、自然科学の記述としては、

誤りである。夏鳥はその発生史上、花が消えてゆく頃を、生殖活動の不

可能を意味する信号の前提としての、死を意味する寒冷の接近、つまり

死の信号としての解釈を隠蔽するようになったと、仮に花が消えただけ

で、まだもう少し生存可能でも立ってゆく理由は、生殖本能であるにし

ても、それは、実は死の接近を意味するせいであろうと考えられている

と思うし、この詩自体も、Dès que le triste hiver dépouille nos bocages 

と歌っているのであり、落葉は、それに続く淋しい冬のなせる技であり、

その接近を示すものとして理解している事を示しつつ、鳥の行動の解釈
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には、前述のように生存が生殖活動の必要条件ではなく、そして野生の

夏鳥が生命維持できない事は、寒さの必要条件である関係がないかのよ

うに、寒さの中でも、生存は可能である事を前提として、論理的には成

立し得る、部分否定の文形式を用いている事で、作者による意図的な自

然法則からの解釈の逸脱を示しているのであり、作者の主観的主張があ

る事、何か別の事態についてのアレゴリーとして、夏鳥の事を書くため

に、強引な歪曲が加わった事を示しているのである。さらに次の文が、

花の季節にしか愛する事を運命が許さないからとして続け、それを、隠

された解答、euphémisme が隠していた真理として提示する事により、

落ち葉と花の消滅の頃を、夏鳥は生殖活動の不可能の信号として把握し

ているという事を真理として提起するわけであり、淋しい冬は、この現

実の夏鳥たちの認識や、反射的反応には無関係であるという結論になる。

実際この鳥たちは、冬を経験すれば生きてはいないはずであるから、彼

らには冬の寒さの認識はないわけであり、triste hiver が何であるか、

この鳥たちは認識していない。それは、彼らの歴史の中に忘れ去られ、

隠蔽された真理なのであり、人間の記憶に届められているかのようであ

るが、人間の解釈も、ここでは、語るうちに、冬よりもっと重要な、本

質的な真理としての原因として誤って考察している生殖活動に移行し、

文学的意図の元ではあるが、人間も真理としての冬を全面的には、承認

しなくなっている。そして、生殖活動は無理でも、寒さの中で生存は可

能ででもあるかのような論理の展開になっているのである。やや錯覚を

引き起こし、花の有無は即ち生殖活動の可能不可能を知らせる信号であ

り、その事が鳥の動きを認識するために最も大切な事となる。葉の茂り

があれば、生存はできるけれど、花がなければ生殖活動ができないので

生殖活動のために去ってゆくという説明に重点を移して変じてゆく。即

ち少しパースペクティヴをずらすのである。 

 ところで、ここで解釈された鳥たちの様に、寒さと生存可能性、さら

に鳥と異なり、生殖可能性との間に、本当に必然的関係がなく、この詩

の論理があてはまらないのは、人間自身である。従って、作者は夏鳥の
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生態を少し、尤もらしく歪曲して、アレゴリカルに人間のある型につい

て語ったという事になるだろう。それは、この夏鳥のような理論に従っ

ている人々、そもそも本能によって、花の季節にしか愛する事ができな

いように定められているかのような人々の事を、少し  hyperbole をこめ

て、まるで夏鳥のような人々として、夏鳥を用いてアレゴリー化して

歌っていると解釈されよう。 

 この歌の鳥たちは、一年中愛するために、花の季節を求めて去ってゆ

かざるを得ない定めであるが、残された我々人間は、環境が厳しくなっ

ても、愛し合う事はできるのである。この鳥の行動を決定する要因、生

殖可能という条件なら、冬になっても満たされているので移住の必要は

ない。愛する事のために移住を強制されるよりは、移住するしないは選

択の自由に任せられて、わざわざ移住しなくても、生存に尤も大切な愛

する事が、年中可能な方が、一応運命に恵まれているという事になるで

あろう。『他の花の地が鳥たちを待っているから』とか『鳥たちには、

彼らを待つ他の花の地があるから』という、幸福の約束があるからとい

う説明の仕方ではなく、⑤⑥の文の様に、そのようにする他なく運命で

定められている、免れる事のできない強制として表現してあるのであり、

強制されていない状態よりも、特殊で、仮にその幸いな面を見るにして

も、destinée という言い方は、英雄や悲劇の主人公によく用いられるが、

人並外れた苦難や危険を伴う冒険を連想させ、実際、長距離飛行は危険

が伴うであろうし、悲劇の予感と裏腹なのである。従って鳥たちの運命

は、置き去りにされる人々にとって、羨ましいばかりではなく、できれ

ば、回避したい、悲劇の主人公の運命に対するのと似たおぞましさを含

むものとして書き出されていると言えよう。ここで、その様な事をしな

くても愛する事のできる事を幸運と考え、大切にしてゆくように導かれ

る事となるだろう。即ち、淋しい冬に鳥たちに置き去りにされる一層の

淋しさと、しかし愛のために行かざるを得ない鳥の運命への恐れと、愛

の賛歌が主調になっていると言えようが、鳥とは異なって、寒冷地を去

らない選択も本当は可能な、去りゆく人々に対してこの言葉を投げかけ
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るなら､自ら、危険な運命を選択し、私たちを悲しませる鳥のような

人々への攻撃をともなった  diasyrme ともなろう。又、そのような前提

でも、鳥の様な人々の人格の中に顕著な、彼らの魅力と、裏腹をなす。

感覚の敏感さ、つまり快感への傾向性を、運命的に彼らに授けられた特

性、才能を、彼らの内的必然として認識して驚嘆する事にもなろうし、

その場合は、非難にも賞賛が混ざり、astéisme の加わった文彩という

ことになるのであり、この詩の言葉は、その両方のパースペクティヴを

含み、人間実感の二面性、寛容性を見事に表現しているのである。但し、

鳥たちは、自らを危険にさらすが、置き去りにされる人々を淋しがらせ

もするのであり、この詩は、この悪しき二面を表現しているのであり、

この内的必然は、人間においては、普遍的に必然ではないのであり、

従って弁護であり、又その様な人間を、弱い鳥にたとえている点で、す

でに弁護的ではあるが、決して積極的肯定ではなく、diasyrme の方が優

勢である。しかし、地獄に落とせという程の断罪とも言えない。フラン

ス文学の文彩の説明においては、分類型の典型というよりも、むしろ、

様々な態度で、その典型に近い型が多様に存在するということが、重大

な特徴であり、その様々な強度の傾りに対して敏感になる事、これがフ

ランス文学の文彩を理解する上では大変重要である。 

 さてもう一度、書き出しに戻るが、Oiseaux, si tous les ans, と始まっ

ていて、夏鳥に意志があって選択しているかのように書いているが、鳥

類には冬鳥もいるのであり、寒くなると去るか、暖かくなると去るか、

鳥によって異なり、もしという多様性を前提とする仮定の言い方は、多

様性に関しては、事実にあり得ない事ではなく、この言い方は、鳥に意

志があるかのように思える点では、personnification になるが、夏鳥が

渡り鳥の幾つかの移動の仕方の、多元の中の一つである事実、つまり、

背後に多肢性をもつという事は、現実と合致し、その認識を表現した言

い方となっている。そして語られざる項目についても、同様の少し歪曲

した進展が可能であり、いずれの場合も、一年中愛するために、生殖活

動のために移動しているのであり、それ程愛の本能は普遍性をもって強
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いという前提が含意されている事になる。そしてその時、これは基本的

人権としての保障を社会制度によってなされるべきものであるという、

社会思想にも連結してゆくのである。 

 又、生殖行為ができないからばかりでなく茂みの中でしか、冷たい霧

を避けてしか生きてゆかれないからという生物学的真理に対しては、部

分否定の文と、肯定の説明の内容とが、逆になっている点では、

paryponoïan の論型である。この論型は、鳥類の行動の生物学的説明を､

逆だと思わせるが、かえって冬の飢餓を隠蔽する説だと気づき、真理に

着目させることになるなら、その社会、経済的含意は、食糧危機の犠牲

になって去ってゆく人々の可哀想な話であるという事に思い到らせる事

になるであろう。 

 モーツァルトは、⑤⑥の作曲においてハ長調からハ短調に転調し、鳥

たちの運命を暗く悲しいものとして作曲し、内容を否定的側面として強

調し、その続きを、特に⑧を細かくépizeuxeにして反復し、軽快なリズ

ムで高らかに元気に楽しく歌う事で、一年中愛する喜びを、鳥たちが

去って淋しくなっても、実際には、人間の生命にもかえがたい最も大切

な事は、ちゃんと手の届く所にあるという、恐らく、慣れてしまって忘

れがちな、全ての人間に権利としてあるべき普遍的な喜びの確認を促し

て、人々を至福に戻して終わるのであり、この詩のもつ、鳥たちが去っ

てしまって淋しくなる事による非難を、愛のために移動せざるを得ない

運命への、冒険家や悲劇の主人公に対する様な、恐れと同情と羨望との

矛盾する感情と、人間の幸せの原点の再発見と歓びと賛歌とを表現する｡

歌曲の作曲は、よく詩の言葉を解釈している事を、又、モーツァルトの

場合は、パースペクティヴのためにはっきり転調をし、詩の強調内容に

は、épizeuxeを作り増幅するという方法で、自己の解釈を音楽に変えて

いる。 

 又、⑦の部分であるが、その前文⑥に連続して、『あなた方は、（やむ

を得ず）それを他の地に探すのです、一年中愛するために』の意味であ

ろう。votre destinée という重苦しい束縛を示す語から生じた事柄の中
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に含まれ、その語の影響下にあり、悲しい運命を記したものでもあるの

である。モーツァルトの作曲は、この部分からハ長調に戻り、最後は、

目的 afin d’aimer toute l’année をさらに前文の脈絡から分断し、明るく

歌いあげ、普遍的愛の賛歌、歓びにして終る。そのように、短調、長調

と後半を二分する事によって、歌詞の含むパースペクティヴを表現する。

同一文の細かなパースペクティヴの変化をよく捕らえて音楽にして解釈

を意味表現している事になろう。 

 このモーツァルトが拡大して明瞭にした意味表現の変化は、持論、元

の詩文の解釈からも指摘できる。鳥の習性であるが、personnification 

されて、人間のアレゴリーとして解釈可能であるため、鳥たちの人間的

意志において、暗い、愛する事を不可能にされた運命を克服するために､

危険もかえりみず、愛が可能な地を求めて、暗い運命に逆らって、一年

中愛するために、飛び去ってゆくという意味に理解でき、すると、運命

と戦う英雄的・悲劇の主人公的側面が強調されてくる。語順において、

afin d’aimer toute l’annéeという目的を示す副詞節が最後に置かれる文体

も、目的志向的な、自ら自由に意志し行動する主体的人間性をよく強調

して描述する。 

 モーツァルトの作曲は、この部分に普遍的な明るさと楽しさを与える

事により、移動しなくても愛し合える人間は、寒くて環境の悪化があっ

ても、幸福である。鳥たちも花の地で愛し合えて幸福なのだろう、(又、

来年会えるであろう）、という万人が共通して持つ愛の賛歌となり、予

定調和の訪れともとれるのであるが、 votre destinéeの短調のメロ

ディーは、解決されたわけではない。彼らがもし、自由意志で行動する

なら、それは節度を欠いた、危険と悲しみの原因の行為であるのである

から、やや普遍道徳に背いている事になり、内的必然からその行為を認

めるにせよ、diasyrmeの色調が加わってくる事になろうし、又、もし、

人間の場合でも、移動せざるを得ない運命の人々であるなら、万人に普

遍的な幸福からしめだされているのであり、深い同情に値する事になる

が、しかしそれでもその行為は認められないとするなら、 concession



パースペクティヴのレトリック 1  

 - 317 -

（譲歩の見せかけ）の論型であり、問題が未解決な、普遍性が完結しな

い、但し価値観により主張している状態であり、内容の問題はかなり重

大であるのに、力強く、解決に向けて、価値を歌い上げ、普遍化を主張

した、見せかけは淡い、パースペクティヴの作品になるのである。 

 そして、もし愛し合っているなら、一年中愛し合える事が万人に可能

な事象でないとすればどうであろうか？ 運命により、妨害されて、一

年中愛し合う事ができない人がいたら、その人は、その運命で、この鳥

たちと文字通りに共通なのであるから、鳥たちに自己転移する事になる

だろう。花の季節にしかとは、文化の花開く事の可能な、言論・思想の

自由な政治制度の元でしか、という意味にも理解可能である。或は、階

級制度が厳しく、貧富の差が大きく、支配階級の権限が強く、セクシャ

ル・ハラスメントが容易であった時代であり、「マノン・レスコー」の

ヒロインの運命の様に、社会、経済的事由が原因で、鳥たちのような運

命に追いつめられてゆく人々が多かったのではないかと予想される。そ

うすると､残される人々も必ずしも  aimer toute l’année が保障されてい

ないから、残っているとも限らないのであり votre destinée 以下の文は、

運命に逆らって飛び立つ人々への共感的同情の加わった  astéisme とも

なるであろう。そしてこう言った場合は、鳥たちとの communication に

なるのである。但し、詩の流れにおいて、既に指摘したように、nous 

と  vous の対立はよく強調されており、nous は  vousに同化できない、

vous も  nous に同化できない存在として運命が分けているようであり、

この様に解釈する事は、詩の流れからやや不自然感はあるが、これが、

nous の中に身を置き、nous のふりをしているのではないとも言えない

のである。詩人は、断念が深く、vous よりももっと幸せでもなく、自

由もないという仮定もありうる。そして、この原詩は、厳しい社会環境

下で、生ける屍となってゆく事を拒否し、内的必然に従って活動する強

き生の人を歌った詩とも解釈できるのであり、即ちパースペクティヴの

哲学の一つの体現であり、モーツァルトの作曲が、少し矛盾を含みつつ

も、普通の道徳的な人々には、放縦な人々と異なり、一年中愛する事が
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許されているのである、という市民生活の権利の普遍的理想を、啓蒙的

にして教育的な、メルヘン的に実現性あるものとして、歌にした作品で

あり、活き活きとした普遍光が躍動するかのようであるのに対して、こ

の体現は、毎年冬の接近による死の危険を隠蔽して、去ってゆくという

反復、機械論的社会に続く、否定的永劫回帰の側面のゆううつなアレゴ

リーでもあり得る｡ 

 細部であるが、この様に、一つのテーマを継続して発展し、全体が

amplification をなしている。又、triste hiver の  triste は、人間の心情を

表現するのに普通用いられる言葉であり、hiver が  triste であるという

のも、よく調和した、よく用いられる表現ではあるが、主観を転移した

判断であり、客観的に普遍妥当的な冬の属性ではない。従って程度の弱

い、異和感のほとんどない  caractérisation non pertinente, alliance de 

mots になろう。この様に淡い caractérisation non pertinente も、フラン

ス文学では、よく創造されるものであり、微妙なニュアンスを出す文彩

として注意すべきである。「フィガロの結婚」が語るように、モーツァ

ルトの歌が主張した世界も、賢くなり、自由と人権を拡大しつつある市

民たちの間では可能となる枢勢があり、貴族の美徳の物語に替って、市

民階級の生き方が重要問題となり、市民階級の禁欲的、蓄財的モラルが

支配的になってゆく中で、多くは貴族の放縦の被害者であり、そうなる

自己原因を持つ由に、市民階級からは、蔑視されて、苦境に落ちてゆく

少数の人々を見逃さずに、取り上げ問題化してゆく点に、鳥たちによる

アレゴリーとして、解釈の余地ある試薬として作品化する点に、パース

ペクティヴの哲学の運動が認められる。 

 以下の題材の詳解は、他の機会に譲る。 
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