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19 世紀フランス文学における都市と俯瞰 
 

博多かおる 
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はじめに 

 パリという都市は 19 世紀を通じて大きな変貌を遂げたが、この時代に独特なあり方で、町と

人間の営みは密接に結びついていた。『フランス人の自画像』や『パリの悪魔』をはじめとする

当時フランスやパリについて書かれた書物は、そのことを深く意識し、独特な分類法や統計を

駆使して住人の諸相を描き出そうとした。ただし、個々の人間と都市のつながりの変遷をそこ

に読み取ることは難しい。1830 年から 1880 年の半世紀の間に、建物、道路、交通、消費シス

テムなどの変化とともに、都市と人々の関係も、関係を認識する方法も、その表象のあり方も、

揺らぎ、変わったはずだ。都市の姿と活動を受け止める人間の感覚、都市と人間の対立や交流

は、さまざまな文学テクストにどのように編み込まれているのだろうか。本論考では、19 世紀

を通じて展開された「都市を俯瞰する」というテーマを追いながら、この問題を考察してみる

ことにする。そもそも、都市を見下ろすという視点は一部、聖書から引き継がれているようで

あり、そこに付随する古典的な都市の形象がどのように変奏されていくかも、興味深いところ

である。その一つ、「呪われた都市」という主題を流行させたロマン派の詩を検討した上で、ユ

ゴーやバルザックが俯瞰のテーマのいかなる点を継承し、何を付け加えたのか、そしてゾラに

至って、もはや単に見下ろす対象ではない都市との交流がどのように描かれるようになったか

を、以下に論じていきたい。 
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1. ヴィニーの「パリ」に見られる俯瞰の二重性 

 アルフレッド・ド・ヴィニーは、1831 年に「パリ」という詩を発表した。同時代のパリを描

いた部分で、詩人は「旅人」の手をとって「塔」に上らせ、下に見えるものを語るよううなが

す。 

 

闇の中に何が見える、足下に、あの空間に、／私の指がめぐり、通り、また通り過ぎるそ

こかしこに 

「黒い円だ、あまりに大きく深く／果ても底も見えない／遠くの丘は、円を取り巻いてい

るようだが／どこにも自然は見えない／あらゆるところに人間の手が、／その手があらゆ

る人の営みの中で物質に刻印する角が見える／黒く光った角が闇の中に浮かび上がる／

秩序なく積み重なり、数かぎりなく／墓のように白くなった壁を切りさいている／松明が

燻り、燃え上がり、炸裂し／空気もほとんど入りこめないこの奈落の上に輝いている／黒

檀にはめこまれたダイヤモンドのように／（中略）／このとてつもない夢は、火の靄の中

に見えるようだ／私たちがいる塔は、円の中に立っている／昔、この円を描くとき／神自

身がここにコンパスの中心を置かれたのだろう？／目眩に酔い、まぶたは重くなる／私が

見ているのは燃える輪なのか、大かまどなのか 1)。 

Que vois-tu dans la nuit, à nos pieds, dans l’espace, / Et partout où mon doigt tourne, passe 

et repasse? 

« Je vois un cercle noir, si large et si profond / Que je n’en aperçois ni le bout ni le fond. / 

Des collines, au loin, me semblent sa ceinture, / Et pourtant je ne vois nulle part la Nature, / 

Mais partout la main d’homme et l’angle que sa main / Impose à la matière en tout travail 

humain. / Je vois ces angles noirs et luisants qui, dans l’ombre, / L’un sur l’autre entassés, 

sans ordre ni sans nombre, / Coupant des murs blanchis pareils à des tombeaux. / — Je vois 

fumer, brûler, éclater des flambeaux, / Brillant, sur cet abîme où l’air pénètre à peine, / 

Comme des diamants incrustés dans l’ébène./ […] — Dans un brouillard de feu je crois voir 

ce grand rêve. / La Tour où nous voilà dans le cercle s’élève. / En le traçant jadis, c’est ici, 

n’est-ce pas, / Que Dieu même a posé le centre du compas ? / Le vertige m’enivre, et sur 

mes yeux il pèse. / Vois-je une Roue ardente, ou bien une Fournaise ? »2)  

 

 ここでの俯瞰の構図は、新約聖書「ヨハネの黙示録」21 章 10 節にある「彼は私の霊を高い

大きな山に連れていき、天から神のみもとから下る聖なる町エルサレムを見せた」という箇所

との類似が指摘されている。また、創世記第 18 章で、三人の男の姿で現れた神がアブラハムと
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高台からソドムの町を見下ろす箇所も思い出されよう。そこでは、町が破壊された後にもアブ

ラハムが谷を俯瞰し、「ソドムとゴモラを、谷を一望の下に眺めわたすと、地からはかまどの煙

のように煙が立ちのぼっていた」と確認している。このような聖書の記述が背後に読めるため、

「塔」に上ったと記されてはいるものの、ヴィニーの詩の視点がモンマルトルの丘からのもの

だという解釈もあり、他方、見える建造物の種類から、ノートル＝ダムの塔の上からだとする

説もある。さらに、現実の風景だけでなく、当時流行していた視覚装置「パノラマ」が見せた

エルサレムやアテネの町の眺めが重ね合わされているという解釈は、たいへん興味深く思われ

る。プレイヤード版の編者によると、1819 年から 1821 年までは「エルサレム」、1821 年から

1823 年までは「アテネ」のパノラマが、ドーヌー通りのロータリーに置かれていた。見物人は

高い壇の上にのぼり、円状に張られた絵の真ん中に身を置いて眺めたので、展開される景色を

俯瞰するようなかたちになった。パノラマの下の方は、つなぎ合わせるのが難しいため、闇に

消えていくようにできており、詩にみられる« abîme »（奈落）のヴィジョンと通じ合うものが

あったという。詩に表われた、丸みをおびた景色、東洋を思わせる建物のかたちも、当時観る

ことのできたパノラマ画の特徴を反映している可能性があると指摘されている 3)。 

 高所に置かれた視点は、人間の営みを総括的に、そこからある程度切り離された状態で眺め

ることを可能にする。ヴィニー自身はこの（他の詩にもつけられており、新たな詩集の題とな

るはずだった）「上昇（高所）élévation」という副題に込められた意味を説明して、地上のもの

を見るために、より天に近い視点が必要なのだと述べている 4)。ただしこの詩で「旅人」の視

点は、眺める対象、つまりパリという都市と、見ている自分が完全に切り離されている冷静さ

を感じさせはしない。上に引用した箇所の「目眩」、都市を眺めて彼が発する「地獄であり地上

のエデン！／パリ！原則であり目的！パリ！影であり炎！／私には悪なのかどうかわからない、

そのすべてが。だがそれは美しい5)」といった叫びから、観察・描写する立場にありながらも、

見る者が感嘆と恐れによって都市の光景に結びつけられていることが読み取れる。見る対象と

距離を保ちながらも、そこから衝撃を受けずにいられるほど客観的なものではないこの視点は、

パノラマ画を見る視点、すなわち、見る側の世界と、絵が表象する世界を対峙させながら、絵

に取り巻かれた閉鎖空間において、見る者を画像の世界と一体化させるような視点と、どこか

似ているかもしれない。 

 この視点から描き出されるパリも二重である。そこに見える「火」は、人間の労働と結びつ

いてたゆみなく産み出すものであり、同時に人間のすべての業を焼き尽くし破壊するものだ。

聖書に描かれた「人間のおごりによって神の怒りを誘う町」、「人間だけが集まりつくりだした

ものとしての町」のイメージは 6)、ここにも受け継がれている。« tombeaux »と « flambeaux » が

韻を踏んでいること一つにも、そうした二重性のあらわれを見ることができるかもしれない。 
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« flambeaux » は、人間社会の未来を照らし出す光の象徴になる。空気のうすい空間の中で  

« flambeaux » がくすぶり、燃え上がり、炸裂する様子から、近代社会の機械文明が立てる火花

が予見される。だがそれは、« abîme »（奈落／地獄）のヴィジョンと « fournaise » （業火）

のイメージを経て、火が町を焼き、しまいには都市の墓（tombeau）、灰しか残らないという終

末のイメージ（詩の 後で喚起される）につながっていく。19 世紀の詩の中で、この二重性は

さまざまに変奏されてゆくことになる。中でも、破壊される運命にある町のイメージは、この

ヴィニーの詩の影響を受けてロマン派の詩が描く「呪われた町」の中で、膨張し再編される 19

世紀パリの都市に重ねられていった。 

 

2. ユゴー『ノートル＝ダム・ド・パリ』― 時間と空間の旅、俯瞰と音の風景 

 19 世紀において俯瞰のモチーフは多様に展開され、「呪われた町」のイメージも、一つに収

斂してゆくとは考えにくい。パリ全体を見下ろし、歴史的建造物を名指しながら空間の中に位

置づける試みを行った作家としては、ロマン派の巨匠ユゴーを挙げねばなるまい 7)。『ノートル

＝ダム・ド・パリ』（1831）で作家は、パリを中心から見守るこの寺院からの中世のパノラマを

再構成しようとしている。さきに見たヴィニーの詩では「宮殿や丸屋根や尖塔、鐘楼、城の主

塔、時計台、砦」のように形や色のみが列挙されていた建物が、一つ一つ名指され、歴史的な

考察とともに詳述されるのだ。ノートル＝ダム寺院と自分を重ね合わせていたユゴーにとって、

寺院の塔から見下ろした首都を描き、歴史的建造物を名指し、語ることは、書くことによって

世界を把握する喜びと少なからず結びついていただろう。しかも歴史の流れを見渡しながらの

俯瞰なのだから、空間と同時に、時間を手のうちに収めんとする欲望を満たすことにさえなり

えただろう。 

 『ノートル＝ダム・ド・パリ』の問題の箇所で、パリのパノラマは、空間と時間をめぐる旅

の案内人のような語り手の視点から描かれている。ノートル＝ダムの塔から見た 1482 年のパリ

を描くにあたって、語り手は時間を自由に行き来し、パリの誕生を語ったり、中世のパリを 19

世紀のパリと比較したりする（「これは今でも残っていて美術家を慰めているが」、等々）。空間

を描きつつ時間の流れをも見渡す、大がかりな試みだ。それぞれの地区を順にめぐり、立体的

な鳥瞰図を構成するように、建物や道路、屋根や窓や歩道の特徴を描き出す。続いて語り手は、

19 世紀のパリを見慣れた読者に対して、15 世紀のパリをよりよく再構成するためには、どのよ

うな想像上の視覚的操作が必要かを説明する。青空のもとで建物の輪郭を想像した後、光を落

とし、夜のパリの家々のあいだの闇と光の戯れを思い浮かべ、次にはそこに月の光を足し、霧

の中にパリの黒いシルエットを浮かび上がらせたかと思うと、今度は塔や屋根の角を薄やみで

塗り直し、背景を赤い夕焼けと取り替えるなど、絵画的手法と近代的な投影視覚装置の効果を
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組み合わせたかのような操作が提案されている。1822 年にパリに登場したディオラマは、手書

きの絵を投影して、風景の微妙な、あるいは劇的な変化を観客に体験させたが、そのような視

覚体験がこの小説にも浸透しているかどうかは、別の場所でさらに検討される必要があるだろ

う。 

 さて、それでも過去の首都を再構成するには十分でないことを認めてか、語り手は 15 世紀の

音の風景を想像させることで操作を補完しようとする。 

 

現代のパリからはもう得られそうにない印象を昔のパリから得たいというのなら、大祭日

の朝、たとえば復活祭や精霊降臨祭の夜明けに、首都全体を見渡せるような高いところに

上って、鐘たちの目覚めをお聞きになるがよい。空から合図があると、――太陽が出てく

るのがそれだ――パリ中の無数の教会が、同時に身震いをする。」 

Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus 

vous donner, montez, un matin de grande fête, au soleil levant de Pâque ou de la Pentecôte, 

montez sur quelque point élevé d’où vous dominiez la capitale entière, et assistez à l’éveil des 

carillons. Voyez à un signal parti du ciel, car c’est le soleil qui le donne, ces mille églises 

tressaillir à la fois8).  

 

想像上の感覚がパリ全市を俯瞰する高所に置かれ、次から次へと合奏に参加してくる鐘の音

が描写されてゆく。一つ一つの教会の鐘の音の性格とそれが奏でるモチーフ、合奏における相

互関係が説明され、音の連なりが、響き渡る空間の広がりを想起させる。読者の想像の中で、

建物の連なりが音の連なりと交錯し、昔のパリの「印象」が脳裏に、感覚的な肉付けを伴って

立ちあらわれる。「教会の身震い」は、鐘の音に震える教会の様子を表している。それは見られ

ると同時に聴かれ、身体で感じられるものだ。アラン・コルバンが、鐘の音に関する重要な著

書、『音の風景 Les Cloches de la terre』で論じているところによれば、教会の鐘の音は近代に至

るまで、地方共同体のアイデンティティーを保証し、人々の日常生活の至るところに浸透して

いた。ユゴーの小説では、パリの日常の物音のみならず、教会の鐘という空間と社会と人を結

ぶ音をパリ中でいっせいに響かせることによって、パリの圧倒的な全体像を立ち上がらせる試

みがなされている。都市のさまざまな音を「オペラ」等の音楽作品に比べる比喩は、俯瞰され

た都市の各部分のあいだに、常に変化し、互いに呼応しあう、感覚的であり同時に精神的な関

係を想像させる。 

 

たしかに、これは耳を傾ける価値のあるオペラだ。ふだん昼のパリからもれてくるざわめ
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きは、この都市のおしゃべりだ。夜もれてくる音は、パリの寝息だ。だが、この鐘の音は、

パリの歌声なのである。だからこの鐘の総奏に耳を傾けてごらんなさい。50 万の市民たち

のつぶやきや、セーヌ河の永遠の嘆き声や、やむことのない風のいぶきや、地平の岡の上

に巨大なパイプオルガンの箱のように置かれている４つの森の荘重で遥かな四重奏を、こ

の合奏の上に散りばめてごらんなさい。中心にある鐘の音の、あまりにしゃがれて高い音

にぼかしをかけてみてごらんなさい。このにぎやかな鐘の音、音楽のるつぼ、高さ 100 メ

ートルの石のフルートの中でいっせいに歌うこの一万もの青銅の声、一つのオーケストラ

となってしまったパリ、嵐のように響く交響曲、これほど豊かで、楽しげで、まぶしく輝

くものをこの世でご存知かどうか、教えていただきたい。 

Certes, c’est là un opéra qui vaut la peine d’être écouté. D’ordinaire, la rumeur qui s’échappe 

de Paris le jour, c’est la ville qui parle ; la nuit, c’est la ville qui respire : ici, c’est la ville qui 

chante. Prêtez donc l’oreille à ce tutti des clochers, répandez sur l’ensemble le murmure d’un 

demi-million d’hommes, la plainte éternelle du fleuve, les souffles infinis du vent, le quatuor 

grave et lointain des quatre forêts disposées sur les collines de l’horizon comme d’immenses 

buffets d’orgue, éteignez-y ainsi que dans une demi-teinte tout ce que le carillon central 

aurait de trop rauque et de trop aigu, et dite si vous connaissez au monde quelque chose de 

plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus éblouissant que ce tumulte de cloches et de 

sonneries ; que cette fournaise de musique ; que ces dix mille voix d’airain chantant à la fois 

dans des flûtes de pierre haute de trois cents pieds ; que cette cité qui n’est plus qu’un 

orchestre ; que cette symphonie qui fait le bruit d’une tempête9).  

 

上の部分では、19 世紀当時のパリの音の風景から 15 世紀のそれを再構成するための工夫も

提案されている。想像の中で、読者自らが知っている都市の音のある部分をぼかしたり、語り

手の喚起した音を足したりすることが求められているのである。小説は言葉によって、読者の

感覚風景を遠隔操作し、音の記憶を共にたどらせようとするのだ。そのようにして想起される

パリの尖塔は楽器であり10)、町は歌う主体である。音を描くことによって、パリとその住民を

一つの生き物のように想起させ、その「生きる歓び」を喚起する手法がここにある。フランス

19 世紀小説にはパリを一つの生命体とする比喩が多々見られるが、建造物の細部から全体を描

き出し、空間いっぱいに響き渡る音と振動を重ね合わせてそれを無数の音が共鳴する集合：「る

つぼ（fournaise）」、一つの生き物の活動のように捉える視点には、ユゴー独特の壮大さがある

と言えるだろう。 

 以上に見た俯瞰の場面は、作者によって 後に書き足された部分であることが知られている。
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そのため、この部分の語り手の視点と、寺院の塔に上る登場人物の視点の性質がかけ離れてい

ても、当然かもしれない。だが『ノートル＝ダム・デ・パリ』を一つのテクストとして見た時、

視線の主と性質が変化し、高みから見下ろされるものが変わっていった時に、何が起きるかが

興味深い。高所から見られ、聞かれるものは、もはや建造物の形や時代を通しての変化、誰が

鳴らしているともわからない音ではなくなり、特定の場所と時間に起きる出来事と、特定の人

間がある意図や感情のもとに発する音となる。視線の動きは強い情念に支配され、下界には、

人々の生き生きとした活動だけでなく、情念の歪んだ発露、物事の誤読、暴力の光景が見えて

くる。「下」の光景の中に、見る側も無縁ではない物語の進行が細かく観察され、見る者はそれ

に蝕まれる。俯瞰することよって、見られる対象を破壊しようとする欲望が育まれる一方、見

る主体は目眩を感じ、あるいは落下のシナリオへと引き込まれていく。俗世を俯瞰する視線を

汚した者は、その俯瞰の実体を第三者に見られ、落下していくともいえよう。ノートル＝ダム

寺院の鐘楼は、俯瞰を可能にするが、決して十分に地から遠くはない。そのため、「見られた」

ことが「見る」者にはねかえず衝撃は強くなる。近いが手の届かない、手に取るように見えな

がら関与できない、そのような性質の俯瞰された光景が、物語の中に情念の渦を作り出す。 

 

3. 丘（墓地）からの俯瞰 ― バルザック小説の場合 

 おごれる人間の町を眺め下ろす神とその代理人の視点の系譜の中で、俯瞰することは、対象

に対する客観的・批判的な態度と密接な関係にある。だが、ヴィニーの詩やユゴーの小説にも

一部見られた非人称的視点、都市における人間の営みをそこから切り離された立場から鑑賞し、

描写し、批判する視点は、19 世紀において次第に別の俯瞰の視点と拮抗するようになっていっ

たように思われる。それは見下ろす視点が、19 世紀に地位を得ていった文学ジャンルである小

説の登場人物の内部に置かれたことと無関係ではない。鳥のように上から眺め下ろす視点を好

んだスタンダールの作品で、高所から下を眺め渡す主人公たちは、精神的孤高と自由を獲得す

る。高所に幽閉されることは、社会的成功への欲望、俗世のもくろみ、群衆の騒がしさなどと

距離を置くことを意味している。だが、登場人物は「下」の世界における社会的・情念的な摩

擦や軋轢が原因で「上」に上ることになるのであり、俯瞰する視点は人間社会の混沌の結果と

して小説の中に生まれる。ヴィニーの詩でも、視点は「塔」の上におかれていた。だがスタン

ダールの小説では、人間が作りそこに留まる建物には付属しているが、社会活動の地平から切

り離された場所としての塔が、「上」と「下」の反発しあい同時に切り離せない関係を負った俯

瞰を支えることになる。 

 19 世紀小説には言葉通りの意味と比喩的な意味において、「地に足をつけたまま」都市を俯瞰

する場面も多く見られた。その典型としてまず思い出されるのは、バルザック『ゴリオ爺さん』
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（1835）の末尾で、ゴリオをペール・ラシェーズに葬ったラスチニャックが、墓地の高台からパ

リを見下ろす箇所である。 

 

一人残ったラスチニャックは、墓地の高台の方へ数歩歩み、パリの両岸に沿ってくねくね

と横たわっているパリを眺めた。そこには灯りがともり始めていた。彼の視線は、ほとん

ど貪るようにヴァンドーム広場の円柱とアンヴァリッドの丸屋根のあいだに張りついた。

彼が入り込みたいと思っていた、あの社交界が息づいている場所だ。この唸りを立ててい

る蜜蜂の巣に、まえもって蜜を吸い上げるかのような一瞥を投げた彼は、勇壮なことばを

吐いた。「さあ、俺とお前の番だ」。 

Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement 

couché le long des deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux 

s’attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des 

Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette 

ruche bourdonnant un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots 

grandioses : « A nous deux maintenant! »11) 

 

ラスチニャックの視線は、上流社交界の存在する地域、王政復古期のパリで富と権力が集中

していた地区を捉えている。「ヴァンドーム広場とアンヴァリッドの丸屋根（ドーム）まで」と

書かれているため、ローズ・フォルタシエは「ドーム dôme」という言葉がもつ閉鎖性と排他

性が強調されていると指摘する。それらの点を考慮するに、ラスチニャックの「さあ、俺とお

前の番だ」という言葉は、純真な心をゴリオの墓に埋めた青年の、理不尽で冷酷で閉鎖的な社

会に果敢に挑戦していこうという宣言である、という解釈に異議を唱える理由は特に見当たら

ない。言葉のみでなく、都市を高所から「視界におさめる」こともまた、登場人物の内部に装

填された支配欲のあらわれである。都市が批判的に眺められてはいても、そこに存在する悪は、

見る者にとって利用すべき悪となる。その悪は、富と権力に否応なく結びついており、嫌悪を

引き起こすと同時に惹きつける。蜜を「吸い上げる」という表現は、同時代の他の作家のテク

スト、例えば先に見たヴィニーの「パリ」や、『千と一の書』（1831-34）の一節でも用いられて

いる比喩だと指摘されているが 12)、貪られる対象としてのパリと、それを貪欲に活用しようと

する主体の関係を、物質的・身体的感覚を強調しながら表現している。パリの町が立てる「唸

り」は、俯瞰する者の鼓膜に直接訴え、それによってかきたてられる欲望は、都市に対して視

線による擬似的な接触を試みさせる。都市全体を下に見下ろす視点と、支配欲・上昇願望の結

びつきは、もっとどぎついかたちで、ゾラの『獲物の分け前』に登場するだろう。 
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 ここでのラスチニャックの俯瞰は、小説内の地理を再編成する役割も果たしている。『ゴリオ

爺さん』という作品の空間構成を考えれば、地下のカタコンブのイメージを負い、左岸の大き

な建物の影に包まれた地区の底にあるなど、あらゆる意味で「低地」に置かれた下宿から始ま

った小説は、ゴリオの父親としての殉教とラスチニャックの感情教育が完結した末尾で高台に

視点を移し、舞台となってきた都市の空間全体を視覚的に把握する。それは、バルザック小説

独特の細部への関心をもって描かれてきた建物や地区の姿や手触りを全体図の中に収め、その

あいだの行き来が「侵犯」となりうる分断された複数の地区を視線で縫い合わせ、情念と金銭

の渦巻く「下の世界」を図像的に分類・分析できる次元を開くことである。種の区分を細密に

行い、分たれた領域をいかに関係づけるかを問う、博物学的なバルザックの知が、俯瞰の視点

を得て、空間的に展開されるのだ。 

 高台にあるペール・ラシェーズ墓地に上り都市を眺め渡すことが、人物の上昇欲を象徴して

いるとしても、そこが墓地であるからには、死が関与してくることは間違いない。『人間喜劇』

の中で、ペール・ラシェーズ墓地からパリを睥睨し野心を口にするという態度は、大切な者の

生命を奪い、個人を疎外するパリの町を嘆くという、もう一つの態度と対になっている。『ゴリ

オ爺さん』より前に、『フェラギュス』には、社交界の構成員の悪しき好奇心ために娘の命を奪

われた父親が、ペール・ラシェーズから町を見下ろし、呪う場面が描かれていた。そこで俯瞰

される地区は、ラスチニャックが眺める地区と重なり合う。父としてはゴリオ爺さんの人物像

につながり、徒刑囚としてはヴォートランにつながるフェラギュスは、貴族の若者の横恋慕と

誤った推測から娘を失うはめになったことを嘆くのだが、悲劇の原因は町そのものに帰されて

いる。貪り破壊する町、「怪物」であるパリを「燃やしてしまうぞ」と述べる父は、呪われた町

を焼き尽くす業火のイメージを虚しく引用している。 

 また、ラスチニャックの俯瞰の場面と対照的な位置にあり、『人間喜劇』内部で互いに互いを

皮肉り、パロディー化するような場面が『幻滅』（1843）に置かれていると見ることもできるだ

ろう。しばしばラスチニャックと対比される主人公リュシアン・ド・リュバンプレが、同棲し

ていた女優コラリーをペール・ラシェーズに葬る場面である。 

 

リュシアンは夕暮れまで一人、この丘に残ってパリを一望のもとに眺めていた。「今とな

っては誰が、このぼくを愛してくれるだろう」と彼は自問した。「本当の友人たちには軽

蔑されている。何をしても、あそこにいる彼女はぼくのすべてを気高く立派だと思ってく

れたのに！ぼくにはもう、妹とダヴィッドとお母さんしかいない。あちらでは、ぼくのこ

とをどう思っているだろう。」 

Lucien demeura seul jusqu’au coucher du soleil, sur cette colline d’où ses yeux embrassaient 
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Paris. « Par qui serais-je aimé ? se demanda-t-il. Mes vrais amis me méprisent. Quoi que 

j’eusse fait, tout de moi semblait noble et bien à celle qui est là ! Je n’ai plus que ma sœur, 

David et ma mère ! Que pensent-ils de moi, là-bas ? 13)» 

 

少なからずナルシシックな受け身の主人公であるリュシアンは、ここでも都市を前にして、

自分自身を眺めている。強い力の渦巻く大きな都市を見下ろし、自分の小さな体に反射させよ

うとしている。しかし、彼がそう見て欲しいと望む自分の像をまちがいなく返してくれる眼差

しは、パリの中にはもう存在しない。パリは鏡ではなくなったのだ。ここで、俯瞰することは

断絶の確認である。また、丘が殉教の場所でありうることを考えれば、リュシアンは発展しつ

つあったパリの新聞・ジャーナリスムの世界の犠牲者として、自分を葬った社会を眺めている

と解釈できよう。この丘が墓地であることも新たな意味を持ってくる。リュシアンは墓地から

都市を俯瞰しながら、象徴的な「死」を体験しているのだ。今や「あちら là-bas」――具体的

にはパリと対比され、その外にある「地方」だが――に出てゆくしかない。そして『浮かれ女

盛衰記』（1844-47）では、偉大なる徒刑囚ヴォートランに魂を売った者として「復活」するの

である。さらに視野を広げれば、リュシアン自身が意思の弱さを背負った人物であるからして、

この墓地からの俯瞰には、19 世紀前半の変動する社会における、孤高の魂への憧れと、自己像

を無限に増幅してくれる都市―鏡への夢にはさまれた若者の挫折と疎外感が反映されていると

考えることもできるだろう。 

 

4. ゾラにおける高所からの俯瞰 ―『獲物の分け前』に描かれた改造されるパリ 

 都市を俯瞰する視点は、当然、他の芸術分野にも見られた。退屈した悪魔が人間の都市をた

ずねるという設定でパリを多面的に語る『パリの悪魔』（1845〜46）の冒頭には、この町の歴史

を述べた部分があり、シャンパン(Champin)の木版画による挿絵の複数が、町を俯瞰した印象

的な構図を見とっている（図 1）。まさに鳥のような視点で都市を捉えたものさえある。吉田典

子氏がまとめておられるように14)、世紀後半になると、ナダールによる空中撮影が絵画の構図

に影響を与えたと言われている。すでに 18 世紀末にモンゴルフィエが気球を発明してはいたが、

1858 年にナダールが気球に乗って世界ではじめての空中写真撮影に成功し、60 年代には巨大な

気球にのってパリの精緻な俯瞰写真を撮影して以来、マネ、モネ、ルノワール、ベルト・モリ

ゾーらが、気球ならずとも、ルーヴル宮などの高みからの景観を次々と描いた。ゾラもこれら

の絵画を好み、1868 のサロン評に「彼はわれわれの都市の地平線を、家々が明るい空の上に描

き出す灰色と白の斑点を愛しており、通りで短コートを来て忙しそうに走り回っている人々を

愛している」と書いたことが、吉田氏の論文で指摘されている15)。 
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 そのゾラは小説で、パリを俯瞰する視点を非常に効果的に用いたと言えるだろう。まず『獲

物の分け前』（1871）で、サッカールがモンマルトルからパリを見下ろす場面に注目したい。南

からパリに出てきて一旗あげようとしているという点ではラスチニャックやリュシアンとも共

通項を持つサッカールだが、バルザックの主人公たちの貴族的な自己愛やためらいや繊細さは

共有していない。獰猛に不動産投機計画を進め、19 世紀後半にセーヌ県知事オスマンによって

大改造されていく首都から莫大な利益を引き出すことになる。彼はまず手始めに、市役所の道

路管理官として得た知識と情報を利用し、パリを研究していた。普段は地図の上で眺めている

その都市を、初めの妻が亡くなる二月前の日曜、モンマルトル 16)の丘にあるレストランの窓か

ら実際に目の前に見下ろす。下の場面である。 

 

彼の眼差しは絶えず、生きていてどんどん膨張してゆくこの海、深みから群衆の声が響い

てくる海へ、うっとりと降りていった。秋だった。白っぽい大空の下、都市は柔らかく淡

い灰色を帯びてぐったりとし、あちこちに深い緑が点在して、それらは湖にたゆたう睡蓮

の大きな葉のようだった。 

Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante, 

d’où sortait la voix profonde des foules. On était à l’automne ; la ville, sous le grand ciel pâle, 

s’alanguissait, d’un gris doux et tendre, piqué ça et là de verdures sombres, qui 

ressemblaient à de larges feuilles de nénuphars nageant sur un lac17). 

 

このように場面の始まりでは、群集の声に誘われて視線が降りてゆく。水に連なる比喩をま

じえて都市が描き出される。ヴィニーの詩にあったような人工的な、角張ったものの集積とし

てのパリとは異なり、それは生物の揺籃である海や、睡蓮の葉が浮かぶ湖になぞらえられる。

葉が、はかなく水にたゆたう不安定なイメージを運んでいるにせよ、都市は一つの有機体とし

て思い描かれ、色調は柔らかい。単なる連想を越えて、モネの『睡蓮』のいくつかと重なりあ

う部分は大きい。だが続いて、都市のある部分がズームアップされる。 

 

奥の方にはうすい靄が立ちこめてきたが、町の右岸、マドレーヌ教会やチュイルリー宮殿の

あたりには、金の埃、金の露がふっていた。『千夜一夜物語』に出てくる、エメラルドの木

が生え、サファイアの屋根にルビーの風見鶏がある、魔法のかかった街角のようだった。 

tandis que les fonds s’emplissaient d’une brume légère, une poussière d’or, une rosée d’or 

tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. C’était comme 

le coin enchanté d’une cité des Mille et une Nuits, aux arbres d’émeraude, aux toit de saphir, 
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aux girouettes de rubis18). 

 

書物の中の風景を引用し、鮮やかな彩りに輝く魔法の街角を現実の町に重ねようとするこの

箇所で、視点は誰のものかはっきりしない。ある程度離れていながら、微妙な変化を察知でき

る距離に視点が置かれ、語り手が別のテクストを通して読者と共有するヴィジョンが、登場人

物が見ている風景に重ねられている。外部のテクストを呼び込むことで、ぼんやりとした現実

の光景に、鮮やかに想像された細部を嵌め込む、ゾラならではの巧みな手法である。『千夜一夜

物語』のイメージが呼び込まれているが、「ヨハネの黙示録」21 章で描かれる、透き通った水

晶のような純金でできていて、礎は碧玉、サファイア、玉髄、エメラルドなどで作られたエル

サレムの町も思い出されよう。現実世界の描写の中で、夢幻的なヴィジョンと世俗的なものが

出会う点も、ゾラらしいと言える。上のように黄金色の光が「埃」や「露」となって目に飛び

込んでくる景色に、「家々が燃え立ち、るつぼの金塊が溶けるようであった (les maisons 

semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d’or dans un creuset19)）」という幻想的かつ終

末を暗示する光景が連なり、さらには「パリに 20 フラン金貨の雨が降る！(il pleut des pièces de 

vingt francs dans Paris! 20)）」というサッカールの言葉に受け継がれて、光は突然、金貨という物

質に置き換えられ、町は「金銭」という主題のもとに語られることになる。続いてサッカール

は、「化学者の蒸留器の中であの地区が煮え立っているみたいだ (on dirait que le quartier bout 

dans l’alambic de quelque chimiste21)）」という比喩に自分で感動し、溶けてしまう地区は一つや

二つではないと予告する。そして「釜をたいてかきまわしている連中の指に金が残る (il restera 

de l’or aux doigts des gens qui chaufferont et remueront la cuve22))」と、同じ系列の比喩を紡い

でゆく。ヴィニーの詩にも見られた「大かまど」の形象に連なるイメージをここに見ることも

できるだろう。同時に、ゾラ作品に特有の、人間の欲望を煽り、その営みを狂わせ飲み込む大

きな機械――ここでは化学者の蒸留器、『居酒屋』では「酔っぱらい製造機 machine à souler」

と呼ばれる酒場の蒸溜器、『獣人』では列車、『ボヌール・デ・ダム百貨店』では百貨店そのも

の――のイメージが、俯瞰されたパリの街にあらわれる。オスマンによるパリの大改造、不動

産投機の対象となったパリが指し示され、まだ完全に実現されていない街の変化が、錬金術的

な空想を重ねて喚起されている。だがその神秘的な操作を行う指は、卑俗な投機師の指である。

「魔法のような merveilleux」変化が、夢想と縁遠い、土地や金銭など俗世の価値とかたく結び

合う。この地点から、第二帝政を描くゾラのテクストの核が生まれ出ている。 

 呪われた町のイメージを継承しつつも、ここで都市は、人間が作ったものであるのみならず、

人間が壊し、作り替えるものとなる。19 世紀後半、パリが生まれ変わる時、町を破壊するのは

神の怒りではない。そのことを象徴するかのように、サッカールは「肉切り包丁のようによく
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切れそうな (tranchante comme un coutelas 23)）」手でパリを切ってみせる。パリに出現しよう

としている大きな道路の数々が示される。すべてがサッカールの口から具体的に説明されるわ

けではないが、一つ目の仕草は、1854 年から 58 年にかけてエトワール広場とバスティーユが

シャンゼリゼ大通りとリヴォリ通りで結ばれ、東駅とカルティエ・ラタンがストラスブール、

セバストポール、サン＝ミシェルの三つの通りつながれた、「パリの大十字路」の工事を指し示

す。２番目には、上の道路を同心円状に結び、鉄道の駅をつなぎ、1860 年パリ周辺部併合でで

きた新しい街区を大十字路に結びつけた、ラファイエット通り、オーベール通り、レンヌ通り

など第二の道路網建設が予告される。第３に、それらを補完したサン・ジェルマン大通りやレ

ンヌ通りの工事継続やサン＝ペール通りなど左岸の街路の延長を含む第三の道路網などが示さ

れる 24)。サッカールの仕草は、まるで時間的・空間的な遠隔操作を行っているかのようだ。空

を切る手が、下に広がるパリの町の上に、将来のパリ像を浮かび上がらせる。サッカールの手

には肉切り包丁の卑俗な残酷さがまとわりついているが、大改造を施術される町はやはり、「血

管を開かれた (les veines ouvertes25)）」、「腹を裂かれたパリ (la ville éventrée26)）」など、切断と

血のイメージを負わされている。パリの地図 27)もまた、「『厳かな手』が第二の道路網の主要道

路を赤インクで書き込んだ例のパリ地図(ce fameux plan de Paris sur lequel «une main auguste» 

avait tracé à l’encre rouge les principales voies du deuxième réseau) 28)」の赤色が示すように、血

のイメージにまみれている。きらびやかで壮大な近代都市への変身という側面ではなく、冷酷

で血なまぐさい手術としての改造、そこに群がる「カラス (corbeaux)」に喩えられた投機師た

ちの貪欲で不吉なイメージが強調されている。 

 サッカールのような金銭へのあくなき執着を体現する人物が眺めることによって、パリは「獲

物」となるのだ。だが視覚のみがその変化を起こすわけではない。サッカールはパリに上って

くるやいなや、五感を駆使し、首都を一つの大きな「獲物」、狩猟の対象として感じ取っていた。

上に見た場面では、町を見下ろしながらワインを飲んで饒舌になるという状況のせいで、彼の

パリに対する欲望はより明確に語られるが、左岸のサン＝ジャック街の家でもすでに、パリに

上ったばかりの地方出身者は、来るべき対決に備えて感覚で相手を下調べしていた。 

 

窓辺に行って、自分の下にパリの巨大な動きを感じると、大かまどの中に一気に飛び込んで、

熱っぽい手で、金をやわらかい鑞のようにこね回したい衝動に駆られた。大都市から立ち上

ってくるまだ漠とした息吹を、生まれつつある帝政の息吹を吸い込んだ。そこにはすでに、

閨房と投機の匂い、享楽の熱気が漂っていた。野獣の残したかすかな匂いが、獲物は彼の前

を走っている、彼の進んでいる道はまちがっていない、と教えてくれた。帝政の大々的な狩

猟、一か八かの勝負、女と大金を追っての狩りがついに始まろうとしていたのだ。 
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Lorsqu’il se mettait à la fenêtre, et qu’il sentait sous lui le labeur géant de Paris, il lui prenait 

des envies folles de se jeter d’un bond dans la fournaise, pour y pétrir l’or de ses mains 

fiévreuses, comme une cire molle. Il aspirait ces souffles encore vagues qui montaient de la 

grande cité, ces souffles de l’Empire naissant, où traînaient déjà des odeurs d’alcôves et de 

tripots financiers, des chaleurs de jouissance. Les fumets légers qui lui arrivaient lui disaient 

qu’il était sur la bonne piste, que le gibier courait devant lui, que la grande chasse impériale, 

la chasse aux aventures, aux femmes, aux millions, commençait enfin29). 

 

つまりサッカールは、目で町の全体を把握できるようなモンマルトルの丘の地理的な高みに

身を置く前から、パリに接触するやいなや、窓辺で都市の全体を感じ取っていたのである。動

物を追う動物の感覚で町を捉え、嗅覚を野卑で根源的な、生存を保障する感覚として頼りにし

ながら、獲物である都市を追い立てたいという欲望をたぎらせていたのだ。サッカールの欲望

の対象は、金銭のみとは言い切れない。手段でもあるが、同時に感覚でじかに探り求める欲望

の対象でもあるパリが、彼の情熱をかき立てる。そのパリは、やはり「大かまど（業火）」のイ

メージと共にあらわれる。「金をこねる」とあるように、業火は地上の物質に可塑性を与え、錬

金術的野心を助長する。都市は危険な快楽の匂いを発し、狩猟用語においては「獣のにおい」

を表す « fumets » という言葉が喚起する原始的な獣くさい匂いが、富と成功の在処を示すので

ある。 

 この作品では、パリを俯瞰する場面で、視覚は特権化されることなく、すべての感覚をもっ

て都市の身体を感じることが重要になってくる。パリにまつわる神話的イメージは相変わらず

存在するものの、そのイメージから動き、匂いや音にまつわる側面が引き出され、都市と向か

い合う者の感覚を刺激する。読者も、想像の感覚を開いて都市を読むことになる。俯瞰の構図

につきものだった、都市とそれを見る者のあいだの対峙・疎外・批判といった関係、精神的・

心理的な距離は、かたちを変えてそこにあったとしても、匂いや擬似的な触覚による対象との

奇妙な接触の感覚に侵されていく。変奏される「呪われた都市」のイメージの中で、不吉な繁

栄を煽る欲望は、俯瞰する者の側からも発される。燃え上がる都の与える酩酊感は、俯瞰の視

点を与える高所と下界を循環するかのようである。ヴィニーの詩にあった巨大な「輪」のイメ

ージは、ゾラの描く産業社会において、さまざまな機械のイメージに取って代わられるだろう。

俯瞰する人間は、その巨大な機械を動かす人間の野心を、動物的五感を駆使して、自覚してゆ

く。 
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5. 都市の感覚風景を介して生まれる「共犯」関係 

 ゾラの小説では、都市の感覚的要素と人間のさまざまな衝動の根源的結びつきが、至るとこ

ろで指摘され、意味をもってくる。『獲物の分け前』では、パリの諸地区とその周辺の風景が、

登場人物の感覚・精神との深い、複雑な関係において描かれ、金と倦怠と狂気がはびこる第二

帝政下のブルジョワの生活を浮き彫りにする。冒頭には、19 世紀に整備された都市周辺部の社

交場の一つ、ブーローニュの森とそこを馬車で散歩する人々が現れ、その場面にはすでに、視

覚、聴覚、他の身体感覚に働きかける要素が詰まっている。秋の森は馬車で渋滞しているが、

都市の内部のざわめきと対照的な、人がいることによって際立つ自然の静けさが喚起される。

さらに、乗り物の動きは次のように書かれている。 

 

先頭の馬車がいくつか抜け出すと、その近くから少しずつ、やがて列全体が、ゆっくりと

動き出した。目覚めのようだった。無数の揺れる灯りがともり、車輪のあいだに稲妻のよ

うな光が飛び交い、馬が装具を揺すると火花が飛び散った。車の窓ガラスの反射が、地面

に、木々の上に、大きく映って通り過ぎていった。馬具や車輪からは光が弾け、ニスぬり

の車体は燠火のような落日を映して燃えるようだ。空中に引っかかったようなぴかぴかの

お仕着せや、扉からはみ出た豪華な衣装が放つ鮮やかな色は、こうして馬車が一定のリズ

ムで途切れることなく立てる鈍い唸りとともに運び去られていった。 

les premières voitures se dégagèrent et, de proche en proche, toute la file se mit bientôt à 

rouler doucement. Ce fut comme un éveil. Mille clartés dansantes s’allumèrent, des éclairs 

rapides se croisèrent dans les roues, des étincelles jaillirent des harnais secoués par les 

chevaux. Il y eut sur le sol, sur les arbres, de larges reflets de glace qui couraient. Ce 

pétillement des harnais et des roues, ce flamboiement des panneaux vernis dans lesquels 

brûlait la braise rouge du soleil couchant, ces notes vives que jetaient les livrées éclatantes 

perchées en plein ciel et les toilettes riches débordant des portières, se trouvèrent ainsi 

emportés dans un grondement sourd, continu, rythmé par le trot des attelages30).  

 

落日の車体への反映、馬具が立てる火花、馬車にともる灯り、社交界の人々と召使いたちの

きらびやかな服装の色が放つ光が見え、一定のリズムの動きがそこに加わって、酩酊をさそう

ような魅惑的な光の集合が生まれる。馬車の「ガラスの反射」が自然物（地面や木々）の上に

ゆらめく様子、ニスでぬられた車体が落日をうつして「燃えるよう」なさまには、ガラスを通

したヴィジョンに魅かれるゾラ特有の感性がある。衣装の鮮やかな色が「馬車の唸り」と共に

運び去られていくところにも、素材感と色彩と音を乗り物の動きに結びつける独特の感覚がみ
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られよう。「官能的な」軽い揺れで乗客の感覚をくすぐる馬車は、容赦なく進む鉄道の強さ、冷

たさとは、もちろん遠く隔たっている。とはいえ、そこには乗り物に対する新しい意識がある。

ガラスと自然光の出会い、車輪がたてる火花、鈍い唸り声、単調な動き。「道具」としての暖か

みを残しているが、この乗り物は「機械」の魔力を垣間見せる。飼いならせる機械の曖昧な性

格が、ブルジョワ生活の轍にはまった心地よさ、その背後にある、頽廃がゆっくりとしかし確

実に破滅へと人を誘いつつある予感と、響き合うのかもしれない。 

 とはいえこの小説で、「ブーローニュの森の涼やかな小道」の散歩は、まだ存在していた秩序

と一体だった。馬車の一台に乗っていたルネと義理の息子マクシムも、まだ過ちを犯してはい

なかった。森の小道はやがて、ルネの邸宅にある温室の激しい官能性、逸脱への欲望と対比さ

れることになる。また、上の場面にも垣間みられた乗り物と人と道路の刺激的な出会いは、パ

リのもっとも賑やかな場所の一つで、森の散歩が保っていた秩序の破壊を加速するだろう。ル

ネとマクシムが不倫の関係に陥る、イタリア大通りのカフェ・リッシュでの場面を見てみたい。

あたりでは、午前零時前になっても馬車の轟音と灯りが絶えず行き過ぎ、通りは騒々しく雑然

とし、遠くまで人々黒くひしめいている。そこには、群衆のざわめきとその身体を感じ取る、

聴覚の延長にある触覚ともいえるような感覚が想定されている。問題になるのは乗り物だ。「５

分ごとにバティニョールからの乗り合い馬車が、黄色い車体に赤い角灯をつけて通り、ル・ペ

ルティエ街の角を曲がり、轟音をあげて、カフェ・リッシュの建物をゆさぶった (De cinq 

minutes en cinq minutes, l’omnibus des Batignolles passait, avec ses lanternes rouges et sa caisse 

jaune, tournant le coin de la rue Le Peletier, ébranlant la maison de son fracas31))」。当時パリと周

辺部を結び、多数の庶民を運んでいた乗り合い馬車（omnibus）の振動や通りの音、あふれる

光が、密会の場所として使われるカフェでの初めての食事に気分が高揚しているルネをさらに

酔わせる。続いて、乗り合い馬車の轟音と振動は、決定的な出来事のメタファーとなっている。 

 この場面で惜しみなく描き出されるのは、広告パネル、ショーウィンドー、飲食店が遅くま

でテラスを並べ、娼婦たちが行き交う大通り、乗り合い馬車など、消費と流通の装置の数々で

ある。馬車の轟音、群衆が立てる物音は、ルネとマクシム、義理の母と息子の情事を伴奏する

「オーケストラ」に喩えられる。「まどろみ愛の夢を見ている大通で弱音で奏でられているコン

トラバスの消え行くふるえ、ヴァイオリンのはるかな調べの中で、過ちが犯されたのだった (la 

faute s’était commise dans le dernier frisson des basses et le chant lointain des violons, vague 

sourdine du boulevard endormi et rêvant d’amour32)）」。この小説では、群衆の声も通りの音や光

も、起きてはならないはずなのに起きるべくしてそうなったかのように起きる、本当らしくな

いのにきわめて現実的な出来事の伴奏である。それは出来事を象徴し、同時にかき立てるもの

となっている。罪を犯してしまうと、ルネは悲しくなって窓から外を眺める。「彼女は影の上に
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身を乗り出し、この震える静寂、閨房の匂いを吸い込んだ。それは下からのぼってきて、共犯

者である町が恥を分ち受け入れてくれている証拠のようだった (Penchée sur l’ombre, elle 

respira ce silence frissonnant, cette senteur d’alcôve, comme un encouragement qui lui venait 

d’en bas, comme une assurance de honte partagée et acceptée par une ville complice33))」。一方で

は個人の奥へ奥へと巣食っていく罪の意識が、もう一方で物音、空気のふるえ、匂いといった、

感覚を通して共有される、名のない、起源を消し混ざり合うものを通して、都市と共有される

のだ。 

 この物語で、古いブルジョワジーの家庭に生まれ、早くに母を亡くして司法官の重々しい家

で幼少期を過ごし、その後、修道院で勝手気ままに育ったルネは、友人の家で起きた過ちを隠

すためにサッカールと結婚させられた。浮薄な興奮を煽るパリの新しい邸宅の中で、彼女は次

第にその高揚した想像力に蝕まれてゆき、義理の息子と不倫の仲になり、 終的にはその関係

を夫に知られ、夫と息子の仲を裂こうと狂気じみた試みに走った末、実家に戻ることを余儀な

くされる。小説の末尾近く、女中を駅に送り、ブーローニュの森をめぐって、すべてを失った

こと、時間が経過したことを知った彼女は、実家の子供部屋に逃げこみ、眼下にパリを眺める。

この失意の俯瞰の場面は、サッカールが野心的にパリを俯瞰した場面と呼応しているのかもし

れない。子供時代を過ごした古いサン＝ルイ島の邸宅からルネがパリを眺め、人生を回顧的に

眺めることが、変化の激しいパリの諸地区で繰り返される逸脱の物語を締めくくるために必要

だったとも考えられる。現在の視点と子供時代の視点を交錯させ、空間と時間を重ね合わせる

俯瞰の場面だ。それは、揺監のようなこの上なく内密な安らぎの場所と、どこまでも不可知な

社会をつなぐ。 

 このパリの眺めには、「そこでは何も汚されていなかった (Là rien n’était sali34)）」という不変

性が組み込まれている。彼女の心を静めてくれ、胸に生気を吹き込んでくれるのは、母のよう

に女性形で呼ばれるセーヌ河という「巨人 (la géante)」だ。「セーヌ川が大きくなって窓まで

上ってくるのではないかと怖かった(elle avait peur de la voir grossir et monter jusqu’à la 

fenêtre35)）」幸せな頃と同じように、川は彼女に向かって流れてくる。ルネは「この川、巨大な

流れ、唸りをあげる水のふるえ（中略）が大好きだったことを思い出していた (Elle se souvenait 

de leurs tendresses pour la rivière, de leur amour de sa coulée colossale, de ce frisson de l’eau 

grondante, […] 36)) 。川は不変であり、過去に見た風景を現在の風景の上に蘇らせる。失意の

ルネが俯瞰する都市に、セーヌ川を着飾った女性に喩えた少女の頃の想像が重なりあう。だが

それは、記憶と今「見ているもの」の交錯がもたらす幻影であり、時間はセーヌ川という装置

のもう一つの側面が暗示する通り、流れ去ったのである。そのような直線上の流れと、川が円

環的に回帰させる記憶に対し、パリに投げかけられた視線は、ベロー邸のあるサン＝ルイ・ア
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ン・リル通り――パリ中心からわずかにはずれた直線的な通り――から、ルネが住んだ新築の

大邸宅があるモンソー公園近辺、さらには地平線へと円状の広がりを獲得し、またセーヌ河畔

に戻ってくる。 

 

ルネは目をあげて、淡い水色の広大な天穹が、夕暮れの中でしだいに色を失っていくのを

見た。彼女は、共犯者だったパリというこの都市を、大通りの燦然たる輝きを、ブーロー

ニュの焼け付くような午後を、新築の大邸宅で送ったどんよりとしてけばけばしい生活を

思った。それから、頭を下げて、子供の頃に見た穏やかな地平線を、自分がそこで平和な

生活を夢見ていた労働者とブルジョワの街の一角を、さっと見た。唇に究極の苦みがこみ

上げてきた。夜の帳が降りてくる中、彼女は手を合わせてむせび泣いた。 

Et Renée, levant les yeux, regarda le vaste ciel qui se creusait, d’un bleu tendre, peu à peu 

fondu dans l’effacement du crépuscule. Elle songeait à la ville complice, au flamboiement des 

nuits du boulevard, aux après-midi ardents du Bois, aux journées blafardes et crues des 

grands hôtels neufs. Puis, quand elle baissa la tête, qu’elle revit d’un regard le paisible 

horizon de son enfance, ce coin de cité bourgeoise et ouvrière où elle rêvait une vie de paix, 

une amertume dernière lui vint aux lèvres. Les mains jointes, elle sanglota dans la nuit 

tombante37). 

 

この小説で、パリの町はしばしばその光や振動や物音などを通じてルネの過ちを共有してきた。

ここでもあいかわらず、ルネの軌道を失った生の「共犯者」として捉えられている。だがそれは

瞬時の感覚においてではなく、広く見渡された空間と時間を踏まえてのことだ。共犯関係を確認

させてくれる俯瞰は、当然ながら視覚を越えた役割を果たしている。都市を上から眺め渡すこと

で、時間・空間両方の次元で、流れすぎたものが積み重なり、めぐり戻ってきて、水平な面に繰

り広げられるのだ。結末で主人公は、そのような都市を前に祈りを捧げているかのようである。 

 

6. 『愛の一ページ』における俯瞰：都市との communion 

 自然の風景と人物の内面を重ね合わせるという手法はロマン派にもよく見られた手法だが、

大都市パリの風景の細かな変化を登場人物の心の動きとはじめて徹底的に結び付けたのはゾラ

だったろう。もちろんこの発想には、時代の流れが絡んでいる。吉田典子氏が指摘している通

り、『愛の一ページ』（1878）でパリを対象に試みられている「異なる時刻と季節において見た

同じ背景の５枚のタブロー」は、印象派の「連作 série」に呼応する試みであった。ゾラは、時

間と光、天候の変化に応じて刻々と変化する都市を言葉で描き出そうとし、加えて、それを認
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識する人間の感覚・心理と風景の関係に着目したのである。 

 この５部からなる小説は、その中も５章ずつに分かれており、各部の 後の１章で、見下ろ

されたパリの変化が詳しく書かれている。第１部の 後では、なかなか目覚めようとはしない

２月の朝のパリが描かれる。エレーヌは捻挫して一週間このかた、パッシーの高台にあるアパ

ルトマンの窓からパリを飽きずに眺めている。だが、見ているだけではない。「エレーヌはこの

窓辺で、外海のあらゆる憂鬱、あらゆる希望を味わっていた。強い風や、苦い匂いを、じかに

その顔にうけるようにさえ感じていた (Hélène goûtait là toutes les mélancolies et tous les 

espoirs du large ; elle croyait même en recevoir au visage le souffle fort, la senteur amère38))」ここ

で登場人物は、大都市の息吹を、「都市＝海」という連想を通して立ち上る海辺の感覚と重ね合

わせて捉えている。そして「風(souffle)」や「匂い (senteur)」 を、肌の感覚や嗅覚をとおし

て受け取っている。都市のざわめきも、上げ潮や、断崖にくだける波のように上ってくる。そ

のような聴覚と視覚と触覚が一体になったかのような感覚をとおして、都市と人々の集合的な

憂鬱や希望が心に染み込んでくる。都市は遠く近い。空間的には遠く下に見下ろされる対象で

ありながら、感覚で捉えられる要素と想像上の形象が絡み合い、身近に体感でき、精神的に交

流できるもののように描かれるからだ。 

 都市を海に喩え、屋根を波に喩える比喩は、1829 年のバルザックの『あら皮』や 1831 年の

ユゴー『ノートル＝ダム・ド・パリ』にも見られ、ゾラにまで受け継がれてきた。だがゾラに

おいては屋根の描写も、必ずしもかたちと結びつかない色の広がりと、遠近感のある、動く細

密画を組み合わせたかのようなものとなる。俯瞰された景色は、一気に眺められていても場所

によって異なった様相を見せ、前景と後景ではまったく違ったことが起きている。靄に覆われ

た箇所は色の重なりでしかない曖昧な空間だが、雲にあいた穴を通して、パリの奥底まで、路

地の隅、女中のエプロンまで見通せる。そのようなパリの細部と各瞬間がエレーヌの視点から

眺められることによって、風景はエレーヌの心情の多層な細かい移り変わりを反映し、同時に

それを動かすものとなる。景色を見ているエレーヌが、読み進めつつある小説『アイヴァンホ

ー』の世界を思い浮かべたり、過去の記憶をたどったりすることも忘れてはならない。ワルタ

ー・スコットの小説で語られる情念、「愛すること」とつぶやく寡婦エレーヌの心の動きと、パ

リの変化が響き合う。風景は、それを眺める人物の想いを通して物語へと吸収され、過去と未

来を持つ時間の流れにつながってゆく。ユゴーの小説でそうだったように、語り手の視点から

はパリの建造物が名指されるが、エレーヌはそれらの名前を知らない。都市の構成物の純粋な

かたちと存在は、名前が背負う歴史や社会的機能を隠したまま、見る者の心情と直接に出会う

のだ。 

 第１部の終わりで目覚める子供のように描かれたパリは、第２部の 後で炎上する。子供た
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ちの仮装パーティーのあいだに隣家の医師ドゥベルル氏に愛を告白されたエレーヌが家に逃げ

帰って見下ろすパリは、次のように描かれる。4 月の雨上がりの夕暮れである。 

 

太陽が沈んでゆくにしたがって、パリの町は、記念建造物の薪に火がついて燃え上がった。

（中略）まもなく、それは激しい火となった。パリが燃えた。（中略） 

エレーヌは、この炎に包まれ、自分を焼き尽くそうとしている情熱に身を任せながら、パ

リがめらめらと燃えるのを眺めていた。 

Alors, Paris entier, à mesure que le soleil baissait, s’alluma aux bûchers des monuments. […] 

Bientôt ce fut une fournaise. Paris brûla. […] 

Hélène, baignée par ces flammes, se livrant à cette passion qui la consumait, regardait 

flamber Paris […] 39) 

 

比喩の仕組みは明白で、けっして新しいものではない。炎のイメージをとおして、都市と恋

が密接に結びつくのである。結婚しても恋を知ることがなく、夫を失ってからも分別を失った

ことのないエレーヌがはじめて自分の恋を自覚してゆく過程が、雨があがって夕焼けの光のも

とに急速に変化してゆくパリと呼応している。またエレーヌが回顧的に、2 月の朝にパリを眺

めていた自分がすでに恋の目覚めを体験していたことを理解することから、この二つのパノラ

マが同じ一日のものであるかのような連続性が生まれる。ただし、２月のパリは幼子のような

金髪の色に染まっていたのに対し、ここでは赤い色が支配していて、「呪われた町」のイメージ

が呼び込まれている。「激しい火（業火）fournaise」が燃え、血のような雲に照らされたパリ

が、「情火に狂った罰に火の雨に降られる、どこかの伝説の町 (quelque ville des légendes 

expiant sa passion sous une pluie de feu40))」に近づけられている。景色を見る人物がそれを思い

浮かべたのか、あるいは語り手がそのようなヴィジョンをすべりこませているのか。語りの仕

組み上、誰の脳裏に浮かんだのか特定できないこうした神話的イメージが、呪われた都市の数々

をつなぎ、読者の想像の中でだぶらせる。「血」や「火」の赤色に染まる夕暮れのパリの光景は、

抑えようのない恋がエレーヌの心を支配してゆく様子を示唆すると同時に、不吉なヴィジョン

を指し示し、この恋の罪深さと苦難をも暗示している。 

 第３章の終わりでは、９月のまだ熱い夜、エレーヌがパリを前にして神父に自分の恋を語る

ことになる。しかしその前に、彼女は都市を前に涙を流し、告白しているかのようだ。 

 

すでに、芳しい花の香りに満たされた聖母月の教会で、今と同じように、心を揺さぶられ

たことがあった。黄昏時のパリの壮大な地平線は、彼女の心に、宗教的な深い感銘を与え
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ていた。平原はずっと遠くまで広がっていくように見え、姿を消そうとしている二百万人

もの人々の哀愁が立ち上ってくる。やがて闇におおわれ、物音が消え入るように小さくな

って町が意識を失っていくとき、この至高の平安を前にして、締めつけられていた心がほ

どけ、目から涙が溢れてきた。手を合わせて、祈りをつぶやきたいくらいだった。 

Déjà, dans l’église parfumée des fleurs du mois de Marie, elle avait eu des attendrissements 

pareils. Le vaste horizon de Paris, au crépuscule, la touchait d’une profonde impression 

religieuse. La plaine semblait s’élargir, une mélancolie montait de ces deux millions 

d’existences, qui s’effaçaient. Puis, quand il faisait noir, quand la ville s’était évanouie avec ses 

bruits mourants, son cœur serré éclatait, ses larmes débordaient en face de cette paix 

souveraine. Elle aurait joint les mains et balbutié des prières41). 

 

「黄昏時のパリの地平線」が、宗教的な感銘を与えていることが注目される。都市はまるで、

教会に代わるような役割を果たしている。登場人物は、都市を俯瞰し、闇の中にその住人の情

感や物音を察知しながら、見知らぬ無数の人々と共感し、町と共に嘆き、その果てにある平安

を垣間みる。『獲物の分け前』の末尾でも予感されたことだが、パリを俯瞰する人物は、全感覚

を通して都市と共感し、精神的な一体感を得る。そして、絶対的なものに触れるのだ。 

 10 月の嵐の夜、エレーヌはついにアンリと密通し、一人残されたジャンヌは窓の前で絶望す

る。この場面だけは、パリを眺め下ろすのは娘のジャンヌ一人である。 

 

ジャンヌは窓辺にくずおれ、もう一度、回らぬ口で叫んだ。「ママ！ママ！」途方もない

疲労感のせいで、水にのみこまれたパリを前に、少女は完全にぐったりしていた。 

Jeanne, affaissée à la fenêtre, avait de nouveau balbutié : « Maman! Maman ! » et une 

immense fatigue la laissait toute faible, en face de Paris engloutie42). 

 

雨にうちのめされるパリと、絶望して激しく衰弱し死に向かうジャンヌが重ね合わされる。

ジャンヌの病は、母と医師の関係への嫉妬から悪化し、この嵐の中で致命的になる。パリとそ

れを眺める者を重ねる比喩は、精神的のみならず身体的な領域に入ってゆく。『ルーゴン＝マッ

カール叢書』の主題の一つである遺伝的な病の発現が、都市のひとつの状態に呼応して起きて

いることも興味深い。遺伝のあらわれを加速する都市は、一つの環境にとどまらず、ここでは

人物の内側の循環を反映し、そして支配するものとなっている。 

 ジャンヌの死は、母親と医師の間を分かつことになる。神父の弟である実直なランボー氏と

再婚したエレーヌは、二年後にパッシーの墓地を訪れ、雪のパリを俯瞰する。「雪」が「火」と
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対照的な要素なのは確かだ。この場面で、雪は現在を消し、都市の上に思い出を蘇らせる装置

として使われている。やがて戻ってくる青空が彼女を現実に引き戻し、その時、医師との愛の

思い出は、別の世界の物語の中のことのように背面に隠れる。風景のドラマティックな変化と

記憶をあまりにも巧みに連関させた箇所である。そして 後にこの町に一瞥を投げた時、瞬時

の変化を超えたパリが、心の歴史の証人であることが確認される。セーヌ川が何かを押し流す

もの、時間や過ぎ去る感情の比喩でありうるのに対し、パリは常に変化しつつも不動の、全知

の共犯である。都市は親しく生を分かち合い、感覚と感情を与え合う相手であり、同時にそれ

は、人間の側からみて「未知の（inconnu）」存在であり続ける。このゾラの小説において、俯

瞰されたパリは、登場人物の心情の鏡であり、表現であり、他方でそれを刺激し、展開させ、

予告する。都市は神話的な要素を継承しながら、微細に描かれた常に移り行く感覚的な要素を

通して、都市に住む群衆と一体化し、俯瞰する人間とのあいだに精神的な共鳴を持つようにな

る。自らが写すものと呼応しながら変化する鏡である都市は、匿名性と得体のしれなさを保ち、

長い時間の中では不変で不透明である。俯瞰されていた都市はすべてを見知っており、俯瞰し

ていた者はある意味で、何も知ることがない。そのような都市は、感じられる近さにありなが

ら、超越したものにつながる契機を秘めている。 

 

結論 

 都市を俯瞰する視点は、フランス 19 世紀文学に広く存在するが、見る者と都市の関係は、決

して一様ではなかった。そして聖書に起源をもつ「呪われた町」や「業火」といったイメージ

は、受け継がれながらも、少しずつ異なった役割を帯びていったのである。俯瞰する者の視点

は、神の視点、非人称的な視点から、情念を秘めた人間個人の視点へとしばしばずれてゆき、

象徴的なイメージは、現実の都市が人間に感じさせるもの、絶え間ない光の変化、においや動

き、振動、音などと重なっていった。都市を俯瞰する人物が、投機の対象となった都市を動物

的に探ったり、都市が放つ感覚的要素に浸りながら「共犯」関係を紡いだり、都市との宗教的

な共感を体験したりすることに見られるように、都市と俯瞰する人間との関係は密接になり、

感覚的な共鳴や、精神的な連帯を生みだした。登場人物の目を通して描かれるパリの風景は、

平面的な外的現実の単なる写しではなく、見る者の内部にある観念との相互作用の一過程とし

てあらわれるようになる。そこには、19 世紀における視覚モデルの変遷や、生理学的心理学・

認識論の展開とのつながりも見て取れるかもしれない。 

 さて、考えてみれば、19 世紀前半の小説で、都市の街路での出来事を観察し、感じ取る役割

は、ほとんどの場合、男性登場人物が担ってきた。特に上流階級の女性は馬車で都市を移動し

たため、女性が地面に降り立ってパリで散歩を楽しむ場面は非常に少なかった。フローベール
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の『感情教育』にはアルヌー夫人がフレデリックと街路を歩く場面があるが、そこでも感覚の

中枢はフレデリックの中に置かれている43)。ゾラの小説に至って、『愛の一ページ』の俯瞰の場

面においてであれ、『獲物の分け前』の馬車による散歩や、レストランの一室からパリの振動や

息吹や物音の共有する場面であれ、女性が都市を感じ取る存在として前面にあらわれる。パリ

の感覚風景をじかに吸収しそこに自分を参加させながら、彼女たちは変化を生き、都市の悪徳

までも共体験する。その中で、「呪われた町」や「燃えさかる業火」といった聖書から伝わるイ

メージは、登場人物の運命を象徴的に予告するのみでなく、風景の中に入り込み、感覚的な要

素をとおして体験され、脆く感じやすい近代女性の神経と接触することになった。 

 窓辺で日々、パリを生き物のように感じ取り、都市と交流しつつ人生を展開させてゆくエレ

ーヌの物語を読むと、その対極にあるような『ウージェーヌ・グランデ』（1833）の主人公の姿

を思い出さずにはいられない。地方の町の、物音がよく響く大きな家に閉じ込められた彼女は、

遠い旅に出た愛する従兄がどこにいるのかたずねつつ、庭の小さな腐りかけた木のベンチに座

っていた。世界を感じ取るための窓は開かれておらず、すべての問いは内面に向かっていた。

世界を象徴しうる胡桃の木も、お粗末なものだった。現実の感覚をとおして世界を享受する可

能性は絶たれており、夢想世界でしか大切なものと接しえない、静けさと諦めがあった。外の

世界を知るために、内なる空間に存在するその表象を精神で吟味するという古典的な態度の名

残を、そこに見ることもできるかもしれない。19 世紀前半の地方都市の状況を象徴するこの風

景を思うと、ゾラが用いたパリを海に重ねる比喩は、あらゆる世界を映し出す空間、未知の場

所に通じる空間としての都市を示唆していることがより強く感じられる。そのような都市に向

けて開かれた窓辺に女性主人公が座り、感覚を通して直接外界と交流する態度は、ゾラによる

都市についての新しい「神話」の一端を担う紋切り型になりかっているとはいえ、時代の新し

い徴候を示していよう。 

 空間の概念はまた、交通網と通信網の大きな進歩によって変わっていった。バルザックは正

しくもそれを予感し、ゾラは熟知していた。鉄道や新しい通信手段がもたらした変化を射程に

入れ、19 世紀における認識論の変遷を踏まえて、空間を感じ取るあり方の変化が文学テクスト

にどのように刻まれているかを論じることが必要だが、それは次の機会に譲ることとしたい 44)。 

 

注 

1)   聖書の「ダニエルの書」第三章の、ブコドノゾル王が金の象を礼拝させようとし、従わない者を大かまどに

投げ込んだが、神を信じる者たちは焼かれず出てきたというくだりからきているが、ここでは異なった意味

を帯びる。 
2)   Alfred de Vigny, « Paris », Œuvres complètes, t.I, Gallimard, coll. « Pléiade », 1986, p.106. 
3)   上記プレイヤード版 105 ページ訳注 4 参照。 
4)   1838 年 12 月 21 日。上記プレイヤード版 102 ページ訳注１参照。 
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5)   « Enfer ! Eden du monde ! / Paris ! principe et fin ! Paris ! ombre et flambeau ! / Je ne sais si c’est mal, tout 
cela ; mais c’est beau ! » (Vigny, op.cit., p.109.) 

6)   聖書で、人間がつくった町、塔が天にまで届くバベルや、ソドムとゴモラ、ニネベなどは、神の怒りをかい、

ソドムとゴモラは滅ぼされた。 
7)   ヴィニーがユゴーのこの作品を参照している可能性は低いというが、ユゴーの『内心の声』の中の「凱旋門

で」（1827 年）には、ヴィニーの詩から影響を受けた部分が見られる。 
8)  Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1975, p.136. 
9) ibid., pp.137-138. 
10)  さらに少し先では、サン＝シュルピス寺院の塔がクラリネットに喩えられている。 
11)  Balzac, Le Père Goriot, CH.t.III, p.290. 
12)  Le Livre des cent et Un に Eugène Roch が書いているペール・ラシェーズについての文章。 
13)  Balzac, Illusions perdues, CH.t.V, p.550. 
14)  吉田典子、「ゾラ『愛の一ページ』と印象派絵画」、『国際文化学』創刊号、神戸大学国際文化学部、1999 年、

pp.81-106． 
15)  同上、p.99. 
16)  当時はまだパリ市内ではなかった。1860 年にパリに併合される。 
17)  Emile Zola, La Curée, Œuvres complètes, t.5, Editions Nouveau monde, 2003, p.75. 
18)  ibid. 
19)  ibid. 
20)  ibid. 
21)  ibid. 
22)  ibid. 
23)  ibid., p.76. 
24)  中井敦子氏による『獲物の分け前』訳者解説を参照。 
25)  La Curée, op.cit., p.76. 
26)  ibid., p.77. 
27)  ナポレオン３世がオスマンに示したという、緊急性の度合いに応じて道路が青、黄、赤、緑に色分けされた

パリの地図のこと。（中井敦子氏によるちくま文庫『獲物の分け前』解説 p.444 を参照。）  
28)  La Curée, op.cit., p.78. 
29)  ibid., pp.55-56. 
30)  ibid., p.25. 
31)  ibid., p.122. 
32)  ibid., p.127. 
33)  ibid., p.128. 
34)  ibid., p.234. 
35)  ibid., p.235. 
36)  ibid. 
37)  ibid. 
38)  Zola, Une Page d’amour, Œuvres complètes, t.8, Editions Nouveau monde, 2003, p.325. 
39)  ibid., p.365. 
40)  ibid., p.367. 
41)  ibid., p.403. 
42)  ibid., p.445. 
43)  この点については、拙論「バルザック、フローベール作品における街路と「感情教育」」（『東京外国語大学

論集』第 77号，pp.95-115，2008 年）の中で考察した。 
44)  本論考の一部は、平成 19—21 年度科学研究費（挑戦的萌芽研究）「フランス近代文学における大衆の登場と

感覚風景の変化についての研究」によって行った研究の成果である。 
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Les vues plongeantes sur la ville dans la littérature du XIXe siècle 
 

HAKATA Kaoru 
 

Le thème de « Paris vu d’en haut » traverse la littérature française du XIXe siècle. Des images 
bibliques, telles « la ville maudite », « la fournaise » y apparaissent, mais elles subissent une 
certaine transformation au fils du temps. 

Dans le poème intitulé « Paris », publié par Vigny en 1831, un « voyageur » décrit la ville 
depuis une tour dominant la capitale. Ses vues prophétisent le développement de Paris, ville 
artificielle et industrielle, et sa destruction fatale. On peut y trouver deux sortes de regards, celui 
d’un être supérieur, transcendant, qui porte des jugements sur les activités humaines, et l’autre, 
celui d’un être qui s’y est impliqué. Hugo lui aussi exploite et associe adroitement ces deux 
regards dans Notre-Dame de Paris : le regard d’oiseaux de la cathédrale permet au narrateur de 
décrire des monuments historiques en se déplaçant librement dans le temps ; et quand le point de 
vue est celui des personnages, ils découvrent des drames humains, des injustices et des violences. 
Celui qui les observe risque lui aussi de se détruire. 

Avec la montée du genre romanesque, le point de vue plongeante sur Paris est de plus en 
plus étroitement associés aux désirs humains et aux histoires individuelles. Plusieurs 
personnages balzaciens expriment leur ambition ou leur désespoir face à Paris, notamment du 
haut du cimetière du Père Lachaise. L’image de « la ville maudite » est toujours présente, et se 
superpose aux vues de la capitale grandissante, espace opaque et inquiétant, miroir ingrat qui ne 
renvoie pas l’image de soi telle qu’on la souhaite. Chez Zola, un héros ambitieux comme Saccard 
utilise ses cinq sens pour comprendre et analyser cette grande ville, afin de réaliser ses projets de 
spéculation immobilière. Certaines images mythiques ou livresques de la ville se superposent aux 
images grotesques de grande machine et d’amputation. Ainsi est annoncée la transformation de 
Paris au cours de la deuxième moitié du siècle, dans laquelle la capitale devient un objet à 
exploiter. 

D’un autre côté, les personnages féminins chez Zola vivent des relations intimes avec la 
capitale. Renée, dans La Curée, ressent Paris comme complice et témoin. Et dans Une page 
d’amour, des sentiments intérieurs de l’héroïne répondent aux plus petits événements qui ont lieu 
dans Paris, qu’elle regarde de la hauteur de Passy, qu’elle respire et entend, et croit même 
toucher. Le paysage n’est plus un simple objet à regarder et à décrire ; Paris avec tous ses 
habitants et tous ses éléments sensoriels communique avec les émotions de la personne qui se 
pose devant lui, va jusqu’à provoquer une sorte de sentiment religieux. 

Avec les changements survenus dans la relation entre la capitale et les êtres humains, des 
images symboliques de la ville se superposent désormais aux éléments palpables, aux bruits, aux 
odeurs, aux rumeurs. Regarder et imaginer la ville n’est plus un acte purement optique, mais 
déclenche des échanges sensoriels et même spirituels entre la ville, la foule, et les individus. 


