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古典作品の読み方には二つある。まず第一には、当然ではあるが書かれた言葉の意味、

作品の内容・構造を理解することである。すなわち、テクストをその時代の歴史的、社会

的文脈と必ずしも結びつけることなく、むしろ独立した記号の体系として捉え、その構造

内部での読み・理解をすることである。

同時に古典作品の二つ目の読み方は、そこに「書かれていない」意味を理解することで

ある。その時代には当たり前の前提として言葉にされない部分＝時代精神は、ここでは、

パラダイムなりエピステーメなりの用語で言及される「知・認識の枠組み」を超えて、当

時の文化的習慣・風俗なども含めたより広範なものとして捉えるが、こうした当たり前で

あるためにわざわざ言葉にされない時代精神は、文字通り時代と共に変化し、新しい時代

の読者には、それを前提とした作品の本来の意味が失われていくことになる。そうした、

時代と共に失われていく古典作品の意味の維持・発掘が、文学研究の重要な意義の一つと

して挙げられる。

本稿では、16世紀フランス・ルネサンスの散文物語に焦点を当て、古典の二番目の読

み方を実践する。すなわち、テクストを通してルネサンスの特質を浮き彫りにしていくと

同時に、双方向的にルネサンスの社会・文化状況をふまえたテクスト理解を試みる。

しかしながら、ひとくちに社会といっても、文学と社会とのどちらに軸を置くかでアプ

ローチ方法・内容も変わってくる。ベクトルの違いである。文学から社会を見るのか、社

会から文学を見るのか。

文学の社会学（＝sociologiedelalitterautre)」と呼ばれるアプローチは、学問的に

は社会学の一部として考えられる。社会記号論という捉え方が適切である。社会の諸問題

を、文学作品が生み出される社会言語学的文脈に移植する。これは、テクスト「以外」の

文学に関わるすべての現象を扱う。すなわち、制度としての文学、テクストの集合体とし

ての特定の文学ジャンル、またその構成要素としての職業集団（＝作家、批評家、大学教

員）と読者、出版、流通、商業的成功と文学的成功などを扱う。

逆に、「社会批評（＝sociologiecritique)」と呼ばれるアプローチでは、ある特定のテ

クストを対象とし、テクスト「内」に描かれる社会の考察を行う。そこにおいては、テク

スト内の力学を読み取ることで、個人を超えた集団としての社会心理の分析を行うことに

なる。

対象が異なる両者が、しかしながら同時にそれぞれがそれぞれを内包している関係性に
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おいて、手のひらを合せた時の知覚のような多義性を生み出す結果、「文学の社会学」と

「社会批評」はベクトルが正反対にも関わらず、両者はしばしば混同され、境界は曖昧で

あり続ける。

本稿では、こうした二つのベクトルの孕む両義性に拘泥することなく、「テクストから

何が読み取れるか」という前提だけ見失わないように心がけ、まずフランス・ルネサンス

と当時の散文物語の概観を行い、次に実際にテクストを読む実践に移り、テクストから当

時の時代性を読み取ると同時に、当時の社会が生み出す文学状況の考察を行う。

Ⅰ．フランス・ルネサンスと散文物語の状況

ルネサンスの時代状況：近代の出発点

まず、当時の思想・社会状況を概観すると、フランスにおける15世紀末から16世紀前

半は、中世から近代への過渡期に該当する、ルネサンスといわれる時代である。イタリア

戦争を契機として、イタリアに百年以上遅れて到来した古代ギリシア・ローマの古典復興

の動きは、思想的には唯名論とネオ・プラトニスムと連動していた。T.トドロフが指摘

するように 、普遍論争が唯名論の勝利で解決を見たことで、地上の論理は神の国の論理

と切り離して探求することが正当化され、思想面から科学技術の進化を正当化し、近代の

下地を準備した。

また一方で、ネオ・プラトニスムの動きの中では、15世紀末のピコ・ドゥ・ラ・ミラ

ンドーラが、「人間の尊厳」を標榜した 。自由意志を持つ人間のみが唯一地上の生物の中

で神に選ばれた存在であり、それまで「原罪の在り処」として貶められていた肉体として

の人間を「神の似姿」として復権させた。

このように、思想的な二つの動きは、キリスト教の教義から離れて現世のメカニズムを

探求し、人間理性が神の論理から独立する第一歩として、近代と呼ばれる大きな社会・精

神的枠組みの基礎を準備した時代である。

一方で知の考古学の視点からは、M.フーコーが指摘するように、《16世紀末までは、

西欧文明においては「類似」が知の体系の礎となっていた 》のであり、このアナロジー

に基づく知の体系は、M.-H.プラによれば《単に理性の一つの在り方としてのみあるの

ではなく、それは事物自体に刻み込まれており、一つの類似を探し見いだすことは、象徴

体系としての価値をもち、真の知に至る道となっていた 》のである。

こうした前近代的な「万物照応」の知の体系の中において、ネオ・プラトニスムが準備

した人間を宇宙の中心に位置する小宇宙と見なす人間中心の考えは、16世紀以降の近代

個人という人間の在り方を、技術革新と資本主義によって社会的に準備することになる。

近代的な科学技術の幕開けとして1543年に刊行された二冊の書物、コペルニクスの「天

体の回転について（De Revolutionibus Caelestium)」と、A.ヴェサリウスの「人体の構

造（Fabrica)」が、天体＝宇宙と人体に関するものであることは、象徴的であると同時
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に必然であったとも言える。

また、技術革新で見逃せないのが羅針盤と活版印刷の発明である。15世紀の発明であ

るこの二者は、大航海時代と知の爆発的拡散 を準備した。

経済的枠組みとしての資本主義が前提とする社会構造は、都市労働者とそのプールとし

ての農村であるが 、近代個人の在り方の最大の特徴である「共同体からの分離」という

のは、労働者の農村という互助共同体からの離脱によって社会規模で進行することにな

る。

さらに、カルヴァンの救済予定説とそこから派生する職業召命観は、カトリックで罪と

された吝嗇を、美徳としての勤勉の結果の富の蓄積として正当化し、更には節約により富

の享受を禁じ、更に勤勉に努めて自らが神に選ばれた者であるということ証明しなければ

ならないとされる。これは、利潤の獲得とその再投資という資本主義の根幹のメカニズム

と完全に合致することになり、宗教改革とそこから生み出されたプロテスタンティズム

は、まさに西洋近代の出発点となる 。

散文物語の状況

次に、ルネサンスの文学状況、特に散文物語の状況を概観する。そもそも、フランス・

ルネサンスの散文物語といってもひとまとめにできるものではない。武勲詩、騎士道冒険

物語、寓意物語、教訓物語、聖史劇などフランス中世までの物語ジャンルは、15世紀を

通して徐々に韻文から散文への移植が進み、ルネサンスにおいてその形態を大きく変容さ

せ、近代小説の原型が生まれてくる。

『アマディス 』のように国境を越えてその伝統を忠実に受け継いだ騎士道冒険物語もあ

れば、ボッカッチョの『デカメロン』を起点とする、イタリア短編集の伝統を継承した

『エプタメロン』なども見逃してはならない。ここで我々が直面する問題は、当時におい

ては近代的な意味でのジャンルの概念が確立されていないことにある。そうした状況にお

いては、「雑多なジャンル 」という括り方でしか分類できない作品が多く出てしまうのが

現状である。

前号において、文学ジャンルの時代性について簡単に言及した 。F.ソシュールが記号

としての言語の体系性を指摘したことにより、物語という言語世界の記号学が派生的に誕

生し、narratologie＝物語論がジュネット以降物語分析の基本ツールとなった。ここにお

いて、とりわけ散文物語のジャンル分析が帰納的であることをやめて演繹的モデルを構築

するようになった。しかしながら、物語といっても小説（＝roman）というジャンルが

中世には存在しなかったように、いかなる定義もその時代性を超えることはできない。

小説のジュネットのアプローチの危険性は、その前提として閉ざされた記号体系として

の物語世界自体に意味＝価値があると考える点にある。しかしながら、意味＝価値という

のは、記号とその受け手との間に初めて成立するものであり、読者との関係においてし
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か、そうした点を踏まえて構造分析を見ると、それは文学作品の機械的な解体作業に過ぎ

ず、作品の価値を評価する作業とは程遠い。

こうした状況で見られる散文物語の進化の共通の特徴は、端的に言えば、「本当らしさ

（vraisemblance)」の軸が「出来事の本当らしさ＝本当にあったかどうか」から、「描か

れた作品世界の本当らしさ＝本当らしく描けているか」に移行する点である。この移行

が、近代写実小説の出発点となるのであり、これは、短編を意味する《nouvelle》という

語にその名残を読み取ることができる 。短編の語源は、最新情報・ニュースとしてのア

ネクドート《des anecdotes reelles》であり、それが「本当の出来事」であることが重要

である。この出来事の事実性が、虚構空間の写実性へと移行していくのである。

この虚構空間の写実性の深化に関して、G.ルカーチは 、神の論理が地上の論理から分

離された思想的契機が、社会全体の集団心理に与えた影響を小説の虚構空間に見る。神と

いう全体性の保証を奪われた集団心理は、小説の虚構空間の中に全体性を見出そうとして

虚構空間のリアリズムを要求し、そこに近代写実小説が歴史的社会的必然として生み出さ

れたとする。

またもう一つの問題として、この30年間に生み出された多くの物語が未だ十分な研究

が進んでいないことが挙げられる。実際、ここ数年で急速に研究が進んできたとはい

え 、F.ラブレーの『ガルガンチュワ』や『パンタグリュエル』 以外の物語の一般的認

知は皆無であり、その現象全体としての考察はまだまだこれからといえるだろう。

しかしながら、ジャンルという問題にとらわれずに、散文というジャンル全体の中の文

学現象としてとらえた場合には、1530年前後からの30年間というのは、その前後に比べ

ると際だって多産な時代 であり、またその言語・形式面において中世との大きな転換点

をなしている。その後、宗教戦争の勃発により文芸の幸福な時代は終焉を迎えるが、近代

に至るまでの散文物語の発展の歴史において、この30年間というのはまさに近代小説揺

籃の場所として位置づけられのである。

ここで、ルネサンスという中世と近代の過渡期の文学作品は、そのアプローチに際して

大きく三つの類型を挙げることができる。政治・社会・文化のあらゆる領域で大きな変化

が起こる時代においては、M.バフチンがF.ラブレーの作品に見いだしたように 、中世

的なものの名残を強調するアプローチがある。またその逆に、T.トドロフのように「未

来の 芽」を選択的に読み取っていく未来志向のアプローチをするか 、もしくはアナー

ル学派のように、過渡期そのものを切り出して、その時代に生きる人間の精神・文化全体

の状態を把握しようとするか である。

本稿におけるアプローチの基本は、「テクストから何が読み取れるか」であり、T.トド

ロフのように近代の 芽を読み取る姿勢を中心としながらも、バフチンのように過去に遡

る通時的アプローチもアナール派のような共時的アプローチも積極的に援用する。
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Ⅱ．テクスト分析

『悲痛なる苦悩（1538) 』

こうした前提を踏まえつつ、まず最初に、ネオ・プラトニスムの代表的作品であるエリ

ゼンヌ・ドゥ・クレンヌの長編、『悲痛なる苦悩』を取り上げる。フェミニズム文学の出

発点という視点から、しばしばアメリカの研究者に好んで取り上げられる この作品は、

ルネサンスの思想的支柱の一つであるペトラルキスム、ネオ・プラトニスムの流れを映す

時代の鏡のような作品であると同時に、一人称の「私」により語られる第一部は、同時代

の他の散文による物語と比べても、そのモノローグのスタイルの特異性・近代性は際だっ

ている。

主人公の「私」は、夫に連れ添ってイタリアに滞在しているが、逗留先で、ゲネリック

という一人の若者に出会い、恋におちる。以来、ゲネリックとの視線の交換による禁じら

れた恋の苦悩がひたすら一人称で語り続けられる。

《それにもかかわらず、大きな欲望に突き動かされて、私は急いで服を身につけて

窓際に来た。そこは私に最も大きな喜びを与えてくれる場所だった。窓辺から見下ろ

すと、そこには私の心の真の所有者であり主がいた。そこで私は、すべての怖れと恥

じらいを捨てて、大胆な視線を彼に送った。これまでは、素直で正直な視線しか使っ

たことのない私だったのに。彼の目も、私から一瞬たりとも離れることはなかっ

た 。》 (訳：石橋正孝 )

作品の第一部において重要なモチーフの一つとして、話者であり主人公の「私」の自室

の窓が挙げられる。この引用が示すように、道端から上を見上げるゲネリットと「私」が

視線を交わす時に、「最も大きな喜びを与えてくれる場所」として描かれる自室の窓辺は、

目は魂の窓であるとするネオ・プラトニスムの枠組みの中で、目という窓が更に実際の窓

を通すという二重構造になっている。では、窓の話者の目の関係性はどうなっているの

か。この点は、分析を進めながら、本稿の『悲痛なる苦悩』の項の最後で解明していく。

この部分で読み取るべき点はもう一つある。作品全体を通して、自室の窓から話者がゲ

ネリックの視線を求める場面度に、話者はまず服を着る。自らの肉体を誇らしげに賛美す

る話者が、服を着るという行為は、理性を身にまとうという象徴的行為となっている。そ

して、服を身につけ窓辺に来ると、思う存分にゲネリックとの視線の交換による恋愛を堪

能するのである。

次に、話者の自室に加えて、もう一つの舞台装置である教会での同じ視線交換の場面を

見てみる。

《何故なら、私のすべての思考は一つのことに集約されていたから。あちこちを見
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渡してみても、私の視線の唯一の喜びの元である存在は見いだせなかった。彼は、ミ

サの開始まで姿を見せなかった。ミサが始まり彼が来た。彼はいつもの視線を使うこ

となく、私の前を通り過ぎただけだった。それは、私の隣にいる主人に疑いをもたれ

ないようにする為だろうと想像し、私は満足した。ミサが終わると、私たちは家に戻

り、午後の余暇を喜びのひとときに費やし、聖務 歌を聞く為に再び教会に戻った。

そこにはまだ彼がいて、今度は先ほどのような思慮を見せてはくれなかった。主人が

いる前にも関わらず、その愛に満ちた視線と優しい魅力をつかってあからさまな愛を

私に示してきた 。》

まず、ここには二つ権力の象徴が登場する。ひとつは話者の夫であり、もう一つは教会

である。夫は、恋愛を知られてはいけない恐れるべき対象としてのみ、すなわち話者の欲

望を抑圧する権力の象徴として描かれている。作品の第一部を通して、禁じられた恋の苦

悩が延々と書きつねられていく一方で、夫への愛が冷めたわけでもない。しかしながら、

夫を裏切ることの罪悪感は見事なまでに欠如している。。

一方で、もう一つの権力の象徴としての教会は、抑圧の対象としては登場しない。それ

は、視線によるペトラルキスムの恋愛の舞台を提供しているに過ぎない。教会のミサは、

自室からの視線交換というある意味安全な恋愛から、教会という外の世界に出ることを意

味するが、ミサの場での視線交換という恋愛行為からは、より大きな問題を掘り起こすこ

とができる。その為に、続けてもう一つのミサでの視線交換の場面を見てみよう。話者が

巧みにゲネリックを教会にいざない、ゲネリックと会話を交わす機会を窺う場面である。

《彼が礼拝堂に入ってきた時、ミサは丁度始まっていた。おかげで、私は不自然に

思われないように立ち上がり彼のそばに行くことができた。彼は周囲を見回し、私も

辺りを見回した。私達は同じ考えだった。私たちは夫の到来を恐れていたのだ。礼拝

が終わると彼は散策しだしたが、ためらうことなく私の前に来て挨拶をした。彼の視

線は優しさと愛に満ちていた 。》

夫の役割は変わらないが、二つの引用箇所でもう一点符号しているのは、ミサの開始と

ゲネリックの登場が一致していることである。教会のミサの場とはどういう意味合いを持

っているのか。視線交換の場を提供しているだけではない。これは、崇拝の対象が神から

ゲネリックにすり替わる瞬間を意味している。神への愛とゲネリックへの愛とが競合し、

後者が優先されるのである。同時に、その思想的背景で起きていることは、ネオ・プラト

ニスムとカトリックのイデオロギーとが、その発現の為の場としての視覚を競い合ってい

るのである。

ゲネリックに会う為に、すなわち視線の交換による恋愛を経験するために教会に行く話
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者が、それ以外の理由で教会に行くのは、聖務 歌を「聞く」為であった。そもそも、権

力装置としての教会は、P.ズムトールが指摘するように、そのイデオロギーを浸透させ

るメディアとして典礼を作り上げ、説教、聖歌などを含めた音を民衆支配の道具として活

用していたのであり 、視覚と聴覚に訴えることで、教会という共同体での集団支配を可

能としていたのである。

実際、教会は視覚と聴覚を通して民衆を支配した。身振りを伴う儀礼、十字架、キリス

ト、聖人、マリアの像、ステンドグラスなどを通して視覚を支配し、聖歌、聖書の朗読・

説教、祈りなどを通して聴覚を支配する。まだ民衆の大半が文盲であった時代、教会は視

覚と聴覚を通して、神と大衆との仲介役としての典礼の文化を発達させてきたのである。

上記の引用から読み取れるのは、社会的権力からの個人の解放である。P.ジュルダが

A.ルフランに倣って指摘するルネサンスの特徴としての、「人類の知性の脱宗教化、及び

キリスト教的理想の減退を前提とする人間の解放 」がまさにここにおいて具体化されて

いるといっていいだろう。

このように、ネオ・プラトニスムの台頭は、まさにギリシア的理性の再生によってルネ

サンスという近代の出発点を彩ることになるわけだが、キリスト教から人間理性、人間の

尊厳が解放された時、人間はどのようになるのだろうか。近代人の在り方を示唆する場面

を同じ作品の中から取り上げる。

教会を舞台とした二人の関係は、視線の交換のみの関係から、教会での密かなやりとり

を通して文通に発展する。舞台は再び話者の自室に戻り、話者はゲネリックからの手紙に

返事を書いて、自室に籠もって密かな喜びにふける。

《私の全てを打ち明けた手紙を蝋で封緘し、彼に送る為の巧妙な手段をなんとかして

見いだすと、彼は喜んでその手紙を受け取った。私はすぐに部屋に戻った。私は一人

で自室にいることが嬉しかった。誰にも邪魔されたくなかった。一人で孤独に自分の

空想に耽りたかったのだ。私は孤独の中で、彼の手紙を読む喜びを味わい、次に自分

の手紙の写しを読み返し、それぞれの手紙を照らし合わせて一語ずつ読み比べた 。》

ここでは、話者の部屋は一人で閉じこもって個人的な喜びを味わう場所として機能す

る。話者は、誰にも邪魔されない孤独の喜びを味わっている。外界から遮断され、他人を

拒否するプライベートな空間である。こうした孤独の喜びという概念は、それ以前の散文

物語において皆無である。Laviepriveeという言葉が示すとおりに、プライベートな状

態とは何かが「奪われた＝欠如した」状態であり、それはH.アーレントが指摘するよう

に、公的生活の欠如を意味する 。ここにおけるパブリックとプライベートの対置は、ア

ーレントの指摘するギリシア的ポリスの意味とは当然異なるが、ここにおいてパブリック

に該当するものは、カトリックが中心となって保障した民衆共同体である。
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カトリックの教会は、神と民衆の媒介として自らを位置づけ、礼拝において、視覚と聴

覚という多人数が同時に共有できる知覚を通してイデオロギー的同一性に基づく共同体を

維持していた。これは何を意味するかというと、カトリックにおいては、視覚と聴覚を通

して、魂は教会が一括して管理するものであり、個人の所有ではなかったのである。すな

わち個人の内面という概念は存在しなかったのだ。

それに対し、同時代に生まれつつあったプロテスタントの動きは、教会を媒体とせずに

神と個人の直接の関係を重視する。教会は、祈りの場所を提供し、信者たちの緩やかな共

同体としての機能のみに自らを限定することで、近代個人の要請だった。

ここでの話者の部屋は、それまでカトリックの教会に独占管理されていた魂を、ゲネリ

ックへの恋を契機として個人の所有とした結果であり、比喩の形で話者の内面をあらわし

ているのである。冒頭の引用に際して問題提起された窓という舞台装置を使った二重の視

線は、共同体の外部の窓に対して、近代個人の内面の窓としての視線という位置づけがで

きるのであり、「近代個人の内面」がフランスの散文物語史上初めて登場する場面として

捉えることができるだろう。

『エプタメロン（1559) 』

次に、『悲痛なる苦悩』で見たカトリックとネオ・プラトニスムのイデオロギーの視覚

の上での競合を確認する為に、同じネオ・プラトニスムの作品をとりあげる。フランソワ

一世の姉であり、古典復興の運動のよき理解者・保護者であったマルグリット・ドゥ・ナ

ヴァールの短編集『エプタメロン』は、ネオ・プラトニスムの枠組みを保ちながらも、腐

敗僧侶への風刺や民衆の小話なども取り込み、貴族的な色合いは『悲痛なる苦悩』よりも

かなり薄い作品である。

第35話では、ある女性がフランシスコ派の修道僧に熱烈な恋をしてしまい、それを神

に対する敬虔な愛と錯覚するところから生まれる喜劇である。

《女はその修道僧の説教をむさぼるように聴いていた。彼女の目は敬愛する僧侶に

しっかりと固定され、耳と魂は彼の声を聞くためにのみ開かれていた。その為、説教

を述べる僧侶の甘い声は彼女の耳を通して心臓まで達し、彼の表情の美しさと優雅さ

は目を通して魂まで届き、彼女はまるで宗教的歓喜の絶頂にあった 。》

テクストをそのまま読むと、偶像崇拝的な信仰の逸脱が見られる。テーマとして考えた

場合は、これは中世からの笑話に見られる伝統的な人間違え＝quiproquoのテーマであ

り、真新しい点はないように見える。しかし、既にエリゼンヌの作品で見たように、僧侶

に対する愛と神に対する愛が、視覚と聴覚の領域で競合している。
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《そして、僧侶が目を彼女のいる方角に向けたり、神への愛を説いたりすると、す

べて自分に対する愛であるかのように思われた。そして、僧侶の目が自分の求めてい

るものを示しているように思える機会は一つも逃さなかった 。》

話の筋自体が、「神への愛」と「修道僧への恋」の混同を柱としており、その混同され

た感情が視覚と聴覚の領域でのみ展開される。『悲痛なる苦悩』と同様、視線は重要な無

言のコミュニケーションの役割を担い、目が魂の窓であるというネオ・プラトニスムの前

提が実践されている。

第42話はフランソワ一世をモデルとした王子が、教会で見かけた商人の娘に会うため

に、教会のミサに通う話である：

《そして、礼拝の間は常に目をそのイメージに向けていた。しかし彼女はその視線

に気づくと、場所を変えて他の教会に向かった。それは、彼に会うのを避けるためで

はなかった 。》

娘は肉体としてではなく《ymage＝イメージ》として王子の前に現れる。王子が「イ

メージ」に向け続ける視線は、教会内部に配置された十字架、聖人の偶像やフラスコ画な

どの教会装置としてのイメージに敬虔な信者が向けるそれと同じである。礼拝という場所

は、愛を軸として神への感情から人間への感情にスライドしており、神への愛と人間への

性愛は、完全な互換性を獲得するようになったのである。

G.ルカーチは、十九世紀に完成を見る、いわゆる近代写実主義小説というものの発展

過程を、全体性の喪失と関連づけている。中世まで神によって保証されていた全体性が近

代になって喪失することで、個人が孤立し、全体性、すなわち完全性を文学の虚構空間に

求めるようになったことで、写実性が重要な文学価値となっていったと唱える。

先に述べたように、16世紀前半の散文物語の興隆は、その過程で中世から近代への一つ

の転換をなしとげた。話の出来事の事実性よりも、語られる虚構空間の真実性に価値がシ

フトしていく。

それでは、文学の虚構空間における写実性の深化というのは、近代個人の深化を前提と

するのか、そして、それはフランス・ルネサンスという時代全体を貫く変化であったのだ

ろうか。T.トドロフのように近代の 芽を読み取るだけではなく、ここでルネサンスの

中世的な側面を伝える短編集から、文学の虚構空間の問題について考察する。

『グラン・パランゴン（1532) 』

ニコラ・ドゥ・トロワの短編集は、中世からの伝統的な小話を多く集めたもので、近代

の 芽というよりは、中世的な名残をとどめる作品である。その32章、「防がれた子殺
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し」というタイトルの32章では、僧院の娘が産んだ子を殺そうとする瞬間を農民が防ぐ

話である。原文に見られる視覚表現を伝えるために、敢えて拙い直訳で見ていきたい。

《そこで、私が申したとおり、この農民が寝そべりながら昼飯を食べていると、生

け垣と小さな堀との間から、美しく若い女が此方にやってくるのが見えてきました。

その娘は、見られていることにきづかずに野原を横切り、その農民の方にまっすぐ向

かってきました。男は、こちらには通れる道もないことが奇妙にみえ、娘がどこに何

をしに行くのかを見るために、娘を見ることに集中し、彼女をこっそりと見張りまし

た。娘は堀のところまでたどり着くと、誰かを見ることがないかを見るために辺りを

見回し、誰も見えないことを確認しました。そこで、娘は、着物の中から前の晩に産

んだ赤ん坊を取り出し、草の上に置きました。そこで、靴紐をほどいて窒息させる為

に赤ん坊の首の回りに巻いて、赤ん坊を掘りの中に置きました。私が申しているよう

にブドウ畑の中にいた農民は、生け垣を通して娘の秘密を見て、一語も発することな

く一部始終を見ていました。しかしながら、その娘が赤ん坊を絞め殺そうとしている

のを見ると、男は叫びました 。》

この節において、原文では視覚に関する語は186語中11語に上る。原文における留意

点としては、日本語で思う・考えるに該当する語としてVoirが用いられている点が挙げ

られる。「見る」＝ 思う」であり、農民の「内面心理」は、対象物を「見る」という行為

から必然的、半ば機械的に想起されるもののみに限定される。これは、前の二つの作品に

比べて、自由意志（＝librearbitre）の余地がないということである。書き手も読者も、

登場人物の内面心理を前提としていないのである。『悲痛なる苦悩』と『エプタメロン』

と比べた際の『グラン・パランゴン』の前近代性はここにある。教会による魂の支配とい

う構図から抜け出ていないのである。

同時に、群を抜いた視覚描写の多さは、近代小説の要件としての虚構空間の「本当らし

さ（＝vraisemblance)」は十分に満たしているようにも見える。メディア論の領域にお

いて、M.マクルーハン は16世紀を人間の世界認識のあり方が大きく変容した時代とし

て捉えている。前世紀に発明された印刷機が本格的にその恩恵を人類にもたらし始めた時

代であり、人間の世界認識の知覚バランスを大きく視覚にシフトさせたとするその主張に

おいては、絵画・建築における遠近法の発明も、活版印刷のもたらす知覚バランスの変容

と関連づける。

しかし、M.マクルーハンやPh.アモンが主張するように 、散文物語の中にも遠近法

的な3次元の空間が構築されるようになったというのは言い過ぎであろう。現に、両者が

指摘する3次元的文学空間の最初がW.シェークスピアの『リア王（1605)』であるとす

る際の論拠が、知覚描写における視覚の優位性の確立とその他の知覚描写との分離である

－ 68 －

散文物語から読むフランス・ルネサンス



が、視覚の優位が三次元的幻覚効果をもたらすということと、文学空間における遠近法を

同一視する点に明らかな論理の飛躍がある。言語の線条性を考えるならば、言葉の連なり

の中に一つの客観的な消失点を作り出すことは不可能である。

M.マクルーハンやPh.アモンが主張する物語における遠近法＝虚構空間の独立とは、

言葉の連なりに見出せるものではない。そこで前提とされた喪失点は、読み手の主観に完

全に依存するのであり、上記の『グラン・パランゴン』の引用を近代的と捉えるかどうか

は、主観的判断しかない。G.ルカーチの言う近代小説の特質としての虚構空間の全体性

という観点からすれば、内面心理に関わる描写の欠如は、そこに近代性を見出すことは難

しい。

既に述べたように、ルネサンスの散文物語を扱う際の問題として、ジャンルの概念が当

時も現在でも存在していないことが要因としてあるが、その大きな理由として、中世と近

代という大きな枠組みの変化の過渡期に位置することが指摘できるだろう。三つの作品を

読むことで「個人の内面心理」という、少なくとも現代的な指標に基づくジャンルの確立

は可能となるだろう。

結論

古典から何を読み取ることができるか、もしくは読み取るべきかという問いかけから出

発して、本稿では近代の入り口に位置するフランス・ルネサンスの散文物語を三作品取り

上げた。

『悲痛なる苦悩』、『エプタメロン』というネオ・プラトニスムの枠組みに入る物語では、

教会という権力装置がいかにして視覚と聴覚を通して人間を支配してきたかを見た。そこ

において、ネオ・プラトニスムが恋愛を契機として人間の視覚を教会支配から開放する過

程を捉えた。近代個人といわれる個人のあり方 はモンテーニュを待たねばならない

が 、その 芽を、ネオ・プラトニスムに見出した。中世までは、カトリックのミサによ

る支配を通して、民衆の魂は教会の所有であった。それに対して、ネオ・プラトニスムは

恋愛を契機として魂を教会から奪還し、教会という共同体から切り離された個人の下地を

準備した。

一方、視覚が教会の支配から解放されたとして、聴覚に関して補足しておくと、16世

紀前半の書物の発行部数は聖書が圧倒的であり、国・教会が聖書以外の書物の発刊を厳し

く取り締まった事実から読み取るべきことは、聖書以外の「黙読」は、教会による音の支

配からの解放とそれに続く個人の内面の深化を怖れてのことだった。散文物語において

も、16世紀から17世紀初頭までは依然として音による伝達、すなわち朗読が主要な形式

をなしてたという事実があり 。物語とは、文字ではなく、依然として音であった。

このように、古典を読む際には当時の社会状況との関わりを抜きにして作品の正当な評

価ができないことを指摘した。文学の社会学と社会批評が常に混同され、その違いの定義

総合教育センター論集

－ 69 －



に混乱をきたし続けている状況は、文学と社会の関係の多義性に起因する。とりわけ、古

典作品を読む際には、その歴史 社会状況自体と切り離した研究は不可能であり、文学を

通して社会を研究し、社会的文脈で作品を研究する姿勢が不可欠なのである。
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ANG,p.106,f.A 7v°:《Nonobstant cela,d’ung grandet fervent desirportee,jem’habillay
leplus hastivement que jepeuz,pour venir a la fenestre,ou j’attendois d’avoir singulier
plaisir,et incontinentquej’yfuz,vycelluyquiestoit levraypossesseuretseigneurdemon
cueur.Alors je commnecaya user de regards impudicques, delaissant toute craincte et
vergoigne,moyquijusquesacetempsavoisusederegards simpleset honnestes:ilavoit
aussi ses yeulx inseparablement surmoy》.
以下、すべて引用テクストの翻訳・下線は筆者による。

ANG,p.123-124,f.C 2v°-Ciii:《Car toutesmes pensees estoyent accumulees en ung seul.
Je regardoye en plusieurs et divers lieux,mais je ne veoye celluyqui estoit le singulier
plaisirdemaveue,et nevint jusquesadcequeleservicedivinfut commence,et luyvenu,
il n’usa des regards accoustumez, mais ne feist seulement que passer devant moy. Je
ymaginoyequec’estoit pour ce quemon maryestoit present,pour eviter de luydonner
suspition,parquoyjefuz contente.Etquandl’officesolennelfut fine,nouspartasmespour
venir au logis,et passasmes le temps en recreation et voluptueulx plaisirs,jusques ad ce
queretournasmespourouyrvespres,oumonamynefaillitdesetrouver,lequelacestefois
neusadediscretion,parcequealapresencedemonmarydonnoitevidentedemonstrance
deson affection,par ses regards amoureulx et doulx attraictz》.
ANG,p.127,f.C4v°:《ilentraenunechappelleouoncommencoitafaireledivinservice,
parquoyj’euz occasionhonnestedemelever,et allerpresdeluy.Jeveoyequ’ilregardoit
souvent entour luy,et aussi faisois je pareillement, et croys que noz pensees n’estoient
differentes, car tous deux d’ung vouloir unanime avions timeur de la survenue de mon
mary:et incontinent leservicedivinfaict et accomply,ilcommencaasepourmener,mais
ilnetardaguieresqu’ilnesevint presenterdevantmoy,enmesaluantet regardantd’ung
œildoulx et amoureux》.
P.Zumthor,La lettre et la voix,Paris,Seuil,1987,pp.84-85.
P.Jourda,Marguerited’Angoumeme:Duchessed’Alençon,ReinedeNavarre(1492-1549);
Etude biographique et litteraire, Paris, Honore Champion, 1930, reed., Geneve, Slatkine
Reprints,1978,I,p.XII.
ANG,p.134f.C8v°-f.D:Lesmienneslettressigilees,avecung granddesirtrouvaysubtil
moyen de les luyconsigner,et il les receut joyeusement,et tout subit apres les luyavoir
exhibees, me retiray en ma chambre, ou j’estoys plus volutiers (f.D) seule, que
accompaignee,pour plus solitairement continuer enmes fantasieuses pensees,et en telle
solicitude,jemedelectoyea lireles lettesdemonamy,puisapres jeregardoyeledouble
desmiennes,considerant distinctement tous les termes,de l’uneet de l’autre.
ハンナ・アーレント『人間の条件』志水速雄 訳、中央公論社、1973年、ちくま学芸文庫、1994
年。

今回使用したのは以下の版である。Marguerite de Navarre, L’Heptameron, 1559, Paris, M.
François (ed.),Classiques Garnier,1991.
L’Heptameron,la 35eme nouvelle,p.255:《La dameescouta devotement son sermon,ayant
les oeilz fermes a regarder ceste venerable personne, et l’oreille et l’esprit prest a
l’escouter.Parquoy,ladoulceurdesesparollespenetralesoreillesdeladictedamejusques
au cueur,et la beaulteet gracedeson visaigepassapar lesoeilz et blessa sifort l’esprit
de la dame,qu’ellefut commeunepersonneravye.》
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L’Heptameron, la 35eme nouvelle,p.257:《Et luysembloit,quant le prescheur tournoit les
œilz ducosteouelleestoit,ouqu’ilparloitdel’amourdeDieu,quetouestoitpourl’amour
d’elle;et tant quesesœilzpovoientmonstrercequ’ellepensoit,ellenelesespargnoitpas.》

L’Heptameron,la 42eme nouvelle,p.288:《et durant leservice,addressoit tousjourssesœilz
a cesteymage.Mais,quant ellel’aperçeut,changeadelieuet alla enuneaultrechapelle,
non pour fuyr de leveoir》.
今回使用したのは以下の版である。Nicolas de Troyes, Le Grand Parangon des nouvelles
nouvelles,1532,K.Kasprezyk,(ed.),Paris,LibrairieMarcelDidier,1970.
LeGrand Parangon,Ch32,《L’infanticideempeche》,p.92-93,84v°:《Etleditlaboureur,luy
estantcoucheendesjunent,ainsiquejevousayjadit,parentrelahayeetlefossevaveoir
venir unebelle jeunefille laquelle tira a travers les pres sansypenser,tout droit devers
leditlaboureur.Luyvoyantqueiln’yavoitpointdechemindececostela,seprintplusfort
a la regarder et espier pour veoir la ou ellealloit et queellevouloit faire.Et elle venue
devent ledit fosse,regardadetouscostespourveoirsyelleverroit personne,maisellene
vitriens.Alorselletiradededenssarobeung belenfentdoncelleenavoitacouchelanuyt,
et le mist la sur l’erbe, et print le lien de sa chausse et luy mist dedens le col pour
l’estrangler et lemettrededens ledit fosse.Ledit laboureur estant dedens sa vigne,ainsi
quejevousaycompte,autraversdelahayeveoit fairetout lemisterealadictefille,sans
sonnerung seulmot regarda tout.Maisquant ilvit queellevouloit estrangler l’enfent,se
print a escrier.》

M.McLuhan,la galaxie gutenberg,trad.par J.Pare,UniversityofToronto Presse,1962,
Gallimard,Paris,1977.
M.McLuhan,idem.,pp.44-47;Ph.Hamon,Du descriptif,Paris,Hachette,1981,1993,p.13.
テーマの大きさから、本稿で扱うのは不適切であるが、ここでは簡単に、精神・肉体ともに共同

体から分離した孤独な存在であり、内面の深化と同時に他者の排除を特質とするという点だけ述

べるにとどめる。

(Cf) J. Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris, Gallimard, 1982; T. Todorov,
Montaigneou ladecouvertedel’individu,Conferencedes《MidisdelaPoesie》,Tournai,La
Renaissancedu livre,2001.
H.-J. Martin,《Lectures et mises en textes》dans Histoire de la lecture: un bilan des
recherches:Actes du colloque des 29 et 30 janvier 1993 Paris,(sous la direction de)R.
Chartier,Paris,IMEC,p.250.
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