
信州大学教養部紀美第20号 37 

『ポヴァリ一夫人』の人物描写

一一眼，髪，顔の色などをめぐって一一

I竜 津 需主

はじめに

多少とも注意深い読者ならIiボヴァリ一夫人』の女主人公エンマの隈の色が，茶褐色か

ら黒そして青へと一見驚くべき変化をしていること，あるいはエンマの運命を象徴するかの

ようなボワ・ギョームの丘の乞食の隈が，ある時は青味を帯び，またある時は緑がかってい

ること，更にはエンマの情人の一人書記のレオンの金髪が，時に栗色と形容されていること

などに気づくであろう。ところでこうしたイメージの不連続性，あるいは矛盾は，従来どの

ように解釈されて来たで、あろうか。

一方に，これを作者フローベールの不注意による錯誤とする見方が存在する。治輸な『フ

ローベール一一臣匠の成立』の著者イーニッド・スターキーである。女史は断ずる。

「フローベールは，パルザッグと異なり，客観的，外的な描写によって，作帝人物撞ーを

造型してはいない。実際，彼は人物遠の外貌にははなはだ無頓着で、，ある時はニ己こY守のも

眠を茶褐色に，またある時には濃い黒色に，また別な時には菅色にしている。レヨ「 γは;-

初登場時，金髪として描写されているが，後には栗色とさ仇ているのだ。J(Ehiid~ S'tarki'ej-

Flaubert: The Makinf< 01 the Master， WeidehIe'1dl a;nd Nie{ylsofl， p>3.f1i'. jノ

確かにノミルザ、ックが「客観的，外的な描写」紅秀れてかたことは疑い得ない主'G吃もγ 細:

部にあれほどのこだわりを見栓 r正鵠を射た一語jIとそ仇花よるイメージめ一貴:佳を求~;Óìß

続けたフローベーノレが r人物達の外貌にははなはだ無頓着Jであるたtと断言と碍志。だ

ろうか。

他方，ラ・ヴァランドは「永遠の作家叢者J Il'フローベール』の中で， r瞬間的左もいえ

るほど迅速な印象主義の手法jによる「心うつタッチ」の一例として，こうしたと己y マのJ摂

の色の変化に触れつつ言っている。

「批評家を畏にかけようとたくらんだのでもなけれぼ，ふざけているのでもな L、。フ

ロー・司ールは披の芸術を限りなく尊重しているから，そんな真似をするはずがない。注 1

意力の散漫か。いや，むしろ夜、は対象への完全な服従，深い浸活力の証左だと思う。惚

れ切っている恋人くらい棋の利かないものはない。惚れた相手の顔立ちt士、心が乱れ，

胸が締めつけられる思いのために，多くの場合さだかには見緩め難い。恋する女は常に

このιi:!tならぬ幻と見える。笑際， ノレイ十回世の隈は何色だ、ったろう。J(La Varende， 

Flauιbe.rt tar luふmeme，Seuil， PP"-101-103. ) 

タ ι ヌヴヰエーヴ・ボ V~ ムもそのιrllボグプリ一夫人』論J のやで， rその感情的ニュナ

シス肱他の作家の場合よりもはるかに徴妙であり，その表現的音階は限りな4多様で、，あるj
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この作家によって， rその時の気分次第で変化し，様々な感情的陰影の反映となるある特に

効果的な対象が拙かれるJ例として，やはりエンマの限の色を引き奇いに出している。 (Cf.

Gen巴vi色veBoll色m巴，La Lecon de Flaubert， Jul1iard， pp. 156-157.) 

スターキ一女史の「はなはだ無頓着Jな所説は論外として， ラ・グァランド，ボレーム両

者の見解は，共に問題の核心をついている。しかし残念なことに，正面からこの問題が取り

上げられている訳ではないが放に，包括的，体系的に論じ尽されてはいない。眼，髪，顔の

色等々の描写は，確かに讃細な事柄かもしれない。けれども磁事に拘泥することがある種の

文学， とりわけレアリスムの特質の一つであるとすれば，こうした積率を分析することも，

殊の外フローベールの文学そのものに迫る道のように思えるのだ。以上の意味合いに於いて，

木小論は『ボヴァリー夫人』の登場人物達の相貌描写を手掛りに，この作家の芸術美学たる

レアリスムの一側面を明らかにし，それを通して彼の文学創造の秘密を探ろうとするもので

ある。

I 

フローベールによる相貌描写を考える際，小論では限，髪，そして顔色の三つに限定する

ことにする。それは通常西欧の文学に於いて言及されることが多く，また『ボヴァリ一夫人』

の場合にも，主要登場人物のほぼすべてに共通してその頻度の高い要素だからである。

一見して明らかなことは，この三要素いずれにも，その担底に明確な二極対立構造が認め

られるということである。先ず色調の点から見れば，二極の間に勿論いくつかの段階はある

としても，基本的に「明J(<c1air~) と rn奇J(<sombre~) の対立がある。即ち限の場

合には「青J(<bleu~) と「黒J(<n0ir~)，髪の毛の場合は「金髪J(<blond~) と「茶

褐色J(<brun~) ないしは「黒髪J， (<.noir~)，きた顔《あるιいは肌〕の色にあっては

f由J(<blanc~) ， 時に「青白さJ(<.pâle~) と「赤J (<:rou，ge~) の対立である。 判

明した眠りに於いて前二者を統計的に見れば，青い限は五人，黒い限はエンマと彼女のもう

一人の情人ロド、ルプそして呉臨屋兼金貸しのルールーの三人，金髪は少くとも七人(他に何

人かは栗色，白，あるいは赤毛)，黒髪は同じくエンマとロドルフ(草稿では茶褐色〉のこ人

である。

文脈をたどってみると，黒は何よりも濃密な色であり，エンマの黒い自は時に神秘的な

「深みをたたえJ(Madame Bovary， Conard， p.225. 以下関作品については向版によ

る。)，時に F錐のように心の底までとおってくるJ(p. 18~)のである。髪の場合もほぼ同じ
びん

だ。 r耳の方へふっくらふくらんだ蟹の毛は烏羽色 (u:ne(.':知tbleu)に光りJ(p.69)， r膝
まで垂れ下がる」解いた巻毛の長い黒髪を見て， rあわれた少年ジュスタンは突然，不可思

議な新じい世界ヘ入ったような気がして，そのあでやかさにおjがえるのであった。J(p.299) 

金髪，青い限には，一般的にプラスの価値が賦与されている。妻亡き後，シャルルは「青

い限j のi愛娘ベルトの「見事な一金髪J2:"見て胸を締めつゆちれるo (C王.p'. J.60， p. 473) 修

道院時代のエンマが乙女の夢をはせる恋愛物語の押絵には" f金色の巻毛のあ;s英国の貴婦

人達J(p.52) が描かれ， ヴホピ:エザーノレの舞踏会の-r金髪の若1い婦人JCfr. 67) も人間を

惹くのだ。青い限はまた，甘業さ，清澄さそして詩情をさえ含んでレゐょうだ。 r雲をイ印ぎ
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見ている」レオンの「大きな青い限は，空を映す山間の湖よりも清らかに美しくエンマには

見えJ(p.141)， またはレオシにはエンマの顔に「暗く垂れこめていた哀愁の雲が青い限か
3てな

ら消え失せたように思われJ(p.324)， 更にロドノレフには「夕立の雨の滴が青い苓にふるえ

るように，涙がひとしずく隈にふるえて，エンマはうっとりさせるほど美しかったJ(p..428) 

のである。青い棋の金髪は，黒髪黒い呂よゆどことなく人に安心感を与えるところがあるよ

う?ご。

顔(あるいは肌)の色にあっては，無論「由J，とりわけ「青白さjに価館が賦与されてい

る。エンマは白い肌，というより青白い肌をしている。初めて彼女を見，誘惑しようと心に

決めたロドルフは怯く。 rそれにあの青白い顔色!……青白い女ときたら自のない俺だ!J 

(p.182) そしてそれが特に黒髪，黒い目と結びつくと， 時に悪魔的魅力がレオンを捉える。

「このカーテンの緋の色に浮き出した黒髪と白い肌ほど美しいものはこの世にはなかった。」

(p.366) あるいは「パルセロナの青白い女J(p.367); 当時流行のエキゾティスムさ、え呼

び起す。エンマの現実逃避への夢をかきたてるオペラのテナー，ラガルデ、ィ， r彼Jま楕熱的

な南国人に大理石のような荘重さを与えるあの輝かしい顔の青白さを持っていたJ{P.:310) 

のである。

髪と限については，もう一つの二極対立構造がみられる。それは長短》そして大少の対主

である。エンマの「波打つJ，r長し、J，rしなやかな」髪怯，切らか応グラぷのイメ告訟を担

っており，時には男をそそのかす道具でもある。 ~Cf. p..20，ぁ2;9.D，13. 428)Le土'0'，，)ζれ民対

して， r村の聖歌手のよラに髪をお河童にしたJ(:p.2)転校生シャルルの姿は，マイ←ナコ誌の

イメージで、捉えられていよう。限の大小ではゑ同じ黒い娯ではあっιても苦手 γ マ係会きそ

(Cf. p.45， p. 114， p.225， ete.)， ルーノレーは小さい (Cιp.143)ミこと安匂わしても民そIlb

価値の体系は明白だ。

娘，髪，顔色，これら旗の三要素夫々 tこニ極対宜構造治、帯恋し，曾しかもそ扱が必のを安値i

値の対立構造，即ち価値のヒエラルキ一体系之も、主主唱ている己と!f'ïk，以主マ埠!~~是主主主b ょう~o

Il 

前章で確認したこ極対立構造の中で，主要登場λ物連が如何に描写ざまい如特区佐重づけ

られているかを見てみよう。物語構造の核となるのはいつのも場合も民主ノιマである、から七τ，

やはりエンマが中心となる。

前章で、明らかになうた様に，エンマは長いしなやかな黒髪，由れ肌，青白い顔色の女であ

る。そしてその限、は大きく，その色は基本的には黒とし、う印象を受ける。これは『感情教育』

の主人公フレデリ γ ク・モローの理想の女性， r犬きな黒い限の長い黒髪のJCL'Efluca幽

tion sentimentaM， ，Conard; p¥.81. )女を我々に想起させるが， ζ こで問題:たのほ彼女の限

の色である。 r基本的には黒という印象を受ける」と記したのもそれ故である。確かkこ黒と

いう形容は六回に亙9 てなされてはし、るが，常に黒とされている訳で寸主ない6 本論の冒頭に

も触れている様に，それは時に茶褐急であり，驚くべき亡ことに育と描写されてかるのがす三

個所Uこも上ムっているのである6 とれを少し具体的に見てみよれ a 

シャノレノレがベルトー農場刊エシマの父ノドオーの骨折治療に行き，初めて披まとを自にした
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時，

「彼女の美Lいところは眠であった。茶褐色のくせに捷毛のぜいで黒く克たた0' あど

けなく大胆に， ぐっと見すえるような隈っき句、あった。J(P.l9;傍点筆者，以下関じ〉

新婚のシャルルが，朝ベッドの中で新妻の顔をしげしげと見つめる時，

「こうして近くから見るム彼女の眼はよほど大きく見えた。根をさまして，幾度も

目ばたきするとことさらに大きく見えた。その限は陰では黒く見え， 日なたでは濃い腎

に見えた。つぎつぎに色の層ができていて，なかの方は濃く，エヲトメルわ面へ近づくに

つれ次第次第に薄れていた。J(p.45) 

ヴォピ、エサールの舞踏会の夜，化粧に余念ない時，

「彼はうしろから，姿見のなか，二本の燭台の間にうつるエンマの姿を眺めていた。

黒い限がひとしお黒く見える。J(p.69) 

レオンとの最初の出会いの持，

げそうでしょう?.lIェンマは大きな黒い留を見開し、て彼のムに注ぎながらいった。」

(p.114) 

ロドノレフがエンマと出会い，即座にその誘惑を決意する時，

庁本当に可愛い女だ，あの医者の女房は!美Lい歯，黒い娘，あだっぽい足， それ

にパリ女みたいな身のこなLだ。〔……J.lIJ(p. 1.80) 

世ドノレフと初めて関係を持つ。たその当夜，

rLかL自分の姿を鏡の中に見たとき，ェ γマはわれとわが顔に驚いた。眼がこんな

に犬きく，こんなに黒く，こんたに深みを帯びていたことはついぞなかった。ある霊妙

なものが全身にめぐって，ユンマの姿を一変さぜたのであった。J (p.225) 

レオンが愛の告白をした時，

「彼女の顔・は"風がサ?と雲を吹き払うときのあの空のよう句、あ匂た。暗く垂れこめ

ていたミ哀愁、の塞が青い限から消え失也たように思われた。顔じゅ，うが輝やいた。J(p. 

324) 

借金に窮して，必死でロドノレフに最後の助けを求める時，

「夕立の雨の滴が青い苓にふるえるように，涙がひとしずく眼にふるえて，エンマはう

っ'とゆきそるほど美ーしかった。J (p'A28ヲ

以上人つの倒を草稿と土ヒバ、てみると，いずれも基本のをごろではほとんど変化がみられな

い。つまり草案の初期の段階から，既にこうした構想がなっていたということである。とす

ればぇ γマ:の隈(J)色は本当は如何なる色なのであろうか。そ九は上記第一番目"とりわけ第

二番目の描写に尽くされていようが，その草稿を見る主事態Jは一層拡っきりしてとょう。z

Fぞの:隈は陰で、除黒く毘え，光を受:B'ると茶褐色、?と，13，iis::t.こでは濃、b、宥?こさえ見え/る。」

砂(Gaもr-ieHe王d凱 1，MadameBfoiJary Eba<uc!h凶 etFr-aft微 Mtt:s初editSiGり!R'ard，-t. 1， 

p.136. ) 

即ち茶掲色を中間 eLて黒と育め二極弘光の強調に従つEて変おりゅ4の官。 Lかt.この

変化ほ単に光の強調のみにーよるとば考えられな%、びそれはその楊その坊の枚手応そしてまた

その場に於ける見られる人と見る人との関係によっても搬妙に変稔らでやるとも蓄えよラ《

いわゆEる内的視点の問患について除後に触;ñるが，視点~の霊視泥みる ~p議派風わ描写主から
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見方を加えても，まだすべてを説明し尽くしているようには思われない。先きに解明した色

の、価値のヒエラルキ一体系からみて，フローベールが時に応じてエンマの限に与えた青ある

いは黒は，小説の全体構造の中で，こうした色自体が演ずるプラスあるいはマイナスのイメ

ージをも，内包しているのではないだろうか。

エンマは黒い限(仮にその頻度から黒を基調と考えて)，黒い髪，白い肌，青白い顔色を

合せ持つ唯一の人間である。しかも既に統計的に見た様に，肌の由さあるいは顔色の青白さ

は別にして，前二者の特色を別個に取り上げても，これは稀なことなのだ。従って彼女はそ

の顔の特徴に於いて際立つていると言って良し、。他の登場人物達は，こうしたェγマとの関

連でいわば造型されているのである。

エンマの夫たるシャルルの髪及び、限の色は，特定されていない。しかしその限はエンマと

は対照的に小さく (Cf.p.86)， 髪も少年時はお河童であったが (Cf.p.2)，長じてからは

「髪の毛をまるでたてがみのようになびかせてJ(p.85)'はいるが， いずれにしても妻のし

なやかな髪とは対極をなしている。またこの也会医者は「血色よく J(p.8)， r顔色よく」

(p.84)，恋のためであれ (Cf.p.32)，食後の消化のためであれ (Cf.p" 148)，その頬を赤

らめるのだ。普段は勿論， とりわけ内なる官能の嵐を必死に抑えようとするzン司令 f痩~-1主J，

「頬は青ざめ，顔は細ったJ(p. 148)その妻と怯ことと2とに正反対なのである。

これに対して，二人の情人ロド、ルフとレオンには，何か1:-.G主江γτtζイ以かよった所がある。

ロrルフは日焼けした還しい男だが，エンマと同じ黒い樟h 黒い髪であり"レオ判長金髪あ

るいは栗色の髪 (Cf..p. 110， p. 130. この一見した矛盾:もエンマの懐と同様に鰐釈、由来ょ

う。)，そして青い隈ではあるが，エンマ，その娘ベルトと共に大きい限を持つ~jv.，iのち 5 ちιのt

一人なのである。この大きな青い娘と金髪がエンマの戸 vマ宗苧?I. テイ γ グ t私~f懇盟 Lν\þ\、宅をさ Jそを」毛を切仇巴

妊娠したエンマが男の子主をf，それも F丈夫で、，髪の毛が茶帯色白子供J(p.12めを歓ずる0i):

は， ロド、ルフのし、かにも男性そのものの容貌にも通じていよう。

その他の登場人物達についてみると，ノレールーはエンマと同じく黒い眼せはあるが，しカp

しそれは小さく，恐らく殺さ，冷酷さなどを踏に象徴しているようだ。シャノレノレ，そしτど

とごとに対立するニ人の俗物，薬屋のオメーとァ-'/1/-""ジキシ師も; .rわれわれ，も今夜翠幌、

しあうようになちますより匂.4609という司祭の言葉以上に共通性があQがそれはー言;で

いえば，内面，外面両面での「鈍さJ(~é'Paiss臥lr，;>)だ。ω たとえシャ λレル色分メム?が長思思

手術の「両大家J(p.248)であり， 同じ赤ら顔のシャルルとフ。}ノレニジキンが r先生

のお医者，そしてわしは霊魂の医者じや!J (匂p.1臼57η〉としてもでで、ある。

このように各登場人物の造型は，相互に対応ないしは対立関係を形成しつつ，会自の役割，

その占める位置に応じている。そしてまた外的描写は単にそれに止るものではなく，当然内

面!の価値をも暗訴するものとなっている。こうしたことは何もフローベールに限った特色で

はなく，古来描写の常套手段ではあるが，伺と偲あるい出個と全体との緊密な連関と均衡よ

りなるその構成は，やはり見事というほかはなし、。瀕死のエンマと彼女の運命の象徴ともい

うべき盲目の乞;食，あるいは死，後のエジマとジャノレルとの聞のかくした関係も，既に分析L

た例に塁手ら子決裂的なものιだ。前者は余りにしばしば指F摘されることでもあιるのJで，ここで

ほ後者について少し具体的に党てみよう。

妻の自殺後，そのショックと次第に明らかになっていく死の真相出シャノレノレを別人のよ.
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うに変えてし、く。不夜のェ γマが，以前にも増して彼を支配ずるのだ。

「エシマがまだ生きてでもいるように， シャノレルばエンτを喜ばせようと Lてエンマ

の京子みや、考え方をとり入れた。再三トメノレ塗りの長靴も買ったL，白ネクタイも使。た。

口ひげにはチックを塗り，エンマと同じように約束手形に署名.した。エンτ は草葉のか

げから彼を堕落さーせたのである。J(P..472) 

内面の変化は当然肉体の変化な伴う。 r脂肪太り LJ，r挙動がだんだん鈍くなtつ、ていたJ
(p.86)シャルルが， r物すごい好剣町 (p.479)となり， 時にェγマのごとく活発で動的に

なる。小説の末尾，すべてを知ったジャルルがロドノレフと出会う場面では，

「シャルルの顔は次第に赤らんだ。小鼻はせわしく動き，唇はふるえた。あるi五年など，

シャルノレが沈欝な怒りに;燃えてじっとロドルフを視めつけるので， ロドノレフはおびえた

ように口をつぐんだことさえあった。しかし， シャノレノレの顔iにはやがてまた例の暗い倦

怠の色が現われた。J(p.480) 

まさにこの時，死んだはずの、エンマがシャルルに乗り移ったとでもいうようだ。小鼻の，

唇のふるえ，怖いほどの目っき，まさしくエンマの，特に官能じI沈るあるいは断末魔のエン

マのそれだ。しかも「沈鶴な怒りすこ燃えて」と仮りに訳した<plein d'une fureur som・

bre:>なるー匂，その形容詞 <sombre:>は言うまでもなく文法的には <fureur:>にかか

るとしても，この激情が直接的に読みとられる限にも文脈的にはつながっていくとも解せな

いことはない。もしそうだとすれば，多義的な意味内容を持つこの形容詞は産ちに色調を指

示するものとたり， <yeux sombtes:>即ち「暗い眼」はとりもなおさずエンマの黒い限

をも連想、させずにはおくまし、。シャルノレはこの瞬陪エンマその人なのである。

アローベールにあっては，人物描写はただそれだけに終るものではなし、。登場人物関の諾

関係， もゥと言えば物語構造そのものの具体的な現われなので司ある。

111 

前主主まで，主要登場人物室長の顔の描写に存するこ極対立杭造，並びにその中での彼等相互

の位置づけを見てきたο本撃では，エンマを中心に，顔'の三要素に於ける価値のヒエラルキ

一体系に占める各々の位置，及びその内包する意味を，より詳しく検討してみたい。

エンマは十三の年修道院の寮へ入り，そこで、上流社会な垣間見たとはいえ，ベルトー農場

の娘，ノルマンディの→介の百姓の娘でしかない。 r風采ーのあがらなL、J (p.32)田舎匿者

と結婚するのも3 草案の}づによれば「百姓と結婚せぬよう1乙彼と結婚する"少くとも彼の

手段E与し、J:(.Miadam's Bo.vaxy" Notes. AulKe scenar-ioi Conanl， p.4'97}からたのである。

そう Lたェ γマでも，上諸の，-貴族的な外貌屯を帯びていないこιとはない。先きに見た「長レリ

rLーなやかな::J髪sであり r由i¥)、」肌， r背白L、づ」顔色でで、あるる予。由怯 f金持の

なのだし，同時tこエキグティスムへ誘う色でもあるのだo =ンマが恋?と酔うレオ γに「バル

セロナの:青自い友Jを想起き4きたこ之は既に触れたが，草稿性ζ の点、をよら強調している。

「彼女はきた皆をたてずにキ永をする青白い女払も似ていたーくとい、うEの拭当時とう L

Tこ女が流行だったから)oHすまで黒い手袋をし，露台で摺患:をつく，まさtこトルコの;室，JzB，
か"ヌベイ γ の貴婦巴人治当玉、妃か， と乙ルヴィーノレ治、 そLて情i特にそのも、ずれで三もあっ
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た。けれどもとりわけ「天使jそのものであった。JOean Pommier et Gabrielle Le-

leu， Madame Bovary Nouvelle versionρrecedee des scenarios inedits， JosるCorti，

ー p.528.) 
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そLてエシマもまた「輝かしい顔の出さJを持つオペラ歌手ラガルディに向って， rw私を

連れ出してちょうだい，連れて逃げてちょうだい，さあ行きましょう!私の情熱も，私の夢

もみんなあなたのものよ』とL巾、たかった。叫びたかったJ(pp.313叩 314)のである。

他方，エンマの黒髪，それは素族的な価値を有しているようには思われなし、。ヴォピエサ

ーノレの舞踏会の女主人ダンデノレグィリエ侯爵夫人は栗色であるが，その傍らの若い婦人は金

髪だし，修道院でエンマが会り読む物語のヒロイン達も多くは金髪なのである。むしろ黒い

髪の女はエキゾティスムを漂わせるといえようが，それ以上に古くからのー勺の迷信的回定

観念を想い起こさせる。即ち「黒髪は不吉な女の印」という俗信である。 z ンマの黒髪のま

がまがしさは，既に見た様に少年ジュスタンをおびえさせ， レオンとの情事にもその魔性を

全的に現わすが，更に「髪ふりみだすJ(p.449)断末魔の叫びでその極点に達しよう。そ

してまた妻の死後， r草葉のかげから彼(シャルノレ〉を堕落させた」ェ γマその人のごとき

形見の黒髪，彼自身の哀れな死に際して「両手に持っていたJ，r長いー房の黒髪J(pi.4'8り

にも同じ性質を見てとれないであろうか。エンマにほどζ か魔性の会i 世記事の干宿命。

女J(<femnI'e fataleT)の匂さえ潜んで、かるようだ0・同時花王γマ@A物造型経路γ 〆F適

時こうした女が流行だった」という事実も見逃すことは出来ない。彼女が時花見金者主主区ぜ

ないしぐさが，修道院時代Vこ耽読した流行のキープセイタのとロイ γ遣のそ本もを思わ寄るZL
とも，これを証しているだろう。 (Cf.p. eX. Pl'.52-53 et p.p. 189二HJOγ 悦o.) 

フローベールの人物造型は，既に多少触れたように，基本的I'cr:J:伝統的な約来率化捷冷ぞ

なされている。即ちパノレザ、ックの場合と同じ様に一一勿論いわゆる「バルザ、ヲダ流j色主韓議、

れるものほど詳細で、はないがーーコ F人相学J， r骨相学J 等隠基づ、、τてい〆~'b. 呼;俗降雪J え

ば，外貌と気質との照応関係という慣習を前提としているのであるt ナャル'4V，オ】ぷ時そじ

てブ}ルニジーャンの肉体的「鈍さJは，そのまま精神的「鈍さJに調蕗忍，-1;ト.~ζ&ぽ♀党

きに指摘 Lた。こ~L-た観点からみれば，工ンマめ青白い顔，光玖輝え隈寺、必るえをlJ~鎮主

唇は，彼女の神経質さを，金髪之青い眼のBレオシにしても rび唱た切ききれいすζ椛~事事ji

~p. 130)， r長4もなく短〈もない髪J(p.3まのは，彼の小心さ主平凡さきを，p 11'/1与三子町議

い目，黒い髪，日焼けした肌は，精惇で粗野なまでの頑強さを表わしているといえるかもし

れない。しかしこうした多分に俗信に拠る，そして時に悲意じ流れる安易な照応関係は，こ

れ以上慎むべきだろう。ひとかと*の人相見を自認するオメーは言ち。 r茶褐色の髪の女の方

がJr情が深いJo(p.38のけれども r礼儀にかなった愛想の¥，，，い人間であるために人前

で、言わねばならぬことすべてが並べられJ，rし、ったんこれを読ルだ後は，ここにある文句を

うっかり言いはしないかと恐くなづて，もうロもきけなくなるJCGustave F1aub、ert，cTr-

resρondanee， Conard， t.亜， p. 67.) IF紋切型辞典~，その「茶褐色の髪の女j の項を引く

と「金髪の女より情熱的。→金髪の女」とあり， r金髪の女jの項を引けば「茶褐色の髪の

女より情熱的。→茶褐色の髪の女J(Bo仰 ardet Pecwchet， Notes.( Dictior(naire des i-

dees recues， Conard， pp. 417-418. )とされているのである。

顔の描写に於けるその構成諸要素の価値九づけと意味づけは，か<1:-て時に牽強付会の)棄な
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女より情熱的。→茶褐色の髪の女J(Bo仰 ardet Pecwchet， Notes.( Dictior(naire des i-

dees recues， Conard， pp. 417-418. )とされているのである。
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Fボグァリ一夫人Jの人物地写

た。けれどもとりわけ「天使jそのものであった。JOean Pommier et Gabrielle Le-

leu， Madame Bovary Nouvelle versionρrecedee des scenarios inedits， JosるCorti，

ー p.528.) 

43 

そLてエシマもまた「輝かしい顔の出さJを持つオペラ歌手ラガルディに向って， rw私を

連れ出してちょうだい，連れて逃げてちょうだい，さあ行きましょう!私の情熱も，私の夢

もみんなあなたのものよ』とL巾、たかった。叫びたかったJ(pp.313叩 314)のである。

他方，エンマの黒髪，それは素族的な価値を有しているようには思われなし、。ヴォピエサ

ーノレの舞踏会の女主人ダンデノレグィリエ侯爵夫人は栗色であるが，その傍らの若い婦人は金

髪だし，修道院でエンマが会り読む物語のヒロイン達も多くは金髪なのである。むしろ黒い

髪の女はエキゾティスムを漂わせるといえようが，それ以上に古くからのー勺の迷信的回定

観念を想い起こさせる。即ち「黒髪は不吉な女の印」という俗信である。 z ンマの黒髪のま

がまがしさは，既に見た様に少年ジュスタンをおびえさせ， レオンとの情事にもその魔性を

全的に現わすが，更に「髪ふりみだすJ(p.449)断末魔の叫びでその極点に達しよう。そ

してまた妻の死後， r草葉のかげから彼(シャルノレ〉を堕落させた」ェ γマその人のごとき

形見の黒髪，彼自身の哀れな死に際して「両手に持っていたJ，r長いー房の黒髪J(pi.4'8り

にも同じ性質を見てとれないであろうか。エンマにほどζ か魔性の会i 世記事の干宿命。

女J(<femnI'e fataleT)の匂さえ潜んで、かるようだ0・同時花王γマ@A物造型経路γ 〆F適

時こうした女が流行だった」という事実も見逃すことは出来ない。彼女が時花見金者主主区ぜ

ないしぐさが，修道院時代Vこ耽読した流行のキープセイタのとロイ γ遣のそ本もを思わ寄るZL
とも，これを証しているだろう。 (Cf.p. eX. Pl'.52-53 et p.p. 189二HJOγ 悦o.) 

フローベールの人物造型は，既に多少触れたように，基本的I'cr:J:伝統的な約来率化捷冷ぞ

なされている。即ちパノレザ、ックの場合と同じ様に一一勿論いわゆる「バルザ、ヲダ流j色主韓議、

れるものほど詳細で、はないがーーコ F人相学J， r骨相学J 等隠基づ、、τてい〆~'b. 呼;俗降雪J え

ば，外貌と気質との照応関係という慣習を前提としているのであるt ナャル'4V，オ】ぷ時そじ

てブ}ルニジーャンの肉体的「鈍さJは，そのまま精神的「鈍さJに調蕗忍，-1;ト.~ζ&ぽ♀党

きに指摘 Lた。こ~L-た観点からみれば，工ンマめ青白い顔，光玖輝え隈寺、必るえをlJ~鎮主

唇は，彼女の神経質さを，金髪之青い眼のBレオシにしても rび唱た切ききれいすζ椛~事事ji

~p. 130)， r長4もなく短〈もない髪J(p.3まのは，彼の小心さ主平凡さきを，p 11'/1与三子町議

い目，黒い髪，日焼けした肌は，精惇で粗野なまでの頑強さを表わしているといえるかもし

れない。しかしこうした多分に俗信に拠る，そして時に悲意じ流れる安易な照応関係は，こ

れ以上慎むべきだろう。ひとかと*の人相見を自認するオメーは言ち。 r茶褐色の髪の女の方

がJr情が深いJo(p.38のけれども r礼儀にかなった愛想の¥，，，い人間であるために人前

で、言わねばならぬことすべてが並べられJ，rし、ったんこれを読ルだ後は，ここにある文句を

うっかり言いはしないかと恐くなづて，もうロもきけなくなるJCGustave F1aub、ert，cTr-

resρondanee， Conard， t.亜， p. 67.) IF紋切型辞典~，その「茶褐色の髪の女j の項を引く

と「金髪の女より情熱的。→金髪の女」とあり， r金髪の女jの項を引けば「茶褐色の髪の

女より情熱的。→茶褐色の髪の女J(Bo仰 ardet Pecwchet， Notes.( Dictior(naire des i-

dees recues， Conard， pp. 417-418. )とされているのである。

顔の描写に於けるその構成諸要素の価値九づけと意味づけは，か<1:-て時に牽強付会の)棄な



44 

しと Lないが，最後に全登場人物の相貌に共通して我々が受ける印象について付言しておき

たいb それはエンマで、あれ， シャノレノレで、あれ， またオメーデレオン， ロトツレフにLても，そ

の容貌描写に知的，精神的なものに関する表現が，ほとんど欠如しているということである。

唯一の例外は，フローベールが令名高い外科医であった父の面影を写したといわれるラリヴ

ィエール博士だけだろう。

「頭脳の鋭さによって鬼神のようにおそれられさえしなければ，おそらく聖者として

通ったでもあろう。手術万のように鋭い眼光は，弁解や蓋恥の奥からいっさいの虚偽を

えぐり出した。J(p.442) 

描写は専ら感覚的なものに集中される。かくして Fボヴァリ一夫人』の世界は，知的価値

不在の世界，人間愚の「地方風俗」そのものなのである。そしてここに「ボヴァリスム」も

また経胎し， r宿命の女Jのうちにその妖しい「悪の花」宏咲かせるのだ。

IV 

登場人物個々の相貌とその価値づけ，並びに総体としてのその構造と意味は，既に明らか

になった。木主きでは締めくくりとして，顔を中心とする人物描写，ないしは人物提示が，如

何なる技法に基づいてなされているかを考えてみることにしたい。主たる対象はとこでもエ

シマだ。

ベルトー農場の主人ルオーが骨折し， シャノレノレはその治療に，末だ明け染めぬ閏舎道を夢

うつつに出かけてL、く。そこで農場の一人娘エンマと運命的な出会いをするのであるが，こ

の場面でのルオー及びェγマの描写は，明らかに対照的でかつ夫々に極めて特徴的なのだ。

先ずルオーは，

「五十がらみので、っぷりした小男で，顔は向く，限は青く，額ははげあがり，耳鼻輸を

はめていた~J (p.18) 

医者が当の患者を呂にした時の，ごく自然な同時に極度に僑潔た描写で，原文三行でもっ

て過不足なく鮮やかにとの人物を描き出している。後に多少勝会L'0ノミノレザックの人物提示}こ

も似た，言ってみれば古典的な描写だ。これに対して，エンマの描写がいささか異なること

怯， しばしば指摘されるところである。先ず気づぐことは，その描写が一個所に集拘されて

いないということである。ヨナ}ノレ版のテクストによれば， 1、8，19，及び21から21ベージと

わずかであるが一定の間隔を保ちつつ，大別三つの文に分散されているのだ。これを11演を追

って， J 1;r細分イとして見てみよう。

「裾襲の三つある青いメリノ服を着た若い女が玄関口に出迎ιえて，ボグァリーを料理

場へ招じ入れた。J(p.18) 

最初にクャノレルの眼に吹じたものは3 名も知らぬ「裾嬰の三つある青いメリ;ノ3服を着た若

い女」でしかない。しばらくして彼はエンマと呼ばれるその娘のちまっιをした官能的:なLや

さを自にする。

下ェγマ嬢ば当て物を縫おう主 1シた。 E……〕縫っているうちに何度か指を突いた。す

るとそれを口へ持って行っては吸った。J(p.19) 

この一瞥がェンマ発見の驚きの導火線さなあ。
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fボヴ7 ~一夫人J の人物描写

「シャルルは披女の爪の白さに驚いた。きらきら光って先が細く，ディエップの象牙

細工よりもきれいにみがきがかかって，先尖りに切ってあった。しかし手は美しくなか

った。白さがたりないようだし，関節がすこし骨張っていた。それに長過ぎて，輪郭に

柔らかみがなか vった。彼女の美しいところは眠であった。茶褐色のくせに捷毛のせいで

黒く見えた。あどけなく大胆に， ぐ、っと見すえるような隈つきであった。J(p.19) 
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エンマに関心をそそられたシャルルの観察は更に細くなり，次第に顔つがら髪へと移ってい

く。

「部屋が寒いので彼女は食べながらブノレブノレふるえた。すると，黙っているときはい

つもかんで、いる厚い唇が少しばかりあらわれた。
びん

白い折襟から首が出ていた。髪の毛はまんなかからわけである。両方の黒い襲はなめ

らかでひと続きのように見え，わけ口の細い線は頭のカーブ通りに軽く窪んで、いた。髪

は耳たぶをわずかに見せながら，こめかみの方へウェ」ブしつつ，後ろへ行って一つに

なり，たっぷりした髭につかねてある。こめかみのヴェーフ舎などを見るのは，この回合

医者にはへその緒ー切ってはじめてだった。頬はばら色だった。まるで男のようによ着、
ベっこうめがね

のボタンとボタシの間に髄甲眼鏡をさし込んで、いる。J(pp; 2'0-21) 

4R~論，これでエンマの描写のすべてが終った訳ではない。これは結婚していると時いえま

だ若い田舎産者が，未知のうら若い異性を発見する過程のほんの端緒でおり7 彼め輝巴映る

がままの，いや正確にいえば彼の意識を通して再構成されたこめ女花関する諸々i0'印象。断

片である。そLてこの出会いの場面で，確かに犬まかた輪鞠陪与えられてはお語、カ唱えそ$Lが

そのままエシマのイメージとして国定化されていぐかとも、えは，必ずももそうで寸まなも汚物

語の展開と共に積み重ねられていくイメージの細斤は，その場合状況と見呑人ーによサ宅披露i

に異なり，一定の方向は指向しつつも，時に矛盾をも苧みたがら拡散しても、くのだ一極端た

言えば，物語がその幕を閉じる時始めて，いやそEめ幕を関じでもなお，その千 t白少は窓生

には定着しないといった感さえ抱かせるのである。明らかにパルザヅタの~t;'t ぐ初重量場断豆，

それもほとんどの場合小説の冒頭に於いて，各皇室場人物遣を接前中之餅弗tるずる之常民ノ叡:f;t

入り細をうがって説明し尽くすといった体の:もむ宅、はたい。もさのi間の事情を若手喜;ルタ手〆町"tO

ーレはその著『入時間時間の研究』の中で，巧みに指摘、もてL、る。被によれぽ，ぷルチ)グ

は「先ず何らかの創造的先験性 (<apriori:T)から出発し或る法員tl'=方 Cぐ11oidi躍でを参〉

の存在を一気に措定して，そのあとはもう現実生活に至る下降曲繰を、麗〕層具体的な昔話で、

表現してゆく J作家であるのに対し，フローベールは「思考が一連の推論を踏みつ，つ諸‘原簡

の階段を昇ってゆき，現在の感覚や映像の領域から次第に遠ざかって，事物の秩序の領域，

ハ法則の領域へと移ってゆく」作家であると規定される。そじてそれ故に rバル'ザッグは限

定するもの (<determinant:T)の小説家であり，フローパールは隈定されるもの(<detef-

mine:T )の小説家で、あるJ (Georges Pou'let， Etud'es sur le' temps humain， P1on， p. 

324.)と結論づけるめである。

こうした問題を更に考究するためには，フローベールの小説に於ける視点の問題を解明す

ることが不可欠で、あろう。披の文学の一面を特徴づける視点の問題は.;を・の芸術創造の基底

で様々な絡みを持ヲているからで、あり，事実ヘジ耕一・ジェイムズを始めエ苧習すと・r アウ

エノレパッハ， ジャン・ルーセ等々 Vこぶる秀れた研究がある。さをたらを侠うまで、も t'J'.~" よ記.

fボヴ7 ~一夫人J の人物描写

「シャルルは披女の爪の白さに驚いた。きらきら光って先が細く，ディエップの象牙

細工よりもきれいにみがきがかかって，先尖りに切ってあった。しかし手は美しくなか

った。白さがたりないようだし，関節がすこし骨張っていた。それに長過ぎて，輪郭に

柔らかみがなか vった。彼女の美しいところは眠であった。茶褐色のくせに捷毛のせいで

黒く見えた。あどけなく大胆に， ぐ、っと見すえるような隈つきであった。J(p.19) 
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エンマに関心をそそられたシャルルの観察は更に細くなり，次第に顔つがら髪へと移ってい

く。

「部屋が寒いので彼女は食べながらブノレブノレふるえた。すると，黙っているときはい

つもかんで、いる厚い唇が少しばかりあらわれた。
びん

白い折襟から首が出ていた。髪の毛はまんなかからわけである。両方の黒い襲はなめ

らかでひと続きのように見え，わけ口の細い線は頭のカーブ通りに軽く窪んで、いた。髪

は耳たぶをわずかに見せながら，こめかみの方へウェ」ブしつつ，後ろへ行って一つに

なり，たっぷりした髭につかねてある。こめかみのヴェーフ舎などを見るのは，この回合

医者にはへその緒ー切ってはじめてだった。頬はばら色だった。まるで男のようによ着、
ベっこうめがね

のボタンとボタシの間に髄甲眼鏡をさし込んで、いる。J(pp; 2'0-21) 

4R~論，これでエンマの描写のすべてが終った訳ではない。これは結婚していると時いえま

だ若い田舎産者が，未知のうら若い異性を発見する過程のほんの端緒でおり7 彼め輝巴映る
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引用の場面では，程度の差こそあれ作者フローベールの整理の手がJ蔀じられる主はいえ，ェ

ンマはシャノレノレの棋を通して見られている，そしてシャルノレはエンマを見る者と Lて我えに

見られてし〉るという構造になっているこ」こは，ほとんど説明を要しまし、。フローベールの描

写は，詰まる所見る者と見られる者との相関関係に於いて成り立っている。しかも「見るJと

いう行為は，決して物理光学的現象ではなくして，時々刻々千変万化する我々の意識とも、ぅ

色眼鏡を通して始めて成立する，極めて主観的な営みなのだ。従ってその描写はこの両者の

置かれた様々な状況と共に，彼等:の心理的，内的諸状況によって変り得るし，また変らねば

ならないのである。恋する男の限ほど当てにならないものはない。シャルノレの観察が次第に

客観性を失い，魅力溢れるエンマの姿のみが，その限に大写しになるのは当然なのだ。一見

純然たる客観描写とみえるものも，それは即ち男女の親和力の上に立つ描写であると問時に，

見る人シャルルの内面そのものなのであるo こうした登場人物の内的視点の重視とそれに基

づく描写は，パルザック流の「全知全能の神Jの如き視点とそれに基づく描芋とは対磁をな

す新しい現実認識法であり，その持つ意義はレアリスムの，いや文学全体の流れにあって決

定的ともいえよう。たとえそれがフローベールの純然たる独創ではなく，スタンダール，あ

るいは当のノミノレザックにさえも時に指摘し得るものであるとしても，事情に大きな相違はあ

るまい。

内的視点重視の技法は，当然小説作法上，そして小説構造上諸々の重大な変卒を悲き起さ

ずにはおかなし、。その最大の一つは見られる対象の破壊である。レアリスムの文学は少くと

もレアリスムを標慢する以上，限りなく対象に肉薄し，その客観的真実を表現することをめ

ざすものだ。いわゆる真実の「神話」の構築であり，バノレザックが『ゴリオ爺さん』の冒頭

で「このドラマは， (......Jオーノレ・イズ・トルーだ」と力説し， ゴンクール兄弟が『ジェノレ

ミニー・ラセルトゥー』の「序」で「この小説は真実の小説であるJと断言するのも，ある

いはまたそーパッサンが『女の一生』の副題として「ささやかな真実Jと記しつけるのも，

偶然の暗合ではなし、。勿論， フローベーノレが真実をめざさないのではない。ただ客観性なる

ものが消失し，対象はそれを見る人の主観性のうちに解体してしまうのである。しかも『ボ

ヴァリ一夫人』の場合，その視点は神の如き視点で始まり，続いてシャノレルのそれに移り，

物語の中心部ではエンマが視焦点の位置を占め，そしてその死と共に再びシャノレノレの，次い

で神の如き視点で終る，いわば円環的な図式に要約されるが (Cf.Jeafl Rousset， Madame 

BQ'jiary ou le Livre sur Ri'endans Forme et Signijication， JosるCoru.)，無論そこには

他の諸人物達の視点も当然介入してくる以上，問題は更に複雑さを増してくるのだ。改めて

強調すれば，提出される一つ)つのイメージなゆ描写は，決していわゆる客観的事実でも真

実でもなし、。それは見る人の主観，即ち世界観，価値観を含む全人格を反映した描写でおり，

それによっ，て歪曲されたイメージなのである。

fζれまで、，1 事物が存在すると信}じたことたどありますか。すべては幻影ではないか。

〈ものとものとの関係〉つまり我々がものを認識する方法以外に真実はないの宅了す。J. 

CCorr.， t.珊" ~\. 135.) 

モーバッサシ宛の書簡なみえるフ白ーベールのとの言葉は，彼自身の認識論を鬼事に要約

していよう。すべては「ものとものとの関係Jであり，それζそ我々がものを認識する唯中

a方法なのだし，またそれ以外に真実はなかと言うのだ。
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再び具体的な予グス Hこ戻れば，間じ「頬骨の方へ釣り上った限」でも，シャノレルのそれ

はひたすらエンマの嫌悪感を募らせるだけであるのに対し，エンマのそれはロドルヲの欲望

を更にかきたてる契機となっている。 (Cf. p.86， pp.188-18のあるいはまたボヴァリ一

夫妻の-A娘ベルトの場合もそうだ。臼頃の欝積からエンマは甘える幼い娘を突き倒し，ベ

ルトはたんすの鈎宅、頬を切る。

「大粒、の涙ιの玉がなかばr，mt、た験の端に宿っている。そして斑毛の開から，突まったヲJ

色のうすい荷の瞳がのぞいていた。頬にはられた終創膏は，張り切った皮膚をななめに

釣り上げていた。

『ほんと広妙だわ』とエンマは考えた。『この子の不細工な顔ったら!oU (ひ HH)

その母の死後，娘の身なりがし、かにもみすぼらしいのを見て， シャノレルは胸を痛める。

「しかしベルトは本当にやさしくかわし、かった。見事な金髪をばら色の頬にたらしな

がら，小さな頭をしとやかに傾けている，それを見ると，限りもない喜びがシャルルの

掬に迫った。J(p.473T 

ここで，問題設定の出発点であったエンマの限の色に民り，新婚時代，寝覚めtζ先が新妻

の顔をいとしげにながめる場面を，最後にもう一度想起しτみよう。

「朝はベッドで長枕に妻とそい寝しながら，ナイト・キヤタプの歯形の縁鏑り広私か

ば隠れた，金色に輝く妻の類、のうぶ毛に， 尽かげの射すのを見詰めるので、あ令主主。 ζ 与

して近くから見ると，彼女の眼はよほど大きく見えたa 隈をさまして，幾度も呂ばたき

するとことさらに大きく見えた。その眼は陰マは黒4見え， 日なたでは濃い青に:昆えた0/'

つぎつぎに色の層ができていて，なかの方は濃<，エナメノレの面へ近づ《につれて次第

次第に薄れていた。シャノレノレの視線はこの深昔話のなかに吸いこ安れた。するvとそ与に講

絹を頭に巻きつけ，寝間着の胞をはだけた自分の姿が肩の辺まで小さ〈映勺て見えた。

それから彼は起きた。J(pp. 45-46). 

新婚の幻想、に酔いしれるエンマは，往診に出かける夫に窓辺から花びらを投・げかける宋だ

無垢の若妻だ。そして「身も心も打ち込んだあの義人を永久巳おがものとしj，[，早 y可のペ

チコートの，絹柔らかなまわりの内側だけが世襲j.(p.~吟，のシ希ノレノしの限~/;S， たさえそa

眼が実は青でなく，またうぶ毛のがわいいその頬が金色に輝い℃いるだけ臨もせJ:"吾、、一員

の金髪の女，理想の高貴た女性に挟るのはγ 一つの真実ではないだろうか。エンマ怯来だ「宿泊

命の女」ではないのだ。そして彼女が次第にその本性を現わしてい〈にづれて，時にその恨

が明あるいは踏の色価を帯びる，それもまた一つの真実で、あろう。よしやそのことじょっ"G.，

エンマの客観的真実(仮にそのようなものがあるとして〉は見え難くなるとしても，少〈主

も「ものとものとの関係Jvこ於いて捉られた一つの体系は，形成されていくのだ。フローベ

ールの描写は，こうした体系へと収束してし、く諸感覚の発現であり，またそれらを発現さぜ

る手法なのである。そしてここにこそフローベールの新しさがある主いうべきなのだo'

む す び

文学史上フローベールは， レアリスs"の作家とされている。レアリスム主は何か，真正面

からその定義を下すことJ土不可能に返いし"今はそ、の場でもない。ただ lシア担 3苔ふの語源が
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色のうすい荷の瞳がのぞいていた。頬にはられた終創膏は，張り切った皮膚をななめに

釣り上げていた。

『ほんと広妙だわ』とエンマは考えた。『この子の不細工な顔ったら!oU (ひ HH)

その母の死後，娘の身なりがし、かにもみすぼらしいのを見て， シャノレルは胸を痛める。

「しかしベルトは本当にやさしくかわし、かった。見事な金髪をばら色の頬にたらしな

がら，小さな頭をしとやかに傾けている，それを見ると，限りもない喜びがシャルルの

掬に迫った。J(p.473T 

ここで，問題設定の出発点であったエンマの限の色に民り，新婚時代，寝覚めtζ先が新妻

の顔をいとしげにながめる場面を，最後にもう一度想起しτみよう。

「朝はベッドで長枕に妻とそい寝しながら，ナイト・キヤタプの歯形の縁鏑り広私か

ば隠れた，金色に輝く妻の類、のうぶ毛に， 尽かげの射すのを見詰めるので、あ令主主。 ζ 与

して近くから見ると，彼女の眼はよほど大きく見えたa 隈をさまして，幾度も呂ばたき

するとことさらに大きく見えた。その眼は陰マは黒4見え， 日なたでは濃い青に:昆えた0/'

つぎつぎに色の層ができていて，なかの方は濃<，エナメノレの面へ近づ《につれて次第

次第に薄れていた。シャノレノレの視線はこの深昔話のなかに吸いこ安れた。するvとそ与に講

絹を頭に巻きつけ，寝間着の胞をはだけた自分の姿が肩の辺まで小さ〈映勺て見えた。

それから彼は起きた。J(pp. 45-46). 

新婚の幻想、に酔いしれるエンマは，往診に出かける夫に窓辺から花びらを投・げかける宋だ
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チコートの，絹柔らかなまわりの内側だけが世襲j.(p.~吟，のシ希ノレノしの限~/;S， たさえそa

眼が実は青でなく，またうぶ毛のがわいいその頬が金色に輝い℃いるだけ臨もせJ:"吾、、一員

の金髪の女，理想の高貴た女性に挟るのはγ 一つの真実ではないだろうか。エンマ怯来だ「宿泊

命の女」ではないのだ。そして彼女が次第にその本性を現わしてい〈にづれて，時にその恨

が明あるいは踏の色価を帯びる，それもまた一つの真実で、あろう。よしやそのことじょっ"G.，

エンマの客観的真実(仮にそのようなものがあるとして〉は見え難くなるとしても，少〈主

も「ものとものとの関係Jvこ於いて捉られた一つの体系は，形成されていくのだ。フローベ

ールの描写は，こうした体系へと収束してし、く諸感覚の発現であり，またそれらを発現さぜ

る手法なのである。そしてここにこそフローベールの新しさがある主いうべきなのだo'

む す び

文学史上フローベールは， レアリスs"の作家とされている。レアリスム主は何か，真正面
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色のうすい荷の瞳がのぞいていた。頬にはられた終創膏は，張り切った皮膚をななめに

釣り上げていた。

『ほんと広妙だわ』とエンマは考えた。『この子の不細工な顔ったら!oU (ひ HH)

その母の死後，娘の身なりがし、かにもみすぼらしいのを見て， シャノレルは胸を痛める。

「しかしベルトは本当にやさしくかわし、かった。見事な金髪をばら色の頬にたらしな

がら，小さな頭をしとやかに傾けている，それを見ると，限りもない喜びがシャルルの

掬に迫った。J(p.473T 

ここで，問題設定の出発点であったエンマの限の色に民り，新婚時代，寝覚めtζ先が新妻

の顔をいとしげにながめる場面を，最後にもう一度想起しτみよう。

「朝はベッドで長枕に妻とそい寝しながら，ナイト・キヤタプの歯形の縁鏑り広私か

ば隠れた，金色に輝く妻の類、のうぶ毛に， 尽かげの射すのを見詰めるので、あ令主主。 ζ 与

して近くから見ると，彼女の眼はよほど大きく見えたa 隈をさまして，幾度も呂ばたき

するとことさらに大きく見えた。その眼は陰マは黒4見え， 日なたでは濃い青に:昆えた0/'

つぎつぎに色の層ができていて，なかの方は濃<，エナメノレの面へ近づ《につれて次第

次第に薄れていた。シャノレノレの視線はこの深昔話のなかに吸いこ安れた。するvとそ与に講

絹を頭に巻きつけ，寝間着の胞をはだけた自分の姿が肩の辺まで小さ〈映勺て見えた。

それから彼は起きた。J(pp. 45-46). 

新婚の幻想、に酔いしれるエンマは，往診に出かける夫に窓辺から花びらを投・げかける宋だ

無垢の若妻だ。そして「身も心も打ち込んだあの義人を永久巳おがものとしj，[，早 y可のペ

チコートの，絹柔らかなまわりの内側だけが世襲j.(p.~吟，のシ希ノレノしの限~/;S， たさえそa

眼が実は青でなく，またうぶ毛のがわいいその頬が金色に輝い℃いるだけ臨もせJ:"吾、、一員

の金髪の女，理想の高貴た女性に挟るのはγ 一つの真実ではないだろうか。エンマ怯来だ「宿泊

命の女」ではないのだ。そして彼女が次第にその本性を現わしてい〈にづれて，時にその恨

が明あるいは踏の色価を帯びる，それもまた一つの真実で、あろう。よしやそのことじょっ"G.，

エンマの客観的真実(仮にそのようなものがあるとして〉は見え難くなるとしても，少〈主

も「ものとものとの関係Jvこ於いて捉られた一つの体系は，形成されていくのだ。フローベ

ールの描写は，こうした体系へと収束してし、く諸感覚の発現であり，またそれらを発現さぜ

る手法なのである。そしてここにこそフローベールの新しさがある主いうべきなのだo'

む す び

文学史上フローベールは， レアリスs"の作家とされている。レアリスム主は何か，真正面
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ラテン語のくres>(rものJ)から来ている以上， rものj に即して，それを現実肉薄おに

捉えようとする希求が，その根源にあるととだけば間違いないであろう。しかし問題は，rも
のjを現実肉薄的に捉えるとはどういうことたのか，そして如何にしてこれは可能なのかと

νアリテ

いうことである。モーパッサンの言を侯つまでもなく，現実をそっくりそのまま隷属的に引

き写すことなど出来る訳もなく，そこには不可避的に選択の意志が働くのだ。 (Cf.G叫rde 

M合lipassant，Le Roman， Preface de Pierre et ]ean， Conard， pp. XIV~XV.) しかも

「もの」はそれ自体として仮に存在しているとしても，我々がそれとある関係を持たぬ限り，

実質上存在しないといっても良い。そして関係を結ぶ主体たる我々が神ではない以上，我F々

の限られた狭い視野でしか「ものjを捉えることは出来ないであろう。こう考えてくると，

バルザッグ流の「全知全能の神」の如き視点に立つ創作法には，それ自体極めて秀れた文学

を生み出して来たという歴史的事実，かつ小説とは本質的に虚構であることは認めても，上

述のレアリスムの立場からすれば，疑いを差し挟まざるを得なし、。勿論，パノレザックその人

の『人間喜劇』をこうしたレアリスムで、のみ断ずることは論外であり，むしろこの天才によ

って構築された壮大にして豊鶴な「幻視J(<vision>)の世界，アルベーノレ・ベガンの言葉

を借りれば「幻視家ノミノレザックJ C < Balzac visionnaire>)，等々としても捉え誼さなけれ

ばならないことは多言を要しなし、。

真の芸術創造は伝統の継承で、あると同時に，いやそれにも増してその絶えざる否定である。

フローベールの「ものとものとの関係」なる認識法とそれに基づく文学実践は，先行する巨

人パノレザックの方法論への懐疑，批判であり，偉大な遺産への倶れに満ちた挑戦なのだ。

フローベールは更に言う， r芸術の最も重要な性質と目的はイジュージョンであるJCCorr.， 

t. m， p.344) と。そしてその弟子モーパ γサンは更に突き進めて r才能ある「レアリス

ト」はむしろ「イリュージョニスト」と呼ばれるべきであるJCMaupassant， 01う.cit.， p. 

XV.) と断言する。「ものとものとの関係」のうちに捉えたものは，確かに「イリュージョ

ンJかもしれないし，それを言語に定着する者は Fイリュージョニストjかもしれない6 し

かし再びフローベーノレの言葉を繰ワ返せば r我々がものを認識する方法以外に真実はた
l〆ア Y:r

し、Jのだ。かくして内的規点を重視:す:5彼独自の文学が，生れてくるのである。それは現実

の女学というよりは，見られる対象ε見:6主体との相関関係の上に成今立つ視線の文学であ

り，視糠に基づく描写の文学ともいえよラ。視線の小説，描写の小説は，ノミノレザック一流の

アクショ γτの小説とほ異なり，必然的に動きの緩慢さを招来する。即ち筋とか動きよりは想

念が，最重要な構成要素となるのだ。フローベール自身『ボヴァリ一夫人』のi産みの苦Lみ

の中で，常にノミノレザ γ クの文学を強烈に意識Lつつ，書き記している。

「この小説でぼくが心を痛tめている、のは，面白い要素が乏しいということです4事件

が欠けてい7.lのです。ぽえとしては，想念:は事件なのだと主張とたいのですが。これでで、

輿味味もをそぞ守そるtほまヲが難しいととはf舟子一つています。J(Coω1'1".， t仁. m， p.85.) 

物語がすべてといっても良いパルザッグに対して，結局「自分の戸で歌わなければならな

L 、JCCorr.， t.盟， p. 86.)と確信した時，幾多の文字通り画期的な小説が誕生したのであ

る。

マルセノル・t フツ1/=ストが rwボ''/'7リι 夫人』の標題としても同EじようにふさわしいJa言

うE感博教育』を評した言葉， rw感構教育jj.f:乙於¢いて卒命法完成Lた。フローベール以前t:己
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ラテン語のくres>(rものJ)から来ている以上， rものj に即して，それを現実肉薄おに

捉えようとする希求が，その根源にあるととだけば間違いないであろう。しかし問題は，rも
のjを現実肉薄的に捉えるとはどういうことたのか，そして如何にしてこれは可能なのかと

νアリテ

いうことである。モーパッサンの言を侯つまでもなく，現実をそっくりそのまま隷属的に引

き写すことなど出来る訳もなく，そこには不可避的に選択の意志が働くのだ。 (Cf.G叫rde 

M合lipassant，Le Roman， Preface de Pierre et ]ean， Conard， pp. XIV~XV.) しかも

「もの」はそれ自体として仮に存在しているとしても，我々がそれとある関係を持たぬ限り，

実質上存在しないといっても良い。そして関係を結ぶ主体たる我々が神ではない以上，我F々

の限られた狭い視野でしか「ものjを捉えることは出来ないであろう。こう考えてくると，

バルザッグ流の「全知全能の神」の如き視点に立つ創作法には，それ自体極めて秀れた文学

を生み出して来たという歴史的事実，かつ小説とは本質的に虚構であることは認めても，上

述のレアリスムの立場からすれば，疑いを差し挟まざるを得なし、。勿論，パノレザックその人

の『人間喜劇』をこうしたレアリスムで、のみ断ずることは論外であり，むしろこの天才によ

って構築された壮大にして豊鶴な「幻視J(<vision>)の世界，アルベーノレ・ベガンの言葉

を借りれば「幻視家ノミノレザックJ C < Balzac visionnaire>)，等々としても捉え誼さなけれ

ばならないことは多言を要しなし、。

真の芸術創造は伝統の継承で、あると同時に，いやそれにも増してその絶えざる否定である。

フローベールの「ものとものとの関係」なる認識法とそれに基づく文学実践は，先行する巨

人パノレザックの方法論への懐疑，批判であり，偉大な遺産への倶れに満ちた挑戦なのだ。

フローベールは更に言う， r芸術の最も重要な性質と目的はイジュージョンであるJCCorr.， 
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ト」はむしろ「イリュージョニスト」と呼ばれるべきであるJCMaupassant， 01う.cit.， p. 

XV.) と断言する。「ものとものとの関係」のうちに捉えたものは，確かに「イリュージョ

ンJかもしれないし，それを言語に定着する者は Fイリュージョニストjかもしれない6 し

かし再びフローベーノレの言葉を繰ワ返せば r我々がものを認識する方法以外に真実はた
l〆ア Y:r

し、Jのだ。かくして内的規点を重視:す:5彼独自の文学が，生れてくるのである。それは現実

の女学というよりは，見られる対象ε見:6主体との相関関係の上に成今立つ視線の文学であ

り，視糠に基づく描写の文学ともいえよラ。視線の小説，描写の小説は，ノミノレザック一流の
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『ボウ‘ァリ一夫人』の人物描写 49 

は動きだったものが，ここでは印象になっているのだJCMarcel Proust， A trotos du 

<style> de Flaubert， Bibliotheque de la Pleiade， t. VI， p. 588.)は，けだし至言とい

えよう。フローベールの拓いた道が，当のフ。ノレーストを経て現代の文学にまで直接，間接に

つながっていることを考えると，これはまさに r革命jであったJ..;，またそれがフローベー

ルのレアリスムの現代性でもあるのだ。 rウージェーヌ，ド・ラスチニャックはいかにも南

方人らしい顔立ちで，色白く，髪黒く，眼も青かったJCHonore de Balzac， Le Pere Go-

riot， Biblioth句uede la Plるiade，t. m， p. 60. )とバノレザ、ックが書けば，それは即決定済

みのこととなり，それが仮りに変わるとすれば， とりも直さずパノレザック自身の錯誤でしか

あり得ない。フローベールにあっては違うのだ。そしてこの相違が，両者の文学の有様を夫

々特徴づけつつ，決定的に分け隔てる一つの所以であり，そうした意味で，顔を中心とする

入物拍手という一見積縮な事柄にも，重大な文学創造の秘密が層、されているのである。

己主詑〕 本論に，~I用した文献のうち，邦訳のあるιものは，文脈等による多少の変更を除Î<'て，:大器そ

れらに拠った。とりわけ『ボグァリ戸夫人』に関しては，筑摩審房版『フ R ーベーJレ全集上L 伊接、

武彦訳を基本とした。なお，引用文中の傍点は，特別の指示がない限り，原テグヌトのイ夕、リ思グ俸

を，また鈎括孤は大文字を表わす。
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Sommaire 

La Descrip針。ndes Personnages dans < Madame Bovary;:.> 
--A propos de cel1e des yeux， des cheveux et dW tehiltムー

Hisashi T AKIZA W A 

Quand on lit. avec aUention Mαdame Bovary， on s'apercevra que les yeux 

d!Emma s'ontdecriお'tan七位 comme bruns， tantot comme noITs， et tantot conime 

bleus. Dans 80n auvre intitulee Flauhert: The Malling of the Master， Enid Star'-

kie iuge d'apr色sce fait que Flaubert est si peu soucieux de la description objec-

tive et ex時rieuredes personnages. Mais il n'en est rien. C'est le change:n附 tt

ae la couleur des yeux d'Emma selon les circonstances qui nous amene au secret 

d'e la cr白tionlittるrairechez ce romancier. 

Pour elucider ce problきme，nous avons analysるd'unemani色reminutieuse la 

description des visages， surtout主traversla vision intるrieuredes personnages. 

Nous pourrions en conclure que le roman de Flaubert est，巴nun certain sens， 

celui du regard. 11 nous faudrait donc reexaminer son r匂lismesous cet aspect. 
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Hisashi T AKIZA W A 

Quand on lit. avec attention Madame Bovary, on s'apercevra que les yeux 
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