
フローベール『純な心』における愛と信仰とアイロニー1

松　　澤　　和　　宏

１．救済の物語と懐疑的な写実主義小説の間で

　フローベールの生前最後に刊行された作品である短編集『三つの物語』Trois contes（1877年）
の中に収められた『純な心』Un cœur simpleは、19世紀のノルマンディー地方を舞台にした献
身的な女中フェリシテの一生の物語である。この作品の執筆が佳境に入った頃、フローベール
は次のように語っている。

　　　『純な心の物語』は、簡潔に言うと世に埋もれたある人生、ひとりの可哀想な田舎娘の
一生の物語です。信心深いが狂信的ではなく、献身的で物静かな、焼きたてのパンのよう
に心優しい娘の話です。彼女はまず一人の男に、次に女主人の子供たちに、その次には甥
に、ついで、介護している老人に、そして最後には自分の鸚鵡に愛情を注ぎます。愛する
鸚鵡が死んでしまうと、彼女はそれを剥製にします。そして自分が死ぬ時に、彼女はその
鸚鵡を聖霊と思い込んでしまうのです。

　　　この物語は、あなたがおそらく思うような皮肉なものではまったくありません。反対に
とても真面目で大変物哀しいものなのです。2

　上梓された『純な心』の筋も、ここで述べられている通り極めて単純である。無学の貧しい
フェリシテ── félicitéは「至福」を意味する──は恋人テオドールに裏切られるが、オバン
夫人に雇われ、女中として献身的に仕える。女主人の二人の子供ポールとヴィルジニーを心を
込めて世話をし、甥のヴィクトールに母親のような愛情を注ぐが、水夫となったヴィクトール
は遠い異国で、そしてヴィルジニーは病気で相次いで亡くなってしまう。さらに身寄りのない
うえに評判の悪いコルミッシュ爺さんの世話をして、亡くなった時には教会でミサをあげても
らう。死別を重ねたフェリシテにとって、オバン夫人から譲り受けた鸚鵡が息子か恋人のよう

1 本稿は、2019年３月４日に文学部で行われた最終講義の後半部分を発展させたものである。なお最終講義
の一部は、以下を参照されたい。松澤和宏「フローベールの「写実主義」の形而上学的宗教的次元について
─『ボヴァリー夫人』から『純な心』へ」、VARIÉTÉ, numéro spécial, 名古屋大学文学部・人文学研究科フラン
ス語フランス文学研究室、2019年11月、 21‒39頁。

2 Lettre à Edma Roger des Genettes du 19 juin 1876, Gustave Flaubert, Correspondance, tome V, Pléiade, Paris, 
Gallimard, 2007, pp. 56‒57.
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な存在になるが、その鸚鵡もある冬の日に死んでしまう。愛した鸚鵡を剥製にして、聖霊を象
徴する鳩との類似ゆえに、その前で祈りを捧げるようになる。女主人が亡くなり、病床に伏し
たフェリシテは、屋根裏部屋の中で迎えた今際の際に、「彼女は、半ば開かれた天空に、巨大
な鸚鵡が一羽、頭上に舞うのが見えるように思った」3（p. 78）とあるように、聖霊と重ね合わ
せるように鸚鵡を幻視するところで物語の幕は閉じる。この結末が、イエスがヨハネから洗礼
を受ける福音書の一節「民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が
開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に降って来た。すると「あなたはわたしの
愛する子、わたしの心に適う者」という声が、天から聞こえた。」（ルカ３: 21‒22）を念頭に
置いて書かれたことは明らかである4。アルベール・チボーデは、「宗教的キリスト教的リズム」5

が刻まれたこの短編には、優しさと悲哀が絡み合いながら穏やかな雰囲気が漂い、フェリシテ
の最期には、劫罰を受けるエマ・ボヴァリのそれとは対照的に、光が射していると評し、フ
ローベール文学の中で一段と高い友愛と憐憫に向かうターニング・ポイントを画す作品である
として賞賛を惜しまない。この作品を物語内容の水準で、貧しい女中の遭遇した苦難の末に救
済の光が射してくるというように要約して捉えれば、その構造はノースロップ・フライが聖書
に看取したＵ型の物語のパターンを概ね踏襲していると言えよう。フライによれば、聖書全
体は、「創世記の初めに人間は生命の木と水を失って下降を辿るが、やがて上昇に転じて「黙
示録」の終わりにそれらを取り戻す」6Ｕ構造となっている。
　しかしながら、近年の『純な心』論の趨勢は、この作品を救済の光に向かう物語として読む
ことには甚だ懐疑的である。「フローベールは、理解しがたい教義の悪しき受容が教育を受け
ていない人々に対してもたらす帰結を描いている」7という類のアイロニカルな解釈が流布し、
フェリシテの愛や「偶像崇拝的」な信仰を病的なものと見做す論考もかなり目立つ8。
　こうして、研究者の見解が二分しているこの短編を読み終えた読者には、フェリシテの愛と
信仰の生涯をどのように解釈し評価するのかという問いが手渡される。読者は、この問いを反

3 引用にあたっては、Gustave Flaubert, Trois Contes, édition établie par Pierre-Marc de biais, Librairie Générale 
Française, Le livre de poche classique, 1999に拠り、頁番号を記した。

4 聖書からの引用は、新共同訳による。
5 Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, 1963, p. 193.（アルベール・チボーデ『ギュスターヴ・フ
ローベール』戸田吉信訳、法政大学出版局、2001年。）

6 Northrop Fry, The Great code The Bible and Literature, San Piego, Harcourt Brace Jovanovich, 1982, p. 169.（ノー
スロップ・フライ『大いなる体系』伊藤誓訳、法政大学出版局、1995年。）近年の宗教的キリスト教的読解に近
いものとしては、A. Zielonka, « La sensualité mystique dans Un cœur simple », S. Bernard Griffiths et S. Michaud 
(dir.), Révolutions, résurrections et avènements, SEDES, 1991, pp. 201‒206. Eri Ohashi, Analyse des Manuscrits des 
Trois contes : la transcendance des hommes, des lieux et des choses chez Flaubert. Thèse de doctorat présentée à 
l’Université Rennes 2, 2013. 橋本由紀子『フローベールの聖〈領域〉─『三つの物語』を読む』（彩流社、
2013年）の第二部「『純な心』─女性・地方風俗・信仰」等がある。

7 Brigitte Le Juez, Le Papegai et le papelard dans « Un Cœur simple » de Gustave Flaubert, Rodopi, 1999. p. 39.
8 例えば次のような論考がある。Niklas Bender, « La femme, (et) la bête : anthropologie de l’amour et de la religion 

chez Flaubert », Revue Flaubert, Rouen, n. 10, 2010.
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芻し育てながら、様々な解釈の紋様を描くことになるだろう。本稿では、フェリシテの信仰が
生まれ深まる過程およびオバン夫人の人格的変貌の過程を注視しながら、『純な心』における
愛と信仰とアイロニーについて考察してみたい。

２．擬人神観批判と宗教感情の称揚

　近年の作品解釈に大きな影響を与えたある論考の中で、レイモンド・ドゥブレ＝ジュネット
は次のように述べている。

　　　……彼女の〈至福〉が苦痛の欠如なのか、魂の静謐なのか、それとも麻痺状態なのか、
結局のところ不明である。フローベールは、どのような断定をも下すことを断念したが、
それは暗にある告発をするためであったと私は思う。その告発とは、記号と象徴への特殊
な関係──フェリシテが少しずつ聖霊と結ぶようになる関係──に基づいた、ある種の宗
教性の形式に対する告発である。9

　彼女は、結論の不在を強調しながら、無神論的実証主義を当初からひそかに懐に忍ばせてい
るように思われる。この観点からすると、フローベールは、鳩と類似した鸚鵡に聖霊を重ね合
わせるようにして祈っているフェリシテの信仰をアイロニーを駆使して暗に告発していること
になる。ここで言われている「記号と象徴への特殊な関係」とは、言葉と物、象徴とその指示
対象、さらには字義的な意味と比喩的な意味を混同してしまう言語的模倣論、すなわち言葉は
物の本性をなんらかの仕方で模倣していると考えるプラトンの『クラチュロス』にさかのぼる
伝統的な模倣論10を指している。逆に言えば、ドゥブレ＝ジュネットの論考は、記号や象徴と
指示対象との関係および記号内のシニフィエとシニフィアンとの関係は、内的な絆により動機
付けられてはおらず、もっぱら人為的慣習によるものに過ぎないとする立場に立っているので
ある。要するに「犬」という語は犬と違って吠えることはないというわけである。こうした記
号観に決定的な影響を及ぼしているのは、言うまでもなく、ソシュールの名が（誤って）冠せ
られて刊行された『一般言語学講義』──実は二人の弟子による編著書である──である。こ
の著書によれば、シニフィアンをシニフィエに結びつける絆は恣意的であり、記号と指示対象
の間には直接の対応関係もない11。ドゥブレ＝ジュネットは、このような記号の恣意性の観点

9 Raymonde Debray-Genette, « Réalisme et symbolisme dans Un cœur simple », Métamorphoses du récit, Paris, Édition 
du Seuil, 1988, p. 181.

10 Gérard Genette, Mimologiques, Paris, Éditions du Seuil, 1976.（『ミモロジック』花輪光監訳、風の薔薇、1991年。）
11 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, édition préparée par T. De Mauro, Paris, Payot, 1972, p. 

100. なお恣意性の原理の一節に関しては、拙論を参照していただければありがたい。松澤和宏「ソシュー
ル的恣意性とラングの言語学」、松澤和宏編『21世紀のソシュール』、水声社、2018年、67‒96頁。松澤和宏
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から、フェリシテのフェティシズムと偶像崇拝の記号学的基盤としてクラチュロス主義的模倣
論を問題視しているのである。またフェリシテの信仰に対してフローベールが保持しているア
イロニカルな距離に、作家の知人である民俗学者アルフレッド・モーリーの影響を見ている。
モーリーは宗教的象徴が卑俗なものに取って代わられる歴史的事例を分析しながら、そうした
現象は神に世俗的な表象を投影する民衆の擬人神観 anthropomorphismeの表現であると述べて
いる12。こうした批判は、『純な心』の最終章でフェリシテが死を迎える時に中庭で催されてい
る聖体祭をも潜在的に射程に収めているはずである。カトリックの聖体の秘蹟においては、パ
ンがキリストの体に実体変化（聖変化）transsubstantiationを遂げるとされる。象徴（パン）と
象徴されたもの（キリストの体）との同一視は、クラチュロス主義的フェティシズムの極致に
他ならないだろう。またモーリーは神秘主義的な信仰者に夢遊病者の幻覚症状がしばしば見ら
れることも報告している13。
　モーリーによれば、原始キリスト教の時代、人々は幸福を子供のような率直さ simplicitéと
希望の瑞々しさの中にしか見出すことができなかった。理性の光を知らない無知な原始キリス
ト教の信者たちは、「幸福は科学にはない。なぜなら幸福は純な心 un cœur simpleと純粋な魂
を欲するから。科学は魂を傲慢にし、精神を反抗的にする」14と考えていたというのである。
『純な心』という題名が、モーリーのこの記述から採られた蓋然性は高い15。フローベール自身
も書簡のなかで、当時の宗教が「神を一人の人間のように見な」す擬人神観に批判の目を向け
ていた。

　　あらゆる宗教が神について語る仕方には嫌悪を感じます。それほど宗教は神を確信をもっ
て軽々に、いかにも親しげに扱っているのです。「神の善意」、「神の怒り」、「神を侮辱す
る」、これが司祭たちの言葉です。それは神を一人の人間のように見なすこと、さらに悪
いことには、一人のブルジョワのように見なすことです。人々は相変わらず神を様々な属
性でなんとか飾りたてようとしています。ちょうど未開人が自分たちの偶像の上に羽飾り
をつけるようなものです。16

「記号の恣意性の一節をめぐって─ソシュール文献学からの一考察」『フランス語学研究』第52号、2018年、
62‒69頁、2018年。

12 Alfred Maury, Essai sur les légendes pieuses du moyen âge, Paris, Ladrange, Paris, 1843. なお擬人神観についての論
考としては、中島太郎「フローベールにおける神人同形論批判と作者概念」（明學佛文論叢 (50)、2017年３
月、41‒81頁）がある。

13 Alfred Maury, Le Sommeil et les rêves, Paris, Didier, 1861.
14 Alfred Maury, Croyances et légendes du moyen âge, Genève, Stalkine Reprints, 1974, p. 73. なおこのリプリント版
は、1843年に刊行された Essai sur les légendes pieuses du Moyen âges (Paris, Ladrange) の再版である。

15 Didier Philippot, « Le rêve de la bêtise : idole et vision chez Flaubert (L’exemple d’Un coeur simple) », Miroir et le 
chemin. L’univers romanesque de Pierre-Louis Rey, éd. V. Laisney, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2007, p. 166.

16 Lettre à Edma Roger des Genettes du 18 décembre 1859, Correspondance, tome III, 1991, pp. 67‒68.

108

（ 4 ）



フローベール『純な心』における愛と信仰とアイロニー（松澤）

　フローベールは、宗教が「神の善意」や「神の怒り」という擬人法を好んで用いて、神を安易
に人間化し軽々に扱っていることの裡に、傲慢な人間中心主義を嗅ぎつけて、厳しい批判の矢を
放っている17。ところがフローベールは、別の書簡では次のように自らの胸中を披瀝している。

　　私が何よりも惹かれるもの、それは宗教です。私が言いたいのは、あらゆる宗教のこと
で、ある特定の宗教のことではありません。それぞれの宗教の教義には嫌悪を覚えるので
すが、それらを生み出した感情は、人類のもっとも自然でもっとも詩的な感情だと思いま
す。そこにまやかしとか愚かしさしか見ない哲学者たちを少しも好きにはなれません。私
は、そこに必然性と本能を見出しているのです。そういうわけで、私はキリストの御心の
もとにひれ伏すカトリック信者と同じくらい偶像に接吻する黒人に敬意を抱くのです。18

　モーリーの科学的実証主義的見地やドゥブレ＝ジュネット等の懐疑的な読解は、フェリシテ
が体現している宗教感情に「まやかしとか愚かしさしか見ない哲学者たち」の考えと同断では
ないだろうか。一見すると作家の二通の書簡は矛盾しているようにも思えよう。フローベール
は、モーリーと同様に、「純な心」という名の素朴な無知が招く擬人神観的偶像崇拝に対する
批判を込めて、『純な心』を執筆したのだろうか。それともモーリーがアイロニカルに用いた
「純な心」という表現を、純朴な宗教感情を肯定的に描くために、さらにアイロニカルに逆用
したのだろうか。ちなみに19世紀に流布した聖書本文19には「蛇のように賢く、鳩のように素
直 simpleになりなさい」（マタイ10: 16）とある。

３．フェリシテの宗教経験 ⑴──しるし・象徴・アナロジー

　フェリシテは、物語を通して一貫して純朴で献身的であり、「焼きたてのパンのように優し
い」心の持ち主であるという印象が強い。しかしながら、愛する存在との死別を繰り返すなか
で、彼女のなかである変化が生じていることもまた読者が感じるところであろう。フェリシテ
は、かつて恋人のテオドールに裏切られた時、夜の闇のなかで悲しみのあまり「神様の名前」
（p. 47）を叫んだことがあった。そこに神の加護を求めて絶望の淵から発する祈りの原初的な
姿を見ることができる。オバン家で女中として働くようになったフェリシテは、牧場で一家に
襲いかかった牡牛から勇敢にも夫人や子供を救ったが、そのことを少しも自慢したりはしない
ことにも、傲慢とは程遠い謙虚な心の持ち主であることが語られている。

17 但しその逆、すなわち擬人法表現がすべて擬人神観の表現であるのかどうかはいささかも自明ではない。そ
こには精神と言葉の複雑な機微が潜んでおり、後にまた論じることにする。

18 Lettre à Leroyer de Chantepie du 30 mars 1857, Correspondance, tome II, p. 696.
19 LA BIBLE de Lemaître de Sacy, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1990.
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　しかし宗教教育を受けていなかったフェリシテが鸚鵡に聖霊を幻視するに至るには、まず教
会で聖書の世界に接し、親しむことが必要であった。ヴィルジニーを教会での教理問答に毎日
連れていくことになったフェリシテは、教会のステンドグラスに「竜を打ちのめす聖ミカエル
を表した木彫り」（p. 54）に目が止まっているが、牧場でオバン一家を襲いかけた牡牛を巧妙
に退治した体験からのアナロジーが無意識裡に働いていると解釈することもできよう。司祭か
ら旧約聖書で語られる楽園追放譚やノアの大洪水、バベルの塔の話などを聞いたフェリシテ
は、目眩を覚えながら「いと高き神の尊さとその怒りに対する畏怖を感じ」る。

　　　それから彼女はキリストの受難を聞いているうちに泣いた。なぜあの人たちは、あの方
を十字架にかけたのだろうか。子供たちを慈しみ、人々に食べ物を与え、盲人の目を見え
るようにし、優しい御心によりみずから、貧しき者のただなかに、家畜小屋の堆肥の上で
お生まれになられたイエス様を。種まき、収穫、葡萄の搾り場、福音書が語るこうした身
近なものはみな彼女の暮らしの中にあった。神様がこの世に降誕されてそうしたものを
神々しいものにして下さったのである。そう思うと、彼女は神の小羊を愛すればこそ野の
小羊を、聖霊のことを思えばこそ鳩をいっそう愛おしむようになった。

　　　フェリシテはその聖霊の形姿を思い浮かべるのに苦労した。なぜなら聖霊は、鳥である
だけではなく、火ともなり、ときには、風ともなるからであった。夜の沼辺に飛び回って
いるのは、おそらく聖霊の光かもしれない。雲を動かす風は聖霊の息かもしれない。（pp. 

54‒55）

　神を畏怖することで、フェリシテは自らが被造物であるという意識を持ち始め、イエス・キ
リストの受肉という出来事のおかげで、彼女にとって身近な世界は神聖な性格を帯びてくる。
キリスト教の伝統的な教義では、神と被造物との間には、本質的な差異があり、超えがたい隔
絶がある。しかし両者は単に断絶しているわけではない。キリストの受肉・降誕という出来事
によって、被造物は父なる神の愛の対象となり、人間が神の啓示を受け取ることが可能になっ
たのである。福音書で語られる事柄と日々の暮らしとの間に見い出されるアナロジーによっ
て、身近な世界は聖なるしるし

4 4 4

と象徴に満ちたものへと変貌を遂げていく。アナロジーによる
動機づけがなく、もっぱら慣習的な取り決めによる記号であれば、身近な世界の変貌は経験さ
れることはなかったであろう。その際に神と人間を繋ぐものが、目に見えない聖霊の働きであ
る。ドゥブレ＝ジュネットは、「聖霊ほど汎神論的なものはない」20として、フェリシテの世界
が聖と俗の異なる世界が混淆と融合を示す汎神論的性格を色濃く帯びていることを指摘してい
る。この一節の草稿には、« Le symbole fut toute la réalité & le ciel ne se distinguait pas de la terre. 

20 Debray Genette, op. cit., p. 184.
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… symbole & l’idée se confondant »（fº 298vº）21、あるいは「聖霊の汎神論的展開 développement 

panthéiste du St Esprit」（fº 302vº）と記されており、フェリシテにとって天と地の区別が溶解
し、象徴とそれが指し示しているものが混同されていることが記されている。しかしここで重
要なことは、フェリシテの汎神論的傾向を確認することではなく、「汎神論的」と評されるも
のの肝心の内容がどのようなものであるのかという点にある。
　二つの世界が類似によって接近する時、互いに反映し合う二重の関係が生じる。神の子羊は
野の子羊に似ており、野の子羊は神の子羊に似ている。もしフェリシテの体験を「神の子羊や
聖霊は野の子羊や鳩のようなものである」というようにパラフレーズすれば、聖書の世界は地
上の世界にいわば引き下げられる

4 4 4 4 4 4 4

ことになり、子羊や鳩の象徴は、紛れもなく擬人神観の表現
となる。実際に J・アズレは、隠れたる神をこの世俗世界のなかにおいてしか考えることがで
きないフェリシテによる聖霊の自然化をここに見ている22。
　しかしこの一節を注意深く読んでみると、別の相が顕在化してくる。すなわちフェリシテに
とって、野の子羊や鳩は神の子羊や聖霊ゆえに

4 4 4

神々しい存在へ引き上げられている
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことがわか
る。アナロジーは擬人神観とはむしろ反対の方向により強力に働いており、「野の子羊や鳩は、
神の子羊や聖霊のようである」とパラフレーズできる。聖と俗の世界の差異あるいは裂け目か
らアナロジーが生じて、聖書の世界から現実世界を照射すると、現実世界はしるしや象徴に満
ちた世界へ変貌していくのである。このように聖書の世界に親しむことは、フェリシテにとっ
て現実世界の見方を変えることに繋がっている。このプロセスを以下のように図示できよう。

聖書の世界

（類似）　　　　　　　　　（照射）

現実世界 　　　　　　　　　　 現実世界
（変貌）

　そして現実世界の見方の変化は、自らの存在のあり方自体に根本的な変容を促さずにはおか
ないだろう。新約聖書には「あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ、心を新たにし
て自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全で
あるかをわきまえるようになりなさい」（ローマの信徒への手紙12.2）とあるが、聖書はフェ
リシテの生き方、存在のあり方自体に多大な影響を及ぼしている。実際にフェリシテは、教会
で聖体を拝受し、イエスを模倣するように、「子供たちを慈しみ、人々に食べ物を与え」るこ

21 草稿は、初期プランを除くと、フランス国立図書館に n.a.f.23633(1) の整理番号を付されて保管されている。
草稿からの引用にあたっては、Giovanni Bonaccorso et collaborateurs, Corpus flaubertianum I Un cœur simple, 
Édition diplomatique et génétique des manuscrits (Les Belles lettres, 1983) を参照した。

22 Juliette Azoulai, L’Âme et le Corps chez Flaubert, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 363.
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とになる。したがってこの一節にフェリシテと自然的世界との単なる官能的な一体化を見て済
ますのは、あまりにも不十分なのである。善悪美醜の両義的な自然的世界との単なる感覚的一
体化から、このような神聖な世界と慈愛の行為は直接には生まれてこないからである。そのた
めには現実世界の見方が変わり、自らの存在の変容が伴わなければならないのである。
　さて、オバン家でフェリシテは二人の子供と甥のヴィクトールに「母親のような」（p. 57）
愛情を注ぐ。やがてポールは中学の寄宿学校に、ヴィルジニーは修道院の寄宿舎に入ることに
なり、家を去ってしまう。甥のヴィクトールもまた水夫として外国に旅立ってしまい、やがて
遠い異国で病死してしまう。ヴィルジニーもまた肺炎で亡くなってしまう。フェリシテは、
『ボヴァリー夫人』におけるエマの死後のシャルルのように、毎日ヴィルジニーの墓参りを欠
かさない。ある夏の日オバン夫人とフェリシテは、子供部屋にあるヴィルジニーのいじらしい
洋服や人形などをとりだして眺めてみていると、虫に食われた帽子が見つかり、二人とも感極
まって涙ぐむ。

　　　フェリシテはそれをいいただきたいと申し出た。二人の目は互いに見つめあい、涙であ
ふれた。とうとう女主人が両腕を広げると、女中はそこに身を投じた。二人は身分差を超
えた接吻のうちに、互いにの苦しみを泣きつくすまでひしと抱き合った。（p. 66）

　記号（シーニュ）と指示対象との間には内在的な絆がないとする慣習的記号観の常識からす
れば、虫に食われた帽子は、時の経過をこそ無言に物語りはしても、そこにヴィルジニーの面
影を幻視することは、記号と指示対象を癒着させ混同してしまうクラチュロス主義的模倣論の
詩的幻想に過ぎない。しかし帽子や洋服や人形は、ヴィルジニーを忘れることのない二人に
とっては、アナロジーによってヴィルジニーを彷彿させるしるし

4 4 4

なのである。帽子とヴィルジ
ニーとの間に何らかのアナロジー──この場合は換喩的な隣接性──を見出す主体の情動的次
元を伴った参与が、虫に食われた帽子という単なるもの

4 4

を感涙を誘うしるし
4 4 4

に変貌せしめてい
るのである。それをはたして感傷的なフェティシズムと断ずることができるのだろうか。

４．フェリシテの宗教経験 ⑵──忠実・慈愛・赦し

　フェリシテの忠実さに心を動かされた女主人は、身分差を超えて、女中を抱擁するにいたる
が、この忠実さとは、ヴィルジニーの死後もなお彼女を愛惜し続けることである。自然的な時
間を超越するという一点において、二人にとって形見の品々には永遠の影が射しているのでは
ないだろうか。その日からフェリシテは「動物的な献身と宗教的な崇敬の念」（p. 66）をもっ
て女主人にいっそう尽くすことになるのだが、この感動的な場面にもアイロニーの影を見出そ
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うとする立場からは、次のような読解が提示されている23。フェリシテは、自分の娘の死を悲
しんでいるオバン夫人に同情しているが、夫人の方ははたして甥を失ったフェリシテにどれだ
け同情しているのだろうか。そして何よりも問題なのは、この抱擁に至った時からフェリシテ
が以前にも増して「動物的な献身と宗教的な崇敬」をもって女主人に仕えるようになったため
に、オバン夫人によるフェリシテに対する搾取は軽減するどころかむしろ強化されていること
である。「身分差を超えた接吻」un baiser qui les égalisaitと訳した箇所は、直訳すれば「二人を
平等にした接吻」である。しかしこの抱擁以降の二人の関係は、義務と権利に基づいた平等か
らは程遠く、フェリシテの自己犠牲的で一方的な奉仕関係でしかない。それは〈不平等〉の促
進すら意味しているのだ……
　以上のようなアイロニカルで今日風の読解が見落としていることは、そうした忠実さへと貧
しい女中を促しているものは、一体何であるのかという点である。フェリシテの女主人への献
身や崇敬は、強制されたものでも給金の増額というような見返りを期待したものでもない。
フェリシテの徹底した忠実さは、あくまでも自由で自発的な選択の結果であり、女主人に対す
る共感に基づいた深い情愛なのである。世俗的世界での経済原理である互酬性と対照をなす無
償性を帯びた忠実が、この時点で十全な姿を現してくる。この抱擁の直後に次の一文が来る。

　　彼女の慈愛 bontéは広がった。（p. 66）

　フェリシテの愛の対象は、女主人への女中としての献身を超えて、亡命したポーランド人た
ちやコレラ患者、フランス革命時の残虐行為のために悪評高く、今では身寄りのないコルミッ
シュ爺さんにまで広がる。ここでフェリシテの愛は、恵まれない者への同情、憐憫を通して慈
愛の域にまで高められている。こうしたフェリシテの愛の変貌が、唐突な印象を与えないの
は、二人の子供や甥への愛、オバン夫人への「動物的献身」が、自らの内に、超越性をすでに
宿していたからではないだろうか。もし献身や忠実が愛情ではなく、義務感に発するもので
あったり見返りを期待したものであれば、特定の対象を超え出た慈愛の行為に至ることはな
く、閉ざされたものにとどまったはずである。慈愛は、単に困窮している人がいるという情報
を得ているだけでは実現しない。その情報を慈愛という行為へ架け橋するうえで決定的な役割
を果たしているのは、感情である。情愛に泣き、情愛の悲しみに沈む者にして、初めて慈愛を
施すことができるのではないだろうか。同情や憐憫の情という情動的次元を介さない限り、情
報は、人をして自らの存在の変容へ促すことができず、慈愛には遂に到達しえないだろう。こ
の作品の登場人物のうちで最も知的な人物は、オバン夫人から財産管理を任されている元公証
人ブレである。彼は「自分の評判に傷がつくことを絶えず怖れ、司法官には限りなく敬意を払

23 Steven Murphy, Complexités d’Un cœur simple, Genève, Éditions La Baconnière, 2018, p. 245.
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い、ラテン語ができることを鼻にかけてい」（p. 48）る人物である。だが、後に彼は不可解な
自殺をしてしまう。死後に彼が不正行為を働きオバン家の財産を横領していたことや私生児が
いたことなどが判明する。最も知的なブレが、無学なフェリシテが体現する情愛や慈愛からは
最もかけ離れた存在として配置されているところに、フローベールがこの作品に込めた思いの
一端を窺うことができよう。フェリシテにおける存在の変容の契機は、彼女の「動物的献身」
自体が孕んでいた超越性のうちにすでに含まれていたのであり、そこに愛と信仰の深まりを認
めることができる。
　フェリシテの献身と慈愛の宗教的キリスト教的性格について、ここでは三点ほど指摘してお
こう。まず第一に、世俗的世界での経済的原理である互酬性を超えた無償性が挙げられる。貧
しい女中がコレラ患者の看護をしたり亡命ポーランド人たちや評判の悪いコルミッシュ爺さん
の世話をしたところで、およそ見返りや社会的評価を期待することは到底無理な話である。
従ってそれは無償の贈与の行為であり、世俗社会の功利的な互酬性の原理からすれば過剰な善
行ということになるだろう。
　第二に、フランス革命時の残虐行為を不問に付して、コルミッシュ爺さんの世話をすること
は、多分にキリスト教的な赦しの行為である24。「慈愛」と訳した原語は、La bontéであるが、
この言葉は、アウグスティヌスの「私たちは正義の声をこれまで聞いて来た。今度は la Bonté

の声をも聞こう」25という有名な言葉を思い起こさせる。罪を罰するのが正義だとすれば、正
義とは別の価値が存在する。それが赦しを可能にする慈愛 la bontéなのである。リクールの引
用している決まり文句によれば、「まさに汝は汝の行為に優るのである Tu vaux mieux que tes 

actes.」26。言い換えれば、「罪を憎んで人を憎まず」ということである。人にはその人が犯した
罪に還元できないなにものかがある。そのなにものかを指し示す言葉が人格なのである。行為
者の人格は、行為から区別されることで、赦しが可能になる27。リクールはそこに再生の能力
を認め、将来に向かう約束を見ている。しかし病身のコルミッシュ爺さんの場合は、間近に
迫った死を前にして、もはや将来というものを期待できない状態にある。再生の希望があると
すれば、それは現世を超えた性格を帯びてくるのであり、その分フェリシテの慈愛はいっそう
深い宗教性を帯びていると言えよう。

24 赦しに関しては、聖書で「汝の敵を愛せよ」（マタイ５: 44) と説かれていることと密接に関係しているだろ
う。ポール・リクールは、赦しを「行為者をその行為から分離すること」(Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, 
l’oubli, Paris, Seuil; « Points Essais », 2003, p. 637.『記憶・歴史・忘却』久米博訳、新曜社、2003‒2005年）と
規定している。

25 Saint Augustin, Traités sur Saint Jean traduites pour la première fois en français sous la direction de M. Poujoulat et 
de M. labbé Raulx, Bar-Le-Duc 1864, p. 566.（『アウグスティヌス著作集24 ヨハネによる福音書講解説教 (2)』
教文館、131頁。邦訳では la bontéは「柔和」と訳されている。）

26 P. Ricœur, op. cit., p. 642.
27 『ボヴァリー夫人』の結末におけるシャルルのロドルフに対する赦しについて論じた拙論を参照していただ
ければありがたい。松澤和宏「『ボヴァリー夫人』における報われぬ美徳」名古屋大学文学部研究論集・文
学第62号、名古屋大学文学部、69‒81頁、2016年。
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　第三に、フェリシテの慈愛は、単なるお人好しの行為ではないことも書き添えておきたい。
世話をした亡命ポーランド人の中には、フェリシテに結婚したいという者がいたが、その男が
無断で台所に入って肉料理を食べていたために、仲違いしたというエピソードが語られてい
る。フェリシテは、当然のことながら出会った他者のどのような言動をも無条件で受け入れて
いるのではない。彼女は相手にそうあって欲しいと願っているあるべき姿を愛しているのであ
る。この点については後述する。

５．フェリシテの宗教経験 ⑶──ルルとの出会いと別れ

　教会でコルミッシュ爺さんのミサをあげてもらったちょうど「その日、彼女［フェリシテ］
にとって大きな幸運が訪れた」（p. 67）。コルミッシュ爺さんと入れ替わるように、鸚鵡がフェ
リシテの前に天来の賜物のように現れるのである。知事に昇進した郡長一家が出発する際に、
飼っていた鸚鵡をオバン夫人に贈ったことによる。鸚鵡はアメリカ生まれであったが、「アメ
リカという言葉は彼女にヴィクトールを思い出させた」（p. 67）。ここでも、ヴィルジニーの
形見の品々の場合と同様に、広義のアナロジーによる動機付けが働いている。鸚鵡はヴィク
トールの面影を宿したしるしである。オバン夫人は、止まり木をかじったり糞を撒き散らす鸚
鵡の世話に手を焼き、フェリシテに譲ってしまう。果たしてフェリシテは鸚鵡のルルと幸福な
関係を築き得たのであろうか。
　草稿では、フェリシテはそれまでに経験したことのない「所有の喜び」（fº 326vº, p. 341）を
感じて28、甲斐甲斐しくルルを世話し、いくつかの決まり文句を教えこむのに成功する。しか
しながらルルはフェリシテの意のままにはならず、客がトランプをしている最中に、会話がで
きないほどに暴れたり、家中を飛び回ったりする。後で触れるように、オバン夫人はこうした
事態をなぜか放置し黙認している。そしてある日鸚鵡ルルがフェリシテの手から離れて逃走す
るという出来事が起こる。しばらく経ってルルは戻ってきたのであるが、散々探し回ったフェ
リシテは、心労がたたって耳を患ってしまう。しかしフェリシテが聴力を失った後、ルルとの
関係は一変して仲睦まじい関係に変わる。

　　　彼女の耳に届く唯一の音は、いまでは鸚鵡の声だけであった。
　　　そのフェリシテに気晴らしをさせようとするかのように

4 4 4 4 4

、ルルは、焼串の廻る音や、魚
屋の甲高い呼び声や、向いに住んでいる指物師の鋸の音をまねた。……

　　　二人は何かしら互いに言葉を交わした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。ルルは、お得意の三つの文句をいつまでも飽ど
繰り返し、フェリシテは、何の脈絡もない言葉で答えたが、そこには彼女の思いの丈があ

28 大橋絵里「『純な心』─草稿における登場人物の変貌」大分県立芸術文化短期大学研究紀要 第34巻、1996
年、154頁。
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ふれていた。ルルはこうした彼女のたった一人の暮らしの中にあって、ほとんど息子か、
4 4 4 4 4 4 4

恋人であった
4 4 4 4 4 4

。……そして彼女が、乳母がやるように首を振りながらおでこを寄せると、
縁なし帽の大きなふちと鳥の翼とが一緒に揺れるのだった。（p. 70. 傍点は引用者による）

　フェリシテと鸚鵡の生き生きとした交わりは感動的である。孤独なフェリシテは、ルルを
「息子か恋人」のように溺愛している。しかしながら傍点を付した箇所「フェリシテに気晴ら
しをさせようとするかのように

4 4 4 4 4

」の原文は Comme pour la distraireであり、あくまでも比喩で
あることを忘れてはならない。言葉を真に理解することのできない鸚鵡が相手であることや
フェリシテの聴力の喪失を考慮すれば、「フェリシテとルルは何かしら互いに話した。」Ils 

avaient des dialoguesというが、二つの存在がどれほど親密に交わっていたのか定かではないし、
「彼女の耳に届く音はいまや鸚鵡の声だけだった」というのも、幻聴の可能性を否定はできな
い。こうした表現は、語り手の客観的な言説ではなくて、フェリシテの内心の思いが語り手に
よって要約されて報告引用されているものである。こうして見てくると、フェリシテと鸚鵡ル
ルとの交流は、フェリシテのルルへの一方的で主観的な思い込みにすぎないのではないか、と
いう疑念が芽生えても不思議ではない。実際にルルはある日忽然と姿を消してしまい、そのた
めにフェリシテは「３年後には耳が聞こえなくなった」（p. 69）というほどの痛手を負ってし
まうのである。フェリシテのルルに対する愛情とは、つまるところ彼女の一方的な思い込みで
あり、フェティシズム以外の何物でもなかったのだろうか。
　このように見てくると、天来の賜物

4 4 4 4 4

のようにフェリシテの前に姿を現したルルの逃走は、彼
女との逢引の場所に現れず、彼女の前から姿を消して他の女性と結婚した恋人のテオドールの
裏切りを思わせるものがないだろうか。テオドールという名前には「神 Théo＋賜物 don」の
意味が皮肉なことに含まれていることから、フェリシテにとってかつての恋人であったテオ
ドールとルルとの間にはアイロニカルな結びつきがあると言えよう。これと似たような関係が
作品の随所に見出される。オバン夫人は、長年信頼を寄せていたブレの不正行為が判明したこ
とで、金銭的にも精神的にも痛手を負い、間もなく病気になって亡くなってしまう。またフェ
リシテが可愛がったポールは、母親の死後フェリシテに無断で家具を持ち去り、家を売りに出
してしまう。また同じ動物という点では、フェリシテに心身の打撃を与えたルルの逃走は、牡
牛がオバン家の者に不意に襲いかかったために、ヴィルジニーがその後神経を患うことになっ
たことを思い起こさせよう。またそのヴィルジニーにしても成長とともに「打ち解けた言葉で
話せる年頃ではなくなり、そのことが二人の間では気まずさと障壁に」（p. 57）なっていたの
である。こうして『純な心』は、愛する存在との交わりの挫折を描く写実主義小説の相貌を呈
してくる。
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６．フェリシテの宗教経験 ⑷──ルルの神聖視

　フェリシテの宗教経験にとって決定的な転機は、最愛の存在であったルルの死であろう。
『純な心』が読者に差し出している問いがその姿を十全に現してくるのは、まさに屋根裏部屋
の暖炉の上に置かれた剥製の鸚鵡が神聖な輝きを帯びてくる時点からである。フェリシテは、
教会で聖霊の象徴である鳩と鸚鵡との類似に気づいて、イエスの洗礼を描いたエピナル版画を
買い、屋根裏部屋にかけることで、聖霊と鸚鵡を一目で同時に見られるようになる。

　　この二つは彼女の頭の中で互いに結びついた。鸚鵡は聖霊との関係で神々しく見え、聖霊
は彼女の目にはいっそう生き生きとして理解しやすくなった。……そしてフェリシテは聖
霊の絵を見つめながら祈り、時々ちょっと鸚鵡の方に目を向けるのであった。（p. 73）

　しばしば誤読されているが、フェリシテの鸚鵡への愛は、聖霊を遠ざけるどころか、聖霊を
「いっそう生き生きとして理解しやす」いものにしている。ここでも「鸚鵡は聖霊のようであ
る」とパラフレーズできる事態が生じていて、聖霊とのアナロジーによって、ルルが神々しい
存在に引き上げられているのである。オバン夫人の亡くなった後、病床に伏したフェリシテの
祈りは、いっそう偶像崇拝的な様相を呈してくる。

　　　彼女は不安に満ちた眼差しでルルを見つめながら、聖霊に向かって祈った。そして鸚鵡
の前で膝まずいて祈祷をあげるという偶像崇拝のような習慣がついた。時々、陽の光が天
窓から差し込んで鸚鵡のガラスの眼に落ちると、一筋の光がきらきらと放たれ、フェリシ
テはそのために法悦に浸るのであった。（p. 75）

　こうして鸚鵡は、「息子か恋人」のような親しい存在から、その前で跪いて祈る神聖な存在
へとその位格を決定的に変じている。世俗的な常識からすれば、相互的な愛が実現されなけれ
ば、その愛は一方的な思い込みに過ぎないものである。まして生きた鸚鵡でさえない剥製の前
でひたすら祈りを捧げるフェリシテの姿は、合理主義的観点からは、グロテスクと言うほかな
い様相を呈している。しかもこのような鸚鵡の神聖視が始まる時期は、フェリシテが「誰とも
関わりを持たず、夢遊病者のような無力な状態」（p. 73）で暮し始める時期と符合しているこ
とから、少なからぬ研究者は、モーリーの所説と同様に、心身の病気の症状ではないかとの解
釈を示している。
　だが、フェリシテの信仰をグロテスクと言って簡単に済ませられないのは、フェリシテの祈
りが、鸚鵡が死んだことにより、より純粋な姿に昇華しているからである。愛する存在との悲
痛な死別が、聖なる世界の扉が開かれる機縁になっている。フェリシテの屋根裏部屋には、死
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別したヴィルジニーの帽子やヴィクトールがくれた貝殻細工の品などが、あたかも聖遺物のよ
うに集められていて、「礼拝堂と雑貨屋を兼ねた趣」（p. 72）を呈しているのも、同じ祈願に
よるものである。それらの品々は、まさしく霊的な、生命的な存在として現存している。孤独
な祈りといえども、こうした霊的現存に満ちた屋根裏部屋での祈りは、ルルや見えざる死者の
共同体と繋がっている。フェリシテにとっての信仰とは、しるしや象徴を介して死を超越する
愛そのものなのだったのであり、この地点から振り返れば、フェリシテは具体的な愛の対象が
出現する前に、すでにつねに〈愛する者〉として存在しているのである29。こう言ってよけれ
ば、フェリシテは、愛を愛している

4 4 4 4 4 4 4

のである。あるがままの対象そのものではなく、対象を愛
にふさわしい存在として

4 4 4

──キリスト教に即して言い換えれば、被造物の中で働いている造物
主神の愛を──愛しているのである。生きていたルルに対する「息子か恋人」のような人間的

4 4 4

な
4

情愛や「所有の喜び」は、時の腐蝕に耐える永遠性を志向する信仰の胎動であったとも言え
よう。信仰の真相は、客観的あるいは理論的に解明できるものではない。そこでは、主体の参
与が決定的な意味を持つ。信の反対は認識上の誤りや虚偽ではなく、端的な無関心なのである。
　こうしたフェリシテの信仰に窺われることは、真の愛や敬虔は、不滅性あるいは永遠性の影
を帯びずには、存在し得ないということではないだろうか。どれほど逆説的に響こうとも、永
遠なものは、幻想の領域にしかないと、フローベールもまた作家として述懐している。

　　　私はある一つのことの永遠性しか信じていません。それは〈幻想 Illusion〉の永遠性で
あり、それが本当の真理なのです。ほかのことはすべて相対的なことにすぎません。30

　しかしこの永遠性の影はどこから射してくるのだろうか。ルルとフェリシテの交わりの顛末
は、有限な人間同士や被造物の間での交流は、自ずと限界に逢着するほかないことを示唆して
いた。ルルへの愛が裏切りや死を超越する絶対性を帯びてくるのは、被造物としてのルルを超
越するものによって可能になっている。フェリシテが信仰しているキリスト教に即して言え
ば、それは神の愛を伝える聖霊の働きによってである、ということになる。
　聖霊と鸚鵡に祈りながら、鸚鵡の目が放つ光を見てフェリシテが法悦に浸るとき、「霊も弱
い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが、言葉に
表せないうめきをもって執り成してくださるからです。……霊は神の御心に従って、聖なる者
たちのために執り成してくださるからです。」（ローマの信徒への手紙８: 26‒27）という一節
が思い起こされよう。聖霊自らがうめきをもって執り成してくれるとすれば、聖霊＝神は語り
かけられると同時に語りかける存在にもなる。その時にフェリシテは、聖霊＝神の言葉に受動
的に耳を傾ける脱自＝法悦 extaseの境地に達して、神の愛が溢れる器と化すのではないだろう

29 Didier Philippot, op. cit., p. 174.
30 Lettre à Louise Colet du 15 janvier 1847. Correspondance, tome I, 1973, p. 429.
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か。人智を超えた非人格的な存在が人格性を帯びてくるのは、逆説的だが、祈りのもたらすこ
うした脱自＝法悦の時ではないだろうか。

　以上、フェリシテの愛と信仰を、特に「フェティシズム」や「偶像崇拝」としばしば評され
る側面を中心に、吟味検討してきたが、彼女の愛が存在の変容を促す価値創造性を示す例とし
て、オバン夫人の人格的変貌を最後に見ておきたい。

７．オバン夫人の変貌

　最初にオバン夫人によるフェリシテの経済的搾取と差別意識について一瞥しておこう。フェ
リシテと宿屋の前で最初にあった時、料理女を探していたオバン夫人は、「この娘はたいした
ことはできそうにもないが、気立てはよさそうだし給金にもそんなに要求しそうもない

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ので」
（p. 47）雇うことを即断する。実際にはフェリシテに料理以外の家事の一切をさせているので
ある。『純な心』の冒頭部「半世紀のあいだ、ポン＝レヴェックの奥様方は、オバン夫人に女
中フェリシテのあることを羨んだ。……年に100フランで、彼女は料理と掃除をし、裁縫、洗
濯、アイロンがけをして、馬勒をつけ、家禽を太らせ、バターを作ることを心得ていて、女主
人には忠実であった」（p. 43）は、オバン夫人による半世紀にわたる搾取を端的に物語ってい
る。経済的搾取に加えて、オバン夫人は、階級的差別意識が非常に強い女性である。例えば、
オバン夫人は、女中に子供たちへのキスを厳しく禁止している。また修道院の寄宿舎に入った
ヴィルジニーからの便りがないために落ち着かない夫人を慰めようとして、フェリシテが、自
分にも異国にいる甥のヴィクトールから便りがないことを伝えると、夫人は階級意識を露わに
して「「ああ、お前の甥かい！」こう言って、夫人は肩をすくめ」（pp. 59‒60）ている。また
ヴィルジニーの葬儀では、フェリシテが墓地までの葬列において占める位置は、家族、ブレ、
そして町の住民たちの後の最後尾である。これもオバン夫人の意向を反映したものであろう。
　しかしながらオバン夫人は、作品の中で隠微な変貌を遂げている。物語の展開に即して、幾
つかの点を以下列挙しておこう。
　(a)　夫人は、ヴィクトールの訃報を聞いて打ちひしがれているフェリシテに同情し、「夫人
は彼女に、トゥルーヴィルの妹に会いに言ってはどうかと勧め」（p. 61）ている。
　(b)　ヴィルジニーの死に際して、フェリシテは「二晩の間、フェリシテは死者の元を離れ
なかった」（p. 63）。フェリシテがヴィルジニーに死化粧を施し、遺体を屍衣に包んで柩に納
めているが、オバン夫人がフェリシテに信頼を寄せてこうしたことをすべて任せていることが
窺える。
　(c)　ヴィルジニーの死後しばらくして、夫人は水夫の身なりをした夫が現れてヴィルジニー
を連れて行くという夢を見る。フェリシテにとってヴィクトールとヴィルジニーは一体だった
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が、オバン夫人にとっても、夢の中とはいえ、フェリシテの甥が亡夫や娘と結びついた存在と
なったことは興味深い。これはオバン夫人の変貌を告げる夢と言えよう。
　(d)　オバン夫人はフェリシテとヴィルジニーの部屋に残っている思い出の品々をみている
うちに、感極まってフェリシテを抱擁する。
　(e)　この抱擁の後に、フェリシテの献身の対象は、亡命したポーランド人たちや評判の悪
いコルミッシュ爺さんにまで及んでいく。「彼女は彼［コルミッシュ爺さん］に下着を与え、
あばら家を掃除しようとした。もし奥様が構わなければ、家のパン焼きばにおいてやろうと考
えていた。」（p. 67）とあるが、興味深い点は、フェリシテのこうした一連の行為を知らなかっ
た筈がない夫人が、もっぱら沈黙していることである。フェリシテの「動物的献身」により、
オバン夫人のなかである種の変化が徐々に生じて、女中による慈愛の施しを黙認するに至った
のではないだろうか。
　(f)　鸚鵡を持て余してフェリシテに譲ったオバン夫人は、この鸚鵡が、客がトランプをして
いると「翼で窓ガラスを叩き、狂ったように暴れ」（p. 68）たり、「家中を飛び回ったり」（p. 

68）する始末なのに、なぜ鸚鵡を鳥かごに入れようとせずに放置しているのだろうか。考え
てみれば実に奇妙な事態である。夫人はフェリシテが鸚鵡を溺愛していることを知っていたの
で、こうした事態を敢えて黙認したのではないだろうか。実際鸚鵡が死んでフェリシテが悲し
む姿を目にしたオバン夫人は、早速彼女に鸚鵡を剥製にすることを勧めている。そこに女中に
対する夫人の深い同情が示されている。
　(g)　オバン夫人の人格的変化を最も雄弁に物語っているのは、年金380フランをフェリシテ
に遺贈したことである。これによってフェリシテは生きながらえることができたのである。陽
光が鸚鵡のガラスの目に落ちて一筋の光が放たれ、フェリシテが法悦に浸った直後に、改行が
あり、

　　彼女には女主人から遺贈された380フランの年金があった。（p. 75）

という一文が来る。オバン夫人は、自分の死後のフェリシテの身を案じて、給金の４倍近く
の年金を遺贈したのである。「一筋の光」と「380フランの年金」との間の改行の余白は、鸚
鵡の目が放つ光がもたらす恩寵に満ちてはいないだろうか。夫人はなぜ息子のポールの手に
フェリシテの年金の件を委ねることはしなかったのだろうか。そこには夫人の息子夫婦に対す
る根深い不信感も示されている。かつて息子のポールは職に就かず、借金を重ねていたため
に、オバン夫人は借金の肩代わりをして、深い「嘆息」（p. 65）を漏らしていた。その後結婚
したポールが家に妻を連れてくるが、彼女は「ポン＝レヴェックのしきたりをけなしてお高く
とまり、フェリシテを傷つけることを口にした」（p. 73）ので、彼らが帰ると夫人はほっとし
ている。実際にオバン夫人が亡くなるとすぐに息子夫婦は家具を持ち運んで売却し、さらに
フェリシテに無断で家を売りに出している。
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　ところで、女中あるいは召使の年金額として380フランをどう評価すべきなのであろうか。
ノルマンディ地方マンシュ県の統計に従えば31、1849年までは、女中への年金は平均約200フ
ランであり、1847年に数人の召使を雇っていたこの地方のブルジョワが長年勤めた女中に200

フランの年金を与えていることが報告されている。1850‒1871年では、時期により変動がある
が、おおよそ100～200フランのようである。こうしてみてくると、380フランの年金は特に高
額ではないにしても、当時としてはけっして低額ではないことがわかる。見落としてならない
ことは、オバン夫人の財力である。作品冒頭では「農場からの年収はせいぜい5000フラン」
（p. 43）とされていたが、信頼していたブレ氏の自殺後、彼が「延滞金の横領、森林売却の隠
蔽、領収書の偽造」（p. 74）などの不正を働いていたことが明らかになった。夫人の財産が甚
大な被害を被ったことは、彼女がその直後に心痛のあまり病に倒れ亡くなってしまったことか
らも十分に窺える。夫人が置かれていたこのような困難な状況を考慮に入れると、380フラン
の年金遺贈には、フェリシテの身の上を案じるオバン夫人の思いが込められていると解釈する
のがむしろ自然ではないだろうか。
　先に引用した年金遺贈の一節の草稿を一瞥しておこう。プランには「わずかな年金」32との
み記されている。下書き brouillon では、(A) fº 341vº → (B) fº 338r º → (C) fº 341rº → (D) 
fº 337vº→ (E) fº 335vº→ (F) fº 337rº→ (G) fº 340rº→ (H) fº 265rºの順序で書かれている。
　(A) では「わずかな年金」petite renteと書かれている。ポールが家を売却しようとしたため
に、フェリシテは道で物乞いをせざるを得なくなるかもしれないという一節が続いている。
　(B) と (C) では大きな改変は見られない。(B) の終わりに鸚鵡の目の放つ光への言及がある。
　(D) は (C) の続きとして書かれたものと思われる。「彼女は夫人から遺贈された300フランの
年金があった」で始まっていて、この冒頭部は (C) の終わりに書かれていた鸚鵡の目の光と年
金の遺贈がここで連結される端緒となった思われる。
　(E) では、フェリシテは、物乞いしている自分の姿を想像している。鸚鵡の目にあたった陽
光がここで初めて本文に組み込まれて、« en faisant <jallir> un grand rayon lumineux qui la 

mettait en extase »33と書かれており、それまでにはなかった « grand » « lumineux » « jaillir »が加
筆されている。その直後に « Elle avait une rente de 300 francs léguée par sa maîtresse »と続く。こ
こで初めて鸚鵡の目が放つ輝きと300フランの年金遺贈がテクストの上で連結された。
　(F) では、「物乞いをするmendier」ことになるという不安は削除され、フェリシテの心配の
種は、もっぱら部屋を失うとルルや遺品を置く場所がなくなることになる。この変化は、年金
額がここで300フランから380フランに書き換えられ増額されたことと連動している。質素な

31 Paul Crépillon, « Les legs aux serviteurs dans une société traditionnelle », Annales de Normandie, n. 4, 1969, p. 321‒
322.

32 Giovanni Bonaccorso et collaborateurs, op. cit., p. 3.
33 草稿からの引用における < … > は加筆された語句である。
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暮らしをするフェリシテにとっては、380フランの年金があれば、(E) までの物乞いを余儀な
くされる切迫した状況ではないということだろう。
　(G) と (H) では、年金額が380フランに定着していることを確認できる。
　以上の分析をまとめて年金額の変遷を執筆順に要約すると、「わずかな年金」→「300フラン」
→「380フラン」と書き換えられたことが確認できる。この年金のおかげで、フェリシテは夫
人の死後も「長い歳月」（p. 79）を生き永らえることができたのである。遺贈者として夫人は、
贈与の時点では亡くなっているのだから、夫人はフェリシテから感謝されることを含めて、お
よそ見返りなるものを一切期待できない立場にある。したがってこの年金遺贈は、交換的互酬
性を超えた無償の贈与の性格を帯びており、愛のしるし
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として読者に差し出されている。献身
的で敬虔なフェリシテの存在が、薄情なオバン夫人に人格的変容を徐々に促し、夫人のうちに
もう一つの〈純な心〉を育んだのではないだろうか。そこにフェリシテの愛の創造性を感得す
ることができるように思われる。作品冒頭で示されていた経済的搾取の関係が、年金遺贈とい
う無償の贈与に帰着したことが、隠れた物語として語られているのである。ルルを仮祭壇に供
えたいというフェリシテの最期の願いが、近所の婦人たちの反対にあうものの、彼女の慈しみ
の深さを知っている司祭の好意によって叶えられたことにも、愛の創造性の発露が認められよ
う。そしてオバン夫人の家の中庭で催される聖体祭には、夫人の不在なる現存
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が、換喩的に、
消し難く刻印されていることを最後に書き添えておきたい。

　ここまで『純な心』第４章のオバン夫人の年金遺贈までを読み解いてきた。フェリシテは、
はたして最期に至福の時を迎えることができたのだろうか。『純な心』の結末をめぐる解釈上
の問題はなお錯綜を極めており、検討すべき点がいくつか残されている。稿を改めて論じるこ
ととしたい。

キーワード： 愛、類推、信仰、偶像崇拝、アイロニー、動機付け、しるし（記号）、象徴、フェリシ
テ、フローベール、『純な心』
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フローベール『純な心』における愛と信仰とアイロニー（松澤）

Résumé

L’amour, la foi et l’ironie dans Un cœur simple de Gustave Flaubert

Kazuhiro Matsuzawa

 La genèse et la réalisation d’Un cœur simple semblent osciller entre l’ironie et l’adhésion à propos du 
cheminement religieux de Félicité. Selon l’interprétation devenue aujourd’hui courante, Flaubert évite toute 
affirmation conclusive au profit d’une dénonciation implicite : celle de « l’idolâtrie » dans laquelle tombe 
naïvement la servante assimilant pas à pas le perroquet Loulou au Saint-Esprit. Flaubert met-il alors à nu par 
une subtile ironie la nature fétichiste et pathologique de l’amour et la foi de la pauvre servante ? Ou bien celle-ci 
est-elle une personnification du « sentiment religieux » dont l’écrivain fait l’éloge dans sa Correspondance ? Pour 
y réfléchir on s’interrogera en particulier sur la portée philosophique et théologique de l’expérience religieuse 
de Félicité, fondée sur un rapport particulier aux signes et symboles : celui de la motivation analogique. Celle-
ci permet à la servante de participer à la puissance de la réalité qu’ils représentent.

mots-clés :  amour, analogie, foi, idolâtrie, ironie, motivation, signe, symbole, Félicité, Flaubert; Un cœur simple
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