
アンリ・ボルドーに逆らって

中　野　知　律

　1899年秋，エヴィアン近郊にあるバルトロニ夫人の城館クードレでプルースト

は，当時トノンで弁護士をしていたアンリ・ボルドー（1870-1963）に出会う。そ

の後，二人は交友関係を続けるだけではなく，人気作家となったボルドーからプル

ーストは頻繁に著作を受け取り，書簡でその読後感を報告する仲となるのである。

　アルベルチーヌ物語の執筆と深く結びついているアゴスチネリの死についても，

プルーストが最も早い時期に書簡で知らせた相手の一人が H.ボルドーであった。

もっともその時期に丁度受け取った友人の著書『男の肖像』Quelques portraits 

d’hommes （1914）への謝意を伝える必要があったのではあるが。その手紙でプル

ーストは，「私がとても愛していた人」の死によって「小説第二巻の校正刷を修正

する力も失せるほど悲嘆にくれて」いながらも，ボルドーの著作の中の死と苦悩に

ついて書かれたページは読むつもりでいることを伝えている（1）。

　二人の「友情」をめぐる考察はけっして少なくはない。『プルースト書簡』の編

者 Ph.コルブの注釈や G.ペインターおよびタディエによる伝記をはじめ，1995年

に編まれた H.ボルドーの書簡集によっても，多くの情報が提供されているからで

ある（2）。しかしながら，H.ボルドーの読者としてのプルーストが，その読書体験

をいかに自らの小説美学の醸成に繫げていくか，という観点からの検討はいまだ等

閑に付されているように思われる。

アンリ・ボルドーを読むプルースト

　実際，先に挙げた書のほかにも，1908年秋に『サント =ブーヴに逆らって』を

書き始める前後のプルーストは，H.ボルドーの著作をよく読んでいる。

　1906年秋，刊行されたばかりの『小説の風景』Paysages romanesquesを贈られ

た際にも，プルーストは所感を具体的に著者に伝えていた（3）。とりわけ «Gœthe à 

Mayence»（「私は軍事行動に専心しているゲーテについての章に感嘆します」），
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«La Maison de Beethoven»（「あなたは愛と作家についてすばらしい真実を語って

おられます」），«La Maison de Henri Heine»といった章に言及しながらプルース

トが注目しているのは，ボルドーがいかにも「バレス風」に（この書はバレスに献

じられている），芸術家の創作にインスピレーションを与えた土地とそこで出会っ

た乙女との恋の意義を論じている点である。天才的作品とそれが着想された場所と

を因果関係に置く考え方については，プルースト自身，1904年，1906年と相次い

で上梓した翻訳書『アミアンの聖書』『胡麻と百合』の訳註および序文のなかで，

ラスキンの偶像崇拝の一面としてすでに徹底して批判した問題でもあり，この書簡

に見られる盛大な賛辞に欺かれてはなるまい。

　H.ボルドーが同様の論旨で 1903年 6月から「フィガロ」紙に『小説名所巡礼』

Pèlerinages romanesquesの題で連載していたクロニックについても，プルースト

は 1904年の手紙で，「風景から魂を抽出するあなたの天賦の才，“得意技”といっ

てもよいもの」がそこに認められる，と著者を讃えながら，さりげなく言い添える

のだ，「ラスキンの足跡を訪ねるアミアンのノートル・ダム大聖堂への巡礼につい

て私が書いた，限りなく不器用で喚起力の劣る小品はお受け取りくださいました

か？」と（4）。

　1909年の 3月初旬の書簡では，H.ボルドーの評論『女と子供の肖像』Portraits 

de femmes et d’enfants（1909年 3月 3日刊）のなかのエチュード «La Comtesse 

de Boigne»や «Une inconnue de Sainte-Beuve»を特に興味深く読んだことが報告

されている（5）。サント =ブーヴの知己であり，『月曜閑談』のなかにも書簡が引用

されている社交界の寵ボワーニュ伯爵夫人（1781-1866）の回想録が刊行された際，

プルーストは「フィガロ」紙に書評を寄せて次のように述べていた。「ボワーニュ

伯爵夫人の回想録のような 18世紀末―19世紀初頭の〈回想録〉Mémoiresが感動

的なのは，現代，美と無縁に生きられているこの時代に，十分に高貴で憂愁を帯び

たパースペクティヴを与え，それを〈歴史〉Histoireの前景に変えてくれるからで

ある。［…］そこに語られていることすべては，たわいのないことごとの横糸を織

りなしながら，しかし詩的である。というのも夢の織物ができあがっていくからだ。

それは現在からすでに遠くなった過去への軽やかな架け橋をなしている。生を歴史

に結びつけて，歴史をより生き生きとしたものにし，生をほとんど歴史に変えてい

るのだ」（6）―小説には変えられないまでも。「サント =ブーヴがあまりにもしばし

ば身を置く視点は，〈芸術〉Artの視点ではなく，〈歴史〉Histoireの視点である。

［…］サント =ブーヴはその視点に本気で固執し，結果としてしばしば同時代の作
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家たちをボワーニュ夫人やブロイ夫人がやりそうな順列にほぼ分類することになる

のだ」（7）と，12年後のプルーストはさらに付け加えて言うだろう。『失われた時を

求めて』の中で『ボワーニュ夫人の回想録』が主人公の祖母の愛読する『ボーセル

ジャン夫人の回想録』の構想源となっていること，そしてサント =ブーヴ的批評方

法の体現者ヴィルパリジ夫人の詮索の目からその書を祖母が隠すという，よじれた

サント =ブーヴ反駁の演出を作者がとっていることは，周知の通りである（8）。

　ここまで来ればあらためて言うまでもなかろう。プルーストがこうして読み込み，

反応しているボルドーの著作とはいずれも，サント =ブーヴ的評論なのである（9）。

半世紀ほど前に Portraits de femmesや Portraits littéraires，Portraits contempo-

rains等と題した書を著していたのは，まさしく近代批評の祖サント =ブーヴその

人であったのだから（10）。

芸術と人生―サント =ブーヴ的恋愛芸術論

　1905年 12月初めから翌 1月末まで入所していたサナトリウムでプルーストが受

けとって読んだと思われる評論集『内的生活―愛の書簡』Vies intimes. Corres-

pondances amoureuses （1904）（11）においても，芸術と人生の相関関係を証そうとす

る著者の姿勢は変わらない。著作冒頭，アンドレ・アレーに捧げた献辞で H.ボル

ドーはこう述べる。「親愛なる友よ，あなたは私たちの大聖堂や歴史的建造物を精

力的に尋ね歩く疲れを知らない巡礼であり，そこに認められる過去が私たちの感受

性を今なお潤していることを明らかにしておられます。私がここに示したのは，魂

の国の巡礼です。内的生活，それは芸術のマチエールなのです。」芸術家たちがそ

の「内的生活」の極みとも言える恋愛感情を記した書簡は，ゆえに天才の生成を裏

付けるものとしてとりわけ重要なものとなる。「グザヴィエ・ド・メーストルの恋」

「シャトーブリアンの女友達」「バルザックとハンスカ夫人」「婚約したユゴー」「恋

するミシュレ」「ベルリオーズの初恋と最期の恋」等々の章で H. ボルドーが試み

ているのは，天才の生を「伝記」によって再構成すること，そしてそこに芸術作品

誕生の契機を見出すことである。「伝記 biographiesを，とりわけ打ち明け話 confi-

dencesを読んでみよう」，芸術家が女性たちと交わした「書簡 correspondancesや

回想録mémoiresの効力」（p. 3）に目を向けよう……『内的生活―愛の書簡』を

貫いているのは，天才を育んだ愛，書くに値する愛について語ること，まさしくサ

ント =ブーヴ的方法で創作と愛の関係を謳いあげることなのだ。実際ボルドーは，
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サント =ブーヴが見いだせずに残念がっていた書簡が当代の評伝作家たちによって

掘り起こされ，芸術家の「内的生活」をより精緻に描き出すことが可能になってい

ることを寿いでいる（p. 170）。

　この評論はまた，芸術家たちと「内的生活」を綴り交わした「女たちの肖像

portraitsの展覧会」（p. 2）にもなっている。とりわけ H.ボルドーが力を注ぐのは，

過去との対比のなかで明らかになる現代の恋愛風俗の描出である。「女性たちや娘

たちは今日どのように手紙を書くのだろう？ 妻たちは，愛人は，婚約者は，どん

な風に愛しているのか？［…］私たちは目の前を通りすぎていく女たちすべての秘

密を知りたいと思い，時代精神を明らかにしてくれる芸術に，移ろいゆく人生を固

定して欲しいと願うのだ。」（p. 43）その術に長けている芸術家としてボルドーが名

を挙げるのがジャック =エミール・ブランシュである点も興味深い。というのも，

この幼なじみの画家が 1919年に刊行した『画家の言葉』に序文を寄せた際，プル

ーストはそれをサント =ブーヴ的方法に則った書と評することになるからである。

「ジャック・ブランシュの採った視点は（サント =ブーヴと同様），その時代やモデ

ルたちにあまりにも重要性を付与しすぎることだ。」「この書の頁は，私の意見では，

絵画の『月曜閑談』である。」（12）

　近代批評の始祖の方法を受け継いだ評伝が引きも切らない時代に，その流れに乗

り“サント =ブーヴに倣って”書きまくる人気作家ボルドーに対し，“サント =ブ

ーヴに逆らって”書くことになるプルーストはいかに自らの方法の意義を意識化し

ていったのか，そして，サント =ブーヴ的評論の形式をめぐる考察を，自らの小

説の形式をめぐる考察にどのように繫げていったのか。それを検討することが本稿

の課題である。

サント =ブーヴ的作家の書く小説―鏡映，日記，小説の小説

　文学史的にはブールジェの流れを汲む心理小説家であり，ブルジョワの伝統的価

値観の代弁者と位置づけられている H.ボルドーの小説についても，プルーストは

読書の跡を書簡に残している。

　代表作『ロックヴィヤール家の人々』（1906）を著者から贈られた際に，プルー

ストは，「あなたの描いた風景の魅力とあなたの思索の力強さは圧倒的なので，私

は，あなたがお書きになる場所で生きてみたいと思うほどです」と，虚構の美を実

人生において見出そうとするラスキン的偶像崇拝に冒された読者の目線で賛辞を呈
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する一方で，この「傑作」に含まれている過去との対話のテーマが「私の人生を根

底から見つめ直させてくれました」とも述べていた。「私は病気で書くことができ

ずにいますが［…］もし私の病状がこれほど悪くなく，体調が一新されることがあ

れば，人生を別のやり方で différemment展開してみたいと思うところです。」（13）小

説家人生をこれまでとは別の方向に向けること，そしておそらくは H. ボルドーと

は「別のやり方で」書くこと。自らの最初の小説『ジャン・サントゥイユ』の執筆

を放棄し，次なるそして最後の小説『失われた時を求めて』の執筆に取りかかるま

での待機状態にあったプルーストの，この 1906年の言葉には重みがある。

　さらにまた，1907年 6月末に贈られた L’Écrin brisé （1907）への謝辞，『スワン

家の方へ』の刊行準備期に受けとった La Maison （1913）へのコメント，Les Yeux 

qui s’ouvrent （1908）や La Croisée des chemins （1909）からの引用等々，プルー

ストの書簡には短いながらもそれぞれに意義深い言及がボルドーの小説に対してみ

られるが（14），それらに比べてはるかに充実した考察と印象をプルーストが記して

いるのが，1902年に上梓された H.ボルドーの小説『ポール =クロの妖精あるいは

二度と戻れぬ道』La Fée de Port-Cros ou La Voie sans retour（題名の前半は 1924

年の再版の際に追加された）についてである（15）。1904年春の著者宛の手紙でプル

ーストは，相変わらずの賛辞をふりまきながら，まず次のように評する。

　「作中人物たちの間で断片的に読まれた日記という，この非常に独創的で巧

みな形式は，登場人物たちそのものがすでに小説的であることとも相まって，

この小説を，小説の小説 le roman d’un roman，なにかしら反映 refletや夢の

影たらしめています。」（16）

　友人の日記を読みながらその宿命的な恋物語を語り手が辿っていくというある種

古典的な形式を採ったこの小説のなかで，自らが小説家でもある語り手は，作家で

はない友人の日記のなかで欠如している構成や筋を「より論理的に整えながら」

（p. 80），また日記を書いた友人自身のすすめに従ってその日記のページの読むべき

ところを選び，主題に関係のないところは割愛しながら，一つの恋の始まりから終

わりまでの物語を「再編成していく reconstitu［er］」（p. 232）。ともに作中人物で

ある日記の書き手と読み手の判断が交叉し，互いに照らし合い，修正し合うところ

に誕生した，物語の形成を語っている物語であることに，1904年のプルーストは

反応しているわけである。
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　鏡の「反映」の効果，自らの生成を小説化する「小説の小説」の概念，「日記」

形式―この三要素を結び合わせて考えることは，プルーストにとって何を意味し

ていたのだろう。というのも，そこにさらに「紋中紋mise en abyme」の手法を重

ね合わせながら自らの美学の根幹を作り上げようとしていた一人の同時代作家を，

私たちは知っているからである。ジッドが 1893年付の『日記』で表明していたこ

の手法への愛着の意味について『鏡映の物語』の中で検証したデーレンバックは，

本来は異なる隠喩である鏡と紋中紋の「交換可能な特徴」を備えた物語の魅力，自

己反映と自己包含によるいわゆる「小説の小説」形式の可能性が，いかにその後の

文学において開拓されたかを明らかにしたのだった（17）。

　二〇世紀小説を呪縛することになるこの美学的問題に，『失われた時を求めて』

を書き始める前のプルーストが示していた関心のゆくえを追うべく，まずは，その

関心を誘うことになったアンリ・ボルドーの小説を読んでみることにしよう。

もう一人の「花咲く乙女」

　『二度と戻れぬ道』をプルーストがアルベルチーヌ物語（1913年末～1914年から

形を成す『囚われの女』と『逃げ去る女』）の執筆以前に読んでいたということは

実際，注目に値する。というのも，H.ボルドーのこの小説はプルーストのヒロイ

ンの先駆とも言えるイマージュを満載しているばかりか，女との短い同棲生活が，

その過去の謎をめぐる語り手の嫉妬によって破綻に至る展開に至るまで，アルベル

チーヌ物語との相似性を示しているからである。

　H.ボルドーのヒロインは，ノルマンディーならぬ南仏の海辺に花咲く乙女であ

る。ジェノバ生まれの孤児フローラは，アルベルチーヌのように「青みががった黒

い髪」（p. 15）をもち，「黒かと思われたその目」（p. 43）は金色に輝いている。バ

ルザックのヒロインをも彷彿させるこの「金色の眼の娘 fille aux yeux d’or」

（p. 46）は，主人公との出会いの時から「逃げ去る女 fugitive」（p. 55, p. 21）とし

て描かれる。謝肉祭の最終日マルディ・グラにトゥーロンの小路で出会った二人は，

「月が湊を照らして青い神秘的な光の停泊地をつくる」（p. 45）なかで語り合う。し

かしながら，「月の光のなかの会話 conversation au clair de lune」（p. 52）におい

て「未知の花のような」（p. 52）娘への恋心を主人公が抱いたとたん，フローラは

港町の複雑な小路の蔭に「消え去って disparue」（p. 52），その翌日からの「あら

ゆる探索を逃れ」（p. 62），半年の間「見出される」（p. 55）ことはない。この間に
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主人公エルヴェの感じる「孤独」は，逃げ去った不在の女に対して「夢」や「欲

望」を「結晶化し」ながら（p. 71），「恋の前兆 l’avant-coureur de l’amour」（p. 61）

を形成していく。「私は孤独が創り出すそうした幻影のすべてを知っていた。われ

われは情愛の夢や，高揚した感覚の欲望をたった一つのイメージに捧げる。このイ

メージが遂に現実のものとして現れたとき，われわれは，そこに自らが付け加えて

いたものを虚しく探し求めようとするのである」（p. 71）―なんともプルースト

的なエルヴェの言葉である。さて，恋の結晶作用が次第に弱まって「忘却」が始ま

ろうとしていた夏の終わりに，二人は偶然，同じ港町の一角で再会を果たす。しか

し，謝肉祭の晩にそれまで身を寄せていたトゥーロンの叔母の家から追い出されて

から半年の間，少女がいったいどこでどう過ごしていたのかは，主人公がフローラ

にどれほど尋ねても，何の答えも得られない（pp. 91-92）。この空白の時間の謎は，

二人の間に不発弾のように潜んだままとなるのである。

　謎の追求をひとまず諦めて，海軍士官のエルヴェは新たな出航命令が下るまで，

トゥーロン沖の島ポール =クロで共に暮らすことを彼女に提案する。将来の確約の

ない，行きずりの恋を楽しもうという身勝手な男の誘いを一度は断りながらも結局

は受け入れた（しかしその翻意の理由を明かさない）フローラと，花咲き乱れる秋

の孤島（p. 59）で暮らしはじめた主人公は，彼女を「私の囚われの女ma prison-

nière」（p. 116）と呼ぶ。ふた月という凝縮された時間のなかで，美しい海辺の風

景を舞台に，謎を秘めた「囚われの prisonnière, captive／逃げ去る fugitive女」

との愛の生活がかくして繰り広げられていくのである。

　H.ボルドーのこの花咲く乙女の物語を私たちのアルベルチーヌ物語に引き合わ

せるように思われる多くのモチーフとテーマのうちの幾つかをここに挙げてみよう。

海辺の花
　「私は，太陽の最後の光線にすっかり包まれて浜辺に立つ彼女を見た。彼女のほ

っそりして，すらりとしたしなやかなシルエットは，死にゆく陽光の上にくっきり

と浮かび上がっていた。je l’ai vue debout sur la grève, ［…］ tout enveloppé des 

derniers rayons du soleil. Sa silhouette mince, élancée et souple se détachait ［…］ 

sur la lumière mourante du jour.」この『二度と戻れぬ道』の一節（p. 153）を，

『逃げ去る女』第一稿のテクストと照合してみよう。「彼女は海の上にくっきりと浮

かび上がっていた。アルベルチーヌのイメージが私との関わりのなかでとってきた

さまざまな配置をながめながら，私は錯綜した種々の時のなかの美をよりよく感じ
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ていた。初めはほっそりして，未知のものだった海の上のシルエット［…］ elle se 

détachait sur la mer ［…］ je sentais mieux la beauté dans les espèces du temps 

emmêlées en voyant les divers dispositions que l’image d’Albertine avait prises 

par rapport à moi. D’abord mince, inconnue, une silhouette sur la mer」（Cahier 

54, f o92vo）。花咲く乙女の「渚を背景にしたプロフィール」「波に浮かぶほっそり

したシルエット」は，さまざまなヴァリエーションをもってプルーストの小説の印

刷稿に配されるアルベルチーヌの決定的なイメージとなるものである（18）。

眠る彼女を見つめる
　沖の島に遠出をした帰り，島々の灯台の光とウェヌスの星の光を受けて「花咲く

夜空」のもと，海をすべっていく小舟「聖母マリア」号の上で微睡む花の乙女フロ

ーラ «Flora endormie»（p. 179）をエルヴェはじっと見つめる。魂が震えるほどの

感動を覚えた彼は，それが大自然との照応の中に息づいている人間存在の神秘に由

来するものであることを確信するのである（p. 178）。眠りを「束の間の死」

（p. 208）と考える主人公によって「半ば生きている花」（p. 178）に喩えられた眠る

フローラの姿は，「美しい囚われの女の全人格，全生命が圧縮された」「花咲く細長

い一本の草」と化したアルベルチーヌの眠りの場面（RTP, III. 578-579）を思わせ

ずにはいない。しかもエルヴェのその視線には，まさにその日に気づかされた恋人

の不実をめぐる疑念が塗り込められているのであり，それは，眠っているアルベル

チーヌのそばに脱ぎ捨てられたキモノの裡にゴモラの秘密を記した手紙があるので

はないかと疑いながら，彼女を見つめ続けるプルーストの主人公のまなざしに通じ

るものでもある。さらに「小さな薔薇のような新鮮さをもって目覚めながら」男の

名を問いかけるフローラ（p. 124）は，「眠りの無邪気さと眠りによる若返りをもっ

て目覚めながら」主人公の名前を呼ぶアルベルチーヌに重なって見えるだろう（19）。

　物語の細部についても，二つの囚われの／逃げ去る女の物語には，呼応する興味

深い要素が見出される。小説の舞台をなす地中海の港町を描いた H. ボルドーの

「マストの森によって隠されているために，推察するしかない海」（p. 66）という表

現は，バルベックで主人公が見たエルスチールの海洋画を思わせるし（RTP, II. 

192），「割る casser」という行為を別れの「予兆」ととらえるフローラの恐れ

（p. 120）は，同じ言葉をきっかけに「別れ」を持ち出すプルーストの主人公の苦悩

に結びつく。彼は「“割る”という言葉にとりつかれてしまった記憶」をたどって
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「中断されたあの言葉でアルベルチーヌが何を言おうとしたのか探求を続けた」結

果，ゴモラの女の快楽の秘密に行き当たったと判ずるのだ（RTP, III. 841-842）。

　しかしながらその一方で，ある類似した表現から二人の作家の美学的差異が垣間

見えるところがある。

囚われの女のサント =ブーヴ的側面

　エルヴェは，共に暮らす中で気づいた囚われの女の変化を日記に綴る。「彼女は

新しい繊細さとエレガンスを身につけ，それがもとの自然な優美さに加わってい

た。」（p. 222）「彼女は私の書物を読んでいる。愛を語った本，現代小説を何冊か。

彼女は私が思っていたより物知りになっている。」（p. 188）恋人の成長をともに開

花の比喩で語った H.ボルドーとプルーストのテクストを照合してみよう。

　「私は歓びを込めて，いささか私の作品として comme mon ouvrage彼女を

見ている。島に来て以来彼女はすでに変わっていた。日ごとに成長し se 

développe，開花し s’panouit，美しくなっている embellit。」（『二度と戻れぬ

道』p. 133）

　「種子が割れ，根を出し，花開く fleurirように，アルベルチーヌのイマージ

ュが長所や短所を育んで豊かになり，重たくなり，そこここに性格の特徴を芽

吹かせ，思いがけない精神的美点を私とのふれあいによって発達させ dévelop-

per à mon contact，性格の欠点を無限に反覆していくのを私は見た。自発的

な生がどういうものかを初めて私は感じたのだ。」（Cahier Dux, f o91vo）

　『囚われの女』の第一稿を成すカイエ Duxにおいてすでに示唆されているように，

愛される女のイマージュは，語り手の想像力・記憶・感覚・知識の複合効果によっ

て時空間のなかで縦横無尽に変容していく。プルーストの場合，成長するのは囚わ

れの女そのものではなくそのイマージュなのだ。

　さらに注目すべきは，フローラを「私の作品 ouvrage」と主人公に形容させた

H. ボルドーの文章に呼応する―しかもきわめて屈折したロジックを帯びて対峙

する―プルーストの興味深い一節が存在することである。

　「そのとき彼女は私に次のような言葉 parolesで返事をしたのだが，その言
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葉は実際，バルベック以来，彼女の内にどれほどの知性と潜在的なセンスが突

如発達してきたかを示すものであったし，専ら私の影響，私とずっと共に暮ら

していることによる言葉のジャンルだと彼女が主張しているものだったが，し

かし私自身はかつて言ったことはありえない言葉だった。まるで誰か見知らぬ

人に，会話 conversationの中では文学的形式 formes littérairesを使ってはな

らないとでも禁じられていたかのように。おそらくアルベルチーヌと私とでは，

未来は同じものであるはずもなかった。私がそれを予感したのは，別のより聖

なる使用にとっておかれるべきものと私には思われた，書き言葉によるイマー

ジュ images écritesを話し言葉のなかで en parlant使おうと彼女がやっきに

なるのを見るときだった。それでも私が深く心を動かされたのは，こう考えた

からだ，“なるほど私は彼女のようには話さないだろう，でもやはり私がいな

ければ彼女はそんな話し方はしないだろう，彼女は私の影響を深く受けたのだ，

だから彼女が私を愛していないなどということはあり得ない，彼女は私の作品

œuvreだ”と。」（RTP, III. 635-636（20））

　ジャン・ミイはここに，主人公がなるべき未来の小説家の「自己反映性 reflexi-

vité」を読み込んだのであるが（21），そこにもう一つの要素を読み取ることも可能だ

ろう。書き言葉と話し言葉の次元を混同し，会話と芸術作品の価値を同一視する文

学上の錯誤を示唆するこのテクストに託されたサント =ブーヴ批判である。ただし，

小説主人公はアルベルチーヌが実践しているサント =ブーヴ的方法の誤謬を糾弾す

ると同時に，それが自分に対する彼女の賞賛が誤って描き出した自画像であること

に不覚にも歓びを感じてもいる。囚われの女を「わが作品」とみなす―すなわち，

女という人生のマチエールを芸術作品と混同する―H.ボルドーに倣った自らの

主人公を，プルーストは，サント =ブーヴとの縁を未だ裁ち切れずにいる作家修行

者として，アルベルチーヌ物語の中に登場させているのである。

逃げ去る女の真実を求めて

　H.ボルドーの恋人たちにとっての「シテール島」（p. 101）ポール =クロは，時

をおかず嫉妬の地獄へと変貌する。囚われの女との生活は，女の秘密に嫉妬する男

自身にとっても「牢獄 prison」（p. 270）となり，フローラの「過去を知る」

（p. 130）ための「虚しい探索」（p. 92）は，二度の別れの日まで続くのである。と
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いうのも，島での同棲生活はまず，エルヴェのアフリカへの赴任命令によって二か

月で中断され，二年後に再開された生活も今度は二週間あまりで，大きな諍いによ

って終結するからだ。この愛の生活を通して，主人公の疑惑の苦悩と官能の歓びは

リズミカルに交錯している。「あるときは私は人生を愛人に捧げたいと望み，また

あるときは彼女の死を願うのだった。［…］生きている彼女は，私から引き離され

て，その金色の目を他の人の顔に向けるかもしれない［…］死んだら彼女はすっか

り私のものになる。［…］私たちの愛は消滅するかもしれない，あるいはなお悪い

ことに，減じてしまうかもしれない。しかし死は愛を庇護のもとに置き，私だけの

ものにしてくれる。そうすれば，嫉妬はありようもない。」（p. 213）ここで問題に

されているのはゴモラの愛ではないにせよ，同様の心的状態は，『囚われの女』の

読者にとってもごく親しみ深いものである。嫉妬と安らぎの振り子運動に合わせて，

恋人たちの諍いと和解の場面を配する計画は，アルベルチーヌ物語の初稿段階では

っきりと打ち出されていたものであった。

　さて，諍いと和解とリズミカルな交替というある意味バランスのとれた展開のな

かで，来るべき別れを決定づける契機が曖昧にされているのも，二つの囚われの女

の物語に共通している。それぞれの同棲生活は徐々に強まる破局の予感に満たされ

てはいくのだが，諍いと別れの因果関係はむしろ緩められ，崩されているのである。

アルベルチーヌ物語は，初稿カイエに加筆された創作メモ―「諍いの断章は，私

たちの関係のあまり後の方に来ないようにせねばなるまい。」（Cahier Dux, f o45vo ; 

RTP, III. 1162）あるいは「私たちの別れの予兆 avant-coureursのしるしは，別れ

の何日か前に語られるだろう。そして私はそのことをもはや考えなくなっている。」

（Cahier 54, f o10mro）―を指針に整え直されていったし（22），『二度と戻れぬ道』

においても，『囚われの女』ほどシステマティックではないものの，別れに結びつ

くわけではない口論や，ヒロインの未知の生活について必ずしも真実を明らかにす

ることにはならない告白や暴露が配備されている。いずれの物語においても，囚わ

れの女が看守の男の尋問を先回りしようとして口にしたたった一つの言葉が「あん

なにも周到に彼女が隠してきた過去についての彼の理解のすべてを正当化するよう

に思われた」深刻な夜（トゥーロンからエルヴェが戻った夜 p. 187 ;ヴェルデュラ

ン夜会の後 RTP, III. 839）でさえ，諍いは結局「和解」で終わっているのである。

　つまりは必然性なく訪れる別れ。H.ボルドーの主人公は，別れの前夜の諍い

（数ある諍いのうちの一つ）でフローラが投げかけた裏切りの告白を 2日後に振り

返りながら，日記で自問する。「私が免れていると思いこんでいた最も恐ろしい責
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め苦を，彼女は暴露してみせたか，あるいは作り出したかだ。今日 aujourd’hui私

はこの“作り出した”という語を書きつけている。しかしあの場の激昂の中では，

彼女が私に苦悩を与えるために自分を貶めて見せようとしているのかもしれないな

どどいうことは私には想像もできなかったのだ。それは今になってmaintenant私

にできる推測なのである。」（pp. 276-277）しかし，彼の現在の印象自体，確かな

ものなのか？ 女の告白は偽りだったと言えるのか？ また，フローラの過去につ

いての証言者（彼女の不実を告発する酔いどれ水夫や，彼女の潔白を保証する宿屋

の主人）の言葉は考慮に値するものなのか？「誰が知ろう？」（p. 298）エルヴェが

たどり着いた地点と同じところに，プルーストの主人公も向かうだろう。「嫉妬す

る人間のように，ひとたび知りたいという欲望を持つと，事態はめまいのする万華

鏡となって，何も見分けがつかない。アルベルチーヌは私を裏切ったのか？ 誰

と？ どの家で？ 彼女が私にこれこれのことを行った日にか？ 私が日中しかじ

かのことを言った日か？ 私には何も分からないのだった。」（RTP, IV. 100（23））

　こうして，女の未知なる過去を求めて不可知に至る探索は，『二度と戻れぬ道』

とアルベルチーヌ物語において，きわめて似通った軌跡を描きだしているのだが，

しかし，不確かな過去を見出すという物語内容を抱えて彷徨する物語をいかに構造

化するかという方策において，二人の作家は袂を分かつように思われる。

時を語る方法

　H.ボルドーが主人公と囚われの／逃げ去る女との愛の生活を語るかたちとして

選んだのが日記であったことを思い出そう。最初の仲違いが 1895年 9月 7日，そ

れを記述したのが翌 8日，北アフリカに発つ前日にフローラから聞き出した過去の

告白を十日たってから書き留めたのが 11月 18日，再会後，最後の仲違いを二日前

のこととして記したのが 1897年 9月 20日。1895年 10月 1日―2日の女の行動に

疑惑を抱くのが 11月 9日，それについて調査を行い，第三者の証言を得るのがそ

の 6年後，裏切りの相手とおぼしき青年をフローラが見つめていたことを 2年後に

思い出すのが，1897年 9月 22日……。すべての出来事およびそれを考察し，疑い，

回想する主人公の行為すべてに日付が与えられている。日記に書かれたことには皆

その時点での〈現在〉の刻印が押されるのだ。日付毎に断章化された物語は，それ

ぞれ異なる現在時を帯びて堆積し，互いに照合可能な関係に置かれて，明瞭な時系

列を成していく。先に引いた H.ボルドー宛の書簡でプルーストが語っていた，こ
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の小説の特徴としての「反映」の効果はまさにそこにある。

　日付どうしの間で階層化された回想はしかし，「異なる時代の溶岩が混ざり合っ

た土壌におけるような時間の補間〔内挿：直接計測された二つの値の中間値を選ぶ

こと〕＝時の改竄 interpolation des temps」（24）から産み出されるようなイマージュ

をもたらすことはなく，記憶の複雑で無限の広がりを含んだパランプセストを形成

することもない。しかるに実のところ，それこそがプルーストの選んだ方策ではな

かったか。「バルベックの海岸で，あるいはパリで，私がアルベルチーヌを知った

相次ぐ歳月を思いながら，私が近頃になって彼女に見出した美しさ，私の女の友が

かくも多くの面において成長し，かくも多くの流れ去った日々を含んでいることに

存する美しさは，私にとって悲痛なものだった。薔薇色に輝くその顔の下に，私が

彼女を知らなかった夜々の底知れぬ空間が，まるで深淵のごとくにじっとひかえて

いるのが感じられた。」（RTP, III. 888）彼女を知らなかった日々，彼女を知ってか

らの歳月，そしておそらくは彼女がさらに内包している未来の成熟の時間が混じり

合い溶解するなか，「差し迫った，残酷な，出口のないかたちで過去の探求に私を

誘う彼女は，〈時〉の大いなる女神であった」（III. 887）とプルーストの主人公は

悟るのである。

　一方，濃密な愛の日々を共にした後の H.ボルドーのヒロインのイマージュは，

鏡に映った像の現在の輪郭のうちに厚みもなく収まってしまう。別れ仕度をするフ

ローラの姿とその鏡像をエルヴェは見守る。「彼女は鏡の前で帽子をピンで留めて

いた。私が部屋に入ってくるのを彼女は鏡の作用 jeu du miroirで見たが，振り向

くことはしなかった。［…］太陽が青ざめた金色に彼女のうなじを染め，さらに顔

の反映 refletをも染めていた。彼女の後ろに立って，私は彼女の映像 imageとそ

の現実のかたち forme réelleを一緒に見つめていた。」（pp. 288-289）鏡像どうしの

並置。反映と実物の対照。ボルドーの鏡映の技法が最後に差し出すヒロインの姿は，

「継起するイマージュの積み重ね」によって「豊饒化」したアルベルチーヌ（RTP, 

III. 577）のほとんど対極にある。別れの日のフローラの姿は，別の日付を持った

彼女の像の集合に加わりに行くだけだろう―変幻する無数の顔を持ったアルベル

チーヌが「一人の〈時〉の大いなる女神 une grande déesse du Temps」となるの

とは違って。

　注目すべきは，現在時の集合体にほかならないこの「日記」という形式のもとで，

H.ボルドーの小説が“見出されえぬ時”の主題を扱おうとしていたことである。

失われた時を見出すことは不可能だと結論づける著者に，プルーストが批判的な見
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解を伝えている書簡の一節を見てみよう。

　「『二度と戻れぬ道』について言えば，深淵で対照的な真実が込められている

結末が私は好きです。“同じ道を二度通ることはできないと言っていたのは誰

だろう？”すでにこれは，非常に深い人生の哲学から出たものです。そのよう

に過去を再び所有しようとすることはたいへん斬新でとても美しいものです。

しかし，この深遠な，ただしパスカルも言うように“ある程度まで深いだけ

の”哲学に，さらに深遠な哲学が応じます―“いやそうなのだ，道は戻れぬ

ものなのだ。〈時〉Tempsから些かでも青春時代を取り戻そうとする者に禍あ

れ。そんなことをすれば，時は逃げ去るときに残してくれていった想い出を奪

い去ってしまう”。それから続いて，昔の幸福や嫉妬を目覚めさせる告白や，

最も幸福だった日々にさえエルヴェには想像し得なかったほどの大きな愛の証

をめぐって，先の二つの見解のリズミカルな反覆が見られます。

　いや，それでもやはり，過去を再び所有することは可能なのです。それは魅

せられた回想の流れを遡り，美しい書物を書くことによって，試みることなの

です。あなたもそれに成功なさったではありませんか。道は，現実においては

二度と戻ることはありません。でも芸術においては違うのです。まさにそれゆ

えにこそ芸術は，慰めの主である精霊の名に値するのです。その意味で，あな

たの書は，あなたがそれをお書きになることができたという事実そのものによ

って，この書自体が表しているものよりも楽観的な哲学を含んでいるわけです。

感覚の世界においては真実。より高き彼岸の世界においては誤謬。」（25）

　なんとも繊細かつ強烈な皮肉である！ “見出されえぬ時”という H.ボルドーの

小説の結論は，生のレベルの真実ではあっても，芸術のレベルでは誤謬にほかなら

ない。ボルドーの誤ちは，小説的なものを生きられたものと区別することができな

いこと，文学を人生と混同していることにある，とプルーストは考えるのだ。とこ

ろで，この「誤謬」とはまさしく，プルーストがサント =ブーヴに対して咎めたも

のではなかったか。言い換えれば，アンリ・ボルドーとは「別のやり方で」書くと

いうことは，サント =ブーヴに逆らって小説を書くということに他ならないのでは

ないか。
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人生という作品

　偶発的な人生から小説的なものを引き出すことの失敗―この H.ボルドーのサ

ント =ブーヴ的欠陥は，実のところ，NRF批評の大御所アルベール・チボーデに

よって指摘されていた点でもある（ただし，近代批評の先駆者の名前は挙げられて

いない）。1914年 6月 1日号 NRF誌に掲載された論考でチボーデは，新刊の『新

少年十字軍』を例にとって著者を厳しく批判しているのである（26）。ちなみに，プ

ルースト自身がこの小説を読んだことを H.ボルドーに手紙で報告するのは，同年

6月 8日のことである（27）。

　チボーデによれば H.ボルドーは，歴史や人生の逸話の「余剰」から書くべきも

のを「判別」できない「能力の低い作家」であり，目に映るものすべてを写し取ろ

うとする彼の手法には「映画的才能」が感じられるという。「映画的」という形容

詞が，『見出された時』の初稿（1910年末―1911年）以来，否定的な意味を帯びて

プルーストに使われてきたことを思い起こそう（28）。『失われた時を求めて』の大団

円ではこの語は「いわゆるレアリスム芸術の誤り」（RTP, IV. 460）あるいは「記

述文学 littérature de notation」（IV.  473）の無意味さと結びつくことになる。

　このチボーデの論考を，NRFの定期購読者であったプルーストが読んでいた可

能性は高い。そうであるとしたら，「映画的」という語を鍵に，プルーストの批評

眼は，反自然主義の立場を表明していた作家の主張とは逆のエクリチュールを見逃

さなかったことになるし，またそれは，生きられたことと文学的なことの浸潤を前

提に，偶発的な生の些末な事々に文学的価値を帯びさせる H. ボルドーの小説手法

について，プルーストに改めて考えさせる契機になったのかもしれない―批評の

サント =ブーヴ的方法を駆使するアンリ・ボルドーはやはりサント =ブーヴ的小説

家なのだ，と。

　そもそも『二度と戻れぬ道』で採用された日記による小説形式は，生を作品に巧

妙に転換する装置であって，読者は小説の形成に立ち会っているという幻影を持て

るのだ。さらにそれが小説家の生活を綴った日記であれば，その変容は完璧に正当

化されて見えるだろう。プルーストにしてみれば，生と文学を結び合わせて「文学

生活」という概念を打立てようとすることほど，幻影的で詭弁を弄した態度はない。

ところで «La Vie littéraire»とはまさしくゴンクール兄弟が自らの『日記』に付け

た副題である。ゴンクールが日記を書いたことを明確にプルーストが批判するのは
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1922年のことではあるが，それは『二度と戻れぬ道』に対する 1904年の見解の延

長線上にあったと考えることもできるだろう。すなわち，日記形式の小説，小説の

小説，鏡映の効果という，生から文学への幻影的な変換の三重の方策と距離をとろ

うとする意識に裏打ちされた見解である。

　ゴンクール賞受賞者に「ゴーロワ」紙が行った 1922年のアンケートに答えて，

プルーストはエドモンについてのサロンのかつての声を拾い上げながら，大胆なコ

メントを加えたのだった。「“あの人は聞き耳を立て，聞いたことをよそで繰り返し

話し，私たちについて回想録を書いているのですよ。”［…］彼が生き生きとした人

間をもっと創り出し，その描写において，記憶からは忘れられた素描の手帳が，私

たちが知っているのとは異なった広がりのある補完的な特徴をもたらしてくれてさ

えいたら。残念ながら，そうする代わりに彼は観察し，ノートを採り，日記を執筆

したのでした。それは偉大な芸術家がすることではありません。」（29）手帳，素描，

回想録，日記…プルーストにとってそれらは文学創造未満のものでしかない。1908

年 2月に発表した模作「ルモワーヌ事件―ゴンクールの『日記』より」の中では，

詐欺師ルモワーヌが何も発明したわけではなく，マルセル・プルーストも自殺しな

かった事実を知って，創作に行き詰まってしまったと落胆するゴンクール兄弟がユ

ーモラスに描かれている。「なんたる不運！ せっかく，上着を着込んだ今日の平

板な生 vie plateが芸術的になる
4 4 4 4 4 4

s’artistisaitと思ったのに！」［強調はプルースト

による］（30）然々の出来事がそのまま芸術性を帯びうると考えること，人生と作品の

等価性を信じ，その可逆性を主張すること―サント =ブーヴもゴンクールも，そ

して H.ボルドーも，この誤った創造の道に迷いこんでしまったとプルーストは考

える。

　かくして，従来個別に論じられてきたプルーストゆかりの作家たちの系譜が

H.ボルドーの名にひかれてここに浮かび上がり，来るべき小説の執筆をめざして

いた世紀あけの十年近くの歳月と，続く十数年の創作実践を通して示されたプルー

ストの文学的立場の諸節点がきれいに繫がって見えてくる。サント =ブーヴ批判，

ラスキン批判，ゴンクール批判，日記批判，「いわゆるレアリスム芸術」批判…

H.ボルドーとはまさしく，プルースト美学の醸成を促す触媒の一つであったのだ。

この意味において，1906年秋の H.ボルドー宛書簡の文言を読むべきなのだろう。

「あなたについて私は決して口をつぐむことはないでしょうし，あなたは私がいつ

もおしゃべりをして causerいたいと思う友なのです。」（31）«causer»という語をプル

ーストが用いているのは，それが『月曜閑談』Causeries du lundiの著者と H.ボ
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ルドーとを明示的に結び合わせる語であるだけに意義深いことに思われよう。『サ

ント =ブーヴに逆らって』執筆に満を持してプルーストが着手するのは，そのちょ

うど二年後のことである。

　生を写し取る作品という十九世紀が開拓した素朴なレアリスムの原理を逆に問い

直し，文学性を再定義するために，日記および〈小説の小説〉の形式を利用する試

みが当時なかったわけではないことをもちろん私たちは知っている。例えばジッド

が世紀転換期に日記の形式を試し始めていたのは，それが生と虚構の異化 distan-

ciationを意識化させるものであると考えたからであったし，〈小説の小説〉の形式

に関心を持ったのも，作品の自己生成の幻影の輪郭を見極めようとしたからであろ

う。十九世紀との決別を図ったジッドの方策にプルーストがいかに反応したかはき

わめて重要な問題であり，別の場であらためて検討するつもりだが，少なくともそ

うした新しい文学の模索に与することなくサント =ブーヴの方法的遺産をひたすら

消費している作家としての位置づけを，プルーストが H.ボルドーに与えていたと

いうことをここで確認しておこう。

　以上の考察を踏まえて最後に簡単に見ておきたいのは，H.ボルドーの秘かな影

に寄り添われながら，サント＝ブーヴに逆らう美学的意志を小説創造において実践

するプルーストの姿である。

アルベルチーヌ物語におけるサント =ブーヴ反論

　『二度と戻れぬ道』との類縁性を別にしても，アルベルチーヌ物語は当初から

H.ボルドーとの交遊をめぐるプルーストの伝記的事実を反映していた。

　「このこと〔バルベックにおけるアルベルチーヌの想い出の描写〕に，私が

汽車で彼女を迎えに行っていた頃，私たちが夕方に帰り着いた駅の一つの名前

を結びつけねばならないだろう（トノンに帰ってくるときのように）。」（Ca-

hier 54, f o59ro）

　この『逃げ去る女』の初稿カイエ余白の創作メモは，小説主人公の恋の舞台に，

H.ボルドーと出会った実在の Thonon-les-Bainsの情景を結びつけることを確認し

たものである。バルトロニ家の城館クードレの名も同じカイエに二度記されている
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し，トノンの地でプルーストが社交生活に利用したローカル線はやがてバルベック

の「軽便鉄道」に変わるだろう（32）。

　ところで，1899年の日付を持った H.ボルドーとの想い出をアルベルチーヌ物語

の舞台背景に嵌め込むことはすでに，伝記的なものと小説的なものとの間の照応を

奇妙に搔き乱すものとなる。というのも，レマン湖畔での彼らの友情は，囚われの

女の無視しがたいモデルの一人であるアゴスチネリとのノルマンディーでの出会い

（1907年夏）に遥かに先立つ時代のものであるからだ。以来，小説的現実は，二つ

の実在の場トノン =レ =バンとカブールの経験的現実を重ねることで相殺させなが

ら，いずれにも支配されることのない虚構性を帯びていくことになる。H.ボルド

ーに関わるレフェランスを消滅あるいは変更する意志は，すでにカイエ 54の加筆

段階のメモにもうかがえる。

　「私たちは月光を見ていた［…］彼女は楽しげに，クードレ（名前を変える

こと）を一回りしに行かないかと言うのだった。」（Cahier 54, f o54vo）

　実際，クードレもトノンもそして H.ボルドーその人の名前も，『失われた時を求

めて』の印刷稿には見出されない―アゴスチネリやカブールの名が現れないのと

同様に。プルーストにとって，サント =ブーヴ批判を錬成する過程で感じ続けた

H.ボルドーの影を自らの小説の中から消し去ることほど，サント =ブーヴに逆ら

った実践はなかったことだろう。

　もうひとつ目を留めておきたいのは，アルベルチーヌ物語の執筆の早い過程で，

プルーストが批評的要素を小説場面に溶け込ませることを意識していたとを思わせ

る創作メモが存在することである。

　「突然，月の光（私がヴィルパリジ夫人との散歩のところに置いたものをそ

こから削除してここに置くこと［…）］。海を前にして通りすぎていくのを私が

見た〈未知の［加筆］〉娘たちのしなやかさのすべて［…］，若々しく，海の香

りのする，スポーツ好きの，あの女性的な優美さのすべてが，私の傍らで，波

のようなうねりを持った身体のうちに収まっていた。」（Cahier 54, f o37ro）

　カイエ 54, f o55voで，花咲く乙女への恋を搔き立てる月の光の魅力と，月光を各

作家がいかに独創的に描いてきたかを論じる文学的考察の二重の面を与えられてい



67アンリ・ボルドーに逆らって

るこのエピソードを，アルベルチーヌとの散歩の場面に据えるべきか，それともヴ

ィルパリジ夫人との散歩のなかに置くべきか。月光のエピソードをめぐるこの二人

の登場人物の組み合わせには，やはり H.ボルドーの影がちらついている。まず，

『二度と戻れぬ道』における月夜のフローラとの出会いを彷彿させること。そして，

カイエ 54のこの挿話の中で引用されているヴィニーの「羊飼いの家」の詩句が，

1899年 9月 H.ボルドーとクードレへ赴く際，同行した若いマリー・ド・シュヴィ

イにプルーストが暗唱してみせたものであること（33）。さらに，1909年からサント

=ブーヴ的な造形がなされてきたヴィルパリジ侯爵夫人が，宿命のヒロインと同じ

エピソードの担い手を競い合う者に選ばれていること。そこには，プルーストがサ

ント =ブーヴ的性格を嗅ぎ分けた批評家／小説家との，実人生における接点と読書

による交流の痕跡を見ることはできないだろうか。

　月光の挿話とヴィニーの詩は結局，小説化された想い出の地トノン =バルベック

での最初の滞在におけるヴィルパリジ夫人との文学談義，二度目の滞在でのアルベ

ルチーヌとの愛の場面，パリでの囚われの女との散歩，および多くのその回想（再

想起）場面に散らされて，主人公の恋の物語と文学批評意識は縺れ合って深化して

いくことになる―1908年秋から書き始められた評論体と物語体の二重の体裁を

もつ「正真正銘の小説『サント =ブーヴに逆らって―ある朝の回想』」（34）が小説

『失われた時を求めて』に変貌していった過程をまるでなぞるかのように。

　小説美学としてのサント =ブーヴ批判をプルーストが小説の執筆を通して検証し

ていくうえで，アンリ・ボルドーはまさしくかけがえのない伴走者を務めた存在で

あったと言えるだろう。
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