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何も起きない小説『ボヴァリー夫人』
Madame Bovary ou un roman où il ne se passe rien

諏　訪　　　裕

何も起きない小説

　アウエルバッハ（Erich Auerbach）は『ミメーシス』において、フロー

ベールの『ボヴァリー夫人』を論じるにあたり、その第一部9章のシャル

ルとエンマの食事の場面をとりあげている1）。

Mais c’était surtout aux heures des repas qu’elle n’en pouvait plus, dans cette 

petite salle au rez-de-chaussée, avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les 

murs qui suintaient, les pavés humides ; toute l’amertume de l’existence lui 

semblait servie sur son assiette, et, à la fumée du bouilli, il montait du fond de 

son âme comme d’autres bouffées d’affadissement. Charles était long à manger; 

elle grignotait quelques noisettes, ou bien, appuyée du coude, s’amusait, avec la 

pointe de son couteau, à faire des raies sur la toile cirée （p.120）2）．

（しかし、エンマに我慢できないのはとりわけ食事のときであった。く

すぶるストーブ、きしむ戸、汗をかく壁、湿った石畳の一階のこの小さ

な部屋での食事のときであった。生活の苦汁がことごとく自分の皿にも

られているように思われた。そしてゆで肉の湯気とともに、彼女の魂の

底から別のむかつくような息吹がこみ上げてきた。シャルルは食事が長

かった。エンマはハシバミの実をかじったり、テーブルに肘をついて、

手なぐさみにナイフの先で防水テーブルクロスに筋をつけたりした。）

　アウエルバッハが『ボヴァリー夫人』の本質的な特徴を示す箇所とし

て、このような何気ない日常生活の一コマを選んだことは興味深いことで
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ある。彼の言うように、ここでのテーマはエンマのトストでの新婚生活に

対する不満である3）。しかも、それがその頂点に達した時点でのものであ

るにもかかわらず、ここでは何も特別のことが起きているわけではない。

　しかし、アウエルバッハがこの箇所を選んだ理由を彼のつぎの認識の中

に見いだすことができるだろう：「そこでは何も起きない。だが、その何
4

も
4

起きないことが、ある重苦しい、漠然とした、不穏な何ものか
4 4 4 4

になって

いるのだ」（« Il ne se passe rien, mais ce rien est devenu un quelque chose qui 

est lourd, diffus et menaçant
4）

»）。さらには、つぎのような指摘の中に：「フ

ローベールにとって、日常生活の事件の本質は、もはや嵐のように荒れく

るう行動や情熱、悪霊にとりつかれたような個人や力のうちではなく、長

期にわたって継続する静止状態にあるのである」（« L’essence des 

événements de la vie quotidienne ne réside pas, pour Flaubert, dans des actions et 

des passions tumultueuses, dans des individus et des forces démoniques, mais 

dans une staticité indéfiniment prolongée
5）

»）。

　近代レアリスムの小説も、スタンダール、バルザックを経て、フローベ

ールに到ると、その内容面で大きな変貌を遂げたのである。フローベール

の物語世界には、もはや気高い野心と情熱を備えた主人公も、悪魔的な登

場人物も存在せず、ただ凡庸な作中人物と、出口のない閉塞感と絶望の支

配する継続する世界しか残されていないのである。

括復的物語言説

　ジュネットは『物語のディスクール』の第3章で「頻度」（fréquence）と

いう問題をとりあげている6）。この問題は、彼の言うように、これまで研

究者によってあまり意識化されてこなかったように思う7）。

　ある物語言説（récit）が一回起きたことを語っている（単起的物語言説

＝ récit singulatif）のか、それとも何回も起きた類似の出来事を一回で語

っている（括復的物語言説＝ récit itératif）のかという区別は非常に重大な

差異をもたらすものであると言わざるを得ない。たとえば、ある作中人物
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がある行為を一回だけ行ったのか、それとも何度となくこのような行為を

繰り返し行ったのかの違いは、物語を理解するうえでは、大きいのであ

る。

Elle s’acheta un plan de Paris, et, du bout de son doigt, sur la carte, elle faisait 

des courses dans la capitale （p.111）．

（エンマはパリの地図を買った。指先で地図の上をたどりながら、都じ

ゅうをあちこち駆けまわった。）

　初めの文「エンマはパリの地図を買った」（« Elle s’acheta un plan de  

Paris »）は動詞が単純過去（acheta）であるところから、一回行った行為

を一回語っている単起的物語言説であることは容易に理解できる。では、

つぎの文「指先で地図の上をたどりながら、都じゅうをあちこち駆けまわ

った」（« ［...］ du bout de son doigt, sur la carte, elle faisait des courses dans la 

capitale »）のほうは、どうであろうか。この文では動詞が半過去（faisait）

になっている。半過去の動詞の場合、一回行われた行為を「継続相」

（aspect duratif）のもとに表しているのか、それとも繰り返し行われた類似

の出来事を一回で語っている「反復相」（aspect itératif）のもとに語ってい

るのかを、慎重に見極めなければならない。このケースでは、半過去は反

復相を表していると考えるべきだろう。エンマがこの行為を一度だけした

とは考えにくい。むしろ飽きるまで何度となく繰り返し行ったと考えられ

る。したがって、後者の文は括復的物語言説だと考える。

　このような問題意識を持って『ボヴァリー夫人』のこの章を読み返して

みると、この章の大部分は括復的物語言説によって構成されていることが

判明する。本論の冒頭でとりあげたシャルルとエンマの食事の場面も実は

括復的物語言説であった。

　ジュネットによれば、伝統的な物語ではバルザックにいたるまで、単起

的な情景があくまでも主役であり、括復的物語言説の部分は主役に奉仕す
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る脇役の地位しか与えられていなかった。しかし、フローベールが最初に

括復的物語言説をその従属的な地位から解放した、と指摘している8）。い

まからわれわれが検証しようとしているのが、まさにこのことである。こ

こであらためて、括復的物語言説というものを厳密に定義する必要がある

だろう。

　あらゆる括復的物語言説は、ある数の「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。「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6月の末と9月の初め）によって定義さ

れ、つぎ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。

　ここで一例として、すでにとりあげたシャルルとエンマの食事の場面を

思い出してみる。この食事がいつ始まり、いつまで続いているかという問

題が、境界限定を考えることになる。このような食事の場面が出現したの

は、おそらく、結婚して間もなくであると考えられる。そして、それは現

時点まで続いている。その期間はおよそ2年間くらいであろう。その周期

は言うまでもなく毎日である。また、その延長は食事時間の1、2時間であ

ろう。

　このように括復的物語言説は三つの弁別特徴を備えていることになる。

が、さらにもう一つ忘れてはならないのが動詞の時制である。フローベー

ルは、括復的物語言説ではほぼ例外なく半過去（imparfait）の動詞を使用

している。このことからも、いかにフローベールが単起的物語言説と括復

的物語言説を意識的に区別していたかがうかがえる。
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永遠の半過去

　プルーストはその作家としての嗅覚から、フローベールがいかに革新的

な仕方で半過去の動詞を使ったかに気づいていた9）。そして、フローベー

ルの多用する半過去を「永遠の半過去」（éternel imparfait）と名付けた10）。

プルーストは、半過去の役割は「継続する状態」（un état qui se prolonge）

を示すこと、作中人物たちの言葉を間接話法（より正確に言えば、自由間

接話法）で伝えること、さらに、作中人物の全生涯を報告することなどで

あると主張している11）。

　プルーストが指摘するこの三つの半過去の用法のうち、「継続する状態」

を指し示す半過去というのが、われわれの関心から見れば、反復を表す半

過去に近いものだと言えよう。ただ、プルーストが挙げている例文などか

ら判断する限り、ある状態の継続という、連続性のほうに力点が置かれて

いるようで、同じ行為の繰り返しを表す反復相（括復相）を表す半過去と

いう視点は欠けているようである。

　プルーストとフローベールの作家としての資質について論争をしたチボ

ーデも、フローベールの半過去の用法について多くの紙面を割いて論じて

いる12）。彼はまず、フローベールが常用する時制が半過去であると指摘す

る。また、フローベールが初めて語り（narration）の部分で半過去を大量

に、かつ継続する流れに沿って（suivant un courant continu）使用したのは、

それは半過去が「生の連続性」（continuité d’une vie）を表現するからであ

るとする13）。さらに、『ボヴァリー夫人』の絵画的描写（tableau）による

構成と半過去は密接に結びついていると述べる14）。

　これらの指摘から見えてくるのは、チボーデが半過去を主に継続相を表

す動詞としてとらえており、反復相を表す動詞であるとの認識は希薄であ

るということである。そしてチボーデの主な関心は、半過去と自由間接話

法の問題へ向けられていく15）。

　このように、プルーストもチボーデもともにフローベールにおける半過

去の重要性、その用法の新機軸を認めるという点では共通の認識を持って
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いることが分かる。また、両者とも半過去を継続相を示す動詞としてとら

えている点でも共通している。それゆえ、ジュネットが定義した括復的物

語言説の特徴である、作中人物による繰り返される行為、何度も生起する

出来事を表す反復（括復）相を表す動詞であるという観念は、両者ともに

欠如しているように思える。それだからこそ、ジュネットの括復的物語言

説という概念は、フローベール研究にとって、重要なものとなる。一つの

行為、出来事をその連続性の中でとらえるのと、類似した同じような行

為、出来事の反復としてとらえるのでは、根本的に異なるからである。

『ボヴァリー夫人』と括復的物語言説

　ある物語言説が一度だけ行われた行為を表しているのか、それとも何度

となく繰り返し行われた行為を表しているのかを区別することは、物語世

界での出来事を正しく理解するための基本的な前提条件だと言えよう。と

ころが、この区別は、前章でプルーストとチボーデに関して確認したよう

に、必ずしも明確に意識されていたわけではないことが判明した。それだ

からこそ、ジュネットの単起的物語言説と括復的物語言説の区別というも

のが、とりわけフローベール研究者にとって重要なものとなる。

　フローベールが『ボヴァリー夫人』において初めて括復的物語言説を単

起的物語言説に対する従属的な地位から解放したとするジュネットの見解

は注目に値する。この物語テクストにおいては、括復的物語言説はもはや

脇役ではなく、むしろ主役の座を占めているかもしれない。

　ここからは『ボヴァリー夫人』において括復的物語言説がどのように使

われているのかを検証してゆきたい。特に、単起的物語言説と括復的物語

言説のそれぞれの意義と、この両者の相対的な関係を考察することが中心

となる。主にとりあげるのは、シャルルとエンマの食事の場面が含まれる

第一部9章16）である。この章は全体の筋の中では、新婚後、間もなくトス

トでの生活に物足らなさを感じはじめたエンマの不満がその頂点に達する
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時点を描いた箇所である。これより前の章、7章17）では新婚直後のエンマ

の心理状態、彼女の不満の萌芽の段階、後に「ボヴァリスム」18）

（bovarysme）と呼ばれるものの萌芽が描かれる。そのつぎの8章では、こ

のようなエンマにとっては特別な「事件」とも呼べるヴォビエサールでの

舞踏会の様子が、単起的情景法（scène singulative）で語られる。一大事件

とも呼べる出来事が終わったあとの時点から、この章は始まる。

Souvent, lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l’armoire, entre les 

plis du linge où elle l’avait laissé , le porte-cigare.

Elle le regardait, l’ouvrait, et même elle flairait l’odeur de sa doublure, mêlée 

de verveine et de tabac. À qui appartenait-il ?... Au Vicomte. C’était peut-être 

un cadeau de sa maîtresse （p.110 ; souligné par moi）．

（シャルルが出掛けると
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、エンマはよく
4 4

箪笥のところへ行って
4 4 4

、たたん

だ布切れのあいだにしまっておいた緑色の絹の葉巻入れを取り出した。

彼女はじっとそれに見入り
4 4 4

、それをあけ
4 4

、クマツヅラとタバコの香りの

まじった裏地のにおいまでも嗅ぐのであった
4 4 4 4 4 4 4

。これは誰のものかしら？

……子爵様のものだ。恋人からの贈りものだわ。）

　この章の冒頭の部分である。引用した部分の傍点を付した動詞（allait、

regardait, ouvrait, flairait）はいずれも行為の反復を示す半過去である。それ

ゆえ、これらの動詞を含む文は、括復的物語言説ということになる。とこ

ろが、「これは誰のものかしら？」（« À qui appartenait-il ? »）、「恋人から

の贈りものだわ」（« C’était peut-être un cadeau de sa maîtresse »）に含まれ

ている半過去は、言うまでもなく、自由間接話法の中で使われた半過去で

ある。いずれにせよ、ここで使われている動詞は大半が半過去であり、単

純過去の動詞は一つも存在しない。

　このように、この章はいきなり括復的物語言説によって開始される。エ

ンマが繰り返し行ったであろうこの行為は、どのくらいの期間続いたので

あろうか。これは想像するしかないが、数日、数週間であろうか。この行
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為の周期特定は、ほぼ毎日であろう。この行為の延長は、1、2時間であろ

うか。いずれにせよ、エンマがここに描かれた行為を何度となく繰り返し

行ったことは明白である。

La nuit, quand les mareyeurs, dans leurs charrettes, passaient sous ses fenêtres 

en chantant la Marjolaine, elle s’éveillait ; et écoutant le bruit des roues ferrées, 

qui, à la sortie du pays, s’amortissait vite sur la terre :

̶ Ils y seront demain ! se disait-elle （p.111 ; souligné par moi）．

（夜、魚屋が荷車に乗って
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、『マルジョレーヌ』の歌をうたいながら窓の
4 4

下を通ると
4 4 4 4 4

、彼女は眼をさました
4 4 4 4 4 4

。そして鉄の輪をはめた車輪の音が、

町なかではがらがら音を立てていたのが、町はずれになると急に土の上

で音が静かになる
4 4 4 4 4

のを聞いて、

「あの人たちは明日はパリにいるんだ」とエンマは思った
4 4 4

。）

　ヴォビエサールの舞踏会でワルツを一緒に踊った子爵のものと思われる

葉巻入れをめぐって、彼の生活をあれこれ想像することを日課にしている

エンマは、ついには彼がいまいるであろう「パリ」に憧れるにいたる。こ

のようなエンマの家の前を「夜」（la nuit）魚屋の荷車がパリへ向けて出

発してゆく。この「夜」は、一度だけの夜ではなく、「毎夜」と解すべき

である。この魚屋の荷車は毎日パリへ向けて出発してゆくはずだからであ

る。エンマは毎晩家の前を通ってゆく魚屋の荷車で、空想のパリ旅行を企

てるのだが、いつも途中で失敗に終わってしまう。

Elle s’acheta un plan de Paris , et, du bout de son doigt, sur la carte, elle faisait 

des courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s’arrêtant à chaque 

angle, entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les 

maisons. Les yeux fatigués à la fin, elle fermait ses paupières, et elle voyait 

dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz, avec des marchepieds de 

calèches, qui se déployaient à grand fracas devant le péristyle des théâtres 
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（p.111 ; souligné par moi）．

（エンマはパリの地図を買った
4 4 4

。指先で地図の上をたどりながら、都じ

ゅうをあちこち駆けまわった。街角ごと、通りの筋と筋のあいだ、家を

あらわす白い四角の前に立ちどまりながら、大通りをのぼっていった。

しまいには、眼が疲れて、まぶたを閉じた。すると闇の中でガス灯が風

にゆらめくのや、劇場正面の列柱の前に、そうぞうしく下ろされる馬車

の踏み台などが見えた。）

　「エンマはパリの地図を買った
4 4 4

」はこの章で初めて出てきた単起的物語

言説である。ところが、この文に続く物語言説はすぐに括復的物語言説へ

と戻ってゆく。エンマが地図の上での空想のパリ旅行をしたのは一回だけ

ではないのである。この箇所に続く、つぎの段落でも同じ現象が見られ

る。

Elle s’abonna à la Corbeille, journal des femmes, et au Sylphe des salons. Elle 

dévorait, sans en rien passer, tous les comptes rendus de premières 

représentations, de courses et de soirées, s’intéressait au début d’une chanteuse, 

à l’ouverture d’un magasin. Elle savait les modes nouvelles, l’adresse des bons 

tailleurs, les jours de Bois ou d’Opéra. Elle étudia, dans Eugène Sue, des 

descriptions d’ameublements ; elle lut Balzac et George Sand ; y cherchant des 

assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles. À table même, 

elle apportait son livre, et elle tournait les feuillets, pendant que Charles 

mangeait en lui parlant （p.111 ; souligné par moi）．

（エンマは『花壇』という婦人新聞や『サロンの精』をとった
4 4 4

。芝居の

初演や競馬や夜会の記事は、何一つ飛ばさずにむさぼり読み、女性歌手

のデビューや店の開店などに興味をおぼえた。最新の流行や、一流洋服

店の番地、ブーローニュの森やオペラ座の社交日も知っていた。ウジェ

ーヌ・シューの小説で家具類の描写を研究したり
4 4 4 4 4

、バルザックやジョル

ジュ・サンドを読んで
4 4 4

、そこに彼女の個人的な欲望の空想的な満足を求
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めた。食事のときでさえ、本を持ってきて、シャルルが食べながら話し

かけてきてもページをめくっていた。）

　ここでも単純過去の動詞（abonna, étudia, lut）が少数ながら使われてい

る。一つ前のパリの地図を買った箇所と同じように、ここでも、単純過去

の動詞によって語られる物語言説は、いずれも物語世界の中に新たな要素

（パリの地図、婦人新聞、パリを舞台とした小説）を導入するという機能

を果たしている。しかし、これらの単起的物語言説はただちにエンマが繰

り返し行う行為を表す括復的物語言説に呑み込まれてしまう。結局、単起

的物語言説は新たな括復的物語言説を生み出すための触媒の役割を果たし

ているにすぎないのではないかという疑念が湧いてくる。

　つぎに、エンマはこれらの情報（パリの地図、婦人新聞、パリについて

の小説）をもとに、パリでの華やかな生活を想像する。パリの貴族や上流

社会の人々の生活、芸術家たちの放埒な生活などを空想し、それに憧れ

る。これらのエンマの幻想を語るさいにも、使われる動詞は直説法・半過

去の動詞である。

Le souvenir du Vicomte revenait toujours dans ses lectures. Entre lui et les 

personnages inventés, elle établissait des rapprochements. Mais le cercle dont il 

était le centre peu à peu s’élargit autour de lui, et cette auréole qu’il avait,  

s’écartant de sa figure , s’étala plus au loin, pour illuminer d’autres rêves.

Paris, plus vague que l’Océan, miroitait donc aux yeux d’Emma dans une 

atmosphère vermeille. La vie nombreuse qui s’agitait en ce tumulte y était 

cependant divisée par parties, classée en tableaux distincts. Emma n’en 

apercevait que deux ou trois qui lui cachaient tous les autres , et représentaient 

à eux seuls l’humanité complète. Le monde des ambassadeurs marchait sur des 

parquets luisants, dans des salons lambrissés de miroirs, autour de tables ovales 

couvertes d’un tapis de velours à crépines d’or （p. 111-112）．

（子爵の思い出がたえず読書しているときにもどってきた。子爵と作中
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人物を関連づけて考えた。しかし子爵を中心とする円はしだいに広が

り、ほかの夢を照らした 。

パリは、エンマの目には、大洋よりも広漠として朱色の雰囲気の中でき

らめいていた。しかしこの大都会の喧騒のうちにうごめく多数の生活

は、いくつかの部分にわかれ、たがいに異なった情景に分類されてい

た。エンマにはそのうちの二三の情景しか見えなかった。それらが他の

すべてを隠してしまい、ただそれだけで人間社会の全体を代表していた

からだ。大使たちの社会では、ひとびとは鏡を張ったサロンの中で、金

総のついたビロードでおおわれた楕円形のテーブルのまわり、ピカピカ

に光った床の上を歩いていた。）

　ここに語られていることのうちで、エンマにとっての現実の中で起きて

いることなど何一つなく、すべてが彼女の欲望が産み出した空想の産物で

ある。また、エンマがこのような空想の世界を思い描いたのが、一回だけ

だとはとても思えない。何度も繰り返し思い描いたはずである。

Le garçon de la poste , qui , chaque matin, venait panser la jument, traversait le 

corridor avec ses gros sabots ; sa blouse avait des trous , ses pieds étaient nus 

dans des chaussons. C’était là le groom en culotte courte dont il fallait se 

contenter ! Quand son ouvrage était fini, il ne revenait plus de la journée （p.113 ; 

souligné par moi）．

（毎朝
4 4

、馬の手入れにやってくる宿駅の若者は、大きな木靴をつっかけ

て廊下を横切ってゆく。作業着には穴があき、素足で布靴をはいてい

た。これがさしずめ半ズボンをはいた別当というところ、これで我慢し

なければならないとは！若者は仕事を終えるとその日はもうやってこな

かった。）

　これがエンマにとっての現実である。「毎朝」、彼女のところにやってく

るのは、大家の半ズボンをはいた召使いではない。宿駅の若者が片手間に
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馬の世話をしにやってくるのだ。小説や新聞で読んだパリの上流社会の生

活には欠かせないこうした付属物が、エンマには何一つないのだ。それだ

からこそ、昔からいた女中のナスタジーにかえて、若いフェリシテを雇

い、大家の小間使いのように行儀作法を仕込まねばならない20）。

　つぎの場面は、エンマの日常生活、特別なことが何も起きない生活を描

いたものである。しかし、アウエルバッハの指摘するように21）、この何も

起きないことこそが、何か重苦しい、出口のない絶望的な状況を表してい

る。

Emme portait une robe de chambre tout ouverte, qui laissait voir , entre les 

revers à châle du corsage, une chemise plissée avec trois boutons d’or. Sa 

ceinture était une cordelière à gros glands, et ses petites pantoufles de couleur 

grenat avaient une touffe de rubans larges, qui s’étalait sur le cou-de-pied. Elle 

s’était acheté un buvard, une papeterie, un porte-plume et des enveloppes, 

quoiqu’elle n’eût personne à écrire ; elle époussetait son étagère, se regardait 

dans la glace, prenait un livre , puis, rêvant entre les lignes, le laissait tomber 

sur ses genoux. Elle avait envie de faire des voyages ou de retourner vivre à son 

couvent. Elle souhaitait à la fois mourir et habiter à Paris （p.114）．

（エンマは胸の大きくあいた部屋着をきていた。それで、ブラウスのシ

ョール型襟のあいだから金ボタンが三つついた襞のある下着がのぞいて

いた。部屋着の帯は大きな総のついた組ひもであった。ガーネット色の

小さなスリッパには幅の広いリボンがいくつも総なりについていて、そ

れが足の甲の上に広がっていた。エンマは、手紙を出す相手もいないの

に、吸取紙や文具箱やペン軸や封筒を買いこんでいた。エンマは本棚の

塵をはらい、姿見に姿をうつし、一冊の本を手にとり、行間で夢想にひ

たっては、本を膝の上に落とすのだった。旅に出たくもあり、修道院へ

帰りたくもあった。同時に死にたくもあり、パリに住みたくもあった。）

　このような出口の見えない、絶望的な状況の中で、エンマはこの状況を
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一気に変えてくれるような「出来事」を渇望する。

Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les 

matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux 

désespérés, cherchant au loin quelque voile blanche dans les brumes de  

l’horizon. [...] Mais, chaque matin, à son réveil, elle l’espérait pour la journée, 

et elle écoutait tous les bruits, se levait en sursaut, s’étonnait qu’il ne vînt pas ; 

puis , au coucher du soleil, toujours plus triste, désirait être au lendemain

（p.116-117）．

（しかし心の底ではエンマはなにかの出来事を待ち望んでいた。遭難し

た水夫のように、彼女は生活の孤独の上に絶望した眼をさまよわせ、は

るか水平線の霧の中に白帆の影を探し求めた。［中略］ しかし毎朝目覚

めると、今日こそはそれが来るのだと期待をした。そしてあらゆる物音

に耳を澄まし、はっとして起き上がり、それがやってこないのに驚い

た。やがて、夕暮れになると、きまっていよいよ沈んだ気持ちになっ

て、はやく明日になればいいと思った。）

　エンマが待ち望む「出来事」となりうることが、一つだけあった。それ

は前年の10月に開催されたヴォビエサールの舞踏会である。

Dès le commencement de juillet, elle compta sur son doigt combien de 

semaines lui restaient pour arriver au mois d’octobre, pensant que le marquis  

d’Andervilliers, peut-être, donnerait encore un bal à la Vaubyessard. Mais tout 

septembre s’écoula sans lettres ni visites （p.117 ; souligné par moi）．

（7月になると、エンマは10月になるまであと何週間あるか指折り数え
4 4

た
4

。ダンデルヴィリエ侯爵がまたヴォビエサールで舞踏会を開くかもし

れないと考えたからである。しかし9月は手紙も訪問もなく過ぎた
4 4 4

。）

　この章では珍しい単起的物語言説である。引用の前の段落の「また春に
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なった
4 4 4

」（« Le printemps reparut », ibid.）と、つぎの段落の「そしてまた同

じ日々の繰り返しがはじまった
4 4 4 4 4

」（« et alors la série des mêmes journées 

recommenca », ibid.）も同様に単起的物語言説である。この箇所では単起

的物語言説が集中的に使われている。この約10行ばかりの物語言説は、春

から10月という約半年の物語世界の持続をカヴァーしていることになる。

ここでは「速度」22）に変化が起きていることが分かる。この章全体が、

カヴァーしている物語世界の持続は、ヴォビエサールの舞踏会の直後から

翌々年の3月のヨンヴィルへの引っ越しの直前までの1年半である。この1

年半の持続の3分の1の持続を約10行の物語言説で語っていることにな 

る23）。速度がいきなり加速されたのである24）。

　このように、単起的物語言説は物語の通時的時間を前進させる機能を持

っていることが分かる。これに対し、括復的物語言説はある一定の期間、

ある周期で繰り返される行為・出来事を表すため、この間、時間の進行と

いう印象は希薄にならざるを得ない。単起的物語言説が物語の出来事の継

起（consécution））― Aという出来事のあとに
4 4 4

、Bという出来事が起きる

―を示すとすれば、括復的物語言説のほうはある一定期間、継続する状

態、停滞する時間を共示するという特性を持つと言える。

　エンマが待ち望んでいた「出来事」となりうる、ヴォビエサールの舞踏

会への招待ということもなく終わり、エンマの不満と絶望は前にも増して

深刻なものとなる。この時点（10月）から翌年の3月のヨンヴィルへの引

っ越しまでの約半年間の出来事はほとんどすべて（ルオー爺さんの一時的

な訪問という単起的出来事25）を除いて）が、括復的物語言説によって語

られる。ジュネットの表現を借りれば、括復的物語言説が文学史上初め

て、その量的、テーマ論的重要性によって、これまでの主役であった単起

的物語言説を凌駕した瞬間である。典型的な括復的物語言説が途切れるこ

となく続いてゆく。

Comme elle était triste le dimanche, quand on sonnait les vêpres ! Elle écoutait, 

dans un hébétement attentif, tinter un à un les coups fêlés de la cloche. Quelque 
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chat sur les toits, marchant lentement, bombait son dos aux rayons pâles du 

soleil. Le vent, sur la grande route, soufflait des traînées de poussière. Au loin, 

parfois, un chien hurlait : et la cloche, à temps égaux, continuait sa sonnerie 

monotone qui se perdait dans la campagne （p.118 ; souligné par moi）．

（日曜日
4 4 4

、晩課の鐘が鳴るとき
4 4 4 4 4 4 4 4 4

、どんなに悲しかったことか！エンマは

鐘のひびわれた音が一つずつ鳴りわたるのを、茫然としながらもじっと

聞き入った。どこかの猫が屋根の上をのそのそと歩いてきて、微かな日

差しに背を丸めた。風が街道の上にいく幾すじもの土ぼこりをあげた。

ときおり犬が遠くで吠えていた。そして鐘は等間隔で単調に鳴りつづ

け、その響きは野原に消えていった。）

　この箇所は、一読したかぎりでは、一回起きた出来事を継続相の半過去

で表した単起的情景であるように見えるかもしれない。が、よく吟味して

みれば、これは明らかに括復的な情景を表している。この「日曜日」は、

毎週日曜日という周期特定であるからだ。それゆえ、ここで使われている

半過去はすべて反復相を表していると考えるべきである。日溜まりで背を

丸める猫を見たのも、犬の遠吠えを聞いたのも一度だけではないのであ

る。

Les jours qu’il faisait beau, elle descendait dans le jardin. La rosée avait laissé 

sur les choux des guipures d’argent avec de longs fils clairs qui s’étendaient  

l’un à l’autre. On n’entendait pas d’oiseaux, tout semblait dormir, l’espalier 

couvert de paille et la vigne comme un grand serpent malade sous le chaperon 

du mur, où l’on voyait, en s’approchant, se traîner des cloportes à pattes 

nombreuses （p.118 ; souligné par moi）．

（天気の良い日には
4 4 4 4 4 4 4 4

、エンマは庭に下りた。露がキャベツの上に銀色の

レースを掛け、透明な長い糸がたがいのあいだに延びていた。鳥の鳴き

声も聞こえなかった。すべてが眠っているように思われた。菰をかぶっ

た果樹墻も、塀の笠石の下にある病んだ大蛇のようなブドウの木も。塀
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に近よってみると、足のたくさんついたワラジムシがはっているのが見

えた。）

　厳しい冬の「天気のよい日」のエンマの行動である。周期特定を明示し

た典型的な括復的物語言説の一つである。

Tous les jours, à la même heure, le maître d’école, en bonnet de soie noire, 

ouvrait les auvents de sa maison, et le garde-champêtre passait, portant son 

sabre sur sa blouse. Soir et matin, les chevaux de la poste, trois par trois, 

traversaient la rue pour aller boire à la mare. De temps à autre, la porte d’un 

cabaret faisait tinter sa sonnette, et, quand il y avait du vent, on entendait 

grincer sur leurs deux tringles les petites cuvettes en cuivre du perruquier, qui 

servaient d’enseigne à sa boutique （p.119 ; souligné par moi）．

（毎日同じ時刻に
4 4 4 4 4 4 4

黒い絹の縁なし帽をかぶった小学校の先生が自分の家

の雨戸をあけた。森の番人が仕事着の上にサーベルを下げて通って行っ

た。夕方と朝
4 4 4 4

、宿駅の馬が三頭ずつ、沼へ水を飲みに通りを横切ってい

った。ときどき
4 4 4 4

居酒屋のドアが鈴を鳴らせた。そして、風があると
4 4 4 4 4

、散

髪屋の看板となっている銅製の小さな洗面器が二本の棒の上できしむの

が聞こえた。）

　ここでは毎日、きまってエンマの日常生活の中で起きていることが、執

拗なまでの正確な周期特定をともなって語られている。

Dans l’après-midi, quelquefois, une tête d’homme apparaissait derrière les 

vitres de la salle, tête hâlée, à favoris noirs, et qui souriait lentement d’un large 

sourire doux à dents blanches. Une valse aussitôt commençait, et, sur l’orgue, 

dans un petit salon, des danseurs hauts comme le doigt, femmes en turban rose, 

Tyroliens en jaquette, singes en habit noir, messieurs en culotte courte, 

tournaient, tournaient entre les fauteuils , les canapés, les consoles, se répétant 
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dans les morceaux de miroir que raccordait à leurs angles un filet de papier 

doré. L’homme faisait aller sa manivelle, regardant à droite, à gauche et vers les 

fenêtres （p.119-120 ; souligné par moi）．

（午後になると、ときどき
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

広間の窓ガラスの向こうに男の顔があらわれ

た。その顔は日に焼けていて、黒い頬ひげがあり、白い歯を見せてゆっ

くりと優しそうに微笑んだ。するとすぐにワルツの曲がはじまった。手

回しオルガンの上の小さなサロンでは、指ほどの大きさの踊り手、バラ

色のターバンをかぶった女たちや、ジャケットを着たチロル人や、燕尾

服を着たお猿や短ズボンをはいた紳士たちが、肘掛椅子、長椅子、コン

ソールのあいだをぐるぐる回っていた。その姿が金箔糸で四隅をつぎあ

わせた鏡の中に映っていた。その男は右を見たり左を見たり、窓のほう

を見たりしながらハンドルを回していた。）

　「午後にときどき」姿を現すオルガン弾きの括復的情景法のテーマ論的

意味は明白である。指ほどの大きさの人形たちが繰り広げる踊りは、エン

マが待ち望んだヴォビエサールの舞踏会の滑稽なパロディーである。ここ

に語り手、もしくは作者のあからさまな皮肉を見てとることは容易であ

る。

　このオルガン弾きの場面に続くのは、われわれが本論の冒頭でとりあげ

たシャルルとエンマの食事の場面である。ここにおいて、エンマのトスト

での生活に対する不満が、そのクライマックスに達することは、すでに確

認したことである。

　以上のように、ヴォビエサールの舞踏会への招待状も届くことなく終わ

った10月から翌年の3月のヨンヴィルへの引っ越しの直前までの期間を描

いたこの箇所は、ごく一部の単起的物語言説を除いて、ほぼすべてが括復

的物語言説によって語られている。また、それぞれの段落も、必ず周期特

定を明記した典型的な括復的物語言説の特徴を備えている。

　「日曜日の晩課の鐘の鳴るとき」のエンマの生活の空虚さの表現は見事
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である。空しく鳴り渡る鐘の音、微かな日差しに背を丸める猫、犬の遠吠

え、街道の風に舞う土ぼこり。従来の小説ならとりあげなかったような日

常生活の些事が、ここでは大真面目にとりあげられている。

　冬の「天気のよい日」の庭の描写も同様である。みすぼらしい庭の有様

が、写実派の絵のように何一つ容赦することなく描かれている。

　「毎日同じ時刻に」起きる出来事、小学校の先生の雨戸開け、森の番人

の通過、「朝晩」の宿駅の馬の水飲みのための通過、「ときどき」聞こえて

くる居酒屋のドアの鈴の音、「風があるとき」の床屋の看板のきしる音。

これらの日々決まって起きる出来事は、まさにその規則性そのものによっ

て、出来事が本来持っていた性格を失い、出来事というよりも、状態とな

ってしまう。

　「午後にときどき」現れるオルガン弾きのテーマ論的存在理由について

は、すでに述べた。エンマが理想的なものとして思い描いているものの矮

小化されたカリカチュアとして、この情景はここに存在している。

　最後が「食事どき」の光景である。この光景が「毎日」、1、2時間のあ

いだ繰り返されたことはこれ以上の説明を要しないだろう。

　ここまで検証してきた物語言説は、ほぼすべてエンマの日々の生活の中

で起きる出来事を語る括復的物語言説であった。その周期特定もさまざま

で、「毎日」、「毎週日曜日に」、「天気のよい日に」、「午後にときどき」起

きる出来事である。ここで忘れてはならないのは、これらの出来事はそれ

ぞれが括復的な出来事なので、実は同時期であればその多くが同時に起き

る可能性があるということである。たとえば、「天気のよい日曜日の午後」

であれば、さまざまな出来事が同時に起きる可能性があるのだ。それゆ

え、括復的物語言説の場合、その物語言説の順序と、それが語る出来事の

順序（物語内容の順序）は一致しないのである。むしろ、括復的物語言説

相互の間では、「順序」という概念そのものが無効になってしまうと言え

る。

　以上のように、ここで語られることはエンマが日常生活で見聞きするあ

りふれたことばかりで、およそ小説の題材としてはふさわしからぬことば
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かりである。そして、その小説にふさわしくない題材を引き受けたのが、

括復的物語言説である。われわれがここまで追跡してきた括復的物語言説

がこぞって言わんとしていることは、「ここでは何も起きていない」とい

うことではないか。

　ところで、出来事というものは、実際にはすべて一回ずつしか起きな

い。ここまで「同じ出来事の繰り返し」という表現を使ってきたわけだ

が、正確に言えば、同じ出来事というものは存在しない。どんな出来事で

あれ、一回ごとの生起に固有なものがあるからである。「反復」とは結局

「精神が構築したもの」26）（une construction de l’esprit）にすぎないのであ

り、それは一回ごとの生起に固有のものを排除して、同じクラスに属する

他のすべてのものとの共通するものだけを保存したものであり、それは抽

象の産物なのである。

　すると、当然のことながら、括復的物語言説というのは「精神が構築し

たもの」だということになる。では、「精神」とは誰の精神なのだろうか。

第一義的には、物語言説を語っているのは語り手（narrateur）であるのだ

から、語り手のものということになるだろう。では、作中人物（エンマ）

の精神のほうはどうなのだろうか。括復的物語言説の存在とエンマの精神

は無関係なのだろうか。

　括復的物語言説が存在するためには、二つの条件が必要であると考え

る。まず、物語世界の中に同じような出来事が存在すること。つまり、エ

ンマが同じような行為を繰り返すことである。つぎに、語り手のほうで

も、それらを同じ行為の繰り返しだと認識することである。つまり、括復

的物語言説というのは、作中人物と語り手の協同作業の産物であることに

なる。

　ところで、エンマ自身が、自分の生活は同じことの繰り返しで構成され

ているという認識を持ってはいないだろうか。

Après l’ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide, et alors la 



－124－

外国語外国文化　第 4号

série des mêmes journées recommença.

Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, 

innombrables, et n’apportant rien ! Les autres existences, si plates qu’elles 

fussent, avaient du moins la chance d’un événement. Une aventure amenait 

parfois des péripéties à l’infini, et le décor changeait. Mais, pour elle, rien  

n’arrivait. Dieu l’avait voulu ! L’avenir était un corridor tout noir, et qui avait 

au fond sa porte bien fermée（p.117）．

（このあてがはずれた失望感を味わったのち、彼女の心はまたうつろに

なった。そうして、また同じ日々の繰り返しがはじまった。

これからはいつも同じような日々が、数限りなく、何ももたらすことな

く、延々と続いてゆくのだろうか！ほかの人たちの生活はどんなに平凡

なものでも、なにか事件のひとつぐらい起きる機会があるものだ。ひと

つの出来事が時として無限に波乱を呼ぶものだ。そして、舞台が一変す

る。それなのに自分にはなにもおきない。それが神様の思し召しなの

だ！未来は真っ暗な廊下で、その奥の扉はぴったりとしまっていた。）

　ヴォビエサールの舞踏会に再び招待されることを熱望していたエンマ

は、その招待がなかったことに、深く失望する。これはその直後のエンマ

の心理状態を語ったものだ。最初の段落では、語り手が客観的に語ってい

ると思える。ところが二番目の段落では、最後の文を除いて、語り手はエ

ンマの内的言説（彼女が心の中で考えていること）を自由間接話法で語っ

ている。何の変哲もない同じような日が永遠に続くだろうと思っているの

は、エンマ自身である。それゆえ『ボヴァリー夫人』では語り手も作中人

物も、同じような類似の出来事を「同じ出来事」の繰り返し、反復だとと

らえる性向があると言えよう27）。

　つまり、フローベール的存在は一つ一つの出来事の個別性よりも、それ

ら相互間の類似性により敏感なのだと言える。その結果、個々の出来事は

その個別性を剥奪されて、同じことの反復として意識されるのだ。本来単

起的なものであった行為や出来事は括復的なものへと変質し、ついには継
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続する状態へと変化してしまう。

　かつて単起的行為が持っていた世界を変革するという力は『ボヴァリー

夫人』の世界にはもはやなく、ただ、だらだらと続いてゆく継続する状態

だけが残されている。本論の冒頭でとりあげたアウエルバッハの「そこで

は何も起きない。だが、この何も起きないことが、ある重苦しい、漠然と

した、不穏な何ものかになっているのだ」という指摘28）が具体的にどの

ようなことを指しているのかをテクストの中で探すならば、それは、本論

でここまで検証してきた『ボヴァリー夫人』における括復的物語言説がま

さに具現していることを指しているのではないか。「何も起きない小説」

という、一見実現不可能な企てを可能にしたのが、括復的物語言説の存在

だと考える。
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