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フ ロー ベ 一 ル 小 説 の 「現 在 時 称 」

-『ボ ヴ ァ リー夫 人』 を例 として

滝 澤 壽

は じ め に

小説の歴史を通 じて,過 去時称は小説個有の時制であった。その最大の理由は,語 りの場

が前提 とされている限 り,物 語世界の内部の時間 と語 りの場の時間 との間にずれが生ずるの

は不可避であ り,語 りの場の基準的現在か ら見れば,物 語内容の時は必然的に過去 とならざ

るを得ないか らである。事実,ラ ・ファイエ ット夫人にせ よ,ス タソダール,バ ルサ ックに

せよ,い わゆる伝統的小説は無論のこと,前 衛を誇る現代の少数の小説を除けば,今 日の多

くの小説 もそ うである。従ってそこでは,作 中の会話等は別 として,動 詞は当然のごとく単

純過去,半 過去等の過去時称に置かれている。こうした時称の基本的な枠組の中で,現 在時

称が用いられるとすれば,そ れは極めて異例なこととなろう。事柄が超時的次元に属する場

合,あ るいはまた作老 自身が物語世界を出て,語 りの場にその姿を現わす場合等々である。

前者は文法用語でい う 「超時的現在」であ り,後 者は例えばバルザ ックが,政 治,社 会,風

俗等々について,自 己の意見を濡々と開陳に及ぶ場面等がその典型である。

ところで,世 に 「没我主義」の作家 と称されるフローベール,作 中人物達の内的視点を尊

重して,鵬 来る限 りその背後に己が身を隠そ うとするフローベールにあっては,彼 の文学創

造理念あるいはその希求を仮 りに額面通 りに受け取るとすれば,原 理上彼の小説には 「超時

的現在」を除けぽ,過 去時称しかあ り得ないことになる。 しか し実際にはそ うではない。フ

ローベールは現在時称をかなり頻繁に,そ れ も恐 らく意識的に使っているのである。 しか も

こうした彼の現在時称,物 語内容の時間たる過去時称 とは次元の異なるこの現在時称は,小

説構造そのものとも絡んでおり,あ る意味でその本質を規定さえしているようにも考えられ

るのだ。プルース トがいみ じくも 「永遠の半過去」ωと呼び,チ ボーデによれぽ,「フ戸一ベ

ールの小説の大部分を作 りあげている場面に固有の時制」(2)である半過去,こ の過去の一時

称 とならんで,い や,未 だ十分に解明されていないこととも相侯て,時 としてそれ以上に意

義深いかもしれぬ現在時称の使用を,彼 の作品中最も人 口に謄表 して い る 『ボヴァリー夫

人』を例 として,以 下に検討してみ ようと思 うのだ。

亘

先ず,フ ローベールあるいはrボ ヴァリー夫人』に特有 とい う訳ではないが,注 目に値す

る現在時称のいくつかの用法を見てみることにする。

1。.「 直喩」等にみられるい くつかの用例
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（1）〔……〕il　Iui　semblait　qu’une　abondance　subite　se　serait　d6tach6e　de　son

　cceur，　comme　tombe　la　r．6colte　d’un　espalier，　quand　on　y　porte　la　main．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
　（1，7，p．57．なお，引用はEdition　Conardに依る。以下同じ。）

（2）　（一・…一）　elle　observait　le　bonheur　de　son　fils　avec　un　silence　triste　comme

　quelqu’un　de　ruin6　qui　regarde，　ti　travers　1es　carreaux，　des　gens　attab16s

　daAs　son　ancienne　maison．　（1，7，p．60．）

（3）　Les　bonheurs　futurs，　comme　ies　rivages　des　tropiques，　projettent　sur

　l’immensit6　qui　les　pr6cede　leurs　mollesses　natales，　une　brise　parfum6e，

　et　1’on　s’assoupit　dans　cet　enivrement，　sans　Meme　s’inqui6ter　de　1’horizon

　que　1’on　n’apergoit　pas．　（g，　3，p．　132．）

（4）　（・・・…）　elle　se　sentit　molle　et　tout　abandonn6e，　comrne　un　duvet　d’oi－

　seau　qui　tournoie　dans　la　tempete　［・・・…）．　（g，　6，p．　154．）

（5）　（・・・…）　le　chagrin　s’engouffrait　dans　son　ame　avec　des　hurlements　doux，

　comlne　fait　le　vent　d’hiver　dans　les　chateaux　abandonn6s．（豆，7，p．171．）

　この範疇に属する用例は，全部で四十八例ほどにものぼる。フローベールは，作中人物の

内的視点を意識的に取り入れた最初の作家の一人であるが，（3）のように作者その人の説明的

コメントとしか考えられないケースを除けば，この多彩で豊かなイメージを誰が発想したの

かは，多くの場合極めて曖昧である。ただ確実にいえることは，こうした人称性と無人称性

の中間形態が，「没我性」（＜impersonnalit6＞）という文学理念を実践する過程で，現在

時称を取ることが多くなっているということである。

　2。．　「格言」，「警句」，「常套句」等にみられる，いわゆる「格言的現在」およびそれに準

　　　ずるいくつかの用例

（1）　（一・・…）　la　parole　est　un　laminoir　qui　allonge　toujours　les　sentiments．

　（」豆，　1，P．324．）

（2）　Mais　le　d6nigrement　de　ceux　que　nous　aimons　toujours　nous　en　d6tache

　quelque　peu．　il　ne　faut　pas　toucher　aux　idoles：　la　dorure　en　reste　aux

　mains．　（M，　6，p．　390．）

　バルザックなどが縦横に活用したこうした用法は，さすがにフP一ベールにあってはほと

んどその姿を消す。しかし『ボヴァリー夫人』にあっては，未だ時に見られる。その発話の

主体はやはり暖味であるが，作髭の影が強く感じられることは事実だ6

　イタリック体で明示された常套句もある。次の例などは，文脈上その発言者がシャルルの
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父であることは明らかである。

（3）　D’ailleurs，　avec　das　toacPet，　un　homme　re’ussit　tou7’ours　dans　le　monde．

　（1，　1，p．　8．　）

作者自身に帰されることが，かなり明白な場合もある。

（4）　Elle　ne　savait　pas　que，　sur　la　terrasse　des　maisons，　ka　pluie　fait　des

　lacs　quand　les　gouttieres　sont　bouch6es　（…　一一・）．　（g，　4　，　p．　139．　）

（5）　C’6tait　cette　reverle　que　1’on　a　sur　ce　qui　ne　reviendra　plus，　la　lassitude

　qui　vous　prend　apres　chaque　fait　accompli，　cette　douleur，　enfin，　que

　vous　apportent　Yinterruption　de　tout　mouvement　accoutum6，　la　cessation

　brusque　d’une　vibration　prolong6e．　（g，　7，　p．　171．　）

（6）　（”””）　comme　si　la　p16nitude　de　Yame　ne　d6bordait　pas　quelquefois　par

　工es　m6taphores旦es　plus　vides，　puisque　personne，　ja導ais，　ne　peut　donner

　1’exacte　mesure　de　ses　besoins，　ni　de　ses　conceptions，　ni　de　ses　douleurs，

　et　que　la　parole　humaine　est　comme　un　chaudron　fa16　oti　nous　battons

des　m610dies　a　faire　danser　les　ours，　quand　on　voudrait　attendrir　les　6toi－

　les．　（g，　12，　p．　265．　）

（7）　L’aplomb　d6pend　des　milieux　ois　il　se　pese：　on　ne　parle　pas　ti　1’entresol

　comme　au　quatrieme　6tage，　et　1a　femme　riche　semble　avoir　autour　d’elie，

　pour　garder　sa　vertu，　tous　ses　billets　de　banque，　comme　une　cuirasse

　dans　la．doublure　de　son　corset．　（皿，1，P．320．）

　エンマの心の動きにしても，ロドルフの無理解にしても，あるいはまた再会したレオンの

態度にしても，いずれも当の本人には，かくも明確にほ意識化され得まい。ここでは用心深

く姿を隠したフローベール自身が，説明的現在とでも呼び得る時称を通して，間接的にもせ

よ，その存在を垣間見せているのである。

　エンマの服毒に際するオメーの発言に付された何げないコメント，ここに用いられている

現在時称は，こうした用例の中でも一際興味深い。

（8）　Charles　montra　la　lettre．　C’etait　de　1’arsenic．

　　　　　　Eh　bien　！　reprit　Homals，　il　faudrait　en　faire　1’analyse．

　　　Car　il　savait　qu’il　faut，　dans　tous　les　empoisonnements，　faire　une　ana－

　lyse　［・・・…）．　（pt，　8，p．438．）
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　最後の一文の従属節が，もし通常の文法規則に従って時制の一致を行い，その動詞が半過

去に置かれていたなら，オメーの医学的（？）知識は真正なものと推測されよう。しかしこ

れが，あえて時制の一致を無視する形で，常套句の水準に止められているところに，巧まず

して彼に対する痛烈な皮肉が見てとれるのだ。即ちその知識は単に上っ面だけの，世の常識

的処方の機械的なおうむ返しにしかすぎぬことが，はしなくも暴露されているのである。

　改めて繰り返せば，以上の用例にあっては，全体として発話者の声はそれほど定かではな

い。しかもエンマならエンマ，シャルルならシャルルが考えたことであろうと仮に確実に推

定されても，それはまた時によっては，作者フロ・・一ベールの見解であると推測することを妨

げないのだ。フローベールあたりから意識的に用いられるようになったとされる，「自由間

接話法」の持つ曖昧性とも相侯て，こうした不確実さは全物語を覆っている。けれどもそれ

はフPt・・一ベール自身の意図したものであった。彼のいう「没我性」とは，自己の存在を抹殺

するものではなく，あくまでも自己の存在を遍在させつつ秘やかに隠すことであったのだ。

『ボヴァリL夫人』の人称体系，それは人称性と無人称性の，更にいえぽそれらの中間形態

との混じり合いと微妙な均衡の上に成っているのである。

　3。．　「褒疑体」中の事象の一般化にみられるいくつかの用例

（1）　Elle　ne　s’amusa　donc　pas　h　ces　pr6paratifs　oti　la　tendresse　des　meres

　se　met　en　app6tlt，　（・・…一）．　（g，　3，p．　122．）

（2）　Elle　（La　toilette　de　Rodolphe）　avait　cette　incoh6rence　de　choses　com－

　munes　et　recherch6es，　oti　le　vulgaire，　d’habitude，　croit　entrevoir　la　r6v61a－

　tion　d’une　existence　excentrique，　les　d6sordres　du　sentiment，　les　tyran－

　nies　de　Yart，　et　toujours　un　certain　m6pris　des　conventions　sociales，　ce

　qui　le　s6duit　ou　1’exaspere．　（ff，　8，pp．191－i92．）

　こうした手法は，基本的には2。の延長線上にあるといえようが，同時にJ．カーリーも指

摘しているように，読者との束の間の一一・一・体性を生みEiHすのにも役立っていよう（3）。しかし一

方において，（2）にも如実に示されているごとく，そうした体を装いながら，作者自らの思

い，即ち人間の虚しさへの憤りとかブルジョワ嫌悪の念が，そのままほとばしり出ているこ

ともままあるのである。

　4。．　「自由間接話法」の枠を超えた，作中人物の思いの表白にみられるいくつかの用例

（1）　Elle　songeait　quelquefois　que　C’6taient　12　pourtant　les　plus　beaux　jours

　de　sa　vie，　la　lune　de　miel，　comme　on　disait．（・・・…）　Dans　des　chaises　de

　poste，　sous　des　stores　de　soie　bleue，　on　monte　au　pas　des　routes　escarp6es，

　6coutant　la　chanson　du　postl11bn　qui　se　r6pete　dans　la　montagne　avec　les

　clochettes．　des　ch6vres　et　le　bruit　sourd　de　la　cascade．　Quand　le　soieik　se

　couche，　on　respire　au　bord　des　golfes　le　parfum　des　citronniers；　puis，

　le　soir，　sur　la　terrasse　des　villas，　seuls　et　les　doigts　confondus，　on　regar一
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de　les　6toiles　en　faisant　des　projets．　（E，7，p．56．）

（2）　Elle　souhaitait　un　fils；　il　serait　fort　et　brun；　elle’Yappellerait　Georges；

　et　cette　id6e　d’avoir　pour　enfant　un　male　6tait　comme　la　revanche　en

　espoir　de　toutes　ses　impulssances　pass6es．　Un　homme，　au　moins，　est

　libre；　il　peut　parcourir　les　passiens　et　les　pays，　traverser　les　obstacles，

　mordre　aux　bonheurs　les　plus　lointains．　Dvfais　une　femme　est　empech6e

　continuellement．　lnerte　et　fiexible　h　la　fois，　e11e　a　contre　elle　les　mol－

　lesses　de　la　chair　avec　les　d6pendances　de　la　loi．　Sa　volont6，　comme　le

　voi工e　de　son　chapeau　retenu　par　un　cordon，　palpite　h　tous　les　vents，　il　y

　a　toujours　quelque　d6sir　qui　entraine，　que1que　convenance　qui　retient．

　（if，　3，　p．　123．　）

L

　二例とも広義の「自由間接話法」に連なる文であるが，ここでは通常の時制の一致が破棄

され，半過去から現在へと移行している。エンマの夢想は，確かに世俗の常識を写した常套

句であり，その意味では2。に通ずる用例ともいえよう。しかし若妻の思いは，過去の持続の

圏外，即ち現在時称に置かれることによって，より突き詰められた，いわぽ見果てぬ永遠の

夢と化されて，幾分かの喜劇性を含みつつも，悲劇の様相をさえ帯びているのである。チボ

ーデが，「自由間接話法の半過去の間で，現在が二度にわたって二つの痛ましい連続性を，

即ち未知の不可能な生の連続性と，自然の仮借ない必然の連続性を繰り広げている」（4）と評

した次の一文も，この範疇に入るもので，こうした叙法と文体はそのイメージの鮮烈さとも

相々て，エンマの悲痛な思いを我々に実感さぜる，極めて巧みな時称処理の一つであるよう

に思われる。

（3）　A　la　ville，　avec　le　brult　des　rues，　le　bourdennement　des　th6atres　et

　les　clart6s　du　bal，　elles　avaient　des　existences　oU　le　coeur　se　dilate，　oti

　les　sens　s’6panouissent．　Mais　elle，　sa　vie　6tait　froide　comme　un　grenier

　dont　la　lucarne　est　au　nord，　et　1’ennui，　’araign6e　silencieuse，　filait　sa

　to11e　dans　E’ombre　a　tous　les　coins　de　son　coeur．　（1，　7，p．　62．）

　5。．　自然描写にみられるいくつかの用例

　何といっても，第二部冒頭，物語の新たな舞i台となるヨンヴィルーラベイの紹介的描写

が，先ず第一にあげられよう。しかしそれは次章でもう一つの観点からやや立入って扱うの

で，ここでは次の一例を示すに止める。いずれにしても，人事を超えた悠久不変なる自然の

永遠の営みを印象づける描写の現在である。

．（1）　On　etait　au　commencement　d’avril，　quand　les．primeveres　sont　6cleses；

　un　vent　tiede　se　roule　sur　les　plates－bandes　iabour6es，　et　les　jardins，

　comme　des．femmes，　semblent　faire　leur　toile．tte　’pour　kes　fetes　de　？6t6．
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（g，　6，p．　153．　）

　6。．　挿入句等にみられるいくつかの用例

　通常はその身を隠している話者の存在，そして同時に物語世界の時とは異なる時間の存在

が，現在時称によるほんの何げない言い廻しに，間接的にであれ感知されることがある。例

えば，全部で六例を数える（1）のような＜il　est　vrai＞という挿入句の使用であり，（2）が示

すように，＜c’6tait＞あるいは＜ce　fut＞が普通である時にも，あえて＜c’est＞を用い

る場合である。

（1）　H610i’se，　il　est　vrai，　poss6dait　encore，　outre　une　part　de　bateau　6valu6e

　six　mille　francs，　sa　maison　de　la　rue　Saint－Frangois；　（・・・…）・　（1，2，p・

　25．　）

（2）　Au　lieu　de　revenir　aux　Bertaux　trois　jours　apres，　comme　il　Yavait　pro－

　mis，　c’est　le　lendemain　meme　qu’il　y　retourna，　（・・・…）．　（1，　2，p．21・）

　以上1。から6。にわたって主な現在時称の使われ方を見てきたが，全体を通していえるこ

とは，物語世界の枠組たる過去の持続の中で突然現在時称に遭遇した時，我々読者は大なり

小なり一種の衝撃のごときものを受けるということである。それは勿論第一に，過玄の時間

の流れが中断され，時間構成の多層性を感じさせられることからくるが，と同時に発話の主

体が多くの場合にわかには見極め難いことからも由来している。しかし再び強調すれば，行

為や事象を永遠の相に定着させる現在時称が逆に生み出すかくした多層性と不定さは，巧ま

れたものであり，それは『ボヴァリー夫人』という小説の構造をも規定しているように思わ

れる。次章ではこの点を中心に，更に考究してみることとしたい。

亙夏

　小説構造の上から見た時，そもそもrボヴァリー夫人』という小説は，無論物語内容の時

称は過去でありながら，その全体は現在時称の枠組に嵌込まれている。このことは既に冒頭

の一行，＜Nous　6tions　a　Y6tude＞t／こ予め示唆されている。刊行以来かまびすしい議論を

惹き起し，様々に相異なる解釈を生んできたこの一行も，文法的には何の変哲もない。一人

称複数の主語と半過去に置かれた＜6年目e＞がそれに応じて活用され，前置詞と定冠詞と名

詞に連なっている，それだけの事であり，目本語の主語人称名詞の表現の多様性に応じて，

多少のニュアンスの差はあっても，先ずは「僕達（僕等，私達，我々）は自習室にいた」と

誰でも訳し得る，それ自体としてはいささかの曖味さも持たぬ一文なのだ。しかし小説構造

的には，事はそう簡単ではない。動詞は確かに＜6tions＞という半過芸であり，それ故に

一見過去の枠組にあるごとく見える。けれども主語＜Nous＞が内包する意味を考えてみる

と，そうは言い切れないのである。しかもこの＜Nous＞は冒頭を含めて主語として三回，

補語，前置詞の後の強勢形そして所有形容詞の形で六回，合わせても九回，それもコナール
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版で九ページまでに集中的に現われるだけで，以後全くその姿を消してしまうのだ。ここに

も百年来研究老達を悩ませてきた原因がある。要するに問題は，＜Nous＞なる主語人称代

名詞にあるのである。

　それではこの＜Nous＞には，従来いかなる解釈がなされてきたであろうか。それは大別

すれば三つにまとめられよう。その第一は，作老フローベールの錯誤とする説である。全篇

がいわぽ客観的三人称小説の形式におさまっている中でのこの齪鶴は，作者自身の中学時代

の個人的な思い出がそこに投影されて，元来一人称小説として構想されていたものが，いつ

の間にか伝統的な形式へと移行してしまったとするものである。確かに幾つかの草稿は，話

者としての＜je＞の存在を明らかに示している。

　De　lui，　je　ne　me　rappelle　guさre　autre　chose．　〔……〕　Je　ne　le　vis　se　facher

qu’une　fois〔……〕autant　qu’il　m’en　souvient〔……〕．　（G．　Leleu，　Madαme

　　　　ノBovarJ，　Ebauches　et　Fra8フnents　in6dits，　Conard，　1，pp，23　et　25．）

　しかし一人称小説の構想の痕跡は認められるとしても，それはあくまでも＜je＞であっ

て＜nous＞ではない。しかもこの＜nous＞は，決定稿の出版直前に加えられた修正とし

て初めて現われるのであって，推敲を重ねたフローベールが，最終的に選び取った選択なの

である。

　第二の説は，フローベールが意図的に駆使した小説技法，とりわけ視点の問題と関連づけ

る解釈である。その一人J．ルーセによれば，「客体化された入物であり，不透明な意識であ

るシャルル〔……〕が小説の入口〔……〕を固めて，そこを作者の視点が悠々と見下してい

る」のであり，「シャルルの中学校編入，ここで彼は我々の視野，つまり，すぐに姿を消してし

まうあの不思議な代名詞＜nous＞と同一視されている読者の視野に登場し」，　rrボヴァリー

夫人』は外から内へ，表面から核心へ，無関心から意識の共犯関係へ向って進んでいく」（5）

とされる。小説構造の側面からの緻密な論で，首肯される点も多いが，しかし＜nous＞は

かくもたやすく読者の視野と同一視され得るのか，そしてまた読者との共犯関係はかくもた

やすく打ち立てられ得るものなのか，疑問なしとしない。

　第三の解釈は，フランス語の主語人称代名詞＜nous＞というものめ性質を吟味すること

から導き出される。言うまでもなく，＜nous＞は文法上一人称複数形である。しかしそれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アは一体何の複数なのであろうか。言語学者E．バンヴェニストやヌーヴォー・ロマンの作家

M．ビュトールの断言をまつまでもなく，一人称複数であるからといって，それは決して

＜je＞の複数ではない。それは＜je＞と＜je＞ならざる他の人称，即ち＜tu＞，＜vous＞

＜il＞，＜eile＞，＜ils＞，＜e11es＞との集合体である。しかもそこでは，＜je＞が他の

人称に対して排他的，独占的に己が絶対的優位性を確立しているのである。小説構造により

即していうならぽ，「新入り」を迎える＜nous＞なる集合的人称を構成する二学年の生徒

達のうちで，一一人秘やかに特権的立場を保持した，誰とも知らぬ無名の＜je＞が，「話者」

あるいは少くとも「目撃老」として語り出しているのである。かくしてみると，　rボヴァリ

ー夫人』なる小説は，物語の場で語る行為が物語内容に先立っていちはやく予定されるとい

う，現代小説に特徴的な一つの相貌を，何げない主語人称代名詞のうちに備えていることが
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見てとれよう。草稿に散見される＜je＞から＜nous＞への転換には，少くとも一つには

こうした重大な意味が内包されているといえるのだ。

　第三の解釈に立脚しつつ，改めて小説の時間の聞題を考えてみると，この冒頭の＜nous＞

は，明らかにこれから物語られんとする諸事件とは異なる時間を含んでいることがわかる。

何故なら，＜nous＞というからには＜nous＞と語る他でもない＜je＞の存在が必要で

あり，またそのように語る時間の次元が前提とされているからである。このことは最終的に

この＜nous＞が姿を消す次の一行，それもその時称と＜malntenant＞なる時の副詞に明

確に印づけられている。

　11　serait　maintenant　impossible　a　aucun　de　nous　de　se　rien　rappeler　de　lui．

（1，　1，p．　9．　）

　かく現在形によって示されたこの一行は，編入学時の第一印象は別にして，級友の誰一

人として今や思い出すことのないシャルルという人間の平凡さを提示すると同時に，この

＜nOUS＞なる「話者」ないしは「目撃者」の語り手としての資格にも疑いをさしはさみ，

その役割を放棄させている。そしてこれ以後，再びバソヴニニストの言葉を借りれば，「諸

事件は〔……〕ひとりでに物語られる」（6）のである。

　C’6tait　un　gargon　de　temp6rament　mod6r6，　・・…一ll　avait　peur　correspondant

un　quincalller　en　gros　・一・…　Sa　mere　lui　choisit　une　chambre　・・・…　（1，　1，pp．　9－

IO．　）

　かくして語りは三人称へ，そして時には三人称を装いつつ無人称へと漂い出し，時称は過

去へと収束していくのである。

　けれども，小説構造上現在時称が全く姿を消し，これを限りとして完全に過去時称へ収束

してしまうということではない。それは前章で分析した用例が示すように，時に小さな泉の

ごとく湧き出しつつ，その本流は伏水となって物語の底に潜み，二度にわたって，即ち第二

部冒頭と小説の終局とに集中的に噴出するのである。第二部の冒頭，新たな物語の場たるヨ

ンヴィルーラベイ，このノルマンディーの一一一X．村の設定は，すべて現在時称をもってなされ

ている。勿論そこには小説の発端ほど明確には，話者の声は響いてこない。＜on＞なるフ

ランス語特有の中性的な不定代名詞が使われているからである。けれどもそのリズムは，場

所の描写の現在といった文法上の枠をはるかに超えて，語り手が我々読者を未知の村に案内

するかのような語り口なのだ。

　Yonville－1’Abbaye　（・・・…）　est　un　bourg　a　huit　lieues　de　Rouen，　・・・…　On　quitte

la　grande　route　a　la　Boissibre・・・…　Au　bout　de　1’horizon，　lorsqu’on　arrive，　on

adevant　soi　les　chSnes　de王a　for合t　d’Argueil，……0且est　ici　sur　les　coエ1fins

de　la　Normandie，　de　la　Picardie　et　de　1’lle－de－France，・・・…　On　1’apergoit　de　loin，

tout　couch6　en　long　sur　la　rive，・‘・…　L’6glise　est　de　Yautre　c6t6　de　la　rue，
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vingt　pas　plus　loin，　a　1’entr6e　de　la　place．　・一・…　ll　n’y　a　p1us　ensuite　rlen　a　voir

dans　Yonville．　・・｝…　Si　on　la　laisse　sur　la　droite　et　que　1’on　suive　le　bas　de　la

c6te　Saint－Jean，　bient6t　on　arrive　au　cimeti6re．　……（豆，1，pp．95－100．）

　そしてこの語りによる描写は，物語の結末とその後をさえすべて知っている者の予告めい

た一節をもって終るのである。

　Depuis　les　6v6nements　que　1’on　va　raconter，　rien，　en　effet，　n’a　chang6　a

Yonvllle．　Le　drapeau　tricolore　de　fer－blanc　tourne　toujours　au　haut　du　clo－

cher　de　Y6glise；　la　boutlque　du　marchand　de　nouveaut6s　agite　encore　au　vent

ses　deux　banderoles　d’indienne；　les　feetus　du　pharmacien，　comme　des　paquets

d’amadou　blanc，　se　pourrissent　de　plus　eR　plus　dans　leur　alcool　bourbeux，　et，

au－dessus　de　la　grande　porte　de　1’auberge，　le　vieux　lion　d’or，　d6teint　par　les

pluies，　montre　toujours　aux　passants　sa　frisure　de　caniche．（ff，1，p．　IOO．）

　そこに展開される人間の僅い行為を超えた自然の永遠の相，すべてを飲み込む日常性が，

現在時称のゆったりとした語りのリズムに定着されて，小説の新たな舞台が縁どられている

のである。

　発端と第二部冒頭の現在時称は，最終的に物語の終局へと収敏していく。

　Quand　tout　fut　vendu，　il　resta　douze　francs　soixante　et　quinze　centimes　qui

servlrent　ti　payer　le　voyage　de　Mlle　Bovary　chez　sa　grand’m6re．　La　bonne

femme　mourut　dans　Yann6e　meme；　le　phre　Rouault　6tant　paralys6，　ce　fut　une

tante　qui　s’en　chargea．　Elle　est　pauvre　et　1’envoie，　pour　gagner　sa　vie，　dans

une　filature　de　coton．

　Depuis　la　mort　de　Bovary，　trois　m6decins　se　sont　succ6d6　a　Yonville　sans

pouvoir　y　r6ussir，　tant　M．　Homais　les　a　tout　de　suite　battus　en　breche．　ll

fait　une　clientele　d’enfer；　1’autorit6　le　m6nage　et　1’opinion　publique　ie　pro－

tbge．　（M，　11，　p．　48L　）

そして遂に樟尾を飾る，あの有名な一一行に到り着くのだ。

Il　vient　de　recevoir　la　croix　d’honneur．　（wt，11，　p．481．）

　かくして，小説は冒頭の＜nous＞に内包された現在時へと繋がっていき，物語はその円

環を閉じるのである。フローベールが創造の最終段階で，＜nous＞なる主語人称代名詞を

選び取ったのは，この小説が俗物オメーの勝利を永遠化しつつ現在時称で終りを告げること

が決定されたからであり，同時にまた発端と終局で現在なる時を意識させることによって，

語り手，語る行為を明確にしょうとしたからではなかったか。事実，草案の一つは小説の結
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末が決定稿とはひどく異って，オメーが自己の存在，有り様に疑念を抱くという構想があっ

たことを示している。

　Doute　de　lui－regarde　les　bocaux－doute　de　son　existence．　（・・・…）　一

くne　suis－je　qu’un　personnage　de　roman，　le　fruit　d’une　imagination　en　d61ire，

1’invention　d’un　petit　paltaquet　（sic）　que　j’ai　vu　naitrelet　qui　m’a　invent6　peur

faire　croire　que　je　n’existe　pas．　1　（・…　t・）

　Puis　se　r6sumant　il　finit　par　le　grand　mot　du　rationalisme　moderne　Cogito，

ergo　sum．　（J．　Pommier　et　G．　Leieu，　Madame　Bovar．y，　Nouvelle　version，

Jos6　Corti，　p．129．）

　これはこれで，現在みる『ボヴァリー失人』とは様相を一変した作品となった可能性は大

いにある。しかしフP一ベールが結局はそれを放棄した裏には，上述のごとき理由が大きく

作用していたように思われるのだ。

　こうした小説全体にわたる構造上の大連鎖は，他方において叙述のほんのささいな反復に

よっても補強されている。例えば，第二部冒頭で語られる寺男レスチブードワの話である。

墓地の空地を不正利用したじゃがいも作りのエピソー・ドそれ自体は，小さな村の極く極くさ

さやかな秘密でしかない。

　Le　gardien　（・・・…）　a　profit6　du　terrain　vide　pour　y　semer　des　pommes　de

terre．　（・・・…）　aujourd’hui　encore，　il　continue　la　culture　de　ses　tubercules，　et

meme　soutient　avec　apomb　qu’ils　poussent　naturellement．　（E，　1，p．100．）

　けれども今日でもなお続いているこの行為が，結末から二品目の末尾で，夜エンマの墓に

額突いて鳴逸する薬屋の小僧ジュスタンに絡めてほのめかされる時，このエピソ’・一一ドはにわ

かに意味を帯び，最終章の現在時称へと続く緻密な計算に基づく布石ともなっていることに

気づかされるのである。

　Sur　la　fosse，　（一・一…）　un　enfant　pleurait　agenoui116，　（・・・…）．　ll　（Lestiboudois）

reconnut　Justin　escaladant　le　mur，　et　sut　alors　a　quoi　s’en　tenir　sur　le　malfai－

teur　qul　lui　d6robait　ses　pommes　de　terre．（皿，10，　p。469．）

　以上の考察によって，現在時称は小説構造の上からも，

要素をなしていることが了解されよう。

まさにそれを決定づける一大構成

む す び

　小説の語りと人称体系との関連を踏まえて，『ボヴァリー夫人』の時称体系における現在

時称の役割を改めて考えてみると，既に述べたように，それはこの小説の構造をその根底で
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規定していることは明らかだ。

　発端の＜Nous＞がその存在を示唆する同級生の一人置je＞が語り出す，物語世界の枠

組たる過去とは次元を異にする現在時称は，第二部冒頭，そして終局の現在時称へと大きく

連なっていく。『ボヴァリー夫人』は同心円的構造をなすとはよく言われることであるが，

かくしたシンメトリックな構成は，時称の面からもこれを裏付けている。シャルルの視野に

登場し，その視野の内に死んでいくエンマの生は，完全に夫シャルルの人生に包み込まれて

おり，そのシャルルの生はまた，ブルーストの盤に倣って「永遠の現在」とでも呼び得る，

意味深い現在時称に包摂されているのである。

　Le　monde　n’est　pas　assez　large　pour　1’ame；　elle　6touffe　dans　1’heure　pr6sente．

（CorresPondance，　Conard，　t．　1，p．253．）

　書簡に見られるこの言葉は，文脈は異なるとはいえ，現在時称というものの持つ性質の一

面を言い当てている。エンマの物語は純然たる過去の物語だ。しかしそれは凡庸さ，愚かし

さ，あるいは遂にはすべてを無に帰す日常性を象徴するかのシャルルの，そしてまた二四を

囲続する凡俗の生によって，更にはあらゆるものを凝固し，石化する冷厳な「永遠の現在」

によって二重に息詰められているのである。『ボヴァリー夫人』から受ける不動性の印象は

ここからも由来していようし，そこからまた人間の無力，シャルルの最後の言葉によれぽ

「宿命」の様相も漂い出しているのだ。それはまた同時に，1でも分析したような処々に散

在する多彩な現在時称によって，あるいはまたトスト，ヨンヴィルーラベイという場所の同

心円構造によっても強められているのである。

　L’auteur，　dans　son　ceuvre，　doit　etre　comme　Dieu　dans　1’univers，　pr6sent

partout，　et　visible　nulle　part．　L’Art　6tant　une　seconde　nature，　le　cr6ateur

de　cette　nature・la　doit　agir　par　des　proc6d6s　analogues．（Corr．，　t．　皿，　PP．61－

62．）

　L’illusion　（s’il　y　en　a　une）　vient　au　contraire　de　1’imPersonnalite　de　1’eeuvre．

C’est　un　de　mes　principes，　qu’il　ne　faut　pas　s’e’crire．　L’artiste　doit　etre　dans

son　ceuvre　comme　Dieu　dans　la　cr6ation，　invisible　et　tout－puissant；　qu’on　le

sente　partout，　mais　qu’on　ne　le　voie　pas．　（ibid・，　t．　N，p．164．）

　フP一ベールが繰り返し強調する芸術創造における「没我性」は，叙法はもとより彼の小

説そのものの有り様を十全に表現している。そしてこの理念はまた西欧小説の流れをも変え

るものであった。しかしそれは何もフPt・一ベールのテクスト自体が難解である乏いうことを

意味するものではない。むしろテクストそれ自体は極くありきたりの言葉でなり立っている

にすぎず，統辞論的にも意味論的にも，古典主義以来フランス語を支配している整然たる秩

序に従っている。しかしPラン・バルトによれぽ，フローベール小説の言葉は読み得るもの

と読み得ぬものとの間に拡がり出し，読めそうに見えて読めぬという。それは一つには，一



98

見素直な何の抵抗も感じさせぬ言葉，表現の中に，解読の鍵が何げなく投げ込まれているこ

とをも意味しているだろう。そしてその鍵の一つが，それ自身としては極く平凡な時称たる

現在時称の多義，多様な使用でもあったのである。
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Sommaire

Le <Temps présent> dans Madame Bovary

Hisashi TAKIZAWA

   Dans un roman de type traditionnel,  it est dans les conventions  litteraires 

de raconter une histoire qui s'est  deroulee dans le  passe. Les verbes y sont 

donc normalement au  passe. 

   Les romans de Flaubert ne sont pas l'exception, et leur temps ordinaire, 

c'est l'imparfait, ce que Marcel Proust appelle judicieusement  <l'eternel  impar  - 

fait> ; le present est  cense s'y trouver d'autant plus rare que l'on le  considere 

comme un grand  ecrivain de  <l'impersonnalite>. Mais en  realite,  it parait que 

ce temps s'emploie assez  frequemment et  meme d'une  fawn consciente, et qu'il 

joue un role d'importance capitale dans la structure de ses romans. 

   Pour  elucider ce  probleme, nous avons analyse une grande  variete de ses 

emplois du present que l'on pourrait qualifier  d'eternel  a travers un de ses 

 chefs-d'ceuvre, Madame  Boyar)).


