「アルベルチーヌのアイスクリーム」再考
―プルースト『囚われの女』における取り入れの空想―

高柳 和美
要旨
Cet article porte sur les paroles que prononce Albertine à propos des glaces dans La
Prisonnière de Marcel Proust. De nombreux chercheurs considèrent ces paroles comme un
pastiche de celles du protagoniste-narrateur, donc comme un essai d’auto-pastiche par Proust
lui-même. Nous cherchons pour notre part à montrer qu’il s’agit moins d’un simple pastiche du
narrateur que d’une marque de l’épanouissement intellectuel d’Albertine, qui se développe dans
La Prisonnière entière, quoique sous l’influence du narrateur. Nous examinons d’abord de ce
point de vue la réaction ambiguë du narrateur devant ces paroles, à savoir son pressentiment de la
séparation et son attendrissement. Nous analysons ensuite les comparaisons formulées dans le
texte entre les glaces et les monuments ou les montagnes. La métaphore des « glaces prises dans
les moules d’architecture » peut s’interpréter comme un symbole du goût et de l’intelligence du
narrateur. Les paroles d’Albertine, qui disent le plaisir de manger ses glaces, donnent ainsi à voir à
la fois le processus même par lequel elle assimile le goût et l’intelligence qui constituent
justement les qualités du narrateur, et l’effet de cette assimilation.
キーワード：マルセル・プルースト，『失われた時を求めて』，『囚われの女』，精神
分析，取り入れ（introjection）
１．はじめに
マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』
（1913-1927）の第五篇『囚われ
の女』には、主人公の恋人であるアルベルチーヌが、巧みな表現を用いてアイスクリー
ムを称える場面が存在する。主人公のアパルトマンに同居しているアルベルチーヌは、
ある朝、彼の部屋から通りの物売りの声を聞く。魚や野菜など様々な食べ物の名が呼ば
れるのを耳にして次々に食欲をそそられた彼女は、やがて通りでは売られておらず物売
りが名を呼ぶこともない、
季節外れのアイスクリームを食べてみたいと主人公に訴える。
なぜアイスクリームが食べたいのかと主人公に問われると、アルベルチーヌは書き言葉
的な比喩を連ねた詩情豊かな表現を用いて、例えば以下のように答える。
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アイスクリームについていえば、 […] 寺院、教会、記念碑、岩山、そういったも
のを食べるときはいつでも、私がまず見るのは絵入り地図のようなもので、それか
ら私はそのフランボワーズやヴァニラの建築物を、私の喉の中で冷たさに変えてし
まうの。 […] リッツではフランボワーズの記念碑も作っていて、 […] 私はその薔
薇色の花崗岩を喉の奥で溶かすでしょう。1
このアルベルチーヌによるアイスクリーム礼賛は 3 ページにも満たない短いテクスト
だが、これまで多くの先行研究の中で論じられてきた。
まずアルベルチーヌが話す内容に関していえば、アイスクリームを食べる快楽に性的
な意味を読む解釈が多く見られる2。また、アルベルチーヌの使う表現がいかにもプルー
スト的な隠喩に満ちていること、それが語り手の影響を深く受けた結果だとされている
ことから、この華やかな表現はアルベルチーヌによる語り手（＝作家）の模倣であり、
アルベルチーヌの言葉はそもそもプルーストが書いたものである以上、このテクストは
作家による自己パスティッシュであるという読解がなされている3。
本稿では、まず先行研究における自己パスティッシュという解釈の妥当性について検
討する。
『囚われの女』全体を貫くアルベルチーヌの知的成長というコンテクストの中に
アイスクリームのテクストを位置づけることにより、自己パスティッシュという解釈と
は別の説明を試みたい。次に、この観点からアルベルチーヌの言葉に対する語り手の反
応を考察する。最後にアルベルチーヌの話し言葉を分析し、アイスクリームを食べると
いう空想が実際のところ何を意味するのかを読み解く。この一連の考察を通じてわれわ
れは『失われた時』に描かれている心的世界の一端を、とりわけ精神分析との関わりに
おいて明らかにすることを目指す。
２．模倣、影響、コンテクスト
まず、アルベルチーヌが語るアイスクリームの話し言葉の主体について検討してみよ
う。上述したように、多くの論者はアイスクリームのテクストをアルベルチーヌによる
語り手の模倣ととらえ、アルベルチーヌがプルーストの創作した人物であること、そし
て語り手が作家自身とみなしうることから、このテクストがプルーストによる自分自身
のパスティッシュなのだと主張している。
その時彼女は私に次のような言葉で答えたのだが、この言葉はバルベック以来、彼
女のなかでどれほどの知性と隠れた趣味が急激に発達したかを私に示したのであ
り、彼女はこの種の言葉がひたすら私の影響のお陰である、常に私と一緒に暮らし
ていることのお陰であると主張した、しかし私ならばこうした言葉を決して言わな
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かったであろう、あたかも見知らぬ誰かから会話の中で文学的な形式を決して使っ
てはならないと禁止されていたかのように。[…] 私はそれでもやはり深く感動した、
というのもこう考えたからだ。
「確かに私は彼女のように話さないだろう、だがそ
れでもやはり、私がいなければ彼女はこんなふうに話さないだろう、彼女は私の影
響を深く受けている、だから彼女は私を愛さずにはいられないのだ、彼女は私の作
品だ（elle est mon œuvre）
」4
アルベルチーヌ自身の言によると、彼女の言葉はひたすら主人公の「影響」を受けた
結果である。他方、語り手は「自分はこうした言葉を言わない」
「彼女のようには話さな
い」と、自分の彼女への影響というアルベルチーヌの主張を話し言葉という面において
一旦は留保するのだが、いずれにせよ彼女への自分の「影響」については認めている。
この引用部分を読む限り、多くの先行研究が定説としている「アルベルチーヌが語り
手を模倣した」という解釈の妥当性は疑わしい。なぜなら、語り手は「自分は彼女のよ
うに話さない」と言い、彼のアルベルチーヌへの影響が話し言葉を介したものではない
ことを明言しているからだ。また、語り手が雑誌「フィガロ」に投稿した論考が掲載さ
『囚われの女』の時点でアルベルチーヌが
れるのはアルベルチーヌの死後である以上5、
語り手の書いたもの、少なくとも公的に発表された文章を読んだということはありえな
い。したがって、アルベルチーヌは語り手の話し言葉（普段の話し言葉ではなく、アル
ベルチーヌが使ったような書き言葉的な話し言葉）も、語り手の書き言葉も、いずれも
模倣することは不可能である。そもそも上の引用文中で使用されているのは「影響」
（influence）という語だけであり、
「模倣」
（imitation）やそれに類する語は全く使用され
ていないのである。
この問題について先行研究がどのように論じているかを確認してみよう。
ハロルド・マーチとジャン=ピエール・リシャールはアイスクリームのテクストをプ
ルーストの自己パロディとみなしており、フィリップ・ルジュンヌは「彼女は私の作品
だ」という語り手の言葉を根拠として「アルベルチーヌのテクストはプルーストの作品
である」と述べているが、彼らはこの見解にそれほど多くの説明を費やしているわけで
はない。
ジェラール・ジュネットは『パランプセスト』という著作の中で自己パスティッシュ
（autopastiche）に短い一章を割き、アルベルチーヌのアイスクリームについての言説をそ
の最たる例として挙げている。プルーストはこのテクストを「語り手の文体がアルベル
チーヌの文体に影響を与えた例として提示して」いて、
「アルベルチーヌは少しずつ […]
恋人の言葉の癖を身につけてしまった」6のだとジュネットは述べている。
エミリー・イールズは、アルベルチーヌの話し方は語り手の話し方の模倣であり、ア
ルベルチーヌの話し言葉の中には語り手の書き言葉の文体が先取りされていると考える。
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だが語り手自身は、自分のアルベルチーヌへの影響を認めつつも、自分が彼女のように
は決して話さないと断言し、しかもアイスクリーム礼賛の言葉が発せられた時点では語
り手はまだ『失われた時』を書いていない。したがって、アルベルチーヌは語り手の話
し言葉を聞いたことも読んだこともないということになり、アルベルチーヌによる語り
手の文体の模倣は、物語内容のレアリスムという観点からは不可能ということになる7。
以上のことからイールズはこのテクストに「話されたテクスト＝フィクションとしての
テクスト＝語り」と、
「書かれたテクスト＝メタテクスト＝プルースト自身による批評」
という二つの水準があるとみなし、こう結論する。
「このテクストは、ある時は批評の側
」
面を示し、ある時は語りの側面を見せる、まさにメビウスの輪である8。
ジャン・ミイはイールズの解釈を補足しながら、イールズが「不可能」と考えたアル
ベルチーヌによる語り手の模倣を「変換の法則」
（la loi de transformation）という観点か
ら正当化している。つまり、語り手がかつてベルゴットの話し言葉の中にベルゴットの
書かれた文体を認めたように、アルベルチーヌは語り手の文章を何も読まずに、話し言
葉と書き言葉を結ぶ変換の法則を使って、語り手のディスクールから語り手の未来の文
体を引き出すことができたというのだ。この法則を使えば、アルベルチーヌによる語り
手の模倣は、イールズが懸念したように不可能ではなくなる9。
いずれの論者も模倣という行為を自明のものとみなしている。
だが先に述べたように、
アイスクリームのテクストには「模倣」という語の記述はなく、模倣の可能性も語り手
自身により打ち消されている。イールズ、ミイは「彼女は私の作品だ」という表現を字
義通りに取ってプルーストによる自己パスティッシュと考えている。だが、この表現は
単に「私」が彼女に影響を与えたことを強調するメタファーではないだろうか。この表
現を「彼女は私（＝作家）の作品だ」と受け取ることは、そもそも語り手の「私」と作
家との同一視を前提としている。だが作家が語り手に固有名、とりわけ作家と同じマル
セルという名を与えないよう極力配慮していたことはよく知られている10。
セルジュ・ゴーベールはアルベルチーヌの言葉を「単なるプルーストの自分自身によ
るパスティッシュではない11」と述べているが、われわれも彼女自身がアイスクリーム
の語りの主体だと考える。そして、それは単にテクストに書かれている通り、アルベル
チーヌが語り手から受けた影響の結果なのである。
しかし「影響」とは正確にどのようなものだろうか。このことを考えるために、問題
のテクストのコンテクストを特定する必要がある。アイスクリームのテクストはこれま
『失われた時』に描かれ
で、このテクストの直前に位置する「パリの物売りの声」12や、
るこれ以外のパスティッシュ（
『花咲く乙女たちの陰に』におけるジゼールの答案、
『見
出された時』におけるゴンクールの未発表日記）13との関連で論じられてきた。しかし
本稿でわれわれは、アルベルチーヌの言葉が「バルベック以来、彼女のなかでどれほど
の知性と隠れた趣味が急激に発達したか」を語り手に示すものであったことに注目した
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い。というのも、アルベルチーヌの知的・感性的成長については、以下に述べるように
『囚われの女』のなかで一貫して言及されているからである。
『囚われの女』前半部で既に、語り手はアルベルチーヌが驚くほど頭が良くなっている
ことに気づく14。呼び鈴を鳴らすまで自分の部屋に入ることを許さない語り手を、アル
ベルチーヌはラシーヌの悲劇『エステル』に登場するアハシュエロス王になぞらえて詩
句を引用するのだが、これは語り手の家族の引用癖を身につけた結果である15。主人公
の家に住むうちに彼女は沢山本を読むようになり、彼と二人きりのときは朗読をするこ
ともある16。二人の間でトロカデロ宮殿が話題に上ると、アルベルチーヌはそれがダヴ
ィウーの作であることを直ちに指摘し、知識の上では時に語り手を凌ぐことが示されて
いる17。彼女はまた、語り手の本棚にあるドストエフスキーを占有してしまい、彼の文
学談義の聞き役を務めるようにもなっており18、主人公の愛読書であるベルゴットの本
も好んで読んでいたようである19。服飾や芸術に関していえば、アルベルチーヌの生来
の趣味の良さはエルスチールとの会話でさらに洗練されており、ゲルマント公爵夫人よ
りもずっと多くの服飾の知識を蓄えている20。家にいる時はデッサンや彫金の仕事をし
ており21、服飾と室内装飾に加えて銀器にも興味をもち、銀細工についての著作を読み、
（enrichissement réel）
「自律的な進歩」
（progrès
蒐集も始めている22。語り手が「現実の成長」
autonome）23と呼ぶこのアルベルチーヌの成長は、やがて『消え去ったアルベルチーヌ』
において、アルベルチーヌが語り手宛の手紙の中で用いる「二重に黄昏れていた散歩」
（promenade deux foi crépusculaire）24という表現に結実することになるだろう（この表現
はアルベルチーヌのモデルであるプルーストの秘書アゴスチネリがプルースト宛の手紙
の中で実際に使ったと考えられており25、この箇所では自己パスティッシュというメタ
）
フィクション的要素は見られないことに注意したい26。
以上の文脈を踏まえると、アイスクリームを称える彼女の言葉は、知的成長の途上に
ある彼女が自ら発したものであることが理解される。アルベルチーヌの読書については
再三言及されている。アルベルチーヌはとりわけ語り手の本を読むことによって、この
ような話し方を身につけたのではないだろうか。
『失われた時』において書き言葉のよう
な話し方をするのはアルベルチーヌだけではない。この小説の登場人物は各々特徴的な
話し言葉を持っている。なかでも文学者たちの言葉遣い、ルグランダンの詩的な、ブロ
ックの大仰な、ブリショの衒学的で学者風の話し言葉は、彼らが読む本の種類を反映し
ていないだろうか。アルベルチーヌも彼らのように読書を通じて書かれた言葉を取り入
れ、書き言葉的な話し方をしたと考えられるのである。とはいえ、語り手がアルベルチ
ーヌに与えた「影響」とは単に彼女に書物を提供したことのみを指すのではない。アル
ベルチーヌは自ら語り手の本を読んだのだが、彼の存在こそが彼女の読書を動機づけた
のである。彼女が知性と趣味を発達させたのは、語り手の知性と趣味に憧れ、自分の中
に取り込んだ結果なのである。
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最後にこのテクストの成立過程についても触れておこう。ナタリー・モーリアック=
ダイアーによると、主人公の初めての公的文学活動である「フィガロの記事」とアイス
クリームのテクストは同じ年（1922 年）に書かれたものである27。主人公の投稿した文
章が雑誌「フィガロ」に掲載されるという出来事は『消え去ったアルベルチーヌ』で起
こり、記事に対する社交界の反応は『見出された時』に描かれているが、肝心の記事の
内容自体は小説の中に書かれていない。山崎俊明は記事の内容について以下のように考
察している。フィガロの記事へのゲルマント公爵の感想「シャトーブリアンの流行遅れ
の散文に見られるような誇張と隠喩」に山崎は注目し、プルーストが 1921 年にサント=
ブーヴの著作を取り寄せていたこと、その著作に引用されているシャトーブリアンの表
現（木々の幹を「赤い花崗岩の柱」に例える）に類似した表現が『見出された時』の「ゴ
ンクールの未発表日記」（トロカデロの塔を「塔の形をした菓子」に例える）とアイス
クリームの文章（アイスクリームを薔薇色の花崗岩に例える）、それにゴンクール自身
の文章（『日記』の中の「夕焼けに染まるオベリスク」「薔薇色のシャンパーニュ・シ
ャーベット」という表現）にも見られることから、次のような仮説を立てている。フィ
ガロ掲載記事とは『見出された時』のゴンクール未発表日記のことであり、アイスクリ
ームの言葉に対する語り手の感想の中にある「もっと神聖な他の用法」とは、フィガロ
掲載記事＝ゴンクール未発表日記を指すという仮説である28。この説を考慮に入れると、
アルベルチーヌの言葉が語り手の模倣か否かという問題に関して、二つの異なる可能性
が考えられる。アルベルチーヌが語り手の書いたフィガロ掲載前の記事を読み、その表
現を話し言葉の中で借用したという可能性、あるいは、アルベルチーヌが語り手の文章
ではなくシャトーブリアンあるいはゴンクールの著作を読み、彼らの表現を参考にして
話したという可能性である。決定稿のテクストにおける記述は曖昧であり、いずれの可
能性がより正しいとはいえない。しかし本稿では上述したアルベルチーヌの自律的進歩
という文脈を重視して、やはり後者の可能性を採りたい。
３．語り手の両義的な反応
次に、アルベルチーヌの言葉に対する語り手の反応という面から問題のテクストを検
討してみよう。
アルベルチーヌがアイスクリームを買いに行きたいといった店がヴェルデュラン家行
きつけの菓子店ルバッテであることや、アイスクリーム礼賛の途中でアルベルチーヌが
あげる官能的な笑い声、最後に付け加えられたヴァントゥイユ嬢との思い出に対し、語
り手は嫉妬の苦しみを感じる。だが、語り手の嫉妬はアルベルチーヌとの愛全体にまた
がるものであり、嫉妬は『失われた時』全体を貫くテーマであって、とりわけこのテク
ストに特徴的なものではない。この一節においてむしろ注目したいのは、語り手が抱い
たアルベルチーヌとの別れの予感と、自分が彼女に影響力を持っていることへの感動と
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いう二つの相反する感情である。
おそらくアルベルチーヌと私の未来は同じではないかもしれない（Peut-être l’avenir
ne devait-il pas être le même pour Albertine et pour moi）
。喋りながら彼女がそんなにも
文語的な比喩、私がまだ知らないもっと神聖な他の用法のために（pour un autre usage
plus sacré et que j’ignorais encore）取っておかれるべきだと思われた比喩を息せき切っ
て使うのを見ながら、私はほとんどそんな予感を抱いた（J’en eus presque le
pressentiment）29。
この別れの予感について、アルベルチーヌが語り手を模倣しながら彼の文体を馬鹿に
したこと、文学的な表現を会話で使うことで文学の言語を冒涜したことに語り手が感受
性を傷つけられ、文学に対する考え方に関して二人の間に大きな溝があることを認めた
ためとイールズは解釈している30。しかし前節でも述べたように、語り手に自分が模倣
されているという考えがあることを示す文章は、問題のテクストには見当たらない。ま
た「もっと神聖な（plus sacré）他の用法」という語り手の表現から直ちにアルベルチー
ヌの言葉を冒涜的（blasphématoire）とみなすことには幾らかの飛躍がないだろうか。
ミイは、アルベルチーヌの言葉がヴェルデュラン家訪問を妨げられた彼女の主人公へ
の復讐とみなしている。アルベルチーヌが想像する寺院や教会、記念碑、エルスチール
の山などを含むアイスクリームの絵入り地図は『失われた時』という作品そのものを象
徴しており、彼女はこれを飲み込むことで語り手の未来の作品を破壊する。ゆえに語り
手が彼女との別れを感じたのは自分の天職に対する攻撃を感じたからだとミイは説明し
ている31。確かに、アイスクリームの飲み込みを語るアルベルチーヌの言葉に、ある種
の攻撃性が感じられることは事実である。だがこの攻撃性は語り手への怒りによるもの
というよりも、
アイスクリームに対する欲望の激しさに付随するものではないだろうか。
アイスクリームの建築物が破壊されるのは、後述するように、それを自分の中へ取り込
むためであり、アイスクリームは単に怒りにまかせて破壊されるわけではなく、むしろ
激しく欲望されていると考えられるのである。
ではなぜ語り手は別れの予感を抱いたのだろうか。本稿では、
「未来が同じではない」
という表現に注目したい。
『囚われの女』には、他にも「二人の未来」について言及され
ている箇所が存在する。
私はアルベルチーヌに対して深く感謝した、彼女はレアの女の友人に会いにトロカ
デロへ行ったのではなく、私の合図一つでマチネを後にして家に帰ってくることで、
、私が思っていたよりずっと彼女が私に属
未来にわたってさえ（même pour l’avenir）
していること（elle m’appartenait）を示したのだった32。
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家族のような感情と家庭的な幸福感によって心に穏やかさが生まれていたが、その
、私の恋人の従順さ（docilité）
穏やかさは、
未来を見越していて（Anticipant sur l’avenir）
のおかげで私はほとんどその未来をコントロールできると感じるほどであり、すぐ
そばにいて煩わしく、逃れられない彼女の存在によって満たされ安定し、より強く
なっていた33。
主人公が恋人と未来を共有していると感じるのは、彼女が従順であり、自分の支配下
にあると感じられる時である。もしそうであるならば、二人の未来が同じではなくなる
という語り手の予感は、彼女が自分に従属しておらず、自立しつつあると感じたという
ことを意味していると考えられるのである。実際、前節で確認したように、アイスクリ
ームの言葉はアルベルチーヌの自律的な成長という文脈の上に位置づけられる。また語
り手は、たとえ彼女と近づきになるための口実とはいえ、バルベックで彼女に次のよう
に言っていた。
「私は確信しています、私の友情はあなたにとって貴重なものであり、私
」知性
はまさにあなたに欠けているものをあなたに与えることのできる人間であると34。
や趣味は主人公にあって彼女に欠けていたものであり、金銭や結婚の可能性と同様、主
人公が彼女に力を及ぼすことができると思われた大事な手段の一つである。
したがって、
アルベルチーヌが知的になることはそれだけで語り手の力が弱まることであり、彼に別
れの予感を抱かせるに十分なのである。
以上のように、主人公が抱いた別れの予感は、アルベルチーヌの侮辱や怒りによるも
のではなく、むしろアルベルチーヌの知的成長への反応として理解される。しかしこの
ことは彼が覚えた感動とは矛盾しない。なぜならアルベルチーヌの知的発達は、語り手
の影響を受けながら自律的でもあるという二面性を持つからであり、このことが一方で
は別れの予感を起こさせ、他方では感動を引き起こすこととなったのである。
これ以外の語り手の反応も検討しておこう。
アルベルチーヌが最初に話を中断した時、
語り手は次のような感想を抱く。
私は少しうまく言い過ぎではないか（c’était un peu trop bien dit）と思ったのだが、彼
女はうまく言った（c’était bien dit）と私が思ったことを感じて後を続けた […]

35

「うまく言い過ぎ」という語り手の評価は、確かにジュネットが指摘するように「本の
ように話しすぎる」という語り手の祖母のルグランダンについての批判的感想とも通じ
「話し言葉は自然なものであったほうがよい」という見方を含んでいるかも
るもので36、
しれない。だが、
「うまく言い過ぎ」と思う語り手と「うまく言ったと思われた」と感じ
るアルベルチーヌの間に生じている齟齬にも注目すべきだろう。上で述べたように、語
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り手にとってアルベルチーヌとの関係を維持するためには彼女を何らかの力によって支
配している（少なくともそう感じる）必要があり、知性や教養は力の一つである。他方、
アルベルチーヌは、ヴァントゥイユ嬢と知り合いであるという嘘をつき、後になってそ
の嘘を撤回するのだが、それは語り手に音楽的教養があると思わせて語り手と親しくな
りたいという願いによるものだった37。彼女にとっては、相手の持つ長所（教養）を自
分ももつことが、二人の関係を良好にするために重要であると思われたのだ。したがっ
てこの引用箇所は、アルベルチーヌの話し方そのものへの語り手の評価でもあるが、相
互の力関係に関する二人の思惑の違いをも同時に表現しているのである。
４．建築物のアイスクリーム：知性と趣味の象徴
ここまでは、主にコンテクストや語り手の反応の考察を通じて、アイスクリームへの
賛辞がアルベルチーヌの成長の結果であることを確認してきた。これ以降は、主にアル
ベルチーヌの心理に焦点を当てながら、テクストの詳細な分析に移りたい。
まず、この挿話の直前に位置する「パリの物売りの呼び声」のテクストとアイスクリ
ームのテクストとの関係について考えてみよう。
「あら！」とアルベルチーヌは叫んだ。
「キャベツ、にんじん、オレンジですって。
私の食べたいものばかり。[…] それから、こうしたものを全部一緒に食べるのはど
んなに楽しいでしょう。私たちの聞くこのすべての呼び声がおいしい食事に変わる
のよ。
」 […] 「でも夕食には私たちが呼び声を聞いたものしかもう絶対に欲しくな
いわ。
」 […] 「ねえ、私は呼び声を聞いたものしかもう欲しくないと言ったけれど、
でも当然例外はあるわ。だからルバッテに立ち寄って私たち二人のためにアイスク
リームを注文するのは私全然構わないのよ。まだ季節じゃないってあなたは言うで
しょうけど、私は食べてみたいの！」 […] 「いずれにせよ、アイスクリームは通
りで名を呼ばれたり売られたりしているものではないのに、なぜそれが欲しい
の？」 […] 「私がこういう呼び売りされる食べ物で好きなのは、吟唱叙事詩とし
て耳で聞いたものが、テーブルで性質を変えて私の口に運ばれる（change de nature à
table et s’adresse à mon palais）っていうことなの。アイスクリームについていえば（私
は、あなたが私のために、古めかしい型に取ったものだけを注文してほしいのです
から）
、寺院、教会、記念碑、岩山、そういったものを食べるときはいつでも、私
がまず見るのは絵入り地図のようなもので、それから私はそのフランボワーズやヴ
ァニラの建築物を、私の喉の中で冷たさに変えて（convertis）しまうの」38
「呼び声を聞いたものしか食べたくない」とアルベルチーヌは言うが、アイスクリーム
はその例外として、つまり物売りに名を呼ばれず通りでは売られていない食べ物の一つ
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として言及される。では、名を呼ばれる食べ物とアイスクリームの違いは何だろうか。
アルベルチーヌにとって前者の楽しみとは、耳で聞いた言葉がひとりでに変化し自分の
口に食べ物として差し出されるということである。後者の魅力とは、様々な建築物の形
をしたアイスクリームを自分自身の喉の中で溶かすことである。ここでは、聞くことと
言うこと、変化することと変化させることが対比されている。聞くこと、変化したもの
を食べることは受動的な行為であるのに対し、話すこと、変化させることは能動的な行
為である。したがって物売りの声からアイスクリームの話し言葉への移行は、アルベル
チーヌの態度が受動性から能動性へ移行することを意味しているのだ。また、少し先で
引用する「私の舌は／私は唇で […] する役目を持っている」
（ma langue se charge de […] ;
je me charge avec mes lèvres de […] ）という表現もアルベルチーヌの能動性を表しており、
彼女の「自律的な」進歩というコンテクストと一致しているといえる。
次に、問題のテクストで使われている比喩に目を向けてみよう。語り手が述べるよう
に、彼女の話し言葉は非常に文語的な比喩（images si écrites）に満ちており、それはア
イスクリームを建築物や山に喩えるというものである。
どうしましょう、リッツ・ホテルであなたはチョコレートかフランボワーズのアイ
スクリームでできたヴァンドーム広場の柱を見つけるんじゃないかしら、そして、
そういったものが冷たさを称えるために（à la gloire de la Fraîcheur）通路に立ち並ん
でいる奉納柱か柱塔のように見えるためには、その柱が幾つも必要ね39。
ここで冷たさ（Fraîcheur）という語が大文字になっていることに注目しよう。興味深
いことに、この断章の最初のバージョンとみなされている以下のテクストにおいては、
「冷たさ」ではなく「味覚の寺院」
（‘‘Temple de Goût’’）という言葉が、括弧の中に大文
字で記されている。
[C’était] le jour où les Verdurin recevaient et depuis que Swann leur avait appris que c’était
la meilleure maison, c’est chez Rebattet qu’ils commandaient leurs petits fours. « Je ne fais
aucune objection à une glace, mon Albertine chérie, mais laissez-moi la commander
moi-même, ou chez Rebattet, ou chez Poiré-Blanche, ou au Ritz, je verrai. » « Vous sortez
donc? » me demanda Albertine de l’air inquiet de quelqu’un dont on déjoue les projets. « Je
n’en sais rien. » « Enfin en tous cas si vous commandez une glace, je vous en prie qu’on la
fasse prendre dans un de ces vieux moules démodés où elles ont l’air d’églises ou de temples
aux colonnes de framboise comme sont paraît-il certains monuments de Venise. Ah !
Venise ! Je tiens à ces moules parce que c’est comme les choses criées. Au lieu d’un refrain
c’est une architecture qu’on convertit en fraîcheur pour le gosier. Aussi chacun de ces
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temples-là destinés à fondre dans ma bouche, je l’appelle le “Temple de Goût”.（私はそれを
「味覚の寺院」と呼ぶわ。）Au Ritz je ne crois pas qu’ils aient plus compliqué qu’une [sic]
obélisque ou une colonne. Mais ces colonnes Vendôme-là je me charge de les amincir
cuillerée par cuillerée, jusqu’à ce que le monument tout entier ait passé de la place Vendôme
où est le Ritz, jusqu’au fond de ma gorge. Adieu chéri. »

40

このテクストはプルーストの手により全文が線で引かれて消されている。とはいえ、
大文字で記されているのが他でもない「味覚の寺院」であることには意味があると考え
られる。というのも味覚（Goût）という語は単にアイスクリームの味を指すだけではな
く、ヴェネチアの建造物のよう（comme sont paraît-il certains monuments de Venise）と形
容されるアイスクリームの、想像上の洗練された形態を指す「趣味」
「好み」という意味
にも取ることができるからだ。また、決定稿におけるアルベルチーヌの言葉全体は、教
会、ヴェネチア、エルスチール、日本の盆栽、ヴァントゥイユ嬢について言及しており、
こうした主題をイールズは自己パスティッシュというメタテクスト的観点から『失われ
た時』の縮小版（mini-Recherche）だと指摘している41のだが、あくまで物語の内側に留
まって解釈するならば、こうしたテーマ群はすべて建築、都市、絵画、音楽における「語
り手の好み」を表わしているといえるのである。
（ちなみに菓子店もアルベルチーヌが最
初に提案したルバッテではなく、語り手の選んだリッツに変更されている。
）
また、大文字で記されている「冷たさ」
（Fraîcheur） については、これを「知性」
（と
りわけ語り手の）と読み替えることができる。なぜなら『囚われの女』には、アルベル
チーヌが冷たさと語り手の知性とを同一視している次のような箇所が存在するからだ。
私の部屋に入るやいなや、彼女は寝台の上に跳び乗って、時折私のような種類の知
性を定義し（définissait mon genre d’intelligence）
、本心から熱狂しながら、私と別れ
るくらいなら死んだほうがましだと誓うのだった。こういうことがあるのは、私が
彼女を来させる前に髭を剃っていた日である。彼女は自分が感じたことの理由をは
っきりさせることができないような女たちの一人だった。ひんやりとした肌によっ
てもたらされる歓び（le plaisir que leur cause un teint frais）を、彼女たちは相手の精
神的長所によって説明するのであり、相手が自分の未来に幸福をもたらすように思
えるのだが、その幸福は髭が伸びるにつれて減少しそれほど必要ではなくなるのだ
42

。

勿論、語り手の考察は、剃りたての肌のひんやりとした感触と相手の知性との混同が
誤りだということに向けられている。しかしこの誤りはそもそも、冷たさと語り手の知
性という異なるものが、アルベルチーヌに同一の感覚をもたらすということに由来する
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のである。したがって、アイスクリームの冷たさについて語るアルベルチーヌは、語り
手の知性について語っているのだと考えることができる。
以上のように、菓子の形や色は語り手の好み、趣味を表しており、アイスクリームの
温度は語り手の知性を表していると解釈しうるのである。
この解釈をより確実なものとするために、アイスクリームを食べるという行為がどの
ように描かれているかについてもさらに検討してみよう。
リッツではフランボワーズの記念碑も作っていて、それらの記念碑は私の喉の渇き
の焼けつく砂漠のなかで（dans le desert brûlant de ma soif）あちこちに直立していて
オアシスよりももっと私の喉の渇きを癒してくれる（ils désaltéreront mieux que des
oasis）のだけれど、私はその薔薇色の花崗岩を喉の奥で溶かすでしょう（je ferai
fondre le granit rose au fond de ma gorge）43。
アイスクリームは、とりわけその冷たさによって喉の渇いたアルベルチーヌに欲望さ
れており、彼女の渇望の強さは焼けつく砂漠（le desert brûlant）と表現されている。ここ
では、冷たい固形物であるアイスクリームとそれを溶かそうとする熱をもった喉との接
触が強調されている。
アイスクリームは大きくなくてもいいの、半分だって構わないわ、こうしたレモン
色のアイスクリームはそれでもやっぱりとても小さなサイズに縮小された山よ、で
も想像力でその大きさを復元できるわ、 […] そんな小さなアイスクリームを幾つ
か、私の部屋の中で、小さな流れに沿って配置すると、大河に向かって下ってゆく
巨大な森、小さな子供が迷子になってしまうような巨大な森を、私は持つことにな
るでしょうね。同じように、黄色っぽい色でレモン味をした私の半分サイズのアイ
スクリームの足下に、私には御者や旅行者、駅馬車がとてもよく見えるわ、私の舌
はそれらを飲み込んでしまうような冷たい雪崩（glaciales avalanches qui les
engloutiront）を起こさせる役目を持っているの。 […] 私の唇は、これらのイチゴ味
の斑岩でできたヴェネチアの教会を、柱をひとつひとつ破壊してしまい、取ってお
いたものを信者たちの上に落っことす役目をもっているの。 […] ええ、これらす
べての建造物は石でできた広場から、その溶けつつある冷たさが既に脈打っている
私の胸のなかへ移動するでしょうね（passeront de leur place de pierre dans ma poitrine
où leur fraîcheur fondante palpite déjà）44。
初めは建築物に喩えられたアイスクリームは、ここでは模型のような小さな山に見立
てられている。注目すべきは、アイスクリームのサイズとアルベルチーヌの「部屋」の
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大きさの違いであろう。小さなアイスクリームは、想像上の彼女の部屋の中にすっぽり
と収まっており、その一部となって包含されている。また、喋りながら部屋の中に山や
河、森、子供を配置していく様は、想像の中で箱庭を作っているかのようで、箱庭作り
にある遊びの要素と、比喩を使うことの言葉遊びとしての遊戯性が、ここでは重なり合
っているようでもある。それゆえ時折彼女があげる笑い声は、嫉妬深い語り手の耳には
残酷な官能を帯びて聞こえたとしても、単にこうした遊びの楽しさから来る笑い声とも
いえるのである。
雪崩を起こさせる、破壊する、落っことす、といった表現に見られる攻撃性は、この
テクストに口唇性のセクシャリティの表出を見る研究において、アルベルチーヌのサデ
ィズムとして論じられている45。確かに対象の所有、対象との融合への欲望は、概して
性的な意味に解されうる。しかしアイスクリームへの欲望とは語り手のもつ知性と教養
への欲望を意味すると解すれば、このような攻撃性はこうした欲望の貪欲さに付随する
ものと考えられるのである。壊されたアイスクリームの建物は、最終的にはすべて「私」
の胸の中に移動するのだが、その胸の中では既に冷たさが息づいている。アイスクリー
ムのもつ冷たさはこうしてアルベルチーヌの中へと移動し、彼女のものとなる。上に引
用したテクストにおいて、アイスクリーム＝欲望の対象の獲得は、対象との接触（喉の
中で）
、対象の包含（部屋の中で）
、対象の外部から内部への移動（胸の中へ）という経
過を辿って行われている。
だが、これらアイスクリーム製の建物は、そもそもアルベルチーヌの喉の中で冷たさ
、、、、、
に変化させられたのではなかっただろうか。既に一度引用したが、彼女は「私がまず見
るのは絵入り地図のようなもので、それからその地図のフランボワーズやヴァニラの建
築物を、私は私の喉の中で冷たさに変えてしまうの（je convertis ensuite les monuments de
framboise ou de vanille en fraîcheur dans mon gosier）
」と言っていた。知性と趣味の獲得を
語る言葉は、すでにそれらを獲得しているアルベルチーヌが比喩を作ることにより始動
したのである。ここに『失われた時』のもつ円環構造（作品の成立過程それ自体を語る
作品）と同一の構造が見られるということも付け加えておこう。
以上のことから、次のように結論することができる。アイスクリームのテクストにお
いてアルベルチーヌが称える冷たさ（Fraîcheur）とは語り手の知性の象徴であり46、アイ
スクリームの取る様々な外観（形、色）とは、語り手の趣味を反映している。したがっ
て建築物の形をしたアイスクリームを食べることは、語り手の知性と趣味を自分の中に
取り込むことを意味している。このような解釈は「バルベック以来どれほどの知性と隠
れた趣味がアルベルチーヌの中で急に発達したかを示すものであった」という語り手の
述懐や、彼女の言葉が語り手の影響を受けたものである、という記述とも正確に対応す
るのである。
最後に、象徴としてのアイスクリームを食べるという空想と、精神分析における「体
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内化（incorporation）
」
「取り入れ（introjection）
」という心的機制との関わりについて指摘
しておきたい。
体内化も取り入れも、主体が対象のもつ性質を外界から内界へと移動させることを指
す語であり、いずれも同一化や内在化というより広い心的活動の一形態である。体内化
は具体的、身体的な思考水準で働き、主体と対象との間の身体的境界に関わるものであ
る。他方、取り入れは体内化よりも広い意味で使われ、象徴的な思考水準も含むとされ
ている47。フロイトは『欲動と欲動運命』のなかで「自我は差し出された対象を、それ
らが快の源泉である限り自分の自我の中に受け入れる。すなわち、[…] これらを取り込
」と
み、他方では、内部で不快を引き起こすものは、自分の中から押し出してしまう48。
述べており、取り込まれる（取り入れられる）対象とは、自我に快を与えるものである。
われわれはアルベルチーヌの話し言葉のなかに、彼女が主人公の性質（知性や趣味）
を獲得する過程が描かれていると解釈した。対象＝主人公の性質は、彼女の空想のなか
でアイスクリームという食べ物の形や色、温度により象徴されている。対象の性質の取
り入れは、
「食べる」という身体的行為によって表現されており、唇、舌、喉、胸といっ
た主体の身体部位がアイスクリームという対象との境界として描かれている。それと同
時に、彼女の身体は砂漠、部屋といった空間的象徴によっても表現されている。アルベ
ルチーヌが語る内容はしたがって身体的・具象的な水準と象徴的な水準との両方を含ん
でおり、どちらかといえば取り入れという言葉で言い表される。
もちろん、ここで殊更取り入れという考えを持ち出すことは、精神分析的な知見の正
しさを示す一例が『失われた時』に描かれていると主張するためではない。アイスクリ
ームのテクストでは、作家とほぼ同一人物である語り手がアルベルチーヌへ与えた影響
が強調され、発話者であるアルベルチーヌ自身の内面については明確にされていない。
それゆえ多くの論者はアルベルチーヌがアイスクリーム礼賛の話し手であるという物語
上の事実を等閑視し、彼女の言葉を直ちにプルーストの自己反省的な創作とみなしたの
ではないか。彼女の言葉遣いが変化したのは語り手の性質の取り入れによってであり、
彼女の空想それ自体も取り入れという心的事実を表していると言うことによって、アル
ベルチーヌの言葉を洗練させた内的な変化がどのようなものであったかをより明確にす
ることができるのである。
『失われた時』において、他者の心理とはおおむね到達不可能なものである。とりわけ
アルベルチーヌの心理は語り手の主観を通して不透明に描かれており、彼女の内面は主
人公にも読者にも不可知なものとして与えられる。語り手の猜疑心の中で彼女の言葉は
容易に嘘に反転しうる。しかしアイスクリームの語りは、語り手に嫉妬心を引き起こし
はするが、それが嘘か否かは問題とならない。なぜなら、その内容よりも隠喩という表
現形式によって、彼女が語り手の性質を取り入れたことが示されるからである。作家は
この短い一節の中で、取り入れという心の働きの表面化によって、通常は不可知である
- 236 -

他者の心情が例外的に伝達されることを描いているのである。
５．結び
アルベルチーヌがアイスクリームを称えるために用いた華麗な表現は、
「アルベルチー
ヌによる語り手の模倣」という物語上は不可能な事態や、作家による自己パスティッシ
ュというメタテクスト的な試みを表しているというよりも、むしろアルベルチーヌへの
語り手の影響、アルベルチーヌの自律的な進歩の結果として理解される。別れの予感と
感動という語り手の二つの相反する反応も、
この点から説明されうるものである。
また、
アイスクリームのテクスト自体も主人公の影響をアルベルチーヌの側から語っている。
建物の形をしたアイスクリームは語り手の知性と趣味を表しており、それを食べるとい
うことは語り手の性質の取り入れ（introjection）を意味しているのである。
『失われた時』には、アイスクリームのテクスト以外にも、取り入れやこれに類する機
制である同一化（identification）を描く挿話が存在する。例えば、サン=ルーは語り手に、
主人公の母は祖母に、ジルベルトはラシェルに、それぞれ別の理由により別な仕方で類
似する様が語られている。また、取り入れの対概念である投影（projection）
（主体が自
らの感情を外の対象の内に見出すこと）に関していうと、これは恐らくプルースト的愛
の主要な特徴である嫉妬やゴモラの世界の記述に深く関わるものである。
『失われた時』
における精緻な心理描写とその表現を総合的に理解するために、本稿で論じる機会のな
かった同一化、投影といった心の働きについても順次考察してゆく必要があるだろう。
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