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リアリズム小説の換喩的性格

北 村 直 子＊

小説という表現分野は，19 世紀に産業化し，大衆文化となることによって文学の表舞台に

立った。産業化の過程で成立したリアリズム小説は，その後の小説にとっていわばひとつの基

準として機能していると言っても過言ではない。つまり 20 世紀以降，現在にいたるまでの

個々の小説は，19 世紀に成立したリアリズムからどのような距離を取っているかによって特

徴づけることが可能なのである。

リアリズム小説は，「世界」をどのように記述しようとしたのだろうか。そして，われわれ

は「リアリズム」という文学的姿勢に対して，どのようにアプローチできるだろうか。本稿で

は，「リアリズム」と呼ぶものの必要条件を，その換喩的性格，とりわけ作品の舞台 (作中世界，

テクストの指示対象世界) の設定のしかたに求め，それが物語読解の本来的傾向によるものであ

ることについて論じることにする。

第 1 節では本稿での (小説の)「リアリズム」という用語を，「物語の情報にたいする読者の

期待を現
﹅

実
﹅

世
﹅

界
﹅

と
﹅

の
﹅

地
﹅

続
﹅

き
﹅

感
﹅

として形成する言葉の振る舞い」といったん規定する。第 2節か

ら第 5節までは，リアリズム小説の作中世界における既存 (現実) の固有名を手がかりに，リ

アリズム小説の作中世界の設定を一種の約束事 (「換喩契約」) として記述する。また物語論で

いう「物語価値性」の観点から，この「換喩契約」が物語読解の本来的傾向に則ったものであ

ることを指摘する。ここまでは現実世界と作中世界との隣接性が問題となる。

第 6 節ではリアリズム小説のテクストの構成原理が隣接性に傾く (換喩的傾向を持つ) こと，

その原理が現実世界と作中世界との隣接性 (「換喩契約」) を強化することを論じる。第 7 節は

理論的展望に充てる。
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1．リアリズム小説と「作中世界の地続き感」

リアリズムと聞いたときに，特定の社会環境や風景の精細で正確な記述，といった要件が思

い浮かぶことが多いであろう。様式化されない記述，抽象化されない記述，ミメーシスとして

の記述である。そこで手始めにリアリズム小説を，現実世界を写実的に写した小説と規定して

みる。すると即座に大きな困難にぶつかる。「なにが写実的であるか」が社会によって，時代

によって，そして個人によって，しばしば大きく違うことがあるという問題である。

なにかを精細で正確であると判定するのは読者の主観だ。同時代の世界像をどのように描い

たら「リアル」と見なされるかは，読者ひとりひとりが持っている世界像が違う以上，客観的

に決定できない。まして 18世紀ヨーロッパの都市の記述が小説のなかに出てきたとき，それ

が精細で正確であるかどうかを，21 世紀の読者が厳密な意味で判定できるかどうかは疑わし

い。したがってそのようなミメーシス的な側面からリアリズムを定義することはできない。

｢リアリズム」は，それ自体正確に定義されたテクニカルタームではない。デイミアン・グ

ラントが「リアリズムの語の，押し合いへし合い重なり合っている，収まりのつかない複数の

意味｣1) と書いているとおり，リアリズムという語は文学史のさまざまな局面で，論者の立場

によって千変万化といっていいほど違った使いかたをされてきた。

近代のヨーロッパにおいて，さまざまな文学思潮はそれぞれ現実への忠実さをモットーに掲

げてきた2)。新しい思潮はしばしば，みずからこそが「真の」リアリズムであると主張するこ

とによって，先行世代をリアリズムではないと批判しては，またつぎの世代の代表者に同じ理

由で糾弾されてきたのである。アラン・ロブ＝グリエのつぎの発言は同様の事情をめぐるもの

である。

あらゆる作家が自分はリアリズム作家だと考えるものである。〔…〕リアリズムは〔…〕

だれしもが自分だけに備わっていると考える特質なのだ。〔…〕古典派に対抗するロマン

派の合言葉だったこともあれば，ロマン派に対抗する自然主義者の合言葉だったこともあ

る。シュルレアリストさえも，自分たちはこの現実世界だけを相手にするのだと主張して

いたものだ3)。

表現主義者やシュルレアリストのような反「19 世紀リアリズム」の前衛文学者ですら，自分

こそがリアリストであると称した。つまり，テクストとテクスト外の事実とを引き比べて齟齬

が少ないものがよりリアリズム的である，という単純な方法でリアリズムを規定することは不

可能なのだ4)。

その理由は，ロマン・ヤコブソンの言うように近代の西欧文学において，「既存の芸術的規
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範の 変 形
デフォルマシオン

へと向かう傾向」が「リアリティへの接近という意味をもつ」ものとなってきた

からである5)。「写実的」とか「リアル」といった態度はこのように，実体論的にではなく，

あくまで関係論的に構成されてきたのだ。

わかりやすい例としてロマン主義をあげよう。規範性の強い古典主義に対して，生身のリア

ルな人間はそのようなものではなくもっと不合理なものである，という立場を打ち出したロマ

ン主義は，そのときにおいて「リアリティ」へと接近した。しかし，そのロマン主義は 19 世

紀後半の小説の「客観的」と見なされた記述によって，「リアル」ではないものとして相対化

されることになる。

｢ロマン主義の逆」を行くことを意図したフローベールの試みは「自然をありのままに表現

し，《事物の裏も表も》描きだす《暴露》文学｣6) にもつながった。フローベールは以下の教

科書的記述からもわかるとおり，一般的にはリアリズムの完成者として位置づけられている。

そのいっぽうで，フローベールが自作をリアリズムと呼ばれるのを嫌った事実も，同じくよく

知られている。

皮肉なことにレアリスムの勝利を決定的にし，以後の多彩な展開の基盤を確立したのは，

シャンフルリーらの運動に加わらず，逆にそれを嫌悪し軽蔑していたフローベールの『ボ

ヴァリー夫人』(〔18〕57) であった7)。

むしろゴンクール兄弟の『日記』や，とりわけ「レアリスム」のレッテルを拒否したフロ

ベールの作品のなかに，その〔=写実的手法の〕最良の結実を見出すことができる8)。

この場合にフローベールが忌避したとされる「リアリズム」とは，いわば作品外の現実世界を

写そうとする姿勢，という程度の意味である。フローベールの姿勢が，作品外現実の模写より

も自律した言語作品の制作にあったこともまた，文学史的記述において通念となっている

── ｢彼には小説とは言葉の芸術であるという自覚が強かった。〔…〕この限りにおいてフ

ローベールは芸術至上主義者であり，いわば言葉の錬金術師，小説における高踏派
パルナシアン

であっ

た｣9)。

もしも，リアリズムとは作品外現実を模写しようとする作家の創作姿勢である，と考えたな

らば，それを意図しなかったフローベールの『ボヴァリー夫人』(1857) は非リアリズム小説

ということになったことだろう。ディケンズやゾラの作品が現実の社会問題を題材にするとい

う側面を持つのに対し，フローベールは逆に言語によって自律した構築物を作ろうとした，と

いう通念は存在する。たしかに，このような理由で『ボヴァリー夫人』を「リアリズム」でな

いと見なす論法は存在する。
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その不均衡──描写の過剰と描写の不在との──は，「写実主義
レ ア リ ス ム

」として知られている

小説ジャンルとはおよそ異なる言葉の世界へと読む者を誘う。あたかも目に見えているか

のように事態は描かれておらず，表象たろうとする意志の希薄な言葉ばかりがつらねられ

ているからだ。言い換えるなら，ここ〔『ボヴァリー夫人』冒頭〕での記述は，作家が思

い描いたものに鮮明な輪郭を与えることをこばんでいるかのように見える10)。

しかし本稿では「リアリズム」をそのような意味では使用しない。フローベールが「高踏派
パルナシアン

であった」ことを認めたとしても，『ボヴァリー夫人』の作品世界は，読者の知る (想像する)

19 世紀西欧社会の常識的な像から大きく逸脱しないという点で，ディケンズの『デイヴィッ

ド・コパフィールド』(1850) やゾラの『ジェルミナル』(1885) のそれと同じである。三つの

作品それぞれの本文において展開される世界像が，幻想小説やお伽噺に見られる「超自然」や

ユートピア旅行記におけるような架空地理を排除していることに変わりはない。

わかりやすく極端な例を挙げると，パリの実在の通りの名がいくつも登場するバルザックの

『ゴリオ爺さん』(1835) を読むときと，架空の多島世界「アースシー」を舞台としたアーシュ

ラ・K・ル＝グインのファンタジー小説『ゲド戦記』(2001完結) を読むときとでは，読者が物

語内の情報に期待するものは大きく異なっている。前者の舞台となっている世界は読者の現実

世界と地続きであり，後者のそれは読者にとっての異世界である。

後者に対置される前者という意味での「リアリズム」であれば，『ゴリオ爺さん』も『ボ

ヴァリー夫人』も，『デイヴィッド・コパフィールド』や『ジェルミナル』，スタンダールの

『赤と黒』(1830) やトルストイの『アンナ・カレーニナ』(1877) も含まれるものとなるし，そ

してこの意味での「リアリズム」は，その必要条件を記述することが可能なのである。

したがって本稿では，作家の創作姿勢，芸術綱領の基本スローガンにしばしば見受けられる

「現実への忠実さ」，「目に見えているかのように事態」を描こうとする言葉の振る舞いをさす

用法ではなく，物語の情報にたいする読者の期待を「現実世界との地続き感」として形成する

言葉の振る舞いを指示する用法において，「リアリズム」の語を使用することになる。

次節では，既存 (実在) の固有名のテクスト内での明示的使用がこの「地続き感」を保証し

ていることを，いくつかの例を挙げて検証していく。

2．作中世界における「既存の固有名」

読者は『ゴリオ爺さん』がフィクションであることを知りながら，作中のパリを実在する同

名の都市 (の 19 世紀の姿) とスムーズに同一視できる。いっぽう『ゲド戦記』の架空世界アー

スシーを現実世界と地理的にそのまま重ね合わせて見ることは不可能である。
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むろん『ゲド戦記』はファンタジー小説なので，アースシーの「遠さ」は既存固有名の欠如

にだけでなく，その世界を支配する自然法則の違いにも負う。たしかに小説のリアリズムに

とって，その世界がどのような自然法則に従っているかということは，現実の固有名の使用と

少なくとも同程度に重要なことではある。しかし，同じく超自然的な現象が支配するサルマ

ン・ラシュディの『真夜中の子どもたち』(1980) の「独立直後のインド」と比べても，アー

スシーはいわば「遠い」。ラシュディのインドはリアリズム世界ではないにしても，本稿で論

じる地続き感だけは充たしているのである (リアリズム小説と幻想文学における自然法則のあつか

いについては別稿を準備中)。

このことから，作品の舞台が現実の世界のどこかに存在する (した) ということを読者が受

け入れるのが，目下の議論における「リアリズム」小説の必要条件とであるということができ

る。「われわれ読者の現実世界のどこか」を舞台とする──リアリズム小説が真っ先に満たさ

ねばならない条件がこれなのだ。そしてこの「作品の舞台が現実の世界のどこかに存在する

(した)」という感覚は，リアリズム小説に「もっともらしさ」を与えるうえで不可欠の条件で

ある。

文学におけるリアリズム概念の特徴の直観的な記述は，文学研究においてよりも美学におい

てなされてきた。しばしば，ことばの日常的使用の外延は詳細な学術論文においてよりも辞

書・辞典において直截に描き出される。美学・芸術学辞典におけるリアリズムの記述では，上

記の意味での真実 (地理的・歴史的事実) をテクスト内で使用することが，リアリズム文学の特

徴であるとしばしば述べられてきた。

一例を挙げるなら，ある美学概念解説書の「リアリズム」の項において，クリスピン・サー

トウェルは，歴史的事実がリアリズム小説にもっともらしさを与えると述べている──

たとえば，『戦争と平和』は虚構作品でありながら，ナポレオンやアウステルリッツの戦

いやモスクワ占領などにかんする真なる陳述を多数含んでいる。これらの諸真実によって

作品全体のもっともらしさが増し，『戦争と平和』がリアリズム作品として感じられるの

である11)。

このように英米系芸術学でのリアリズム定義には構築主義的な傾向が見られるが，これに対し，

よりドイツ観念論寄りの伝統的な (つまり本質主義的な) 立場の竹内敏雄監修『美学事典』にお

けるリアリズム定義でも，バルザック，フローベール，ディケンズ，ジョージ・エリオット，

ドストエフスキー，トルストイなどを引き合いに出して，ほぼ同じことが言われている──

｢〔…〕実在の人物を配した事実，ことに作家と同時代の事実が語られることが多く，虚構で

あっても記録であるかのごとき形式をともなう｣12)。
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こういった定義は先ほどの『ゴリオ爺さん』と『ゲド戦記』が読者に要求する態度の相違を

説明するものである。異世界を舞台とした小説を，字義的な意味においてリアリズム小説と呼

ぶことはできない。

小説の舞台が「むかしむかし，あるところ」ではなく「われわれ読者の現実世界のどこか」

であるという感覚を保証するためには，現実世界にかんする読者の知識と，作品のテクストに

含まれている情報が，なんらかの意味で合致する必要がある。具体的には，虚構世界の記述の

なかに実在の固有名が正しく使用されることによって，「われわれ読者の現実世界のどこか」

に当該の虚構世界が存在するという感覚を保証するのだ。

小説という商品は，そのリアリズムが発展した 19 世紀前半・中盤において，同じく活字印

刷・大量配本を前提とするジャーナリズムと，いわば二人三脚で発展していた。このことを考

えるなら，読者は作中のできごとが「この世界」と絶縁していないことを期待していたと考え

てもよい。他人の人生やこの世界の知られざる部分に対する好奇心が，人が小説を読む動機の

ひとつであることは否定できないのである。

たとえばバルザックは『毬打つ猫の店』(1830) や『「絶対」の探求』(1834) において，つぎ

のような表現によって物語の出発点となる建造物の実在 (読者の現実世界に存在すること，あるい

はかつて存在したこと) を主張し，物語を現実世界に定着させている。

サン=ドニ街のなかほど，プティ=リオン街の角近くに，少し以前だが，歴史家をして古き

パリを類推によって容易に再構築せしめるあの貴重な家々のひとつが存在した。〔…〕

三月のある雨の朝，外套に念入りに身を包んだ若者が，この古い住居の向かいにある店

の庇の下にいた。考古学者ばりの熱意でその家を検証しているかのようであった13)。

この話のできごとが起こった家はパリ街のなかほどにあり，ドゥエーでは 200 年以上にわ

たって「クラース屋敷」の名を持っている14)。

このような方法によってリアリズム小説は，「われわれ読者の現実世界のどこか」を舞台とす

る。歴史・地理上の固有名 (既知の，実在のテクスト外指示対象) の働きによってわれわれは，

リアリズム小説の舞台を「われわれ読者の現実世界のどこか」であると感じるのだ。

19 世紀リアリズムを準備した芸術上の動きとして，ミハイル・バフチンが「十八世紀後半

を特徴づける特色」と指摘した「場所の崇拝」について，ここで触れておく必要があるだろう。

この時期，ルソーの『新エロイーズ』(1761) のレマン湖畔をはじめ，リチャードソンの『ク

ラリッサ・ハーロウ』(1748) やゲーテの『若きヴェルテルの悩み』(1774)，カラムジンの『哀

れなリーザ』(1792) などの舞台となった場所を読者が詣でるという現象が起こったことを，
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バフチンは以下のように意味づけている。

一定の時間に〔…〕一定の具体的で明瞭に見てとれる空間内の場所に，しっかりとむすび

つこうとする，言うなれば有機的な志向を，芸術の形象が感じとったのである。〔…〕こ

の時代に特徴的なのは，ほかでもない，形象がじかに地
﹅

理
﹅

的
﹅

に
﹅

存
﹅

在
﹅

す
﹅

る
﹅

も
﹅

の
﹅

であり，形象

のもつ内的な本当らしさよりもむしろ，現実にあったできごととしての形象，つまり現
﹅

実
﹅

の
﹅

時
﹅

間
﹅

の
﹅

な
﹅

か
﹅

で
﹅

起きたできごととしての形象という観念である〔…〕15)。

バフチンはこの現象の帰結として，「形象と読者らによるその受容とにみられる，文学上の故

意の〈素朴
ナイーブ

なリアリズム〉」が発生したと述べているが，本稿により深くかかわるのは，バフ

チンが現実の空間だけでなく「現実の時間」と作品とのかかわりを指摘していることだろう。

したがって，もっともらしさの要因としての，現実にかんする情報は，歴史上の人名・地名

にとどまらない。ただの西暦紀元もまた作品世界を現実世界のなかに位置づけることになる。

たとえば，スタンダールの『赤と黒』(1830) の小説の一節を見てみることにしよう。この作

品の副題は「19 世紀年代記」あるいは「1830 年年代記」で，それ自体が先述の「記録である

かのごとき形式」のもっとも端的なあらわれである16)。

1815 年以降，彼は実業家であることを恥じた。1815 年が彼をヴェリエールの町長にした

のだ17)。

この一節は，1815 年に成立したブルボン第二復古王政によって王党派のレナール氏が町長に

指名されたことを意味している。しかしそのような歴史的な意味合いを持たない西暦であって

も，西暦であるというだけでキリストやキリスト教を (たとえそれらが物語の筋と無関係であって

も) 舞台の背景に持つことを示唆しうる。

つまり，なんらかの実在する固有名や年代の明記によって，物語世界が現実世界の一部であ

るかのように位置づけられること (「むかしむかし，あるところ」の物語ではないと明記すること)

は，リアリズムの基本的な条件のひとつと考えられるのである。

ただし，これはあくまで基本的な「必要条件」である。実在する固有名の明記それ自体は

『オデュッセイア』にも聖書にも見ることができる。19 世紀リアリズム以前の時代に書かれた，

たとえば 13 世紀の『オーカッサンとニコレット』(以下に挙げるのは第 2章) にしても，さらに

は作者不詳の朝鮮の小説『完版本列女春香守節歌』でさえも，以下のような語り出しの文に

よって，それぞれ「物語世界を現実世界の一部として位置づけること」には最低限成功してい

ると見ることができるのである。
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ヴァランスのブガールはボーケールのガラン伯にきわめて大規模で驚くべき決死の戦を

仕掛け〔…〕18)。

肅宗大王即位のみぎりは，〔…〕雨
あめ

順にして風ほどよければ，民滿ち足りて處
しょ

々
しょ

に擊壤

の歌をうたうといった時代でありました。

このごろ，全羅道南原府に，月梅
ウォルメ

という妓
きい

生
せん

が居りました19)。

したがって，実在する固有名の明記はあくまで必要条件である。19 世紀的なリアリズム小説

のテクスト構成上の重要な特徴については第 6節で取りあげる。

とりわけ 19 世紀リアリズム小説には，実在する固有名や歴史上の日付が大量に含まれてい

て，それによって既知のテクスト外指示対象を効果的に取りこむことができた。こうすること

によって，リアリズム物語の世界に，「われわれ読者の現実世界」と共通の事物や人物の財産

目録 (inventory) を具えることに成功した。

この条件を満たすために導入される固有名は，物語の筋が展開する時間や場所とは遠く離れ

たものであってもかまわない。19 世紀リアリズム小説の代表例とされるジョージ・エリオッ

トの『ミドルマーチ』(1872) の書き出しを見てみよう。

ミス・ブルックには，粗末な服によってなおいっそう引き立つたぐいの美しさがあった。

手も手首もじつにみごとな形をしていて，イタリアの画家たちが幻視した聖処女の装いに

負けないほど飾り気のない袖でも着こなせるほどだった20)。

ここにはまだ，この作品の舞台となるイングランド中部の都市をさししめすものはなにもない。

ブルックという姓がわずかに，登場人物がアングロサクソン系であることを予感させるだけで

ある。しかし，「聖処女」は新約聖書の存在を示唆する。また「イタリアの画家たち」は読者

の世界におけるのと同様にミス・ブルックの住む世界にイタリアが存在することを示唆する。

作中世界を「自分の世界」と同一視しうるという期待を読者に抱かせるには，これだけで充分

なのである。

既存 (実在) の固有名を明記することによって，作中世界と現実世界との「地続き感」が保

証されるということがわかった。次節ではこの「地続き感」を隣接性の観点から，人間の換喩

的な思考のなかに位置づけることにする。

人 文 学 報

― 108―



3．リアリズムの換喩性と「換喩契約」

リアリズム物語の世界は作中に実在の固有名・歴史上の日付を含むことによって，「われわ

れ読者の現実世界」と共通の事物や人物の財産目録を具え，現実世界にいわば投錨する。先述

のとおり「ナポレオンやアウステルリッツの戦いやモスクワ占領などにかんする真なる陳述」

が多数含まれていることによって，『戦争と平和』という虚構作品全体の「もっともらしさが

増し，『戦争と平和』がリアリズム作品として感じられる｣21)。つまりリアリズム小説の登場

人物たちの行為は「時空のうちにしっかりと範囲を定められた，明確な枠組のなかに置かれて

いる｣22)。読者は「自分の世界」と「作中世界」とのリアリズム的な関係をこのように想定し

ている。

エーリヒ・アウエルバッハはスタンダール，バルザック，フローベールの小説に共通する特

徴として，「日常茶飯の出来ごとが，同時代の歴史上の一時期〔…〕の中に，きっちりとすき

まなくはめこまれていること｣23) を挙げている。主題と技法の点から 20 世紀小説を「反リア

リズム的反乱」の小説と位置づけたクリストファー・ナッシュは，このようなリアリズム小説

の世界を「文脈化」された世界として記述した。ナッシュによれば，ジュリアン・ソレル，ラ

スティニャック，ラスコリニコフといった架空の登場人物の行動の意味は，彼らのストーリー

(histoire) のなかでナポレオンの史実という「外の
エクストラ

ストーリー〔extra histoire〕」が言及される

ことによって初めて十全に理解できるものとなるという── ｢かくしてこの虚構の実体あるい

は実体性それ自体が，われわれから見たら，われわれの世界というより大きな世界のなかに明

確に連続的に根を下ろすことが宿命づけられる｣24)。

リアリズム的な物語はこのように，過去に起こりえたこと，過去に起こったが，正史には出

てこないこと (稗史・巷説) の記録という見かけを整える。ナッシュはこの一節 (原文は英語)

において，わざわざフランス語の histoireを用いて，物語内容 (story) と歴史 (history，世界

の過去のいきさつ) の両概念を包摂しようとした。

｢歴史家はすでに起こったことを語り，詩人〔この場合は虚構作品の作者〕は起こる可能性

のあることを語る」とアリストテレスは『詩学』で述べた25)。ここに歴史記述と虚構物語と

の最大の相違点があるとするならば，本節で論じてきたリアリズム的な慣習は，虚構物語に対

するこの期待にもっとも忠実に応えるものだろう。

『詩学』の詩人観は即座に，中国の「稗史小説」という語を想起させる。中国では政治権力

によって編纂された正史に対して，稗官という下級役人が収集・記録した民間の俗話・風聞を

「稗史小説」と呼んだ。この「小説」がのちに散文による虚構物語という意味に転じた。この

事情は，神話や史書やジャーナリズムといった他の物語様式と小説との共通点と相違点とをよ

くあらわしている。
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ナッシュが指摘したとおり，虚構世界が実在の固有名を持つことは，虚構世界が「われわれ

の世界というより大きな世界」すなわち「全体性」のなかに属しているということを保証する。

このとき，「市井の一断面」と「われわれの世界というより大きな世界」とのあいだには，換

喩 (métonymie) 的な関係が成立する26)。たとえば赤い頭巾をかぶった女の子を「赤頭巾ちゃ

ん」と呼び，人数を「頭
あたま

数
かず

」と呼ぶのは，部分を持って全体をあらわす換喩である。

換喩の性格を記述するには，部分と全体というとらえかたよりも，「ある語を用いて，その

語の習慣的指示と実存的な関係にあるモノや特性を示すこと｣27) というトドロフの定義，あ

るいは佐藤信夫やヤコブソンが述べた「隣接性」による比喩28)という定義のほうが正確だろ

う。

作中の「市井の一断面」という部分が，「われわれの世界というより大きな世界」という全

体に包含されているという感覚を読者が受け入れるということは，いわばテクストと読者との

あいだで「換喩契約」が結ばれることだと考えることができよう。この契約は，リアリズム小

説の基本条件と見なすことができる。現実世界と作中世界とが「隣接性」を持つことによって，

両世界の「地続き感」が保証される，と書けばこれはほとんど同義反復と言ってもいいだろう。

この概念の名称はむろんフィリップ・ルジュンヌの『自伝契約』(1975) に負うものである

が，そのありようは必ずしも相似ではない。「自伝契約」は経験的作者の，読者にたいする明

示的かつ行為遂行的な呼びかけによって持ちかけられる。これにたいして「換喩契約」はむし

ろテクストと読者の慣行を言語化したものであり，もし作者を云々するとしても，ここで問題

となるのは経験的作者の意図ではなく，読者がテクストをもとに再構築する「テクストの発信

源」「発話者」の，意図というよりほとんど慣習と化した態度と考えるべきだろう。

地理的空間だけでなく歴史的時間も同様である。マリー＝ロール・ライアンが指摘したとお

り，未来小説は 19 世紀的な意味でのリアリズム小説ではない。「現在の時点から過去の事実を

観察することはできるが，未来には事実はなく，予測があるだけなので，未来に位置する事象

を事実として眺めるためには，それが起こる時点以後の時間へと移動しなければならない｣29)

からだ。19 世紀的な意味でのリアリズム小説には「年
﹅

代
﹅

的
﹅

両
﹅

立
﹅

」，つまり現実世界の読者が作

中世界の「全史を観察するために時間の移動を必要としない」(すなわち作中世界が読者の現実世

界より「時間がたっていない」，作中世界の現在が現実世界の「現在の絶対時間よりもあとではない」) と

いう条件が必要である。

本稿の考えかたに沿って換言すれば以下のとおりとなる。リアリズム小説においては，作中

世界の空間という部
﹅

分
﹅

が「われわれの世界というより大きな世界」という全
﹅

体
﹅

に包含されてい

るだけでなく，作中世界の時間という部
﹅

分
﹅

が，わ
﹅

れ
﹅

わ
﹅

れ
﹅

の
﹅

世
﹅

界
﹅

の
﹅

時
﹅

間
﹅

と
﹅

い
﹅

う
﹅

よ
﹅

り
﹅

大
﹅

き
﹅

な
﹅

時
﹅

間
﹅

(時間の全
﹅

体
﹅

) に包含されているということである。リアリズムの小説の作中世界と現実世界と

の関係は，地理 (空間) において換喩的であるだけでなく歴史 (時間) においても換喩的な性
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質を持っていると考えることができよう。

この換喩的な関係をよりよくイメージするためには，両者が，こんどは隠喩的な関係にあっ

たらどうなるか，ということを考えてみればよい。次節では，現実世界と作中世界とが換喩で

はなく隠喩の関係にある事例を取りあげ，換喩的操作が阻害されたときのリアリズム的「地続

き感」の縮減を検証する。

4．隠喩的操作による換喩性の縮減

ヤコブソンによれば，隠喩と換喩とはそれぞれが失語症の二類型，一般言語学における範列

と統辞，フロイトが『夢判断』で言う夢の置換と圧縮，フレイザーの『金枝篇』で指摘された

呪術の二類型である類感呪術と感染呪術に対応している。換喩と隠喩という二種類の概念はた

んに文彩の問題ではなく，人間の基本的な思考様式の，ときに対立しあうふたつの思考法なの

だ30)。

読者は，作中世界と，「われわれの世界というより大きな世界」とが換喩的な関係になって

いる，ということを期待する。リアリズム小説の必要条件を換喩的操作と見なすということは，

逆に言えば隠喩的思考は小説のリアリズムを阻害しうると考えることができる。

隠喩は Aというものを表すのに Bという語をもってする修辞であり，通常，AB間には類

似の関係があるということになっているが，記号論的に言えば「諸物の特性や類似性に基づい

てつくられるのではなくて，述語ないし文化的特性に基づいて (つまり，解釈項の網に基づいて)

つくられる｣31)。

現実世界の構成要素と作中世界の構成要素とのあいだに隠喩的関係が成立するとはどういう

ことだろうか。たとえばモデル小説や私小説では多くの場合，モデルとなった実在の人物たち

の名前を変えて登場人物にする。人物どうしの布置は現実におけるそれを，細部まで忠実では

ないにしてもある程度は反映している。作中世界の一部が，現実世界の一部の隠喩なのである。

田山花袋の『蒲団』(1907) の場合，主人公である小説家「竹中時雄」のモデルは作者自身，

弟子「横山芳子」は岡田美千代，その恋人「田中秀夫」は永
なが

代
よ

静雄であった (岡田も永代もの

ちに小説を書いている)。島崎藤村の『春』(1908) の「岸本捨吉」は作者自身，「青木駿一」は北

村透谷で，他に馬場孤蝶や平田禿木らも名前を変えて登場する。このとき現実の人間関係は，

固有名変換という関数によって作中の人間関係へと変換される。作中世界が現実世界の隠喩的

写像となっているのだ。

通常，数人の登場人物が隠喩的変換を受けた程度では，読者と作中世界との地続き感は損な

われない。しかし人間以外のものも，モデルが最初から明らかなことがある32)。

山崎豊子の『白い巨塔』(1969 完結) の国立浪速大学病院医学部は大阪大学病院の同セク
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ションをモデルとしている。エド・マクベインの警察小説《87 分署》シリーズ (1956-2005)

の舞台，合衆国東部の大都市で人種の坩堝
るつぼ

そのもののアイソラ市は，読者が自動的にニュー

ヨークと読み替えることを前提に書かれている。

モデルがあまりに明らかである場合はとくにそうなのだが，作中固有名は通常，モデルと

なった実在固有名の作中世界からの排除を前提としている。『春』の作中世界には「青木駿一」

が存在するため，「北村透谷」は存在しないと推定される。

この推定はやや乱暴に見えるかもしれない。しかしトーマス・マンが『ファウストゥス博

士』(1947) を書いたとき，ニーチェ像から主人公レーヴァーキューンを作り上げたさいの操

作はまさしくそういうものであった。作者は「『ファウストゥス博士』の成立」(1949) という

長文の自作解説で，つぎのように述べている。

現存の人間をあからさまに本名で呼びながら小説のなかへ密輸入して，小説の人物と現

存の人間とが現実性においてももはや区別がつかないようにしてしまうということ，それ

はここに言うモンタージュ原理の些細な一例にすぎない。それで，このレーヴァーキュー

ンの悲劇はニーチェの悲劇と編み合わされているのだが，慎重な注意を払ってニーチェの

名を作中のどこにも出してないのは，ほかでもない，この快意状態
オイフォリー

におちいった音楽家

レーヴァーキューンがニーチェの代りになっているからで，したがって，ニーチェはもは

や出てくるわけにはいかないのである33)。

レーヴァーキューンは哲学者でも詩人でもなく作曲家であり，また生きた時代も 19 世紀後半

ではなく 20 世紀前半と，モデル人物とは大きく異なっている。「現存の人間をあからさまに本

名で呼びながら小説のなかへ密輸入し」た，と作者みずからいうこの小説には，指揮者のエル

ネスト・アンセルメやオットー・クレンペラーをはじめてする，当時現役で活躍していた人物

が主人公の作曲した作品を指揮するという記述さえある。にもかかわらずこの小説の主人公は，

現実世界のモデル人物とのあいだに隠喩的な関係を保持し，そのために「ニーチェ」という固

有名が，ナチズムと芸術を題材としたこの小説から削除されたということである。

虚実の換喩的関係と隠喩的関係の比較から，つぎのようなことがわかる。換喩的操作によっ

て作中固有名を生成する場合には，現実世界の固有名体系34)に存在しない架空の固有名35)が

作中世界に加わる。これに対して，隠喩的操作で作中固有名を生成するとき，現実世界の「財

産目録」のなかのモデル (透谷，ニーチェ) が作中世界ではその隠喩的存在 (青木駿一，レー

ヴァーキューン) に置き換えられるため，作中世界にモデルの名それ自体は存在しない。

ここまで見てきた隠喩的生成は，現実世界の一部分と作中世界の一部分との隠喩的関係であ

るから，現実世界全体と作中世界全体との「換喩契約」自体は大筋では破られない。『春』の
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世界には「東京」があり，《87 分署》の世界には「アメリカ合衆国」がある。

しかし，もしも現実世界全体の隠喩を作中に作るなら，「換喩契約」は破棄される。イン

ターネット上でチェーンメールのようにして広がった「世界がもし 100 人の村だったら」の作

中世界は，たとえば 100 人の村民中ひとりだけが大学教育を受けているという世界だ。現実世

界の全
﹅

体
﹅

が作中の「村」に隠喩的に変換され，モデル化 (こちらの「モデル」はモデル小説のそれ

と逆に，抽象化という意味である) されているから，実在の固有名の完全排除のうえに成立して

いる。

さらに，作中世界全体が現実世界全体の隠喩，あるいはモデル化となっている例もある。ボ

ルヘスの「バベルの図書館」(1941) がそれだ。「〔…〕宇宙は，真ん中に大きな換気孔があり，

きわめて低い手すりで囲まれた，不定数の，おそらくは無限数の六角形の回廊で成り立ってい

る。どの六角形からも，それこそ際限なく，上の階と下の階が眺められる｣36) (ただしこの作品

は本文中に，「バシリデスのグノーシス派の福音書｣37) といった既存の固有名をわずかに含んでいる)。

現実世界全体の隠喩的写像によって作中世界を生成するとき，「換喩契約」が相対化される

こともあるのだ。そのとき作中世界は，「われわれの世界というより大きな世界」に包含され

るのではなく，「われわれの世界」と
﹅

共
﹅

通
﹅

点
﹅

を
﹅

持
﹅

つ
﹅

別
﹅

世
﹅

界
﹅

として表象される。19 世紀的リアリ

ズムからは完全に逸脱するし，17-18 世紀のユートピア旅行記 (第 7 節参照) とも大きく異

なっている。隠喩的操作は，「換喩契約」を阻害しうるのだ。

次節では「換喩契約」を，物語一般の読解というより広いプランのなかに置いて見てみよう。

このとき，「換喩契約」は，物語論でいうところの「物語価値性」の基準のひとつとして浮上

してくるはずである。次節以降，リアリズムの慣習と物語読解の本来的傾向との関係に焦点を

当てていくことにしよう。

5．「換喩契約」と物語価値性

前節で見たとおり，読者は現実世界と作中世界とのあいだに換喩的な関係を期待する。この

期待は，リアリズム小説の発展期にジャーナリズムが社会に深く影響を与えたことによって強

化された。すでに述べたとおり，リアリズム小説の発展は現実世界の未知の側面に対する好奇

心だった。そして現実世界に対する好奇心は，リアリズム小説の読解にとどまらず，情報とい

うものにたいする人間の本来的な志向である。

日常における読解経験に照らして考えればわかるとおり，たとえ同じような内容であっても，

それがどこで起こったか，あるいはだれの身に起こったかによって，「語るに足るもの」とな

ることもあれば，ならないこともある。ある物語を「語るに足るもの」にする性質のことを，

物語理論では「物語価値性」(報告価値性，tellability / reportability, dicibilité) と呼ぶ。同じできご
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とでも，自分に隣接する環境下のこととしてそれが起こったほうが，物語がさらに「語るに足

るもの」になる。つまり，より高い物語価値を持つ。すなわち「換喩契約」は物語価値性の基

準であると考えることができる。

しかし「物語価値性」という語はたとえば，つぎのようにも使われている── ｢常ならぬ，

問題を孕んだ，しかし新奇さゆえに興味深い事態に，物語価値性は根拠を置く｣38)。というこ

とは，同じできごと (たとえば殺人事件) でも，自分に隣接するところで起こったほうが物語価

値が高い (換喩契約) けれども，そのいっぽうで，同じくらい近い場所で起こるならば，よく

あるできごと (たとえば降雨) よりも特異なできごと (殺人事件) のほうが物語価値が高い。

このように，物語価値性の基準はひとつではない。「身近な世界のできごと」という物語価

値もあれば，「特異なこと」という物語価値もあるのだ。ジェラルド・プリンスは物語価値性

／報告価値性をつぎのように定義している。「状況・できごとを，報告価値を持つもの，すな

わち物語られるだけの価値のあるものにする性質。(ふつうの，ありきたりの，単調な状況・でき

ごとに対置される) 特異な，不思議な，風変わりな (ものとして提示される) 状況・できごとは，

報告価値性を持っている｣39)。またプリンスは「ある〈物語〉の存在理由。ある物語が報告さ

れる理由」を「要点」(point) と呼び，「要点のある物語は〈報告価値性〉を持つものとして遇

される｣40) と位置づけている。

この観点から見ると，マリー＝ロール・ライアンの言うように，物語はつぎのような外的要

点 (external points，物語テクストと文脈との関係に依存する) を支えにして語られる41)。以下は筆

者による要約，各条件の名称もライアンによるものではなく，筆者による。

( a ) 受信要望条件──聞き手に聞く必要がある物語は，物語ることが正当化される。

( b ) 新奇性条件──奇異なできごとについての物語は，物語ることが正当化される。

( c ) 実話条件──実話として語られる物語は，物語ることが正当化される。

( d ) 真実らしさ条件──作り話の場合，真実らしい世界での物語は，物語ることが正当化

される。

( e ) 教訓条件──教訓のある物語は，物語ることが正当化される。

( f ) 受信反応条件──聞き手を特定の精神状態42)に置く目的を持つ物語は，物語ること

が正当化される。

このうち，聞き手の期待にかんする (a)，そして期待される聞き手の反応にかんする (f) を

除くと，(b) から (e) までの 4項目は物語の広義の「内容」にかんするものであり，いわば

物語ることを正当化するための美的要請の一部をなしている。これらの諸条件に「物語読解の

本来的傾向」の反映を見ることができよう。むろんこれはあくまで「物語」の意味論であって，
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「小説」の価値論ではない。「小説」の価値は，その反物語性によって，あるいは文体によって，

その他さまざまな諸要素によって支えられる。

(b)「新奇性条件」は，読者の現実世界の蓋然性や道徳の公準から見て物語世界 (虚構であれ

非虚構であれ) の出来事が逸脱したものであるときに成立する。ライアンが報道やとりわけ大

衆紙 (タブロイド) の例を挙げているとおり，この規則からすれば，珍しい出来事やスキャン

ダラスな出来事に物語価値が発生する。

前節までに見てきた「換喩契約」に関係するのは (c) と (d) であり，とりわけ (d) はリ

アリズム小説の重要な側面を説明している。

まず (c)「実話条件」の点から見れば，一般に実話は作り話より物語ることを正当化される。

広義の「リアリズム」小説が「実話」を擬態することがあるのは，物語読解の本来的傾向に対

応した行動と言えよう。そしてこの見かたは，先に指摘した 19 世紀リアリズム小説とジャー

ナリズムとの密接な関係にも符合する。その人物が自分の知っている著名人 (歴史上の人物や

政治家，芸能人など) であればもっと，物語価値性は高い。自分の知人ならなおさらだ。

(c)「実話条件」が (b)「新奇性条件」と組み合わせられたものが，ジャーナリズムやノン

フィクションの持つ物語としての強みである。このことについての考察が，ポーの『早まった

埋葬』(1844) の冒頭に見られる。

たとえばベレジナ渡河，リスボン地震，ロンドンのペスト，聖バルテルミの虐殺，コルカ

タの「黒い穴」における囚人 123 人の窒息の報告には，「快い苦痛」で人を戦慄せしめる

ものがある。しかしこれらの報告においては，それが事実であるということ──現実に

起こったということ──歴史上のできごとであるということこそが，人を興奮させるの

である。これが作り話だったなら，その報告は嫌悪の念をもって眺められるだけであろ

う43)。

この文中に挙げられたできごとはすべて実話である。ナポレオンが 1812 年にロシアから撤退

するさい，ベラルーシのベレジナ川でクトゥゾフの追撃を受け，30,000 人の軍が 8,500 人まで

減少した。1755 年，リスボンを中心にマグニチュード 8.5 の地震が発生し，津波による死者を

含む約 60,000 人前後が死亡した。ロンドンで 1665 年にペストが流行し，約 70,000 人の死者が

出た (デフォーの『ペスト』［1722］に詳しい)。ユグノー戦争中の 1572 年，聖バルトロマイの日

にカトリック側が改革派数千人を虐殺した。インドにおける英仏間のカルナータカ戦争中の

1756 年，ベンガル大守シラジ・ウッ・ダウラがコルカタにあるイギリス東インド会社の要塞

を占領したさい，146 名 (この数字は多すぎるという説もある) のイギリス人がこの要塞の一室に

詰めこまれて窒息し，23 名しか生き延びなかったという (「コルカタの黒い穴事件」)。このよう
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に，ある種の極端なできごとの報告は一般に，その事実性によって価値を保証される。

ポーはフローベールとはまた違った意味で，虚構物語を言語による人工物と強く意識して書

いた作家である。引用した部分は，『早まった埋葬』の語り手ではなくポー自身が実話の衝撃

力に嫉妬しているかのように読めないだろうか。小説は作り話だから，(c)「実話条件」に

よって物語価値性を得ることができないのだ。

である以上，リアリズム小説の「換喩契約」の機構を説明するのが (d)「真実らしさ条件」

である。こう考えると，(c) と (d) とは「実話として語られるであるか，そうでなくとも

もっともらしさをもっていればよい」ことを意味すると考えられる。小説においては，実話を

擬態する (ほんとうに起
﹅

こ
﹅

っ
﹅

た
﹅

こ
﹅

と
﹅

であるふりをする) こととはべつに，現実世界に見えるように

「真実らしく」「リアルに」記述すること (ほんとうにあ
﹅

り
﹅

そ
﹅

う
﹅

な
﹅

こ
﹅

と
﹅

だと思わせること) もまた，

その物語を語ることを正当化する。これが (d)「真実らしさ条件」の要件である。(d) の条

件によって，同じ性質のできごとでも，それが現実世界とかけ離れたお伽話世界の住人の身に

起こるより，リアリズム小説の登場人物の身に起こったほうが身近であり，物語ることがより

正当化される。

リアリズム小説における「真実らしさ条件」の具体的なあらわれは，19 世紀以降の読者が，

社交界，暗黒街，貧困社会といった特定の社会環境 (milieu) の記述としての物語価値を小説

に対して期待してきたという事態に見てとれる。この期待は当たり前のように見えるが，古典

主義の時代の小説読者はそのような期待を 19 世紀の読者ほど強くは持っていなかっただろう

(「真実らしさ」という用語が古典主義によって整備されたものであるにもかかわらず)。そして 19 世紀

リアリズム小説の換喩的な思考法は，19 世紀後半にはイプセンなどの演劇にさえも波及した

のである。

既存の固有名をたんに使用することだけでは，社交界，暗黒街，貧困社会といった特定の社

会環境を指示することにはならない。しかし前者は後者の所在を示すことによって，後者を

「われわれの世界というより大きな世界」の一部として読者に同定させる。だから「換喩契約」

は，リアリズム小説の (d)「真実らしさ条件」それ自体ではなくとも，(d) を支える条件の

ひとつと言っていい。換喩契約は物語読解というもののこういった本来的傾向に根ざしている

のであり，リアリズム小説という高度に近代的な分野にあってなお，情報というものに対する

人間の──ほとんど「動物的」な──本
ほん

性
せい

に忠実に機能しているということができる。

第 2 節以降ここまで，「換喩契約」という観点から，リアリズム小説における現実世界と作

中世界との隣接感の原理について検討してきた。次節では一歩踏み込んで，作品本文を構成す

るさいの換喩性・隣接性をも視野に入れることにする。
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6．換喩性と現実効果

本稿の冒頭で，リアリズムと言われるときに私たちが通念として想起するものとして，「特

定の社会環境や風景の精細で正確な記述」「様式化されない記述，抽象化されない記述，ミ

メーシスとしての記述」を挙げた。第 2節以降は言ってみれば，そのうちの「精細で正確な記

述」「様式化されない記述，抽象化されない記述，ミメーシスとしての記述」の部分を敢えて

無視した，「特定の社会環境や風景」の在りかについての，愚直かつ非
﹅

文
﹅

学
﹅

的
﹅

な議論となった。

リアリズム的な語りにおいては，既存の固有名や年代の記述によって作中世界が読者が住む現

実世界と換喩的に地続きにされる必要があるということだった。

しかしいっぽうでは「リアリズム」という語には，「精細で正確な記述」「様式化されない記

述，抽象化されない記述，ミメーシスとしての記述」といった姿勢を期待されることがある。

この，より狭い意味での「リアリズム」の通念を考えると，またべつの問題が浮上してくる。

第 2節で『ロビンソン・クルーソー』や『完版本列女春香守節歌』の書き出しに見たとおり，

19 世紀的な意味でのリアリズム小説でなくとも，最小限の換喩契約は守っているものだ。た

とえばつぎのような寓意譚や民間伝承でも同様の現象が見られる。

証人としてマクロビウスを例に引こう。スキピオ王の見た夢のことを語った人物だ44)。

上郷村に河ぶちのうちと云ふ家あり。早瀬川の岸に在り。此家の若き娘，ある日河原に出

でゝ石を拾ひてありしに，見馴れぬ男来り，木の葉とか何とかを娘にくれたり。丈高く面

朱のやうなる人なり。娘は此日より占の術を得たり。異人は山の神にて，山の神の子にな

りたるなりと云へり45)。

前者はギヨーム・ド・ロリスの『薔薇物語』本篇 (1230?) 冒頭部だ。この作品は語り手が見

た夢の世界の物語ではあるが，覚醒時の語り手は冒頭でこのように歴史上実在する人物の名を

挙げていて，読者と同じ世界の住人であることがわかる。後者は柳田國男『遠野物語』第 107

段の全文である。このような伝説の簡素な記述には必ず実在の地名が含まれている。

こういった極度に様式化された虚構作品，あるいは寓意的な虚構作品，さらには簡素な記述

をもってする民間伝承も最低限の換喩契約を守っている。しかし 19 世紀的な意味でのリアリ

ズム小説に観られるような，現実世界の「精細で正確な記述」「様式化されない記述，抽象化

されない記述，ミメーシスとしての記述」を，テクストに探しても見つかることはない。

本稿の最後に，19 世紀的な意味でのリアリズム小説の特徴である「様式化されない記述，

抽象化されない記述，ミメーシスとしての記述」について，やはり換喩性が発揮されるという
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ことに触れることにしたい。リアリズム小説においては，現実世界 (テクスト外) と作中世界

(テクストの指示対象) とが換喩的な関係にあるだけではない。物語内容 (テクストの意味内容)

自体が換喩的に選択・構成されることによって，現実世界 (テクスト外) と作中世界 (テクスト

の指示対象) との換喩的な関係が強化されるのである。

ヤコブソンは 19 世紀リアリズム小説に顕著な特徴として，「隣接連合
スメージノスチ

によって引き寄せられ

た形象で叙述の密度を高めてゆく手法，すなわち本来の呼び方から換喩
メトニミー

と提喩
シネクドキ

へと向かう

道｣46) を挙げている。

隣接連合によって叙述の密度を高めるとはどういうことか。ヤコブソンが具体的に挙げてい

るのは，『アンナ・カレーニナ』第 7部終盤，主人公の自殺を記述した以下の一節である。

アンナはちょうど目の前に来た先頭車両の中間点に倒れこもうとしたが，赤いバッグを手

から外すのに手間取って，タイミングを逸してしまった。中間点が通り過ぎてしまったの

だ。次の車両を待たなければならなかった。〔…〕彼女は近づいてくる第二車両から目を

離さなかった。そしてちょうど前後の車輪の中間点が目の前に来たとき，彼女は赤いバッ

グを放り出すと，首をぎゅっとすくめて車両の下へうつぶせに身を投げ，まるですぐに立

ち上がろうとするかのように軽やかな動きで，膝立ちの格好になった47)。

この部分をヤコブソンは，「 筋
イントリーガ

に逆らって」まで「隣接連合によって叙述の密度を高める」

リアリズム的な例として挙げている48)。主人公の自殺を記述するのに彼女のハンドバッグを

もってすることによって，リアリズム小説は筋への忠実さよりもむしろ，登場人物の行動とそ

れを取り巻く環境との (因果関係ではなく) 空間的な隣接関係を強調することがあるのである。

｢ 筋
イントリーガ

に逆らって実現され」るとは，ロラン・バルトに言わせれば「意味への抵抗｣49) で

ある。事実，この種の換喩的な記述は，バルトの言う「現実効果」とも無縁ではない。フロー

ベールが『純な心』(1877) でオーバン夫人の部屋について「晴雨計の下の古いピアノの上に

は木箱やボール箱がピラミッド状に積み上げられていた｣50) と記述するとき，またミシュレ

の『フランス革命史』(1853完結) で刑死直前のシャルロット・コルデーが牢獄に画家を迎え

入れて肖像画を描いてもらったその「一時間半後に，彼女の背後の牢獄の小さな扉を叩く音が

した｣51) と述べるとき，晴雨計の記述や扉の位置・大きさは，筋の上で因果関係を成立させ

るという物語上の機能も果たしていないし，登場人物やできごとにテーマを与えるという意味

論的な機能も果たしていない── ｢フローベールの描写の美的目的は「リアリズム的」な要請

と完全に混じりあっている｣52)。

ここで取り上げているようなこまごまとした，いわば埋め草的な，「現実」の記述は，
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〔…〕構造の織物のなかにしかるべき位置を占めるべしという底意をまったく捨て去って

しまっている。〔…〕リアリズム的言表行為においてはフローベールの晴雨計やミシュレ

の小さな扉は最終的には，こ
﹅

れ
﹅

は
﹅

現
﹅

実
﹅

で
﹅

あ
﹅

る
﹅

ということ以外のなにごとをも告げていない。

〔…〕そこで意味されているのは「現実」という範疇である (「現実」なるものの副次的な意

味ではない)。言い換えると，指示対象だけのために記号内容
シ ニ フ ィ エ

が欠如していること自体が，

リアリズムの記号表現
シニフィアン

となっているのだ。〔…〕53)

ジェラール・ジュネットは「そ
﹅

こ
﹅

に
﹅

あ
﹅

る
﹅

からというだけの理由で物語言説がそれに言及してい

ること」すなわち「無用かつ偶発的な細部」こそが「指示がおこなわれているという錯覚，つ

まりミメーシス的な効果の媒体｣54) なのであり，「こういった細部は機能上無用に見えれば見

えるほど」，つまり筋に出てくる必然性が少ないほど「より大きな「錯覚」を作り出す｣55) と

述べているが，これはバルトの「現実効果」論を踏まえてのことである。

晴雨計の存在や扉の性質は物語の筋 (構造上の機能を持つもの) にたまたま隣り合わせて存在

していたからというだけの理由でテクストに明記されることになった，ということになるだろ

う。

｢無用かつ偶発的な細部」は静態的な描写にとどまらない。「無用かつ偶発的な」出来事が筋

のなかで展開することもある。ヤコブソンが指摘するとおり，18世紀の冒険小説では「主人

公が通りすがりの人物に出会ったとすれば，それはつまり〔…〕筋にとって必要な人物であ

る」が，ゴーゴリやトルストイやドストエフスキーでは，主人公は「余計な通行人」と会話し，

その会話から筋がとくに発展しない。「このような手法
プリョーム

がリアリスティックな手法と宣言され

ることも稀ではない〔…〕｣56)。本筋に無関係な出来事を，たんに主人公がそこにいあわせた

(＝主人公に隣接する) だけで記述するという態度には，リアリズム小説の換喩的な本質があら

われている。

アウエルバッハも同様に，「隣接連合によって叙述の密度を高める」換喩的な操作が物語テ

クストのリアリズム性を保証することを指摘している。トゥールのグレゴリウスが『フランク

人の歴史』(574 完結) で「誰も記述する価値があるとは考えなかったような場面を，最も写実

的に語っていて，その場面の写実性そのものが彼にそれを描きたいと思わせたようにみえる」

というのだ。たとえば逃亡した人質たちが茨の影に隠れ，馬に乗った追っ手がその茨の前に止

まる。「その中の一人が言った。ところが一方馬どもは放尿した」。アウエルバッハは「古典作

家でこんなに細かいことまで述べたものがいたであろうか」と述べ，筋に構造上はかかわらな

いが隣接している要素を明記するこの換喩的な操作を「写実性」(リアリズム性) の指標と見な

した57)。

できごとは報告されることによって物語の筋を構成する。そして前節で述べたとおり，筋を
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構成する (構造上の機能を持つ) できごとは多くの場合，「話が制作される場としての社会にお

ける蓋然性の公準や道徳の公準〔…〕から〔…〕離脱する」ような「尋常ならざる事象，問題

を孕んだ事象，あるいはけしからぬ事象｣58)，たとえば婦人の鉄道自殺や美貌の暗殺者の刑死，

追手を撒く人質の逃走劇である。これらはニュースとして報道されるに値する非日常・有徴の

事態だから，現実世界において日常的にその存在を確認できるものではなく，それ自体で物語

価値を持つ ((b)「新奇性条件」)。

これに対して，ハンドバッグや背後の小さな扉や馬の放尿は現実世界において日常的に存在

し (無徴)，それ自体では物語価値を持たない。それらが，ただ「尋常ならざる事象」と隣接

していたというだけの理由でテクストに明記されるとき，ヤコブソンもアウエルバッハもバル

トも，それをリアリズムと呼んでいる。

たとえば『ゴリオ爺さん』冒頭部，バルザックは「一定の系統だったプランに従っていると

は思えない」やりかたで，ヴォケール夫人の「帽子，かもじ，スリッパ，顔，手，からだ，そ

してふたたび顔，目，肥満したからだ，ペチコートなど」を記述していくことで，「読者の模

写的な想像力，つまり読者がかつてどこかで見た，そしてなお読者の記憶のうちに残っている

似たような環境，似たような人物の残像にうったえようとしている｣59)。この機構に着目して，

筋や象徴的解釈に関与しない要素をヤコブソン，アウエルバッハ，バルト，ジュネットはリア

リズムの要素と見なした。見覚えのある平凡な事象は，記述されることで媒介となって，(第 2

節で指摘した固有名詞とはまた違った意味で) 読者の現実世界と作中世界との地続き性 (換喩的関

係) を保証するのである。

こういった「緊密化」が「 筋
イントリーガ

に逆らって実現され」るというヤコブソンの指摘どおり，

19 世紀的なリアリズム小説の描写はときに，「物語」読解の本来的傾向に反することすらある。

換喩的描写はテクストが筋の支配から脱する契機ともなるものなのだ。

7．お わ り に

先述のとおりヤコブソンは，隠喩と換喩というふたつの文彩は，人間の記号的思考のふたつ

の形式に相当すると指摘した。そして前掲『アンナ・カレーニナ』のハンドバッグの記述をふ

たたび引き合いに出しつつ，「リアリズム作家は筋から雰囲気へ，登場人物から時間・空間の

背景へと，隣接関係の道をたどって換喩的に枝葉へと逸れていく｣60) と述べ，隠喩を詩やロ

マン主義・象徴主義に，換喩を散文やリアリズムに結びつけている。本稿での意味のリアリズ

ムはいわば人間の思考の一方の極を代表する態度であるといえよう。

周知のとおり，リアリズム小説の発展期はジャーナリズムの発展期でもあった。たとえばス

タンダールにとって「小説とは道〔現実〕に沿って持ち歩く鏡｣61) だったし，バルザックは
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『人間喜劇』のはしがきにあるとおり「戸籍簿と張り合う｣62) 作家だった。ディケンズからゾ

ラにいたるまで，小説はしばしば，社会的現実の知られざる一面のルポルタージュでもあった。

リアリズム小説は，その物語の枠組がまさに特定の時代・特定の場所を反映しているのだと，

読者を説得しようとしていた。リアリズム小説が成立した時代はまた，近代歴史学の成立時期

でもあった。

本稿第 2節から第 5節まで述べた換喩契約という特徴は，ル・グィンの『ゲド戦記』のよう

な異世界ファンタジー小説に対置した意味でのリアリズム小説の必要条件である。また第 6節

で触れた「隣接連合
スメージノスチ

によって引き寄せられた形象で叙述の密度を高めてゆく手法」という特徴

は，寓意譚
アレゴリー

に見られる「意味のための記述」や民間伝承のような「筋にのみ奉仕する記述」に

対置した意味でのリアリズム小説の必要条件である。

ところで，西洋小説史において，リアリズム的な態度を相対化しうる分野が，伝統的に存在

した。17-18世紀 (つまりリアリズム小説の制度化以前) に多く書かれた架空旅行記と，19 世紀

(つまりリアリズム小説の時代) に発達した幻想小説である。このふたつの分野がリアリズムとの

あいだに保持していた関係について考察する作業が残っている。

架空旅行記と幻想文学という反リアリズム的な類型の小説もまた，本質的にはリアリズム小

説同様に換喩契約という条件を満たし，物語読解の本来的傾向に逆らうものではなかった。こ

のことについては，いずれ別稿にて取りあげる予定である。
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えば，そのままの名前の土地・施設が該当する場所に存在しないということが容易に確証できる

ということでもある。ドイルが「ベイカー街」の「221B」にシャーロック・ホームズを住まわ
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ブレーと改称したことによって「コンブレー」がある意味事後的に実在の地名と化したことだ。
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要 旨

本稿では，「リアリズム」と呼ぶものの最低限の必要条件を，その換喩的性格，とりわけ作品

の舞台 (作中世界，テクストの指示対象世界) の設定のしかたに求め，それが物語読解の本来

的傾向によるものであることについて論じる。

まず (小説の)「リアリズム」という用語は，「物語の情報にたいする読者の期待を現実世界

との地続き感として形成する言葉の振る舞い」といったん規定しうる。作中世界が「われわれ

の世界というより大きな世界のなかに明確に連続的に根を下ろすこと」(クリストファー・ナッ

シュ) がリアリズム小説の必須条件なのである。そのさい，作中世界を現実世界につなぎ止め

るのは，テクストに明記された既存 (現実) の固有名の機能である。

このように考えるならば，リアリズム小説の作中世界の設定は一種の約束事として記述する

ことができる。現実世界と作中世界とは「全体」と「部分」という換喩的な関係にあり，この

関係を読者が認めることによって「換喩契約」が成立する。

また物語論でいう「物語価値性」の観点から，この「換喩契約」が物語読解の本来的傾向に

則ったものであることも指摘できる。小説においては，ほんとうにありそうなことだと思わせ

ることが，その物語を語る理由となることがある。同じ性質のできごとでも，それが現実世界

とかけ離れたお伽話世界の住人の身に起こるより，リアリズム小説の登場人物の身に起こった

ほうが身近であり，物語る理由がより強化される。実際，19 世紀以降の読者が，社交界，暗黒

街，貧困社会といった特定の社会環境 (milieu) の記述としての物語価値を小説に対して期待し

てきたのである。

リアリズム小説ではまた，テクストの構成原理自体も換喩的傾向を持つ。ロマン・ヤコブソ

ン，エーリヒ・アウエルバッハ，ロラン・バルトらが強調したその原理もまた，現実世界と作

中世界との換喩的関係を強化している。本稿ではリアリズム小説のこの二重の換喩性をめぐる

ものである。

キーワード：文学理論，小説，リアリズム，換喩，物語

Résumé

Quelles sont les conditions nécessaires de ce que lʼon appelle le “réalisme” du roman? Dans

notre article, nous proposons de les définir à partir de son caractère métonymique, que nous

appliquons surtout aux propriétés du monde auquel se rapporte le texte fictif. Ce caractère

métonymique détermine le mode de lecture du récit.

Le “réalisme” romanesque pourra dès lors être défini comme une conduite verbale qui

modèle lʼattente du lecteur sur une sensation de contiguïté du monde fictif et du monde réel.

Dans le roman réaliste, le monde fictif “sʼenracine [. . . ] dans un plus grandmonde qui est le nôtre”

(Christopher Nash). Tel est le schéma de la relation métonymique entre les deux mondes,

opérée en particulier par le fonctionnement des noms propres réels dans le texte de fiction. Cet

appariement des mondes dessine une relation pars pro toto, et le lecteur, en y consentant, noue un

“pacte métonymique” avec le texte.

Ce pacte répond aussi à la nature de la lecture du récit en général. Du point de vue de la

dicibilité ( tellability ), un événement est plus vraisemblable quand il arrive à un personnage du

roman réaliste quʼà un personnage dʼun conte de fée.

Notre article traite aussi de la tendance métonymique de la composition textuelle du roman

réaliste, dans la lignée des analyses de Roman Jakobson, Erich Auerbach et Roland Barthes.

mots-clés : théorie littéraire, fiction, réalisme, métonymie, histoire
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