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文学における身体表象の可能性と限界についての考察 

 

 

石 橋 正 孝 

 

E. ゾラに代表される 19 世紀の自然主義小説や R. カーヴァーに代表される 20 世紀後

半のミニマリズムなど、文学作品に時代ごとの潮流があるように、文学研究にも流行があ

る。それは、研究の方法論でありまたテーマであるわけだが、1990 年代以降、文学作品

において身体をテーマとする研究が盛んとなった1。二部構成の本稿では、まずこうした

流行の背景を概観して身体表象というテーマの方法論的限界を示し、次に文学研究におけ

る身体表象の新たな可能性について考察する。 

 

Ⅰ 文学研究における身体表象の流行 

まずはテーマとしての身体表象が流行となった背景を概観する。そもそも、文学運動が

時代精神に大きく規定されるように、文学研究における流行にも歴史・社会的、もしくは

思想的文脈がある。同時に、文学研究のテーマとその方法論との間にも密接な関係性を見

いだしうる。テーマがアプローチを促し、逆に方法論がテーマを規定することもある。 

90 年代の身体研究の興隆に関しては、背景として大きく二つの文脈をみることができ

る。第一に、哲学上の議論としての主体と身体の議論が、文学においては同時ではなく主

体→身体の順にテーマとして扱われたと考えることができる。第二には、人類学における

文化的記号体系としての身体観が、M. フーコーの権力論を出発点とする新歴史主義と高

い親和性を持ったことが挙げられるだろう。 

 

構造主義2 

まず思想の面での影響を見ると、「主体」と「身体」の関係に関する哲学上の問題が、

とりわけ M. メルロ・ポンティ以来3注目された。そしてこの「主体」の問題は、文学に

おいては「誰が語るのか」の問題としてそのまま移植可能であったため、次に「身体」に

関心が移るのは必然だったといえる。主体の問題は、文学研究においては「主体」をロゴ

スとみなし、「主体」を「語る誰か」に限定することで、「文学における主体とは何か＝誰

が語るのか」という問題定立が可能であったのである。ここで、哲学、言語学、精神分析

など文学研究と隣接する諸人文科学との親和性が一気に高まることになる。 

その結果、20 世紀初頭に言語の自立性を示したソシュールに始まり、1910 年代のロシ

ア・フォルマリストの影響を受けた R. バルト、J. クリステヴァ、G. ジュネットに代表

される 60 年代の構造主義という名の(主義ではなく)方法論の流行以降、テクストを歴史
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的・社会的外的要件から切り離し独立した記号体と捉え、その静態的内部構造の「解読」

というアプローチが盛んとなった。 

かつての文芸批評・文学研究という領域は、多くの文学作品を読んだ博識な学者の読後

感に基づく印象批評の域に留まり、学問としての厳密性を欠いていたのに対し、20 世紀

中頃からのこうした動きによって、その後に続くポスト構造主義まで、文学研究は現代思

想の柱の一つとしての地位を獲得することになる。 

しかし一方で、構造主義、記号論、物語論、詩学などと様々な名前で呼ばれた上記のア

プローチには、三つの限界があった。第一は、それが目指す文学の一般文法という目的の

時代的制約である。物語論が目指したものの一つとして、ソシュールの言語学以来のラン

グとパロルの図式におけるラングに該当するものとして、文学ジャンルの定立があった。

しかし文学ジャンルというものは、時代固有のものであり、時代を超えた普遍性を持たな

いのである。ジュネットが小説(roman)というジャンルの分析を行う際4、分析例として

挙げられるのが 18 世紀から 20 世紀の小説であり、それ以前のものが扱われないように、

一つのジャンルについての考察は、そのジャンルが存在している時代についてのみ有効と

なるのである。 

H. R. ジョースが主張するように5、文学作品のジャンルというのは論理演繹的に導き

出されるものではない。社会・歴史的現実から帰納的に捉えられるものである。中世のよ

うに、小説というジャンルが未だ存在せず、口承による文学伝播が行われていた時代、す

なわちテクストが伝達-受容の段階で閉ざされていない時代に対しては、「誰が語るのか」

という問いから論理を発展させること自体が適切ではないのである。この意味で、文学ジ

ャンルが普遍的でないのと同様に文学理論は普遍的ではない。 

二つ目の限界は、構造主義が理論ではなくアプローチの方法であることである。R. バ

ルトにせよ、G. ジュネットにせよ、一度分析のツール・方法が確立されてしまえば、あ

とはそれをどのテクストにも機械的にあてはめるだけになってしまう。物語論

(narratologie)は、理論ではなく分析のツールにすぎないのである。 

三番目の限界は、文学テクストをあらゆる文脈から切り離したて独立した静態的記号体

とすることで、作品の意味の絶対性を前提としてしまうことである。ここにおいては、

「誰が語るのか」にのみ焦点が置かれ、その作品を「誰が読むのか」は完全に無視されて

しまうことになり、作品の絶対的意味は外部から切り離され作品に内在することになる。

しかし、文学作品は読まれなければそこにテクストの意味は発生しないし、読み手とその

読まれる時代によって意味 = 受け取り方はその都度変わり続ける可能性を持っている。

ここに、W. イーザーなどが唱える受容理論6や J. デリダの脱構築7などが登場するのであ

る。 

 

 



総合教育センター論集 

－ 73 － 

新歴史主義 

文学研究のテーマとしての身体表象に関するもう一つの系譜としては社会人類学の領域

において M. モースが示した身体技法(technicité du corps)8が挙げられるだろう。構造主

義的アプローチをとるレヴィ=ストロース以降、人類の文化全般を記号の体系と捉える人

類学の発達の中で、社会人類学の M. モースが唱えた身体技法 (technicité du corps)は、

たとえば歩き方のように、生物学的構造に基づく普遍的動作と思われていた身体の動きで

すら、文化的拘束を受けた記号体系であることを示した9ことで、文学テクストを記号体

系として読む構造主義的アプローチが社会人類学的身体に興味を持つのは自然であった10。 

そうした親和性に加えて、新歴史主義といわれるテクストへのアプローチが出てくると、

身体表象というテーマと文学研究の親和性は更に高まることになる。テクストを外部から

独立した静態構造と捉える構造主義、およびそれを動態として捉えるポスト構造主義の反

動として出てきた実証研究であるこのアプローチにおいては、歴史も書かれた物語と捉え

ることで、文学作品を歴史的文脈にあてはめるというそれまでの文学研究の大きな原則が

取り払われ、歴史も文学作品もその時代を読む為の資料として同列に扱われるようになっ

た。 

M. フーコーの権力装置としての言説11に理論的枠組みを見いだすこの考え方では、文

学テクストを含めてあらゆる資料を同時代の言説をなすものとして分析し、そうした言説

の生み出す一元的権力空間という共時的文脈で文学テクストを読み直す。伝統的な通時的

文学史に対して共時的な時代理解が文学研究の方向性となってきたのであるが、こうした

新歴史主義と呼ばれるアプローチにおいては、同じくフーコーの権力による身体形成12の

考え方も相俟って、身体というテーマが高い親和性を見せることになる。 

しかし、構造主義に対して二つの限界を指摘したように、新歴史主義にも当然限界はあ

る。最も大きな問題は、恣意性の高さである。まず第一には、資料選択の恣意性が挙げら

れる。同時代の膨大な歴史的資料全体から、全てを読むことは不可能な中で、資料選択の

恣意性は避けられない。次には、分析の恣意性である。 

実際の分析作業は、テクストと同時代言説の共通点を見いだすことに集約されてしまい、

異なる点、まさにそれが文学テクストたらしめている特異性を扱わないという弊害がある。

更には、作家個人の才能というものを考慮に入れず、さまざまな同時代の言説を結びあわ

せる一つの点としてのみ捉えるので、あえて文学作品を取り上げる意義すら薄れてしまう。

更には、M. フーコーの一元論的権力言説を絶対的信条とする故、たとえば 19 世紀の写

実「小説」は、ピアノやヴァイオリンと同様、中産階級に「規律」を教え込む「装置」で

あると断定してしまうような発想すら生まれてくる13。 

 

これらの一連の流れを整理すると、文学研究の興味の対象は、著者→作品→読者→時代

の共時的資料価値という方向でテクストの意味を探求する指向の変遷が見て取れるわけだ
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が、どのアプローチが絶対的に正しいというものでは当然ない。文学テクストのどの側面

を見るのかという視点の問題の違いに過ぎず、その視点が思想的・社会的流行に左右され

るというだけである14。逆に言うと、文学テクストの意味の在処は、アプローチの視点に

よって変わるのであり、J. ミリーは以下のようにテクストの意味の在処を四つの関係性

の交差点にまとめ上げている15。 

1) 社会のコミュニケーションの道具としての言葉と作者の意図との交錯。 

2) テクストを構成する記号としての言葉とそれを受け取る読者の能力との交錯 

3) テクストと、その発信・受容の外的条件。 

4) テクスト生成過程における、その他の時代言説、もしくは文学テクストとの相互影響。

間テクスト性16。 

さて、この四つの関係性の交差点にテクストの意味が発生するとして、伝統的な講壇批

評と呼ばれていた時代までの文学研究・文芸批評は 1)の関係性に注力していたと言える。

構造主義・ポスト構造主義のアプローチは 2)と 4)との交差するところに意味が発生し、

受容理論は 2)の関係性に特化していると言えるだろう。新歴史主義は、3)、4)との交差す

るところにその意味が求められていると考えることができるが、このように方法論によっ

て限定されるテクストの意味の所在を踏まえつつ、ここまでの文学研究の概観が示すのは、

方法論とテーマには、密接な関係がありうるということであり、その親和性の高さ如何に

よって、文学研究における「流行」の行方と意義が決定される。既に見たように、構造主

義と文学研究は、「主体」と「誰が語るのか」の問題の置換可能性の高さ故、文学に対し

て隣接領域の思想・精神分析・言語学と同様の科学的権威を与えることに貢献した。 

また同時に、文学研究における「身体表象」というテーマの必然性が、これらの人文・

社会の隣接学問領域との相互影響にあることも示されてきた。「誰が語るのか」というテ

ーマが方法論的にも成熟と限界を見せ始めたところで、「身体」というテーマは新歴史主

義という実証研究の復権の中で、権力の装置としての身体形式 歴史的身体という視点か

ら文学テクストを歴史=物語における同時代の共時的資料として歓迎されたのである。 

  しかしながら、共時的社会的資料として文学テクストを捉えるこうした潮流の中では、

既に指摘した新歴史主義の限界として、文学テクストとその他のテクストとの境界がなく

なるのであり、敢えて文学テクストに限定して身体表象を研究する意義がなくなるのであ

る。この矛盾を裏側から見ると、文学研究の名のもとにありながら M. フーコーの権力論

を忠実になぞらえて身体の規律・訓練の過程を示そうとするわけだが、そこにおいて扱わ

れるテクストが文学テクストではないのである。また、取り上げる言説が、身体表象では

なく身体に関するメタ言説の分析に帰結してしまう。 

こうした限界を示す一つの例を挙げると、P. シャルトンが近現代フランス文学におけ

るスポーツをテーマにした、一見ユニークな研究17がある。しかし、第一章でスポーツに

関する知的・精神的背景を説明した後で、二章ではスポーツの歴史に言及し、第三章でよ
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うやく文学との関係がでてくるかと思うと、作家のスポーツ体験に言及されるのみであり、

文学テクスト内でスポーツが扱われることの意義に関する考察はない。しかも、そこでと

りあげられるテクストは、いわゆる虚構としての文学テクストではなく、作家の体験を示

す伝記・エッセイなどに限定され、肝心な「書かれた運動」などは一切考察の対象とはな

らない。 

このように、文学における身体表象という視点から見ると、実際の内容は、身体に関す

る言説の歴史ではあっても、それを文学という領域で行う必然性が見あたらない研究がほ

とんどであり、それもたとえばスポーツなど身体表象のどの側面を扱うかによって、身体

の多様性と同じくらいの多様なアプローチが存在しうる。端的に言うと、まとまりがない

のである。 

構造主義的アプローチにおける主体の問題は、各時代の各作品に対する研究の表題を見

れば、内容に関して予測ができたので、研究者にとっては検索作業の効率は高かった。し

かし、90 年代以降の身体表象をテーマとして標榜する研究は、実際に読んでみるまでは

何が書かれているか見当もつかないという問題が生じているのである。 

この問題は、明らかにテーマ的失敗を示しているように思えるが、この失敗の原因は何

かを考えてみると、新歴史主義的文学研究と「身体」というテーマの親和性の欠如から来

ていると考えるよりも、構造主義の流行が過ぎた後で、「文学における身体とは何か」と

いう根源的な問題が問われなくなってしまったからではないだろうか。「文学における身

体表象＝書かれた身体」とは何かという問いは、身体をテーマにする限りまず最初に向き

合うべき問題のように思えるが、90 年代以降の身体をテーマとした多くの研究は、1)書

かれた身体を実際の身体と同様に扱うか、もしくは 2)身体に関するメタ言説を扱うこと

で、M. フーコーのように同時代の身体形成を考察するか18、いずれかに分かれるように

思える。 

1)の問題は、書かれた身体とは何かについての問いを全く無視している点である。「実

際の身体が存在しない、書かれた虚構世界における身体表象」ということは、まず前提と

して、「そこに物質としての身体は存在しない」という点から出発しなければならない。

指示対象(レフェラン=référent)の存在しない音素(シニフィアン=signifiant)とその意味(シ

ニフィエ=signifié)だけの関係ということになる。この記号論的な事実を無視して、存在

しない歴史的指示対象をあたかもそこに存在しているという前提で議論を進めていくこと

は、歴史=物語と文学テクストを同列に扱うのですらなく、テクストを資料の一部として

活用する歴史学・社会学の領域になってしまう。要するに、「文学」である必然性の放棄

である。 

 2)の問題は、まさに新歴史主義に固有の問題としての、研究の文学的意義である。同時

代の歴史的資料として、身体に関するメタ言説を可能な限り(同時に恣意的に)収集し、そ

の中に類似のパターンを見ていくアプローチにおいては、これも同様に、その資料が文学
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テクストでなければならない必然性は見あたらない。また、身体に関するメタ言説を含む

文学テクストとして選ばれるものに、フィクションが含まれることはきわめて少ない。P.

シャルトンの例が示すように、とりわけ近代以降、理性に身体が抑圧される状況下での身

体に関する言説を抽出19しようとすると、対象は作家・文学者が書いた日記・エッセイが

中心となり、1)と同様の問題が発生してしまう。 

いずれにせよ、こうした身体表象というテーマの「文学研究」的失敗は、「書かれた身

体とは何か」という問いをないがしろにした結果といえるだろう。従って、本稿では次に

この問題の考察を行う。 

 

Ⅱ 文学にみられる身体表象 

すでに見たように、「文学における身体とは何か」という問題は、「誰が語るか」に置換

できる「主体」というテーマに比べて、文学への直接的移植が困難である。そもそもが、

上述のように指示対象(=物質としての身体)の存在しないシニフィアンとシニフィエだけ

の関係の中で、言葉の連なりの中の何をもって身体とするのかという根源的な問いが本来

は問われなければならない。ここでまず、指示対象を持たない書かれた「身体表象」に対

しては、その言葉を通して呼び起こされるイメージとして「身体性」(＝corporeité)とい

う言い換えが必要になる。 

では、この「身体性」は何によって構成されるのか。Prat が行ったように、文学テク

ストの中から、ただ単に身体に関する単語・表現をかき集めてきて提示するだけでは、用

語の使用度頻度に関してにある程度の分類と法則性を見いだすことはできるだろう。しか

し、それがなんらかの有効な分類であるのかどうかの判断の際に、時代精神と身体との関

係性を文学作品の中に読み込もうとする行為は、既に述べたように恣意的な選択に基づい

て既に存在する結論に合わせるような議論の展開になってしまう危険がある。 

もっと根本的な疑問は、一連の身体描写が一つの文学テクストの中の一節に見いだせる

とすると、一連の言葉の連なりの中のどこからどこまでが身体表象なのか、そしてそれに

ついて何を語るべきなのか、何が語れるのか、という点について考えなければならない。

例として、E. ゾラの作品Curéeの登場人物ルネの冒頭での描写を挙げてみよう。 

 

« 彼女の美しさは神々しいほどだった。チュール織のスカートの下地は波模様に飾ら

れ、柔らかい緑のサテンのチュニックは、イギリスの高級レースで縁取りされ、大

きな菫の束で留められていた。スカートの前の部分は、ただ一つの裾飾りによって

飾られており、キヅタの花飾りでつながれた菫の花束がモスリンの軽いドレープを

固定していた。豪勢な広がりとやや過剰な飾りつけのスカートの上には、ブラウス

にまとわれた上半身と頭部が精彩を放っていた。胸元を大きく開き、肩の菫の花束

をのぞいては腕をむき出した彼女が、繻子とチュールのコルセットから全裸のまま
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出てきたかのようなその有様は、ニンフの一人が神聖なる樫の木から上半身を抜け

出す様と同様だった。ニンフの白い喉としなやかな肢体が半身の自由を喜ぶ様子は、

自らの肉体に陶酔する女性が水着を脱ぎ捨てるように、コルセットとスカートが少

しずつすべり落ちていくのを人々に想像させずにはおかなかった。(訳 ・下線 : 石橋

正孝)20. » 

 

ここに見られるのは、女性の美しさに関する描写である。ルネの美しさに関しての幻視

的な描写は更に続くがここでは割愛する。重要なことは、このルネの美の描写は身体表象

であると同時に、必ずしも身体に関する語句のみで構成されているわけではない点である。

この一連の描写から惹起されるルネの美は、身体のそれである。しかし、この節には、身

体に直接関する語句は下線部のみで極めて少ない。身体表現よりも、衣類、もしくは身体

を装飾する描写の方が圧倒的に多く、それに加えて下線部の語句へのわずかな修飾語とそ

の装飾を通して、またニンフの比喩を加えることによって、間接的にルネの身体美が描か

れている。 

ここでの身体表象惹起の過程は、言語における関連語(champ lexique)の連鎖の過程で

ある。このメカニズムによって「読む」という行為を通して身体表象が生成されるのであ

るが、これは逆に言うと、「読む」という行為を前提にせずには文学テクストにおける身

体表象は成り立たないのである。 

さらに続けると、「読む」という行為の過程に生成する身体表象には、読者の関与が必

要となるわけだが、読者の関与の条件として、テクストへの共感が必要となる。そして、

共感に必要な条件というのが、その虚構世界のリアリズムの効果21としての「本当らし

さ」(=vraisemblance)である。ここでは、ルネの描写のもつ「本当らしさ」が読むという

行為の中でその身体性を惹起する要件なのである。 

 次の問題として挙げられるのは、この一節をルネの身体描写と捉える際に、果たしてそ

こから何が言えるのか。もしくはこの一節にどのような文学的価値があるのかを考えなけ

ればならない。このニンフの比喩を用いた幻想的な描写に対して、本稿の一部で概観した

文学研究・文芸批評の大きな流れの中で見ると、20世紀前半までの講壇批評・印象批評

と言われていた時代の文学史的研究においては、著者の理解に努めることで、写実性の中

に幻想的な要素を混ぜるゾラのスタイルの中に22、セザンヌとの旧交、マネら印象派への

傾倒など、印象派の美術運動の影響を指摘することはできる。J. ミリーの意味の四つの

交差点の中では1)に該当する部分である。 

 また新歴史主義的な考え方では、19世紀の写実小説全般に見られる詳細な身体の外見

描写に関しては、当時の人相学の興隆と関連づけて、社会構造の大きな変化の中で、近代

市民が外見の類型化23にアイデンティティーの安定化を求めた装置、という考え方もでき

るだろうし、構造主義的なアプローチをとれば、この一節の全体の中での意義を考えるこ
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ともできる。また、この一節にどのような文学的価値があるかといえば、それは既に述べ

たE.ゾラの才能がもたらす「本当らしさ」ということができるだろう。 

しかし同時に、テーマとしての身体表象に立ち返って考えてみると、書かれた身体表象

というものが、登場人物の外見描写のみに限定されてしまうものなのだろうかという不満

がここで出てくる。「本当らしさ」が身体性惹起の要件であるとするならば、また虚構世

界に書かれた「身体表象」が「身体性」と言い換えることができるのであれば、「読む」

という行為を通して惹起される身体性を、登場人物の外見描写のみに限定することは身体

の多義性を無視した安易の誹りを免れない。虚構世界であるが故に指向対象を持たない

「書かれた身体」とは何かをさらに追求する必要がある。その際に、「書かれた」という

限定を外した身体表象とその多義性について簡単に考察する。 

 

身体の多義性と文学的置換 

現象学以前には、魂の牢屋＝原罪の在処＝意思の道具＝物質＝機械論的身体＝客観的分

析対象などとして捉えられていた身体に対して、メルロ・ポンティは、物質であると同時

に主観として、世界-内-存在としての身体を主張する。我々は、身体を持った主観として

この生きられる世界に内属しているのであり、逆に言えば、身体とは世界を描き、その世

界を生かす存在なのである。それは知覚するものであると同時に知覚されるものであり、

身体とその生きる世界とは表裏一体のものとなる24。そこにおいては魂は身体を介して初

めて存在するものであり、「私は私の身体の前にいるのではなく、私は自らの身体の中に

あり、私は身体である」とメルロ・ポンティは断言する25。 

 ここに見られる考えかたは、主観を条件付ける肉体である。「存在(ある)」の仕方には、

「物質」としてか「主観」としてかのいずれかしかないが、身体の存在だけは、主観の根

源において主観を規定する物質として、その存在の多義性を提示する26。西洋の二項対立

の伝統においては、身体性は「これでもあるが、それでもある27」としか言えない曖昧さ

をその特質とするのであるが、世界を認識する主体としての自分は、世界-内-存在として

知覚し、知覚される身体的存在であり、ここにおいて主観として考える身体と物質として

知覚する身体が存在論的二元論を乗り越える可能性を秘めているのである。 

 

 さて、ここで一部で議論されたことをもう一度振り返ると、「主体=語る誰か」の置換が

文学と思想を「主体」というテーマで融合させたわけだが、「身体」というテーマに関し

ては、身体の多義性が一元的置換を困難にすると同時に構造主義的研究が流行を終えた為、

「身体」というテーマの流行にも関わらず、多くの研究にテーマ的統一性というものを見

いだせない状況が作り出されてしまった。 

 しかし、ルネの身体美の描写で見たように、書かれた身体表象というものが、描写

(descriptif)と読者との間に生成されるものであり、その構成要件として descriptif の「本
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当らしさ」が重要であることが確認された。ここで文学テクストの描写的な部分(le 

descriptif)というのは、叙述的な部分(le narratif)に対置されるものであり、言語の線条

性に沿ってテクスト内時間をつむぎだす叙述的部分に対してその線条的時間にあらがうも

のである28。これは、語られる筋に対してその時間を止めて「本当らしさ」を紡ぎ出す部

分であり、主体と身体の関係とのアナロジーでは、叙述的な narrative は「誰が語るの

か」だとすれば、descriptive を「誰が知覚するのか」と置換することが可能である。 

 こうした置換可能性をふまえて、次に F.ラブレーの作品からの身体描写を見ていきた

い。ラブレーにおいては、「パンタグリュエル(1532)」、「ガルガンチュワ(1534)」、「第三

の書(154)」において、身振りの描写がひたすら続く章がある。まずは、「ガルガンチュ

ワ(1534)」の 35章において、ジムナストが敵を前にして曲芸を展開する部分を見てみる。 

 

「そして、満身の力を籠めて身も軽々と、今度は右側からまわって、前と同じよう

な飛びあがり方をした。それから、鞍の前輪に右の拇指をかけて、この拇指の腱と

筋肉とで全身を支えながら体全体を宙に浮かせ、そのまま三回にわたってぐるぐる

ぐると廻った。四度目に廻ると時、何物にも触れずに全身をのけぞらせ、手を変え

て左の拇指で全身を中に支えながら、馬の両耳の間に体を伸ばし、そのままの恰好

で風車のように廻った。それから、右手の掌で鞍の中央をぱんと叩いて反動をつけ

て、貴婦人方のなさるような形に馬の尻へ腰をおろした29。」 

 

 ここは、日本語訳では情報が圧縮されてしまうが、註に示した原文を見てもらうと、

延々と続く身体の動きの描写は、視覚的にもその長さによって身体の存在感が強調されて

る。この描写に対しては、歴史的背景として 16 世紀フランスにおける社会秩序の大きな

変化の中で、貴族の地位の低下に対する軍事教練の教師の相対的地位向上30を読み取るこ

ともできるだろう。 

 しかしこの身体描写の特異性が 軍事教練という歴史的説明では満たされないことは明

らかである。ここでは、圧倒的な量の身体描写の中で、ジムナストという主体が消滅し、

ラングとパロルの関係においてラングに該当する、人間が共有する身体が浮かび上がって

くのである。ここに見えてくるのは主体なき「身体」、それも動きの中にある身体である。

ラブレーが得意とする言葉の氾濫の中で、読者がこの描写を「読む」行為を通して受け取

るものは、主体を条件付ける「身体」そのものなのである。 

 続けて、「パンタグリュエル(1532)」の 19 章から、バニュルジュとトマストの身振り

による対話を見てみよう。 

 

「パニュルジュは、突然右手を宙に挙げ、その親指を右の鼻の孔に突っ込み、残り

の四本指を伸ばして鼻の先へ大きいほうから順々に平行に揃え、左の眼をぴったり
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閉じたまま、右の眉と眼蓋とをぐっと引き下げるようにして流し目を送った。それ

から、左手をぐんと突き出し、その親指を立てたまま、残りの四本指をぎゅっと揃

えて伸ばしたが、右手の位置の真前にこの左手を突き出し、両者の間には、一肘尺

半ほどの隔たりを置いた。それから、両手をそのままの形で下へ垂らし、最後に、

まるでイギリス人の鼻を真正面から狙いでもするような風に、両手を正眼に構え

た31。」 

 

これに対して、すかさず相手のトマストは次の身振りを返す。 

 

「そこでイギリス人は次のような身振りをした。左手をすっかり開けて高々と宙に

あげ、それからその四本指を握り締め、親指を伸ばしたまま鼻先へ当てた。それか

ら急に右手をぱっと開いて上に翳したかと思うと、開いたまま下へおろし、その親

指をば、ぎゅっと握った左手の先の小指に添えてから、左手の四本指を静かに上へ

開いた。その次に、今度は、これまでとは反対に、左手でしたことを右手にやらせ、

右手でしたことを左手にやらせた32。」 

 

 先のジムナストの身振りの描写は、乗馬軍事教練のパロディともとれるが、個々の身振

りに対して意味を付与する必要はなかった。しかしこの章では、こうした身振りによる対

話がひたすら続き、特異な点はその意味の説明が全く読者になされない点である33。読者

は、個々の身振りに意味があるという前提で身振りの描写を読み進める。しかし、ジムナ

ストの例と同様に、過剰な身振り描写の中で、身振りの主体である登場人物のトマストと

バニュルジュが消え去っていくと、そこには人間の存在を条件付ける無記名の身体そのも

のが現れてくるのである。 

 ラブレーにおけるこれらの身振りの描写に対しては、T. Cave のように、同時代の言説

としての「過剰」と「多産」をよみとることもできるだろうし34、M. バフチンのように、

文化装置とその土壌としての民衆文化を構造的に位置づけ、前者に対する後者の創造と破

壊のサイクルによる挑戦を読み取ることもできるだろう35。また E. Kushner が指摘する

ように36、ラブレーの作家としての記号論的な意味への挑戦を読み取ることもできる。 

 しかし、これまでの議論の流れの中でこれらのラブレーの描写を位置づけると、ここに

「書かれた身体表象」という問題に対する解答が見いだせるだろう。「書かれた身体表象」、

すなわち読む行為の過程に生成される身体性は、叙述の意味の世界ではなく、描写の世界

にこそ現れるのである。そしてそれは身体描写の「本当らしさ」によって条件づけられる。 

 ここで、身体描写の「本当らしさ」というのは、 言語におけるラングとパロルの関係

のように、個としての身体と、人間の存在条件としての無記名の身体によって構成されて

いるのであるが、ラブレーの上記の描写は後者に集約される、おそらくは文学史上唯一の
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ものであろう。このようにラブレーが提示した存在を条件づける身体性は、主観である

と同時に物質としての身体であり、考える主体ではなく知覚する身体としてとらえるこ

とができるのである。 

 このように、その他文学テクストにおいてはラブレーのような無記名の身体性を生成

するものを見いだすことは難しいが、「本当らしさ」を備えた描写世界を知覚の問題と

して捉えることにより、必ずしも登場人物の身体に関する描写でなくとも、描写=知覚

する身体性という視点からの考察が可能となるのである。 

 

結論 

文学研究における身体表象という 90 年代からの流行は、身体表象に対する多様なアプ

ローチを可能たらしめたと同時に、身体というテーマによる統一性を失わせる結果となっ

た。これは、「主体=語る誰か」の置換可能性を所与として、主体と身体の問題を契機と

して、身体の多様性を無反省に文学テクストに持ち込んだことの結果であった。 

主体と身体の関係に対しては、前者の「主体=語る誰か」に対して、「身体=誰が知覚す

るのか」への置換が可能であることをこれまでの議論で示してきた。それにより、文学空

間(=diégèse)37における描写的部分(le descriptif)が、叙述的部分(le narratif)に対抗する十

分な展開をもって「本当らしさ」(=vraisemblance)を獲得することで、読む行為との関係

性の中に必ずしても登場人物のそれとは限らない「知覚する身体表象」を捉えることが可

能となるのである。 

 ここから導かれる身体表象というテーマの可能性は二つある。第一に、「読書」という

行為を文学空間の体験と捉えるのであれば、その体験に価値を付与するのは、その空間の

「本当らしさ」である。身体性を描写の「本当らしさ」(=vraisemblance)と置換すること

で、身体表象というテーマは物語研究に際して重要なアプローチの鍵となる可能性を持っ

ている。既に指摘したように、ジャンルという概念自体が、時代性に強く拘束される性質

をもつものであり、詩学におけるジャンル別の理論というものの正当性が揺らいでいる状

況で、共時的のみならず通時的研究に対して、より普遍性を持つ指標を提供してくれる可

能性をもっている。 

 またもう一つの可能性としては、文学の出発点である、読む行為を通した文学体験とい

う原点に回帰する契機を提供してくれるようにも思われる。文学研究が人文科学の隣接領

域との融合によって、20 世紀以降新たな方法論・テーマによって大きな時代の波をつく

り出してきたことは概観したが、新歴史主義の波も袋小路に陥っているように思える。実

証か理論かという、文学研究に常につきまとう問題は、いずれにせよ方法論先行で、「読

む」という行為自体をあらかじめ特定の方向性に規定してしまう弊害が生じてきている。

身体表象というテーマは、「共感」という読書体験の重要な要素の大きな糸口となる部分

であり、理論に基づく恣意性ではなく、作品世界の追体験という文学の原点に回帰する重
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要な指標となりうるのである。 
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受容理論と同様にテクストの「意味の発生」に読むという行為を導入することで、 

8  M. Mauss, Sociologie et anthropologie, 1950. 
9  M. Mauss, op. cit., p. 367 : « Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en est de 

même de toute attitude du corps. Chaque société a ses habitudes bien à elle. » 
10 (cf.), G. Vigarello, Le corps redressé, Paris, Ed. Jean Pierre Delarge, 1978, 399 p. : J.-J. 

Courtine, Cl. Haroche, Histoire du visage : Exprimer et taire ses émotions (du XVIe siècle au 
début du XIXe siècle, Paris, Edition Rivages, 1988, 1994.  

11 M. Foucault, Les mots et les choses, Galllimard, 1966. 
12 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard, 1975. 
13 D. A. Miller, The Novel and the Police, University of California Press, 1988. J. デリダの脱構

築にせよ、M. フーコーの言説の一元的権力論にせよ、フランスから生まれた発想がアングロ・

サクソン系の文化において強固で過激なイデオロギーとなる傾向は、注目に値すると同時に、そ

の裏の政治的意図を警戒する必要もあるかもしれない。たとえば、(イギリスはともかく)、アメ

リカのフランス 16 世紀文学研究の実情をみると、内容的には見るに値するものがほとんどない。

(敢えて紹介はしないが)顕著な傾向としてあるのは、いわゆる大作家を徹底して避け、逆に徹底

してマイナーな作家に対して、可能な限りアクチュアルな(たとえばフェミニズム)テーマを強引

に見いだすことで、強引に研究価値を高めようとする傾向がある。テクスト以前に理論ありき・

戦略ありきのこうしたアプローチは、テクストを歪める危険性をはらんでいる。 
14 文学研究の裏の事情ではあるが、こうした流行は、研究し尽くされたと思われる文学史上の主要

作品の見直しにも必要となっており、新たな研究者の育成・職の確保という現実的側面も否定で

きない事実としてある。 
15 J. Milliy, Poétique des textes, Paris, Nathan, 1992, Armand Colin, 2005, p.4 :   « Tout texte, 

littéraire ou non, est mise en œuvre du langage, son matériau propre. Mais ce n’est pas tout, 
car il se situe à un carrefour complexe de relations : entre la langue, qui est un système social 
de communication, et l’intention individuelle de l’auteur ; entre l’ensemble de signes (lettres, 
mots, phrases) qui le constitue, et les capacités réceptives du lecteur ; entre lui-même et les 
conditions extérieures (matérielles, sociales, historiques) de son émission et de sa réception ; 
entre son message et celui d’autres textes antérieurs. » 

16 (cf.) J. Kristeva, « Problèmes de la structuration du texte » dans Théorie d’ensemble, Paris, 
Seuil dans la collection « Tel Quel », 1968, p. 312 : « Or, pris dans la nouvelle structure, ces 
différents énoncés que notre analyse retrouve a posteriori dans les différents discours 
antérieurs ou synchroniques, changent de signification. Dans l’appareil du texte romanesque, 
avec sa non-disjonction, avec son caractère transformationnel, l’énoncé scolastique, le masque, 
le cri publicitaire, etc. s’interpénètrent et produisent un ensemble ambivalent. Cet ensemble 
nouveau s’oppose aux ensembles de départs. Il a une fonction qui le rattache à d’autres 
manifestations discursives de l’époque, et cette fonction fait que l’ère qui s’annonce, celle de la 
Renaissance, a une unité discursive plus ou moins définie, qui la distingue de l’époque 
précédente. » 

17 P. Charrenton, Les fêtes du Corps : Histoire et tendance de la littérature à thème sportif en 
France 1870-1970, Travaux XLV, CIEREC, Université de Saint-Etienne, 1985. 

18  (cf.), A. Gimaret, Extraordinaire et ordinaire des Croix. Les représentations du corps 
souffrant. 1580-1650, thèse soutenue à l’Université de Paris X, 2004. 

19 16 世紀の研究においては、M.-H. Prat が身体に関する語彙の研究を行っているが、身体表象の

多義性を可能な限り細分化し、そこに扱われる語彙を通して歴史を見るという研究になっている

が、統一性の欠如は否めない。(cf.) M.-H. Prat, Les mots du corps : un imaginaire lexical dans 
les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, Droz, Genève, 1996. 

20 E. Zola, Le Curée, dans Emile Zola Œuvres copmlètes : t. 5 : Thiers au pouvoir (1871-1873), 
Mitterand (Henri) (sous la direction de), et la présentation, notices par Carles (Patricia), et 
Desgranges (Béatrice), Nouveau Monde édition, Paris, 2003, p. 24 : « Elle était vraiment 
divine. Sur une première jupe de tulle, garnie, derrière, d'un flot de volants, elle portait une 
tunique de satin vert tendre, bordée d'une haute dentelle d'Angleterre, relevée et attachée par 
de grosses touffes de violettes ; un seul volant garnissait le devant de la jupe. où des bouquets 
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de violettes, reliés par des guirlandes de lierre, fixaient une légère draperie de mousseline. 
Les grâces de la tête et du corsage étaient adorables, au-dessus de ces jupes d'une ampleur 
royale et d'une richesse un peu chargée. Décolletée jusqu'à la pointe des seins, les bras 
découverts avec des touffes de violettes sur les épaules, la jeune femme semblait sortir toute 
nue de sa gaine de tulle et de satin, pareille à une de ces nymphes dont le buste se dégage des 
chênes sacrés ; et sa gorge blanche, son corps souple, était déjà si heureux de sa demi-liberté, 
que le regard s'attendait toujours à voir peu à peu le corsage et les jupes glisser, comme le 
vêtement d'une baigneuse folle de sa chair. » 

21 T. Todorov, « Présentation » dans Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1966, 1982, p. 5 : « Le 
réalisme, on l’a vu, n’est pas seulement un discours aussi particulier et aussi réglé que les 
autres ; l’une de ses règles a un statut bien singulier : elle a pour effet de dissimuler toute 
règle et de nous donner l’impression que le discours est en lui-même parfaitement 
transparent, autant dire inexistant, et que nous avons affaire à du vécu brut, à une « tranche 
de vie ». 

22 そもそも自然主義とは、人間の心理・行動を遺伝子・環境によって科学的に説明しようとする考

えであり、自然法則の因果律に全てをあてはめようとするイデオロギーである。作品のスタイル

としての写実性の高さを意味するものではないのだが、naturalisme、自然主義の名称から、写

実主義(=写実的筆致)をさらに推し進めて「自然のままに、ありのままに」、というスタイルであ

るという誤解が広がってしまった。自然主義は写実的筆致を意味しないし、そもそもゾラが文学

史に名を残しているのは、その自然主義というイデオロギー故ではなく、その幻想的な筆致の才

能によってである。 
23 J.-J. Courtine, Histoire du visage, Rivages, 1988, 1994, p. 45 : « C’est ainsi qu’à l’époque 

moderne, les deux moments historiques où elle va susciter le plus d’intérêt (depuis le début du 
XVIe siècle aux deux premiers tiers du XVIIe siècle d’une part ; des années 1780 à la fin de la 
première moitié du XIXe siècle d’autre part) sont des périodes de reconfiguration politique et 
sociale : mise en place de l’Etat absolutiste et constitution progressive d’une société civile 
conçue sur le modèle de la cour ; naissance d’un Etat démocratique et d’une société de masse. 
Moments où se pose de façon cruciale la question de l’identité individuelle dans des structures 
sociales en pleine transformation. » 

24 M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964 ; Le visible et l’invisible, Paris, 
Gallimard, 1964. 

25 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 161: « Je ne 
suis pas devant mon corps, je suis dans mon corps, plutôt je suis mon corps. » 

26 Ibid.., p. 188 : « Il y a deux sens seulement du mot exister. On existe comme une chose et on 
existe comme une conscience. L’existence du corps propre au contraire, nous révèle un mode 
d’existence ambigu. » 

27  U. Galimberti, Les Raisons du corps, trad. De l’italien par M. Raiola, Paris, Editions 
Grasser & Fasquelle et Editions Mollat, 1998, p. 11 : « la corporéité qui, dans son 
surgissement immotivé et sa manifestation ambivalente, dit qu’elle est ceci, mais aussi cela. 
L’imbivalence qui surgit alors n’est pas ambiguïté, mais est cette ouverture de sens à partir de 
laquelle la raison peut elle-même fixer l’opposition de ses significations, et donc cette 
antithèse de valeurs, sur laquelle s’est articulée sa logique disjonctive quand elle a départagé 
le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid. » 

28 P. Hamon, Du descriptif, Paris, Hachette, 1981, 1993, p. 5 : « L’essence du descriptif, s’il 
devait en avoir une, son effet, serait dans un effort : un effort pour résister à la linéarité 
contraignante du texte, au post hoc ergo porpter hoc des algorithmes narratifs, au dynamisme 
orienté de tout texte écrit qui, du seul fait qu’il accumule des termes différents, introduit des 
différences, une vectorisation, des transformations de contenus. » 

29 F.ラブレー「第一之書 ガルガンチュワ物語(1534)」渡辺和夫 訳 岩波書店、1973 年、1975
年 169p., (cf.), F. Rabelais, Gargantua, ch. XXXV, dans l’œuvre complète de François Rabelais, 
éd. par M. Huchon, dans la collection « Pléiade », 1994, p. 98 : « Lors par grande force et 
agilité feist en tournant à dextre la gambade comme davant. Ce faict mist le poulce de la 
dextre sus l’arçon de la scelle, et leva tout le corps en l’air, se soustenant tout le corps sus le 
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muscle, et nerf dudict poulce : et ainsi se tourna troys foys, à la quatriesme se reversant tout 
le corps sans à rien toucher se guinda entre les deux aureilles du cheval, soudant tout le corps 
en l’air sus le poulce de la scenestre : et en cest estat feist le tour du moulinet, puis frappant 
du plat de la main dextre sus le meillieu de la selle se donna tel branle qu’il se assist sus la 
crope, comme font les damoiselles. »  

30 A. Tuccaro, Trois dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air, Paris, 1599. 16 世紀後

半における、ダンスやアクロバットなどの身体に関する技術書の興隆とその後の消失は、身体文

化がその後散文物語に吸収されたことを意味し、その過程で、技術書の特性であった詳細な身体

描写が消失していったと考えることもできる。M.-M. Fontaine, « Danse et littérature » dans 
Libertés et Savoirs du corps à la Renaissance, Paradigme, Caen, 1993, p.14 : « La technicité 
des textes littéraires, amorcée dans les années 1530, grandit dans tous les genres jusqu’à C. 
Gauchet (1583), pour disparaître peu à peu au profit de la prose narrative romanesque qui va 
finir par concentrer la représentation de la danse, en en faisant un objet définitivement 
différent de celui des traités techniques, de plus en plus aptes de leur côté à donner les 
procédés de reproduction des gestes 

31 F.ラブレー「第二之書 パンタグリュエル物語(1532)」渡辺和夫 訳 岩波書店、1973 年、

1976年, p. 151, (cf.), F. Rabelais, Pantagruel, ch. XIX, dans op. cit., p.286 : « Panurge soubdain 
leva en l’air la main  dextre, puys d’ycelle mist le poulse dedans la narine d’ycelluy cousté, 
tenant les quatre doigtz estenduz et serrez par leur ordre en ligne parallelle à la pene du nez, 
fermant l’œil gausche entierement, et guaignant du dextre avecques profonde depression de 
la sourcile et paulpiere. Puys la gausche leva hualt, avecques fort serrement et extension des 
quatre doigtz et elevation du poulse, et la tenoyt en ligne directement correspondente à 
l’asiete de la dextre, avecques distance entre les deux d’une couldée et demye. Cela faict, en 
pareille forme baissa contre terre l’une et l’aultre main : finablement les tint on my lieu, 
comme visant droict au nez de l’Angloys. » 

32 Ibid., pp. 286-287 : « Lors feist l’Angloys tel signe. La main gausche toute ouverte il leva hualt 
en l’air. Puys ferma on poing les quatre doigts d’ycelle, et le poulse extendu assist suz la pinne 
du nez. Soubdain après leva la dextre toute ouverte, et toute ouverte la baissa joignant le 
poulse on lieu que fermoyt le petit doigt de la gausche, et les quatre doigtz d’ycelle mouvoyt 
lentement en l’air. Puys au rebours feist de la dextre ce qu’il avoyt facit de la dextre. » 

33 個々の身振りの意味に関しては、様々な解読の試みがなされてきたが、決定的なものはまだない。

現在、筆者が中世の僧院に存在した身振り辞典を基に解読作業中である。これまでに、およそ 10
の身振りに対して、文脈で有効と思われる意味を見いだしている。(cf.) Masataka ISHIBASHI, 
Analyse des dialogues gestuels dans les œuvres de François Rabelais, DEA à l’Université de 
Paris III, 1998 : « Essai d’interprétation d’un dialogue gestuel dans l’œuvre de François 
Rabelais » dans Cahiers d’études françaises, n°3、l’Université de KEIO, 1998, pp. 1-17. 

34 T. Cave, Cornucopia : Figures de l’abondance au XVIe siècle : Erasme, Rabelais, Ronsard, 
Montaigne, Londre, Oxford Univ. Press, 1979, trad. Par G. Morel, Paris, Macula 1997. 

35 M. Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 
Renaissance, trad. de russe par A. Robel, Paris, Gallimard, 1970, 1993. 

36 E. Kushner, « Gesture in the Work of Rabelais », Renaissance and Reformation, XII, 1, 1986. p. 
67 : « We shall deal, briefly, with four aspects of Rabelais’ use of gesture: the presence and role 
of gesture in the text, as exemplified by Rabelais; the wider cultural links and echoes called 
forth by the representation of gesture in the Renaissance context; the modernity of Rabelais 
in terms of the almost obvious applicability of semiotic inquiry to his world; and, finally, the 
inability of semiotics itself to account for his humanistic treatment of meaning. » 

37 (cf.)G. Genette, op.cit.  


