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　　　　　　　　　　－Madame・B・vary，　L曽吻cατ」・n　sentimentαle，　et　sαlammb6一

Nao　TakaI

R6sum6

　　Cette　6tude　propose　d’analyser　la　couleur　de　la　peau　（la　blancheur，　le　rose，　la

paleur）des　personnages　f6minins　dans　les　romans　de　Flaubert－Mαdαmθ　Bovαγy

（1857），L短（lzLcαtion　sentimentαLe（1869），　et　Sαtαmmbδ（1862）．

　　Dans　la　tradition　de　la　litt6rature　occidentale，　la　couleur　blanche　de　la　peau

constitue　un　des　canons　de　la　beaut6．　Mais　Flaubert　n’octroie　pas　syst6matiquement

cette　couleur　b　ses　h6ro’i　es　pour　signifier　leur　beaut6《id6ale》．　Assez　souvent，　la

blancheur　physique　des　femmes　est　remarqu6e　et　donc　6voqu6e　au　moment　pr6cis　00

rho㎜e－focalisateur　qui　les　regarde　est　travers6　par　le　d6sir　physique．

　　La　couleur　rose　de　la　peau　est　souvent　6voqu6e　en　meme　temps　que　sa　blancheur

dans　la　rh6torique　traditionelle　en　tant　que　signe　de　beaut6　saine．　Flaubert　suit　cette

tradition　dans　la　description　des　enfants．　Mais　lorsque　la　peau　des　femmes　adultes　est

color6e　de　rose，　cela　signale　le　moment　oU　elles　sont　conCues　par　1’ho㎜e－focalisateur

（et　b　travers　cette　fiction，　par　rauteur　lui－meme）comme　un　etre　sensuel　de　chair．

　　La　paleur　connotant　la　tuberculose　ou　la　＜＜chlorose》　est　fr6quente　dans　la

repr6sentation　des　jeunes　files　b　l’6poque　romantique．　Cette　d6perdition　de　couleur

est　en　quelque　sorte　glorifi6e　comme　manifestation　de　la　puret6　ang61ique　de　leur　ame．

Chez　Flaubert　aussi，　la　paleur　est　valoris6e　mais　autrement．　Elle　est　la　repr6sentation

du　sentiment　ambigu　de　d6sir　me16　b　une　sensation　d’obstacle　qu’6prouve

rho㎜e－focalisateur．

　　La　carnation　des　personnages　f6minins　chez　Flaubert　joue　un　r△le　narratif　donc

dynamique．　Plutδt　qu’un　code　fig6　d6notant　chez　elles　certaines　qualit6s　physiques　et

morales，　elle　est　le　reflet　des　senttments　d’un　ho㎜e－focalisateur，　et　par－delb　de

l’auteur　lui－m6me，　qui　conCoit　ces　personnages．
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　「色の白いは七難隠す」という慣用句があるよ

うに、肌の色の白さは、日本では古くから身体的

な美しさの規範となっている。時代により美しさ

の規範の多少の移ろいは見受けられるが、現在で

も女性におけるいわゆる「美白」信仰は狂信的で

あるとさえいってよいだろう。ヨーロッパにおい

ても伝統的に事情が同じであったことはいうまで

もない。今でこそヨーロッパの女性たちは日光を

浴びることにも日本人女性ほど意に介さず、夏は

ヴァカンス先で肌を小麦色にして帰ってくること

が経済的な余裕を示すステイタスのようになって

いるが、かつて長い間、日焼けのしていない色の

白さは太陽の下での労働を知らない社会的な地位

の高さを示すとともに、美の代名詞であると見な

されていた。

　文学作品においては、色の白さは中世のクレチ

アンド・トロワなどの作品においてすでに女性の

理想的な美しさを示す記号として機能しており1、

それは16世紀のプレイヤード派の詩や、ブラゾン

の中でも謳われ続けた2。17世紀の小説、ラファ

イエット夫人の『クレーヴの奥方』でも、ヒロイ

ンの美しさは、金髪と共に色の白さによって端的

に表されている。

　［．．．l　i1［＝le　vidame］fut　surpris　de　la　grande

beaut6　de　Mlle　de　Chartres，　et　il　en　fut　surpris

avec　raison．　La　blancheur　de　son　teint　et　ses

cheveux　blonds　lui　donnaient　un　6clat　que　1’on

n’＝@jamaiS　VU　qU’b　elle；tOUS　SeS　traitS　6taient

r6guliers，　et　son　visage　et　sa　personne　6taient

pleins　de　grace　et　de　charmes3．

　候はシャルトル姫があまりにも美しいのに

びっくりしたが、驚くのは当然であった。肌

の白さといいブロンドの髪といい、彼女にし

か見ることの出来ない眩いばかりの見事さで、

顔立ちはどこからどこまでも整っており、表

情にも身体つきにも優しい魅力が溢れていた

のである。

　19世紀のフランス社会においても女性の肌の色

の白さが理想的な美しさの記号として重視され続

けたことは、アカデミックな絵画作品におけるつ

やつやに磨き上げられた真っ白な肌をした女性像

などからも明らかであるが、では小説においては

女性の肌の色はどのように表象されていたのだろ

うか。

　本稿では、フランス19世紀後半の作家フロベー

ルの小説において、女性の登場人物の肌の色がい

かに表象され、どのような機能を作品の中で担っ

ているか、そしてそれぞれの肌の色からどのよう

な意味を読み取ることが出来るかを検討する。フ

ロベールの作品の身体表象に関しては、フロベー

ル研究の大家、クロディーヌ・ゴトー＝メルシュ

が《1．a　Description　des　visages　dans　Mαelαme

Bovαry（『ボヴァリー夫人』における顔の描写）・

という題の雑誌論文を1974年に発表している4。

顔の色にも言及しているこの論文を参考にしなが

ら、研究対象を『感情教育』と『サランボー』、

そして顔のみではなく身体全体にも広げ、作家フ

ロベールにおける女性の身体表象の特徴を肌の色

を通じて理解しようと試みたい。

　第1章では、フロベール作品との比較対象とし

て、バルザックの作品における肌の色の例を幾つ

か取り上げ、その意味と機能について考察する。
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第1章では、写実主義小説の傑作と一般に評され

るフロベールの『ボヴァリー夫人』（1857年）、

『感情教育』（1869年）における主な女性の登場人

物（エマ・ボヴァリー、アルヌー夫人、ロザネッ

ト）の肌の色について、その意味と機能を検討す

る。第皿章では、前記の2つの同時代の物語の間

に、フロベールが紀元前3世紀のカルタゴを舞台

にして書いた歴史小説『サランボー』（1862年）

における同名の主人公の肌の色について考察する。

1　バルザックの作品における女性の

　　肌の色について

　L’抗8cγτ鋤τoη鋤co塑8（1972、『身体の記録』）

という著作においてバルザックの作品における人

物描写の記号学を緻密に分析したベルナール・ヴ

ァニエは、バルザック作品においては、女性・男

性両方の登場人物に関して（バルザックの作品で

は女性的な魅力で人々を悩殺する美男子一リュシ

アン・ド・リュバンプレのような一がしばしば：登

場する）白い顔の色とそこにほんのりとさすばら

色が美しさの規範となっていると述べている。

　肌（顔）の色を雪や真珠などの宝石に喩えたり、

薔薇や百合など花のメタファーを用いて表象する

手法は、16世紀の詩やブラゾンの中ですでに頻繁

に用いられていた。近代のフランス文学作品にお

ける紋切り型の表現をまとめた研究書Lθατc厄

ele　style　en　fTαngαis　moderne（1985、『近代フラ

ンス語における文体の紋切り型』）を紐解くと、

このような人物描写のテクニックは、18～19世紀

の文学作品においても理想的な美を示すために広

く用いられていたことが分かる6。バルザックは

このようないわば紋切り型の伝統的な修辞的技法

を踏襲しつつ、そこにラヴァターなどによる顔相

学の知識を新たに加え、ある性格の「典型」を示

してはいるが、同時にヴァリエーション豊かな数

多くの登場人物のポートレイトを創り出していっ

たのだろう7。

　ここでバルザックの人物描写の中で色の白さが

どのように表象されているか、具体的な例を2つ

挙げてみたい。まずは、『娼婦の栄光と悲惨』

（1838年）のヒロインである絶世の美女、「シビレ

エイ」ことエステルのポートレイトの描写を引用

してみよう。

　Le　teint　est　de　neige，　de　nacre，　satin6，　du

v61in，　d’une　blancheur　lact6e；il　a《1e　ton　dor6

d’un　cigare　de　la　Havane》ou　la　fraicheur　de　la

ros6e，　d’une　peau　d’enfant，　ou　de　fleurs

diverses：rose（en　bouton），1is，　magnoha，［＿］

rose　du　Bengale－dont　les　nuances　peuvent

6tre　douces　ou　froides．　Il　serait　facile　d’al－

10nger　la　liste5．

　顔の色は雪、真珠、繍子、乳白色のとく皮

紙のようであると書かれる。彼は「ハバナの

葉巻のように小麦色をしている」、または、

露のように、子供の肌のように、さまざまな

花一薔薇（つぼみ状の）、百合、マグノリア、

［…］ベンガルの薔薇一のようにみずみずし

い。これらのニュアンスはやさしくも冷たく

もなりうる。リストを付け加えることは簡単

であろう。

　Par　une　circonstance　rare，　pour　ne　pas　dire

impossible　chez　les　tres　jeunes　filles，　ses　mains

［＝d’Estherl，　d’une　incomparable　noblesee，

6taient　molles，　transparentes　et　blanches

comme　les　mains　d’une　femrne　en　couches　de

son　second　enfant．［．．．］Sa　peau，　fine　comme

du　papier　de　Chine　et　d’une　chaude　couleur

d’ambre　nuanc6e　par　des　veines　rouges，6tait

luisante　sans　s6cheresse，　douce　sans　moiteur．

［．．．］Ce　trait　merveilleux　6tait　produit　par　la

profondeur　de　rarcade　sous　laquele　l’oeil

roulait　cornme　d6gag6　de　son　cadre，　et　dont　la

courbe　ressemblait　par　sa　nettet6　a　rarete

d’une　vo血te．　Quand　la　jeunesse　rev6t　de　ses

teintes　pures　et　diaphanes　ce　bel　arc，　sur一

mont6　de　sourcils　a　racines　perdues；quand　la

lumiere，　en　se　glissant　dans　le　sillon　circulaire
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de　dessous，　y　reste　d’un　rose　clair，　il　y　a　lb　des

tr6sors　de　tendresse　a　contenter　un　amant，

des　beaut6s　b　d6sesp6rer　la　peinture8．

　まだうら若い少女たちにおいてはあり得な

いこととは言わないまでも非常に稀なことで

あるが、彼女の手は比類のない高貴さを持ち、

柔らかく、透明で白く、2人目の子供を産ん

だ女のような手をしていた。［…］彼女の肌

は、中国の紙のように繊細で、赤い血管でニ

ュアンスがつけられた暖かい琉珀色をしてい

たが、乾燥しているところがなく艶やかで、

湿っぽさがなく柔らかであった。［…］この

見事な顔立ちはその下で瞳が縁から抜け出し

たように動くアーチ型の深さによって作られ

ているが、その明瞭な曲線は弩稜のようであ

った。毛根の隠れて見えない眉毛の下のこの

美しいアーチに若さがその純粋で透明な色合

いを与える時、光がその下の円い畝を滑って

明るいばら色をしてそこに留まる時、そこに

は愛人を満足させる優しさの宝庫と絵画を失

望させる美しさが見出せるのである。

　少し長いが、プレイヤード版で約4ページにも

わたるエステルのポートレイトから一部を抜粋し

た。下線部を引いた箇所が示しているように、彼

女の美しさは、「手の柔らかで透明な白さ」、琉珀

色の肌に（エステルはユダヤ人女性として描かれ

ているので、ここでは彼女の「オリエント風の」

美を強調するため、「白」ではなく「琉珀色」と

なっていると考えられる）「赤い血管が与えるニ

ュアンス」、肌の「純粋な透明な色合い」、「明る

いばら色」によって表現されていることがわかる。

無論、彼女の造形的な美しさも評価されているの

だが、ここで述べられている肌の色に関して簡潔

にまとめると、肌の「白さ」と皮膚の下を流れる

血管がその透明な肌にあたえる「ばら色」のニュ

アンスが、美しさの記号として機能していること

がわかる。

　もう1つ挙げたい例は、『ピエレット』（1840

年）の主人公である少女ピエレットの描写である。

彼女はこの小説の中で従姉のシルヴィ・ログロン

に執拗ないじめを受けながら「萎黄病」にかかっ

て死んでゆくのであるが（「萎黄病」に関しては

後ほど述べる）、彼女がまだ健康に溢れた状態で、

ログロン家に到着した時の描写を抜粋してみよう。

　Sous　ce　cadre　festor　n6　de　lumiere，　brillait

une　figure　blanche　et　rose，　nalve，　an㎞6e，　par

la　sant61a　plus　vigoureuse．　La　chaleur　de　la

sale　y　amena　le　sang　qui　borda　de　feu　les　deux

mignonnes　oreiles，　les　levres，1e　bout　du　nez　si

fin，　et　qui，　par　opPosition，　fit　paraitre　le　teint

vivace　plus　blanc　encoreg．

　光で装飾された額の下で、白くてばら色の、

純粋でまことに溌刺とした健康で生き生きと

した顔が輝いていた。部屋の暖かさで顔に血

がのぼって、二つの可愛い耳や唇やとても繊

細な鼻の先を真っ赤にしていたが、そのコン

トラストによって、快活な顔の色がより一層

白く見えた。

　先ほどのエステルの場合と同じく、この描写か

らも、「白い」肌とそこに添えられる血液の「ば

ら色」が、純粋で健康な美しさの記号として使わ

れていることが分かる。

　もちろんこれらの2つの要素がバルザックの描

写における女性の美しさの記号の全てと言うわけ

ではないが、これらがポートレイトの描写におい

て基本的な美しさの特徴を構成していることは確

認できたと思う。さてフロベールの作品において

も、女性の身体描写には同じ要素が用いられ、同

じような機能を果たしているのであろうか。

ll フロベール『ボヴァリー夫人』、

『感情教育』における肌の色につ

いて

　バルザックの人物描写において特徴的なのは、

ある人物が登場した際、早い段階でその人物のポ

ートレイトが数行または時には数ページにわたっ
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て描き出されることである。さまざまな比喩を用

いながら身体的特徴を細部にわたって説明するこ

とによって、その人物の全体的な視覚的イメージ

やそれに付随して喚起される性格を読者の記憶に

焼き付ける効果があり、その身体的・性格的特徴

は物語の中で繰り返し述べられることも多い。一

方フロベールは、登場人物をバルザックのように

体系的に詳しく描出することが少ないことは周知

の通りであるが、彼の作品において女性の肌の色

はどのような形で読者に伝えられるのだろうか。

11－1色の白さ

　まず、色の「白さ」について、『ボヴァリー夫

人』のエマの場合を検討しよう。シャルルがエマ

の父の治療のために最初にベルトーにある家を訪

れた時の彼女の描写である。

　Charles　fut　surpris　de　la　blancheur　de　ses

ongles　［・d’E㎜a］．　Ils　6taient　brillants，　fins　du

bout，　plus　nettoy6s　que　les　ivoires　de　Dieppe，

et　tail16s　en　amande．　Sa　main　pourtant　n’6tait

pas　belle，　point　assez　Pale　Peut－et「e，　et　un　Peu

seche　aux　phalanges；elle（≦tait　troP　longue

aussi，　et　sans　molles　inflextions　de　lignes　sur

leS　COntOUrSlo．

　シャルルは彼女［エマ］の爪の白さに驚い

た。輝いていて、先が細く、ディエップの象

牙よりも磨き上げられていて、アーモンド形

に整えられていた。しかし彼女の手は恐らく

青白さが足りないせいか、美しいとは言えず、

関節のあたりが少しごつごつしていた。指が

少し長すぎ、輪郭線にはやわらかい曲線が欠

けていた。

　シャルルの視線を通して読者に提示されるエマ

の最初の身体的な特徴が「白さ」であることは注

目に値する。しかし、彼が色の「白さ」や形の美

しさに感動を覚えるのは人工的に手が加えられた

エマの爪に関してのみであって、彼女の自然な身

体の特徴を示す手そのものに関しては、「青白さ

が足りない」と述べられ、短所が指摘されている

ばかりである点が興味深い。先に引用したバルザ

ックの『娼婦の栄光と悲惨』でエステルの手に関

して、「比類のない高貴さを持ち、柔らかく、透

明で白く［…］」とひたすら賛辞が述べられてい

たことに比べると、エマが非理想化されて描かれ

ていることが歴然とする11。

　しかし、エマの肌の白さが喚起される瞬間は確

かに存在する。彼女に惹かれたシャルルはその後

必要以上に頻繁にベルトーにやってくるが、彼を

見送るエマの様子は以下のように描かれる。

　L’ombrelle，　de　soie　gorge　de　pigeon，　que

traversait　le　soleil，6clairait　de　refiets　mobiles

la　peau　blanche　de　sa　figure［＝ぱE㎜a］12．

　玉虫色の絹の日傘に太陽の光が透き通り、

彼女［エマ］の顔の白い肌を揺らめいて照ら

していた。

　ここで恋をしたシャルルの視線を通して喚起さ

れるエマの「白い肌」は、バルザックやその他の

伝統的な文学作品と同様、エマの美しさの記号で

あることはほぼ間違いないだろう。同様の例とし

ては、レオンがヨンヴィルに到着したばかりのエ

マと初めて出会った時、彼の視線が暖炉の前で体

を温める彼女の肌の白さに吸い寄せられる場面が

挙げられる。

Le　feu　l’6clairait［＝E㎜a］en　entier，

p6n6trant　d’une　lumiere　crue　la　trame　de　sa

robe，　les　pores　6gaux　de　sa　peau　blanche　et

meme　les　paupieres　de　ses　yeux　qu’elle

clignait　de　temps　b　autre．［．．．］De　l’autre　c6t6

de　la　chemin6e，　un　jeune　ho㎜e　a　chevelure

blonde　la　regardait　silencieusementl3．

　火が彼女［エマ］の体全体を照らし、強い

光が彼女のドレスの横糸や、彼女の白い肌の

整ったきめや、時々しばたかせる瞳のまぶた

に浸透していた。［…］暖炉の反対側では、

金髪をした若い青年が彼女を静かに眺めてい
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た。

　先ほどバルザックとフロベールの小説における

人物描写の違いについて少し述べたが、バルザッ

クの小説においては、いわゆる「全知の語り手」

の視点によって語りが進行し、描写も行われる。

そしてその描写はほとんどの場合その人物を紹介

する最初の段階でひとまとめに行われ、読者にそ

の人物の身体的特徴、そしてそこから読み取るこ

とが出来る性格的特徴を伝える機能がある。それ

に対してフロベールの小説における描写は、全て

ではないにしろ一般的にその場面ごとに設定され

た「視点人物」を介して行われるため、その結果、

より部分的かつ断片的なものとなっている。

　このことに関連して、「『ボヴァリー夫人』にお

ける顔の描写」の中でクロディーヌ・ゴトー＝メ

ルシュは、フロベールによる人物描写の特徴は、

その人物を「視覚化」することを唯一の目的とし

ているのではなくて、その時々の視点人物の感情

や意識を反映していることにあると述べている。

シャルルやレオンの肖像は彼らを眺めるエマによ

って作られ、またエマの肖像も彼女を眺めるシャ

ルルやレオンによって作られ、読者に伝えられる。

そして、その時々に喚起されるエマの身体的特徴

は、視点人物の男性が魅力を感じている部分を示

していると考えられるのだという14。

　上に引用した2つの場面でのエマの「白い肌」

の例は、ゴトー＝メルシュが指摘したことを具体

的に表してはいないだろうか。フロベールはバル

ザックとは違い、白い肌について比喩などを用い

長く説明を加えたり、その美しさを称賛したりす

ることはしないが、シャルルやレ・オンがエマの白

い肌に気付いて眺める時、彼らはその肌の白さに

魅せられているに違いない。レオンがエマを見つ

める場面では、彼女を照らす暖炉の火の光を通じ

て白い肌が喚起されているが、《p6n6trer》「入り

込む、侵入する」という単語が使用されているこ

とからそこにはエマの身体の「厚み」が感じられ、

彼女の身体がその瞬間に「エロス化」されている

ことを示している。

　肌そのものの「白さ」とはやや異なるが、愛人

となるロドルフの視線を介して描かれたエマにお

いても同じような例が挙げられる。二人で乗馬に

出掛けた折、エマはロドルフと婚外交渉をもつに

至ってしまうが、その直前には次のような一節が

ある。

　［．．．l　et　Rodolphe，　marchant　derriere　elle［＝

Emma］，　contemplait　entre　ce　drap　noir　et　la

bottine　noire，　la　d61icatesse　de　son　bas　blanc，

qui　lui　semblait　quelque　chose　de　sa　nudit6i5．

　［…］ロドルフは、彼女［エマ］の後を歩

きながら、黒いドレープと黒いブーツの間に

見える、彼女のデリケートな白いストッキン

グを眺めていた。彼にはそれが何か彼女の裸

体のように思えた。

　ロドルフが実際に目にしているのはエマの生身

の肌ではないが、「白」という色が彼に官能的な

肉体を連想させていることは明らかである。彼ら

が肉体的関係をもつまさに直前の場面にこのよう

な記述がある点が非常に興味深い。

　シャルル、レオン、ロドルフがエマの身体の

「白さ」を眺めるこれらの例と、それぞれ彼らが

後にエマと結ぶことになる関係を考慮すると、

「白い肌」は単なるエマの「美しさ」の静的な記

号としてではなく、エマと彼女の「白い肌」に注

目する男性との恋愛関係の前兆として、ナラティ

ヴでダイナミックな機能があると見なすことが可

能である。彼女の「白い肌」に目を留めるのは、

エマの父でもオメーでもなく、エマと恋愛関係を

結ぶことになる3人の男性に限られていることが

何よりのその証拠である。

　レオンとロドルフの例からは、「白い肌」が喚

起されたとき、エマの身体が多かれ少なかれ「エ

ロス化」されていることが分かったが、肌の「白

さ」とエマの身体のエロス化の結びつきを示す例

は他にもある。レオンと愛人関係になり、ルーア

ンのホテルで彼と逢瀬を重ねるエマの部屋の中で

の様子を描写したものに、以下のような箇所があ
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る。

［．．．】et　rien　au　monde　n’6tait　beau　comme　sa

tξite　brune　et　sa　peau　blanche　se　d6tachant　sur

cette　couleur　pourpre［＝des　rideaux】，　quand，

par　un　geste　de　pudeur，　ele　fermait　ses　deux

bras　nus，　en　se　cachant　la　figure　dans　les

　・　　16
malns　．

　［…］この［カーテンの］紫色の中で引き

立つ彼女の黒い髪と白い肌ほどこの世で美し

いものはなかった。その時には、恥じらいか

ら、彼女はあらわな両腕をしめ両手で顔を隠

すしぐさをするのであった。

　紫色の背景に浮かび上がる髪の黒と肌の白とい

う色彩のコントラストと、僅かな動きだけで省略

的にエマの身体を描写した美しい一節であるが、

この箇所は『ボヴァリー夫人』が最初に発表され

た『パリ評論』（Revzee・de・Pαrts）では削除され、

後にフロベール自身によって回復されたという17。

検閲の対象となったのは、「あらわな両腕」と共

に書かれた「白い肌」という一見単純に思える表

現が、それだけであまりに艶かしく多くのことを

物語っているからであろう。

　この引用部分の少し先で、同じく逢引の際の密

室の中での2人の様子を描いた箇所にも、次のよ

うな1文がある。

Souvent，　en　la［＝Emma］regardant，　il　lui［＝b

L60n］semblait　que　son　ame，　s’6chappant　vers

elle，　se　r6pandait　comme　une　onde　sur　le

contour　de　sa　tete，　et　descendait　entraln6e

dans　la　blancheur　de　sa　poitrine18．

　時折、彼女［エマ］を眺めながら、彼［レ

オン］は自分の魂が彼女のほうに抜け出て、

彼女の頭の周りに波のように広がり、彼女の

胸の白さの中に引きずられるようにして落ち

てゆくような気がした。

ここでも、肌の「白さ」を喚起すると共に

《dans》「～の中へ」という前置詞が使われてい

ることから、その「白さ」は肉体の厚みを意識し

て書かれていることが分かる。

　また『感情教育』の中でも、主人公のフレデリ

ックが秘かに恋心を抱くアルヌー夫人を「産業美

術」店で催された夜会の際に眺める場面で、全く

同じような肌の白さに関する描写が認められる。

　11［＝Fr6d6ric］regardait　attentivement　les

effil6s　de　sa　coiffure［＝de　Madame　Arnoux］，

caressant　par　le　bout　son　6paule　nue；et　il　n’en

d6tachait　pas　ses　yeux；il　enfonCait　son　ame

dans　la　blancheur　de　cette　chair　f6minine19．

　彼［フレデリック］は、裸の肩をその先で

愛撫している彼女［アルヌー夫人］の髪型の

縁を注意深く眺めていた。彼はそこから目を

離すことができなかった。彼は自分の魂をこ

の女性の肉体の白さの中に押し込んでいた。

　これら2つの引用文で共通する興味深い点は、

女性の「白い肌」が男性によって注視されている

のがはっきりとわかること、そして視線を通して

男性の「魂」がその「中に」・dans》に入り込ん

でいるかのように書かれていることである。ここ

では、肌の「白さ」は明らかに単なる美しさでは

なく厚みのある官能的な肉体を示していて、「魂

が中に入り込む」という表現は、彼女のその「白

い」肉体の中に入り込みたいという性的な欲望を

暗示している。

　ところで、アルヌー夫人の身体描写に関しては

興味深い点がある。それは、フレデリックがセー

ヌ河の船上で初めてアルヌー夫人を目にして恋に

落ちる時、彼女の肌は「褐色」であると書かれて

いることである。語り手は、

　Jamais　il　rCavait　vu　cette　splendeur　de　sa

peau　brune20．

　彼はこれほどまでに美しい褐色の肌を見た

ことがなかった。
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と述べ、フレデリックはアルヌー夫人のことを、

アンダルシア出身かクレオールではないかと想像

している。校訂者の注によれば、これは作者フロ

ベール自身のオリエンタリスムによるものであり、

小説の草稿を見ると、アルヌー夫人が最初に登場

する場面の描写では、彼がエジプトで出会った踊

り子クシウク・ハーネムとの思い出が強く反映さ

れていることが分かるという。確かにフロベール

の小説では、同一の物や人物に関しても光の加減

や見る人の感情などで異なった色や表現で書かれ

ることもあるが、アルヌー夫人の肌はこのように

なぜ異なった色で表象されているのだろうか。

　出会いの場面で一般的なブルジョワの貞淑な妻

であるアルヌー夫人を描くのに、当時の社会で

「理想」とされていた「白い」肌であると書かな

いことについては、エマの指に関して「青白さが

足りなかった」と書くのと同じような、作家フロ

ベールによる典型的な美しさをもったヒロイン像

の解体の意思が読み取れるかも知れない。自らの

オリエンタリスムを反映させて「褐色」であると

書くこともある意味では「理想化」であると言え

るが、東洋趣味のファンタスムを貞淑なブルジョ

ワ夫人に反映させることは、当時の社会ではやや

大胆なことであったとも考えられる。だが、アル

ヌー夫人を「褐色の肌」として描くことが大目に

見られたのは、それが実際の描写なのかフレデリ

ックの頭の中にあったイメージによるものなのか

はっきりと分からないような、曖昧で簡潔なポー

トレートの中においてであったからだろう。夜会

の場面でドレスのデコルテによって露わになった

肩にフレデリックが注目する時、肌の色は「褐

色」ではなく「白い」と書かれる。彼女の身体が

エロス化されるときは、「白く」、「理想化」され

て描かれるといえる。もしここで「褐色の肉体」

と書かれていたらアルヌー夫人の全体のイメージ

は全く異なったものになり、彼女を野生的で卑俗

な女性にしてしまっただろう。この場面で彼女の

肉体が「白さ」で表象されるのは、フロベール自

身が敢えて自らに検閲を課した結果なのか無意識

にこうなったのか、本当の理由は分からない。し

かしはっきりしているのは、女性の肉体を「白

さ」で表すことは伝統的な修辞法となんら変わり

がなく、先ほどのレオンとの密会の場面における

エマのように特定の状況においてでない限りは、

社会で問題なく通用したということである。

　これまでの例から、フロベールの小説で女性の

身体表象に使われる「白さ」ついて以下のことが

わかった。『ボヴァリー夫人』や『感情教育』に

おいてエマやアルヌー夫人の色の白さが簡潔に喚

起される時、それは視点人物の男性が彼女たちの

色の白さに惹かれた瞬間を示す。色の白さは確か

に美しさの証でもあるといえるが、それは単なる

美の静的な記号ではなく、彼女たちと視点人物の

男性の恋愛関係を暗示する動的な記号として語り

に作用している。また、彼女たちの白い肌が喚起

される時は、眼差しの対象となる彼女たちの身体

がエロス化した瞬間を示してもいる。「白い肌」

は性的な接触の欲望をも暗示し、場面によっては

官能的で危険な表象でもありうるが、『感情教育』

のアルヌー夫人の例からは、それでも色の白さは

当時の規範から逸脱することのない、品のよい官

能性の表象に留まっていたということが推察され

る。このことは、次に考察する「ばら色」の肌の

例からより一層明確になるだろう。

ll－2　ばら色の肌

　フロベールは「ばら色の肌」という表現も女性

の登場人物に対して体系的に使用することはない。

「白さ」と同様、この表現を使う瞬間をフロベー

ルは慎重に選んでいる。

　バルザックが『娼婦の栄光と悲惨』のエステル

や『ピエレット』のヒロインに関して、みずみず

しい健康的な美しさを示すために「白い肌」と合

わせて使用していた「ばら色の肌」という表現は、

フロベールはもっぱら少女に対して用いている。

『ボヴァリー夫人』においては、エマが死んだ後、

シャルルが遺された娘のベルトを愛情のこもった

目で眺める場面で使われる。
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　Mais　ele［＝　Berthe］　etait　si　douce，　si　gentille，

et　sa　petite　tete　se　penchait　si　gracieusement

en　laissant　retomber　sur　joues　roses　sa　bonne

chevelure　blonde，　qu’une　d61ectation　in丘nie

renvahissait［＝Charles］［．．．］21．

　彼女［ベルト］はとても愛らしく優しくて、

きれいなブロンドの髪をばら色の頬に垂らし

ながら可愛い頭をかしげると、無限の喜びが

彼［シャルル］を満たすのであった［＿］。

　『感情教育』でアルヌー夫人の娘マルトをフレ

デリックが眺める時も、「ばら色」の身体の一部

が描かれる。

　Sa　robe［＝de　Marthe］，　plus　bouffante　que　le

jupon　d’une　danseuse，　laissait　voir　ses　mollets

roses，　et　toute　sa　gentille　persorme　sentait

frais　comme皿bouquet22．

　彼女［マルト］のドレスは、踊り子のペチ

コートよりも膨らんでいて、ばら色のふくら

はぎを見せていた。そして彼女の優しいたた

ずまいが、花束のように爽やかに香っていた。

　「愛らしい」「優しい」などの形容詞と共に使用

されていることから、「ばら色」の肌という表現

は、子供の健康的な可愛らしさを表すためにフロ

ベールが好んで使う表現であったことが分かる。

では、大人の女性に対しては「ばら色」はどのよ

うに用いられたのであろうか。

　ゴトー・メルシュは、『ボヴァリー夫人』のエ

マの白い肌は、誘惑の瞬間に「ばら色」に染まる

と述べている。例として、ベルトーでシャルルが

初めてエマに出会い、明らかに彼の視線を介して

語り手が彼女の髪型などを描写する時、最後のほ

うに・Ses　po㎜ettes　6taient　roses23．・「彼女の頬

はばら色であった。」と書かれていること、そし

て、農業共進会の場面でロドルフがエマの横顔を

眺める際に、以下のように彼女の皮膚の下を流れ

る血の色が顔の一部を染めていることに気付くこ

となどを指摘している24。

　Ses　yeux　aux　longs　cils　courbes　regardaient

devant　elle，　et，　quoique　bien　ouverts，　ils

semblaient　un　peu　brid6s　par　les　pommettes，　b

cause　du　sang，　qui　battait　doucement　sous　sa

peau　fine．　Une　couleur　rose　traversait　la

cloison　de　son　nez25．

　長くカーブした睡毛の彼女の瞳は前を向い

ていた。それらはしっかりと開かれているも

のの、デリケートな肌の下をやさしく打つ血

液のせいで、頬のところで切れ長に見えた。

鼻孔の膜にばら色が透けて見えていた。

　しかしこれらの例では、エマを見ている人物に

彼女の肌の下の血液が与える肌の色のニュアンス

を気付かせることで、その人物が対象であるエマ

の体を肉体として捉えていることを意味するもの

なのか、または、じっと見つめられていることに

気付いたエマが恥じらいから顔を赤らめているこ

とに重点が置かれているのか、わたしたちにはは

っきりとは分からない。しかし、エマと後に深い

関係になる人物が彼女を眺める瞬間に頬などが

「ばら色」に染まっている様子が喚起されること

は、見る男性と見られる女性の間のお互いの気持

ちの疎通を意味しているかのようでもある。この

ような観点からは、「ばら色」の肌は、「白さ」の

場合よりも一層はっきりとした、彼らの肉体的な

関係への暗示となっているとも考えられる。

　小説の中でエマと肉体関係をもつことになるも

う1人の人物、レオンに関しても以下のような例

がある。

　Elle　se　mordit　les　levres，　et　un　flot　de　sang

lui　courut　sous　la　peau，　qui　se　colora　tout　en

rose，　depuis　la　racine　des　cheveux　jusqu’au

bord　de　sa　collerette26．

　彼女は唇をかみしめた。血液が彼女の肌の

下をめぐり、髪の根っこから襟首まで全体が

ばら色に染まった。

これはルーアンに旅立つ直前にレオンがボヴァ
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リー家を挨拶に訪れ、エマが扉を開けた瞬間の描

写である。前に挙げた2つの例とは異なり、この

場合エマの肌が「ばら色」に染まる理由はより明

確である。われわれはすでに彼女がレオンに恋心

を抱いているということを知っているので、彼女

の肌が「ばら色」に染まるのは、想いを寄せる相

手が別れの挨拶をしに突然眼の前に現れたことに

よる気持ちの動揺からであると理解できる。しか

しここでも「血液が彼女の肌の下をめぐり」とい

う表現をフロベー一・一一ルが敢えて用いていることから、

彼が単なる感情の表現として顔の表面的な色の変

化を描いているというよりは、エマの身体を厚み

のある「肉体」として捉えて描いていることが分

かる。

　「ばら色」に関する類似した例が、エマが早朝

に愛人のロドルフの家まで駆けて会いに行く様子

を描いた一節にも認められる。

　［E］11e　avait　peur　des　boeufs，　elle　se　mettait　a

cou「i「；elle　a「「ivait　essouffl6e，　les　joues　roses，

et　exhalant　de　toute　sa　personne　un　frais

parfum　de　seve，　de　verdure　et　de　grand　air27．

　彼女は牛が怖かったので走り出した。彼女

は息も切れ切れで、頬はばら色になって到着

したが、樹液や緑や大気のすがすがしい香り

を身体全体から発していた。

るのではないかという推論は、『ボヴァリー夫人』

と『感情教育』における大人の女性の登場人物の

中で、エマ以外で肌の「ばら色」が喚起される唯

一の人物が、『感情教育』の娼婦ロザネットであ

ることからも正しいと証明される。（通称「ロザ

ネット」と呼ばれる彼女の源氏名の正式名称が

Rose－Annette「ローズ＝アネット」であること

にも気をつけたい。あたかも彼女の名前と肉体の

あり方が呼応しているかのようである。）乱痴気

騒ぎの続いた仮装舞踏会で夜が明けてから、ロザ

ネットの以下のような描写がある。

La　Mar6chale［＝Rosanette］，　fraiche　comme

au　sortir　d’un　bain，　avait　le8ブoμθ8　roses，　le8

yezex　brillαnts．　Ele　jeta　au　loin　sa　perruque；

et　ses　cheveux　tomberent　autour　d’elle　comrne

une　toison，　ne　laissant　voir　de　tout　son

vetement　que　sa　culotte，　ce　qui　produisit皿

effet　b　la　fois　comique　et　gentil28．

　マレシャル［ロザネット］はまるで風呂か

ら上がりたてのように、「ばら色の頬をして、

目は輝いて」いた。彼女は遠くにかつらを投

げた。すると髪が羊毛のように彼女の周りに

広がり落ち、半ズボンしか衣裳が見えなくな

り、それが彼女を同時に滑稽にも可愛らしく

も見せた。

　ここでも、頬が「ばら色」になったのは、走っ

て息が上がったことを説明するためであると単純

に考えられるかも知れない。だがこの文章がエマ

がロドルフとの不倫の逢引に向かう様子を描いた

ものであること、動物と植物が喚起され、森を駆

けてきたエマ自身がそれらの自然と一体化し野生

児になったかのように描かれていることからは、

この場面での「ばら色」という表現は、単に高揚

感や動揺などを示す記号として使われているので

はなく、彼女の官能的な肉体を示唆するものであ

る。

　「ばら色」の肌という表現が使われる時には、

作者が登場人物の身体を「肉体」として捉えてい

　引用の中のイタリックは著者フロベール本人に

よるものである。彼は、ブルジョワ達の凡庸かつ

陳腐な表現や思考を椰楡するため『紋切型辞典』

の編纂を試みたが、しばしば小説の中にもそれら

の表現を用いイタリックで示していた。この引用

の「ばら色の頬をして、目は輝いて」いたという

表現は、女性の「官能性」を喚起する時に用いる

紋切型として彼が挿入したものだろう。髪をはだ

ける様子を描くのも、ロザネットの発散する官能

性を一層強調している。当時の社会では、女性の

髪自体が性的な意味をもち、成人女性は普段人前

では髪をまとめて帽子を被っているのが礼儀であ

ったから、ロザネットが大胆に髪をはだける様子
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は、まだ田舎から出てきたばかりのフレデリック

にとって、非常にエロティックに感じられたであ

ろうことは想像に難くない。《une　toison》「羊毛」

という単語は、より性的な意味をもった言葉とし

ても使われる。

　彼女の肌が「ばら色」に染まっている様子が描

かれる場面がもう一箇所ある。それは、フレデリ

ックとカフェ・アングレで食事をする場面である。

　Elle［＝Rosanette］mordait　dans　une　gre－

nade，　le　coude　pos6　sur　la　table；les　bougies

du　cand61abre　devant　elle　tremblaient　au

vent；cette　lumiere　blanche　P6n6trait　sa　peau

de　tons　nacr6s，　mettait　du　rose　b　ses

paupieres，　faisait　briller　les　globes　de　ses

yeux；la　rougeur　du　fruit　se　confondait　avec　la

pourpre　de　ses　levres，　ses　narines　minces

battaient；et　toute　sa　personne　avait　quelque

chose　d’insolent，　d’ivre　et　de　noy6　qui

exasp6rait　Fr6d6ric，　et　pourtant　lui　jetait　au

coeur　des　d6sirs　fous29．

　彼女［ロザネット］は肘をテーブルについ

て柘榴にかぶりついていた。彼女の前に置い

てある枝つきの大燭台のろうそくが風で揺ら

いでいた。その白い光が真珠のような彼女の

肌に浸透し、まぶたにばら色を添え、瞳を輝

かせていた。フルーッの赤みが彼女の唇の深

紅と交じり合い、細い鼻孔がひくついていた。

彼女全体にどこか生意気な、酔ったような、

濡れたような雰囲気があり、フレデリックを

苛立たせたが、それが同時に狂ったような欲

望を彼の心に投げかけもするのであった。

　この引用箇所では、まぶたの「ばら色」は、間

違いなくロザネットの肉体が醸し出す官能的な雰

囲気を表現するために喚起されている。ここは、

本稿の冒頭で述べた、女性の美しさを表象するた

めの伝統的なレトリックで使用される肌の「白

さ」と「ばら色」が唯一同時に出てくる箇所であ

るが、これらの色が単にロザネットの表層の美し

さの記号として使われているのではないことは明

らかだ。肌の「白さ」と「ばら色」が、ロザネッ

トの生きた肉体を強調するために喚起されている

ということは、前項1－1で考察した例と同じく、

・p6n6trer》「入り込む、侵入する」という動詞の

目的語として「白い肌」が挙げられている点、ま

ぶたが「ばら色」に染まっている点、ざくろの赤

さと唇の色が混ざっている様子が捉えられている

点、そしてその様子にフレデリックが欲望を掻き

立てられたとはっきりと書かれている点が確実に

示している。1つ前の引用文で官能性の紋切り型

の表現としてイタリックになっていた部分と類似

した、「目が輝く」という表現が使われているこ

とからも、この文章全体がロザネットの官能性を

描出することを目的としたものであることが分か

る。

　「白さ」と同じく「ばら色」も、フロベール作

品では、単に女性の美しさや健康を表すための記

号として使われるのではない。「ばら色」の肌と

いう表現は、女性の皮膚の下の肉体の中を流れる

血液を想起して書いた瞬間に現われるものであり、

’「白さ」よりもより一層の官能性をもって身体が

捉えられていることの証明である。このことは、

大人の女性に関しては、奔放な性生活を送るエマ

と、娼婦であるロザネットにのみ「ばら色」とい

う表現が使われていることからも分かる。大変興

味深いことに、貞淑なアルヌー夫人の肌は一度た

りとも「ばら色」に染まることはない。

　「白い」肌と「ばら色」の肌とで大きく異なっ

ているのは、「白い肌」はあくまで見る側の男性

の知覚の表現に留まるのに対し、「ばら色」の肌

は見られる側の女性の感情をも表しうるという点

である。見られる女性の肌が「ばら色」に染まる

時、そこにはその女性の見る側の男性に対する感

情、あるいはさらに言えば肉体の解放が読み取れ

ると言ってよいかも知れない。アルヌー夫人も秘

かにフレデリックに愛情を抱いているのであるが、

その感情はずっと押し殺されたままであって、読

者は最後の2人の再会の場面まで彼女の感情を明
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確に知ることは出来ない。見る側のフレデリック

も、彼女に強い想いを寄せながらも、終始禁止の

感情が働いて一歩踏み出すことが出来ないのであ

る。さて次にはこの「禁止」の感情をもって女性

が描かれる時の肌の色の表象について考察したい。

II－3　極度の白さ、青白さ

　先ほどエマの色の「白さ」について述べたが、

正確に言えば彼女の色の「白さ」にはニュアンス

があり、時としてそれは「青白」くなる。

　ゴトー・メルシュも指摘しているように、肌の

「青白さ」は『ボヴァリー夫人』においてはポジ

ティヴな意味を持ちうる3°。ロドルフがエマと最

初に出会った後で彼女のことを追想する時、彼の

脳裏に鮮烈によみがえるのは、彼女の青白さであ

る。

＜＜Et　ce　teint　pale！．．．　Moi，　qui　adore　les

femmes　pales！》31

　「それにあの青白い肌1

女が大好きなんだ1」

．俺は青白い肌の

　エマに恋をするようになったレオンの内的独白

からも、彼が彼女の青白さに惹かれていることが

分かる。

［Ellle［＝Emma】ressemblait　aussi　a　la

femme　pdle　de　BαrCθIOnθ；maiS　elle　6tait

par－dessus　tout　Ange！32

　彼女［エマ］は『バルセロナの青白い肌の

女性』にも似ていた。けれど何よりも彼女は

天使だった1

　これらの例からは、ロドルフやレオンがエマの

肌の「青白さ」に惹かれるのは、19世紀のロマン

主義時代に流行したいわゆる「アンジェリスム」

の影響によるということが分かる。この時代には

実際に肺結核で命を落したり、貧血で苦しむ女性

が非常に多かったが、これらの病気による肌の蒼

白さや痩せてその肉体性の薄れた外観は、「魂の

崇高さ」や「純粋さ」、男性の庇護を常に必要と

するような「かよわさ」の徴となり、当時のブル

ジョワ道徳の中で求められていた女性像に合致し

人気を博したという。またその青白くやつれたよ

うな外見は単に男性に好まれただけでなく、この

ようなブルジョワ道徳を無意識のうちに内面化し

て生きていた女性たちの間でも流行となり、ダイ

エットをしたりレモンや酢を飲んだりなどして、

わざとこのような顔の色をつくる努力をする女性

も多かったようだ33。

　文学作品におけるアンジェリスムの影響につい

ては、ジャン・スタロバンスキーが《Sur　la

chlorose（萎黄病について）・という雑誌論文34の

中で分析を行っているが、そこにはエマ・ボヴァ

リーも萎黄病的な女性の例として名前を連ねてい

る。「萎黄病」というのは、19世紀当時、現在の

「貧血」にあたる病気を指すために用いられてい

た単語であるが、この時代には「萎黄病」はヒス

テリーとならんで、子宮の不具合が原因で若い女

性に起こると考えられる2大疾患を形成していた

という35。「萎黄病」は別名《pales　couleurs（青白

い色）》とも呼ばれ、青や緑がかった肌の色にな

ることが特徴とされた。

　スタロバンスキーも述べているように、萎黄病

的な青白さの美しい女性の典型はピエレットであ

る。バルザックによる萎黄病にかかったピエレッ

トの描写は以下の通りである。

La　blancheur　excessive　de　sa　figure　［＝de

Pierrette］　trahissait　une　de　ces　horribles

m．　aladieS　de　jeune　fille　a　laquelle　la　m6decine　a

donn61e　nom　racieux　de　chloro8e，　et　qui

prive　le　corps　de　ses　couleurs　naturelles，　qui

trouble　1’apP6tit　et　annonce　de　grands　d6sor－

dres　dans　l’organisme．　Ce　ton　de　cire　existait

dans　toute　la　carnation．　Le　cou　et　les　6paules

expliquaient　par　leur　paleur　d’herbe　6tiol6e　la

maigreur　des　bras　jet6s　en　avant　et　crois6s36．

　彼女［ピエレット］の顔の極端な色の白さ

は、医学が「萎黄病」という優美な名を与え
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た少女に起こるあの恐ろしい病の1つの兆候

を示していた。それは、身体から普通の色を

奪い、食欲を狂わせて人体のさまざまな深刻

な不調を予告するものである。その蝋のよう

な色が肌全体に見られた。首と肩の萎えた草

のような青白さは、前に投げ出して組んだ腕

がなぜそのように細いのかを説明していた。

　「恐ろしい病の1つ」であると述べながらも、

「萎黄病という優美な名」という撞着的な表現を

用いていることからは、作家がこの病の死のイメ

ージをはかない美しさと結びつけて捉えているこ

とが分かる。「萎えた草のような青白さ」という

表現があるが、今日では実際「萎黄病」という言

葉はもはや、色を失い萎れて死んでゆく植物の病

名のみにしか用いられない。19世紀当時この名前

を女性の病気にも用いていたということは、女性

を美しいと同時に静的で受動的な植物に見立てて

いたことの1つの証明であり、この引用からは、

バルザックもこのような考えをもって病にかかっ

たピエレットを描写していたことが分かる。

　彼は小説の中で繰り返し何度も病気のピエレッ

トがもつ肌の極端な白さや青白さを称賛している。

幾つかを例に挙げると、

Le　blanc，　prodigu60utre　mesure，　rendait

d’aiUeurs　les　lignes　et　les　d6tails　de　la

physionomie　tres　purs37．

　その極度な白さが、彼女の容貌の輪郭線や

細部をとても純粋なものにしていた。

　Pierrette　avait　pres　de　quatorze　ans，　sa

blancheur　maladive，［．．．］la　rendait　ravissante38．

　ピエレットはまもなく14歳になろうとして

いたが、その病的な白さが［…］彼女をうっ

とりするほど魅力的にしていた。

などの描写がある。先ほどもみたように、健康で

「白くばら色」の肌をした彼女も十分可愛らしく

美しく描かれていたが、バルザックは病がもたら

す「極度の白さ」「青白さ」によって彼女がさら

に美しくなってゆくことを強調している。この物

語の中で、優しく可愛らしいピエレットは、意地

の悪い従姉のシルヴィ・ログロンの執拗ないじめ

にけなげに耐えながら、萎黄病にかかって死んで

ゆくのであるが、この病がもたらす肌の「白さ」

や「青白さ」は、彼女の魂の美しさの反映として

語りの中で機能している。彼女が病によって肌の

色が白く青白くなった様子は、もともと美しい心

を持っていた彼女の肉体性が希薄になり、そのこ

とによってまさしく天使のように純粋な存在にな

ったことを示しているのである。

　さてエマ・ボヴァリーの「青白さ」に話を戻そ

う。フロベールはどのような意味でエマの「青白

さ」をロドルフやレオンに美しいと言わせたのだ

ろうか。単純に（フィクションの中で）彼女が萎

黄病や結核病患者を思わせる「青白い」肌をして

いて、彼らがロマン主義的なか弱い女性に寄せる

夢想を純粋にエマに反映させてそれを評価したと

も推察できる。だが同時に、エマがロマン主義的

（ロマンティック）で小説的（ロマネスク）な夢

想を追い続けたゆえに身を滅ぼしたということを

考慮すると、フロベールが皮肉を込めて、彼女を

ロマン主義的な小説の可憐なヒロインのように見

立ててこのように書いたとも考えられるだろう。

　しかしフロベールがエマの「青白さ」を喚起す

るときは、常に単なる皮肉やパロディーとしてで

はないことが、以下の例から分かる。「青白い」

顔のエマが、彼女を眺める男性を確かに魅了する

瞬間があるのだ。まずはエマがレオンに対する恋

を諦め、貞淑な妻に徹しようと努力している場面

の描写である。

E㎜amaigrit，　ses　joues　palirent，　sa　figure

s’≠撃盾獅№?＝D　Avec　ses　bandeaux　noirs，　ses

grands　yeux，　son　nez　droit，　sa　d6marche

d’oiseau　touj　ours　silencieuse，　maintenant，　ne

semblait－elle　pas　traverser　rexistence　en　y

touchant　b　peine，　et　porter　au　front　la　vague

empreinte　de　quelque　pr6destination　sublime？
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Elle　etait　si　triste　et　si　calme，　si　douce　a　la　fois

et　si　r6serv6e，　que　lbn　se　sentait　pres　d’elle

pris　par　un　charme　glacial，　comme　ron

frissonne　dans　les　6glises　sous　le　parfum　des

fleurs　mel6　au　froid　des　marbres．　Les　autres

meme　n’6chapPaient　point　b　cette　s6duction39．

　エマは痩せ、頬は青白くなり、顔は細長く

なった。黒い結い髪、大きな瞳、まっすぐな

鼻、いつも静かで鳥のような歩き方をした彼

女は、ほとんど人生には触れていないで、額

には何か崇高な宿命がうっすらと刻印されて

いるかのように思われなかっただろうか？彼

女は非常に寂しげで静かな様子をしていると

同時にとても優しく控えめで、彼女のそばに

行くと、大理石の冷たさに混じった花の芳香

が広がる教会の中で震えるように、氷のよう

に冷たい魅力に捉えられる感じがするのであ

った。他の人々もこの誘惑から逃れることは

なかった。

　下線部に注目して欲しい。「青白い顔」に「黒

い髪」という身体的特徴、「崇高な宿命」、「優iし

く控えめ」という表現、「花」のイメージの喚起

からは、ピエレットと同じようなロマン主義的な、

死の刻印を受けたがゆえに一層美しさを増した、

命はかない乙女像が浮かび上がる。この部分は、

エマを想うレオンが視点人物になっていて、レオ

ンが自分のもつ理想的なロマンティックな女性像

を彼女に反映させていると考えられ、そこに作者

のエマやレオンに対する皮肉を読み取ることが可

能である（小説の中で、レオンもエマと同じよう

にステレオタイプのロマン主義的な夢想に影響さ

れた人物として描かれていることはよく知られて

いる）。だが、この引用部分で興味深いのは後半

部分で、「大理石の冷たさ」と並んで、「氷のよう

に冷たい魅力」という撞着的な表現があり、これ

らの要素が前半のロマン主義的な女性像と混ざり

合って、最終的に人々を「誘惑」する魅力を与え

ていると書かれていることである。この点におい

て、エマの表象はどこまでも愛おしく可愛らしい

天使のようなピエレットの表象とは異なっている。

フロベールは「青白く」なったエマを描く際、バ

ルザックが「青白く」なったピエレットと描くの

と同じように包み込むような愛情で描いて魂の純

粋さを強調しているのではない。フロベールが表

現しているのは、彼女の「青白さ」の与える冷た

い印象と、そのような風貌のエマに人々が近づい

たときに感じる、障害と誘惑が入り混じった気持

ちである。

　エマの「青白さ」の表象で最も興味深い例は、

自殺を目論む彼女が薬剤師オメーの店で働く見習

いの少年ジュスタンに砒素のありかを尋ねる場面

だろう。

　Et　il　la　regardait，　tout　6tonn6　par　la　paleur

de　son　visage，　qui　tranchait　en　blanc　sur　le

fond　noir　de　la　nuit．　Elle　lui　apparut　extraordi－

nairement　belle，　et　m句eustueuse　co㎜e　un

fant6me［＿］40．

　彼は彼女を見ると、夜の暗さを背にして白

く浮かび上がった彼女の顔の青白さに驚いた。

彼女は並外れて美しく、幽霊のように荘厳で

あった［…］。

　ここでのエマの顔の「青白さ」は、極限に達し

た彼女の病的な精神状態によるものであると考え

られるが、注目すべきは、先ほどと同じくそのよ

うな顔色のエマを見たジュスタンが抱く感情であ

る。ジュスタンはエマに秘かな恋心を抱いている

のであるが、彼は「青白い」顔の彼女を「幽霊」

のように恐れる気持ちもあると同時に、それを

「並外れて美しい」と感じ強く惹かれている。ピ

エレットは病によって肉体性が希薄になり、その

ことによって一層「天使」に近づき美しくなって

いった。ここでエマが喩えられている「幽霊」は

肉体の実体性がないという点においては「天使」

と同じ特徴を持つが、質では全く異なっている。

幽霊というのは、本来人を不気味な気持ちにした

り、恐れを抱かせるものであるし、「幽霊のよう

に荘厳であった」という表現からは、空気のよう
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な軽やかさではなく、逆に威圧的な存在感さえ感

じられる。

　「青白さ」に関してもう1つの興味深い例が

『感情教育』にも存在する。先ほど、アルヌー夫

人との出会いの場面では、フレデリックが彼女の

「褐色」の肌に惹かれていたこと、そして夜会の

場面ではデコルテを着た夫人の肩の「白さ」に惹

かれていたことについて述べたが、フレデリック

が彼女に愛に関する話を説き、彼女を誘惑しよう

とする場面では、彼女の顔は「青白く」なる。

　Madame　Arnoux，　sans　bouger，　restait　les

deux　mains　sur　les　bras　de　son　fauteuil；les

pates　de　son　bonnet　tombaient　comme　les

bandelettes　d’un　sphinx　；son　profil　pur　se

d6coupait　en　paleur　au　milieu　de　rombre．

　Il　avait　envie　de　se　jeter　a　ses　genoux．　Un

craquement　se　fit　dans　le　couloir，　il　n’osa．

　Il　6tait　empech6，　d’a皿eurs，　par　une　sorte　de

crainte　religieuse．　Cette　robe，　se　confondant

avec　les　t6nebres，　lui　paraissait　d6mesur6e，

infinie，　insoulevable；et　pr6cis6ment　a　cause

de　cela　son　d6sir　redoublait41．

　アルヌー夫人は手を肘掛椅子の腕の上に置

いたまま、じっと動かなかった。帽子の垂れ

がスフィンクスのはちまきのように落ちてい

て、彼女の清らかな横顔が暗闇の中で青白く

浮かびあがっていた。

　彼は彼女の膝元に身を投げ出したい気持ち

になった。廊下できしむ音がし、諦めた。

　それに彼は、一種の宗教的な恐れによって

妨げられていた。ドレスが暗闇と混ざって、

途方もなく大きく持ち上げられないように思

えたが、まさにそのせいで欲望が一層掻き立

目したいのはその理由ではなく、「青白く」なっ

たアルヌー夫人の表象のされ方とそんな彼女を見

たフレデリックの気持ちの描かれ方である。彼の

話を冷たくあしらうアルヌー夫人にはスフィンク

スのイメージが重ねられる。スフィンクスとして

の女性のイメージは、とりわけ19世紀後半には、

男性にとって永遠の「他者」である女性のもつ、

捕らえがたい不可思議さに対する魅惑と恐れの入

り混じった両義的な感情を表象するために頻繁に

用いられたが42、フレデリックを自ら誘惑するこ

ともなく、最後まで貞淑な妻であり続けるアルヌ

ー夫人にさえも、スフィンクスのイメージが用い

られることは非常に興味深い。このイメージは、

アルヌー夫人の性格自体に起因するのではなく、

フレデリックのアルヌー夫人への欲望の高まりと、

同時に沸き起こる禁止の感情（「一種の宗教的な

恐れによって妨げられていた」）が入り混じった

気持ちによって喚起されているのである。欲望と

禁止が複雑に混在していることは、最後のほうで、

「ドレスが途方もなく大きく思えたが、そのせい

で欲望が掻き立てられるのであった。」と書かれ

ている部分からも分かる。フレデリックの欲望が

強くなった瞬間に同時に起こる禁止と恐れの気持

ちから、アルヌー夫人の姿は現実的ではなくなり、

青白く固まった偶像のように描かれるのだ。

てられるのであった。

　アルヌー夫人が「青白く」なっている理由とし

ては、フレデリックに遠回しにではあるが愛を語

られたことによる居心地の悪さからか、光の加減

によるものであるとも考えられるが、ここでも注

　本項では、バルザックの小説のヒロイン、ピエ

レットと比較しながらフロベール作品の女性の登

場人物における「極端な白さ」や「青白さ」につ

いて検討した。ピエレットと同じ「青白さ」とい

う単語が使用されていても、エマやアルヌー夫人

の「青白さ」は「萎黄病」的な柔らかさやその病

が喚起する魂の純粋さの表象ではなく、視点人物

（そして視点人物というフィクションを介した作

者）がそれらの女性に対して抱く、欲望と恐れの

入り混じった両義的な感情の表象であることが明

らかになった。このことは、「ばら色」の肌色と

の比較でもわかる。ロザネットの表象の例から、

「ばら色」は「白さ」よりもよりあからさまな

「肉体」の喚起を意味することを確認したが、そ
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こには一切禁止の感情はない。娼婦であるロザネ

ットはフレデリックにとって接触可能な開かれた

肉体として提示されているがゆえに、「ばら色」

にはなるが、魅力的だが不気味な「青白さ」によ

って表象されることは決してないのである。

　さてここまではフロベールが彼と同時代のフラ

ンスを舞台に書いた「写実主義的」といわれる小

説の中の女性の肌の色について検討した。次は、

フロベールが『ボヴァリー夫人』と『感情教育』

との間に紀元前3世紀のカルタゴを舞台に書いた、

「ロマン主義的」とも「象徴主義的」とも「歴史

小説」ともいわれる『サランボー・一・一』（1862年）の

女主人公サランボーの肌の色について検討したい。

lllフロベール『サランボー』におけ

　　る肌の色について

　フロベールはポリュビオスによって語られた第

一次ポエニ戦争の後のカルタゴの歴史に、最高政

務官ハミルカルの娘であるサランボーと、ハミル

カルの元で戦ったが彼に対して反乱を起こす傭兵

隊長マトーとの複雑な恋物語というフィクション

を織り交ぜて小説『サランボー』を書いた。一読

したところ物語の筋がつかみにくいが、この小説

の進行の核となり語りの動機を担っているのはマ

トーが盗んだカルタゴの守護女神タニットの聖衣

ザインフである。タニットはフェニキアのヴィ・・一・一

ナスであるアスタルテが変化したものである43と

いうことからは、『サランボー』は女性性の神秘

を隠しているヴィーナスのヴェールを巡る物語で

あるといえるだろう。ヒロインのサランボーはこ

のタニットの巫女として登場するが、彼女自身も

小説全体を通してしばしばタニットと同一視して

描かれている。さらに「サランボー」という名が

シリアやバビロンでは「ヴィーナス」を意味し、

フロベール自身もそのことを意識していたという

ことを考慮すると44、この小説は、ヴィーナスと

ヴィーナスのヴェールにまつわる物語として理解

可能である。

　サランボーはタニットに仕えながらもこの神に

ついてまだ多くを知らず、その存在や力は謎に包

まれている。次の一節はマトーがザインフを盗ん

でいった後のものだが、サランボーのタニットや

タニットのヴェールに対する感情が語られている

と共に、それらの持つ象徴的意味をも明らかにし

ている点で非常に重要である。

Elle［＝Sala㎜b6］6tait　d6sesp6r6e　d’avoir

vu　le　zεビ㎞ph；cepandant　ele　en　6prouvait　une

sorte　de　joie，　un　orgueil　intime．　Un　mystere　se

d6robait　dans　la　splendeur　de　ses　phs；c’6tait

le　nuage　envelopPant　les　Dieux，　le　secret　de

rexistence　universelle，　et　Salamrnb6，　en　se

faisait　horreur　a　eUe－m6me，　regrettait　de　ne

l’avoir　pas　soulev645．

　彼女［サランボー］はザインフを見てしま

ったことに絶望を感じていた。しかしながら

彼女はそこに喜びと秘かな誇りも感じていた。

その躾の燦然たる輝きの中には、神秘が隠れ

ていた。それは神々を覆う雲であり、宇宙の

存在の秘密であった。サランボーは自分自身

を嫌悪しながらも、聖衣をめくってみなかっ

たことを後悔していた。

　この引用からタニットのヴェールが含有する性

的な意味を読み取ることは難しくないだろう。こ

のヴェールがサランボー自身の女性性を暗示して

いることは物語の中でやがて明らかになってゆく

のだが、前置きはここまでにして、ここからはこ

れらのことを踏まえた上で、サランボーの肌の色

について具体的に検討したい。

　タニットは月の女神であるから、タニットの巫

女として登場するサランボーの身体が言及される

ときは、「月のような青白さ」が頻繁に喚起され

る。彼女が物語の初めに黒い衣装に身を包んで傭

兵たちの宴に姿を現す際も、衣裳とのコントラス

トで彼女の「青白さ」が際立っている。

　Personne　encore　ne　la　connaissait．　On　savait

seulement　qu’elle　vivait　retir6e　dans　des
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pratiques　pieuses．［＿］C’6tait　la　lune　qui　l’avait

rendue　si　pale，　et　quelque　chose　des　Dieux

l’envelopPait　co㎜e　une　vapeur　subtile46．

　彼女を知るものは誰もなかった。知ってい

るのは彼女が敬慶な宗礼の中に引きこもって

生活しているということだけであった。［…］

彼女をそれほど青白くしているのは月で、何

か神々しいものがかすかなもやのように彼女

を包み込んでいた。

　マトーはこの宴会で彼に酒を注いだサランボー

に強烈に魅了されるが、彼にとりつくのもこのサ

ランボーの青白いまるで幽霊のような姿である。

彼は、彼の付き人スペンディウスに次のように言

う。

　《－La　fille　d’Hamilcar　me　poursuit！J’en　ai

peur，　Spendius　！》－　Il　se　serrait　contre　sa

poitrine，　comme　un　enfant　6pouvant6　par　un

fantδme47．

　「ハミルカルの娘が俺についてくる1俺は

怖い、スペンディウス1」彼は幽霊に怯える

子供のように、スペンディウスの胸に身をす

り寄せた。

　この引用文からは、彼がサランボーに強く惹き

つけられていると同時に、その強力な魅力に恐れ

を抱いていることが分かる。幽霊のような青白い

女性に恐れを抱くと同時に惹かれもする両義的な

感情は、自殺する前のエマを見たときのジュスタ

ンや、アルヌー夫人を前にしたフレデリックのそ

れを思い起こさせる。

　フロベールの小説においては、バルザックの小

説と比べて登場人物のポートレイトの描写が少な

いことは先に述べたが、その中でもサランボーの

身体描写は、フロベールの小説に登場する主要な

人物の中で恐らく最も少ないだろう。彼女の身体

は、ほとんどの場合月の光や衣裳の「白さ」や

「青白さ」によって換喩的に表象されている。他

に彼女が「青白さ」や「白さ」に包まれて印象的

に描かれる場面としては、彼女が聖衣をマトーか

ら取り戻すために彼のテントに向かう前に行う儀

式の中で一サランボーの付き人のシャババリムは、

カルタゴに秩序を取り戻すであろう聖衣の奪還は、

サランボーの処女喪失と引き換えになるであろう

ことを意識してこのような特別の儀式を行うので

あるが一大蛇ピトンと一種の〈交尾〉を行う官能

的な場面が挙げられる。

　［＿］en　fermant　b　demi　les　yeux，　elle［＝

Sala㎜bδ］se　renversait　sous　les　rayons　de　la

lune．　La　blanche　lurniere　semblait　1’envelopPer

d’un　brouillard　d’argent［．．．］48．

　［…］瞳を半開きにして、彼女［サランボ

ー］は月光の下で身を反り返らせた。白い光

が銀色のもやで彼女を包んでいるようであっ

た［…］。

　ここでもフロベールはサランボーの肉体を具体

的に描き出すことはなく、月光によるもやによっ

て喚起するだけである。彼女の身体を全体的に支

配する「白さ」や「青白さ」からは、バルザック

の「ピエレット」のようなロマン主義的な身体表

象を連想するかも知れない。だがピエレットの場

合は彼女の身体そのものが病によって青白くなっ

て純化され、気化したように描かれていたのに対

し、サランボーにおいては彼女の身体そのもので

はなく、青白い光がもや状になって彼女の身体を

包んでいる様子が描かれているという点で、2人

の少女の表象は大きく異なっている。サランボー

の身体を喚起する際に頻繁に使われる・envelop－

per》「包む」という単語は、その下に隠された肉

体の厚みを読者に想像させる。

　「月の光」、「幽霊」という言葉で繰り返し形容

されるサランボーが、それでも全く肉体をもたな

い巫女として描かれているのではないことは、フ

ロベールが彼女に注目すべきやり方で「ばら色」

を与えていることからも分かる。この色は彼女を

描写する時にはたった一度だけ使われているが、

それは小説の冒頭で傭兵たちの宴会に彼女が登場
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する場面である。

　Des　tresses　de　perles　attach6es　a　ses　tempes

descendaient　jusqu’aux　coins　de　sa　bouche，

rose　cornme　une　grenade　entrouverte‘9．

　彼女のこめかみに結び付けられた真珠を混

ぜた編紐が、半ばひらいた柘榴のようにばら

か生意気な、酔ったような、濡れたような雰

囲気があり、フレデリックを苛立たせたが、

同時に狂ったような欲望を彼の心に投げかけ

るのであった。

色の唇の縁まで垂れ下がっていた。

　マトーも間違いなくこの場面の視点人物の1人

として存在していることからは、サランボーのも

つ秘められた肉体の官能性をマトーや読者の記憶

に物語の最初に刻むために、作者は非常に効果的

に「ばら色」を用いているといえる。ここでは

rばら色」をした唇が半ば開いた柘榴に喩えられ

ているが、「ばら色」の身体と唇と柘榴とを同時

に喚起したもう1つの場面を我々は思い出す。そ

れは、『感情教育』の中でカフェ・アングレでフ

レデリックに見つめられるロザネットの身体を描

いた場面である。さきほども引用したが、再びこ

こで注目してみたい。

　Elle　mordait　dans　une　grenade，　le　coude

pos6　sur　la　table；les　bougies　du　cand61abre

devant　elle　tremblaient　au　vent；cette　lumiさre

blanche　p6n6trait　sa　peau　de　tons　nacr6s，

mettait　du　rose｝i’ses　paupi色res，　faisait　briller

les　globes　de　ses　yeux；1a　rougeur　du　fruit　se

cor［fondait　avec　la　pourpre　de　ses　lbvres，　ses

narines　minces　battaient　；et　toute　sa　per－

sonne　avait　quelque　chose　d’insolent，（1’ivre　et

de　noy6　qui　exasp6rait　Fr6d6ric，　et　pourtant

lui　jetait　au　coeur　des　d6sirs　fous50．

　彼女は肘をテーブルについて柘榴にかぶり

ついていた。彼女の前に置いてある枝つきの

大燭台のろうそくが風で揺らいでいた。その

白い光が真珠のような彼女の肌に浸透し、ま

ぶたにばら色を添え、瞳を輝かせていた。フ

ルーツの赤みが彼女の唇の深紅と交じり合い、

細い鼻孔がひくついていた。彼女全体にどこ

　正確に言えばこの場面で「ばら色」になってい

るのはまぶたであり、唇は深紅色であるが、身体

がばら色に染まって受肉した瞬間に柘榴が喚起さ

れている点と、唇の色と柘榴の色が混ざり合って

いるように描かれている点において2つの引用文

は類似している。『サランボー』では唇の色の比

喩として柘榴が用いられ描写そのものは簡潔であ

るが、『感情教育』ではロザネットが食べる柘榴

の色と唇の色が混ざり合っている様子がなんとも

エロティックであるし、最後にはそれがフレデリ

ックに狂おしい欲望を掻き立てていることもはっ

きりと書き込まれている。このように比較してみ

ると、簡潔に喚起されたサランボーの柘榴に似た

「ばら色」の唇に秘められた官能性が浮かび上が

ってくる51。マトーは「青白い」光に包まれた彼

女の身体に、このように一瞬熟れた柘榴のような

ばら色の唇を認めたために、その妖しいイメージ

に付きまとわれ、恐れを抱きながらも彼女の姿を

ひたすら追い続けることになるのだ。

　最後に捕えられたマトーの処刑は、サランボー

とナルハヴァスの婚礼の日に見世物として捧げら

れることになる。マトーはカルタゴの民衆に残酷

になぶり殺されることになるのだが、この場面に

登場するサランボーの姿に注目しよう。

　Des　chevj皿es　aux　hanches，　elle　6tait　prise

dans　un　r6seau　de　mailes　6troites　imitant　les

6cailles　d’un　poisson　et　qUi　luisaient　comme　de

la　nacre；une　zone　toute　bleue　serrant　sa　taile

laissait　voir　ses　deux　seins，　par　deux（≦chan－

crures　en　forme　de　croissant；des　pendelo－

ques　d’escarboucles　en　cachaient　les　pointes．

Ele　avait　une　coiffure　faite　avec　des　plumes　de

paon　etoi16es　de　pierreries；un　large　manteau，

blanc　comme　de　la　neige，　retombait　derriere
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elle－et　les　coudes　au　corps，　les　genoux

serr6s，　avec　des　cercles　de　diamants　au　haut

des　bras，　ele　restait　toute　droite　dans㎜

attitude　hi6ratique52．

　躁から腰にかけて、魚の鱗を模した細かい

網目で包まれ、それは真珠層のように輝いて

いた。真っ青な帯が胴を締めて、三日月型の

切れ込みによって両胸を見せていたが、しず

く状の赤柘榴石が乳首を隠していた。彼女の

髪は宝石でちりばめられた孔雀の羽根で結わ

えられて、雪のように白いマントが彼女の後

うに垂れていた。そして肘を身体につけ、両

膝をしめ、両腕の上部にダイヤモンドの腕輪

をはめ、儀礼的な態度で身体をまっすぐにし

は女神そのものであるかのように崇められている。

Sala㎜b△resplendissante　se　confondait

avec　Tanit　et　semblait　le　g6nie　meme　de

Carthage，　son　ame　corporifi6e53．

　光輝くサランボーはタニットと交じり合い

カルタゴの守護神そのもの、その魂の権化の

ように思えた。

ていた。

　サランボーの身体そのものが具体的に描かれる

ことは非常に少ないことは先ほども述べた。彼女

はこの場面では、もはやミステリアスな「青白

い」月の光には覆われて隠されてはいないが、そ

の代わり、やはり「青白い」であろう「真珠層」

のように輝く鱗状の衣裳が下半身を覆い、さらに

「白い」マントが彼女の上半身を包んでいるよう

な印象を受ける。衣裳の色において「青白さ」や

「白さ」が支配的であること、身体が宝石や鱗状

の衣裳などの硬さを思わせる物質で覆われている

こと、・serrer》「締める」という単語が使用され

ていること、身体を「まっすぐ」な姿勢に保った

まま動かないことなどからは、この場面ではサラ

ンボーの身体がまるで白い大理石の彫像のように

こわばり固まってしまっているように感じられる。

　先ほど『ボヴァリー夫人』と『感情教育』にお

いて、視点人物がエマやアルヌー夫人に欲望を覚

えつつも同時に恐れと禁止の感情を抱く時、彼女

たちの身体が「青白く」なり、彫像のように硬い

イメージをもって描かれることを確認したが、マ

トーの処刑を待つ婚礼衣裳姿のサランボーからも、

同様のイメージを読み取ることが出来る。

　マトーからカルタゴの守護女神タニットの聖衣

を取り戻したサランボーは、この場面で民衆から

　物語のクライマックスをなすこの場面において

まさに、彼女は女神タニットと完全に同化してい

る。けれどもその女神は、寛大で愛情にあふれる

女神ではなく、自分を愛する男性が残酷に殺され

る様子をじっと見守る冷たい女神なのである。

　マトーがこのような刑に処せられた表向きの理

由は、タニットの聖衣ザインフを盗み、カルタゴ

を混乱と危機に陥れたからであるが、その隠され

た理由は、サランボー＝タニット＝ヴィーナスの

女性性の神秘に触れたからであると考えられる

（はっきりとは述べられていないが、サランボー

がザインフを取り返しに赴いたマトーのテントの

下で、彼らが性的な接触を持ったであろうことは

ほぼ間違いがない）。このことからは、ここでの

サランボーの彫像のように固まった姿は、ゴーテ

ィエの『カンドール王』（1845年）で、自分の裸

体を盗み見られたことによって腹を立て首謀者で

ある夫＝カンドール王を、盗み見た張本人である

部下のジジェスに殺させた女王ニシアを思わせも

する。並外れた美しさをもつが、冷たく白く輝く

彫像のようなニシアの身体はファルス的な女性の

表象であると考えられるが、タニット神と同化し

て描かれる処刑の場面でのサランボーの青白く硬

まった姿は、まさにファルス的な女神の具現であ

る54。

　サランボーの身体は常に「白さ」や「青白さ」

をもって喚起されていたが、それは萎黄病になっ

たピエレットのような、肉体性をもたない天使的

な純粋さを意味するものではなく、反対に隠され

た肉体の強烈な威力を意味することが明らかにな
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った。作品全体でもや状のものに包まれた彼女の

「青白さ」は、見る者にとっての彼女の肉体の不

可思議さを表象しているが、マトーの処刑の場面

で婚礼衣裳をまとった全体的に硬く「青白い」イ

メージでもって描かれるサランボーは、彼女の

〈ファム・ファタル〉としての冷酷さを象徴的に

表している。いくらマトーが彼女を愛し欲しても、

彼が息絶える直前まで、彼女は彼に対して素直に

心を開くことがない55。『ボヴァリー夫人』のエマ

や『感情教育』のアルヌー夫人の表象において、

彼女たちを見る男性が欲望と同時に畏怖の感情を

抱く際に彼女たちに与えられていた「青白さ」は、

『サランボー』では、女性性の女神の化身である

ハミルカルの娘が全編を通じてマトーそして我々

読者に対して発揮する不思議な魅力として、非常

に効果的に機能している。ゴトー・メルシュは

『ボヴァリー夫人』の顔の描写の分析を行った論

文の中で、エマの描かれ方に関して「魔女か〈フ

ァム・ファタル〉的なものがある56」と述べてい

るが、フロベールのさまざまな作品における女性

の肌の「青白さ」についてこのように検討してみ

ると、彼女の指摘は正鵠を得ていることが明らか

になった。

結びにかえて

　以上フロベールの『ボヴァリー夫人』、『感情教

育』、『サランボー』における女性の登場人物にお

ける肌の色「白さ」、「ばら色」、「青白さ」につい

て、それらの色から読み取れる意味と物語の中で

の作用について検討した。これらの肌の色は、彼

女たちの肉体的特徴を表す固定された記号として

用いられているというよりは、視点人物の男性が

彼女たちを見た瞬間に抱く感情を、そしてさらに

言えば、作家フロベールが彼女たちを創造する瞬

間に彼女たちに対して抱いている感情を映すもの

であることが分かった。

　「白さ」は単なる美しさの記号として喚起され

るだけではない。男性の視点人物が女性の肌の色

の「白さ」に注目する時（とりわけ顔以外で）は、

彼がその女性にわずかなりとも肉体的な欲望を抱

いた瞬間を示している。

　「ばら色」の肌は、子供を描写する際には伝統

的な修辞学においてと同じように、みずみずしい

健康と愛らしさを表すのに用いられるが、大人の

女性に対してこの表現が使われる時は、彼女たち

の身体が「白さ」の時よりもよりはっきりとエロ

ス化された時である。

　フロベールの小説における「青白さ」は、ロマ

ン主義的な萎黄病か弱い女性の身体を喚起するた

めの記号というよりは、男性の視点人物が見つめ

る女性に対して欲望と畏怖との入り混じったアン

ビヴァ1／ントな感情を抱く時に喚起される。

　興味深いのは、一般に〈写実主義小説〉という

言葉で定義される『ボヴァリー夫人』と『感情教

育』を通してみられたこれらの肌の色の特徴が、

〈ロマン主義〉とも〈象徴主義〉ともいわれる小

説『サランボー』でも共通して認められたこと、

逆に言えば、サランボーに関する肌の色の表象の

分析から、エマやアルヌー夫人やロザネットの身

体をフロベールがどのように着想して描き出した

かがよりよく理解できることである。女性の肌の

色の表象に関しては、フロベールはどの小説にお

いても同じ意味や作用を与えているようだ57。

　《Jamais，　moi　vivant，　on　ne㎡illustrera．》（「わた

しの生きている限り、挿絵はつけるな。」）という

フロベールの言葉は有名である。彼は挿絵によっ

て登場人物のイメージが固定化されることを嫌っ

た。彼が視点人物の一瞬の感情や感性を通して登

場人物を描き出そうと努力した結果、読者にとっ

ては登場人物の全体像を把握することが困難にな

った。そのことが逆にこの作家の小説や登場人物

に尽きせぬ魅力を与えているのだが、今回肌の色

の表象を1つの手がかりとして異なった小説にお

ける女性の身体表象を分析したことで、彼女たち

のイメージが以前より少し鮮明に、そして時には

今までとは少し違った風に理解できたのではない

だろうか。

　今後、このような形でフロベールの小説におけ

る男女さまざまな登場人物の肌の色のより広範な
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ヴァリエーションについて研究を進めていけば、

彼がどのようにそれぞれの登場人物を着想して書

いたがより明確になり、フロベールの小説世界の

理解を深めることに繋がるだろう。また、今回は

バルザックとの比較を幾つか例に挙げたが、他の

同時代の作家の作品においてはどのように肌の色

が描かれ、どのような意味や機能が与えられてい

るかを考察し比較を行えば、どこまでがフロベー

ルの個人的な感性によるもので、どこまでがその

時代の小説に共通する表現であったのかがさらに

明らかになるであろう。
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