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作品のテクスト隆をある種の空間とみなして分  

析することにある。／ト説分析への空間概念の援  

用を支持するいくつかの言述を引き出してみよ  
ラング  

う。バルト（1965，p．16）は「作家の言語体は  

……幾何学的な場所である」と述べ，サイード  

（1992，p．318）は「テクストは，テクストに関  

わる種々の意図を規則的に，またいくつかの軸  

を中心に分配するものである」と主張する。こ  

れらは空間の語こそ用いていないが，双方とも  

空間のメタファーを念頭に置いている。あるい  

は，本稿で分析するテクストの作者であるミラ  

ン・クンデラの評論集から引用してみよう。「／ト  

説を創作するとは，あい異なるさまざまな感情  

の空間を並置することであり，そして私の考え  

では，それこそ小説家のもっともたくみな技巧  

であることをあなたに理解してもらうためなの  

です」（クンデラ，1990，p．102，傍点引用者）。  

さらに次節でみるように，多くの批評家が小説  

というテクストをある種の空間と見立てて作品  

理解の助けとしている。  

2）批評における空間   

書物としての小説は，紙という二次元平面に  

活字が書き込まれ，数百頁という厚さを持った  

三次元の空間を占める物理的存在である。外山  

（1968，p．17）は「語と語の間にある空間」を最  

′」、単位とする紙面上の空白に着目する。共時的  

にはある配列で平面に書き込まれた文章が，読  

書行為を通じることで時間的に理解され，記憶  

の残像が作用して表現力を持つという。改行や  

改頁など，テクストの周囲を埋め尽くすコンテ  

クストとして，様々な空白は読者の読みに作用  

する。すなわち，紙面上の空自は個々の独立し  

た活字同士を結びつける力を有するものであり，  

それらを外山（1968，p．82）は「創造的空間，  

または創造的距離」と呼ぶ。私が分析の対象と  

する日本語版『冗談』2）（みすず書房，1992年）  

も空白を有効に利用している。章が換わる際は，  

必ず頁を改め，しかも見開き左側に章タイトル  

貢がくるようになっている。また，縦書き二段  

組の構成をとっているのだが，節の区切りには  

必ず段を改めている。紙面上の空自は，小説の  

全体的な空間をいくつかの部分に分節化する力  

も有するといえる。   

前田（1982，nO．9，p．54）は「文学のテクス  

トを読みすすめる過程で読者がつつみこまれて  

行く「空間」」を「夢のなかにあらわれる空間」  

との対比でとらえることから，テクストの空間  

論を展開する。作品の舞台として設定されてい  

る実空間は，作品のなかではそれ自体として立  

ち現れるわけではない。「テクストに表現されて  

いる事物やそれを含む空間は，この語り手ある  

いは登場人物を中心に定位された空間として現  

出する」（前田，1982，nO．9，pp．56～57，傍点  

引用者）のである。「私たちは言葉によって視覚  

的には切れ目なく続く連続体＝空間を意味のあ  

るさまざまな部分に切り分けるが，同時にまた  

想像力のはたらきによってそれらの部分をもう  

いちど結びあわせ，連続性をとりもどす」（前  

田，1982，nO．9，p．58）。読者に空間を構成さ  

せるべく描かれた諸々の要素とは風景描写であ  

る。言語描写から我々はいかにして空間的拡が  

りを想起するのであろうか。ここでいう風景と  

は，ある個人の視点を中心として拡がる画像で  

あり，この画像が回転・移動し，風景の構成要  

素を次々と連続的に描写することによって，読  

者はある空間を想像することができる。   

ミュア（1954）は小説を，行動小説と性格小  

説，劇的小説，年代記小説と類型化した上で小  

説の時間と空間に関する議論を展開している。  

性格小説とは，作中人物の性格を所与のものと  

し，人物の同一性は不変でありながら複数の人  

物がある舞台の上で行動するようなものである。  

それに対し，劇的小説とは作中人物が行動し，  

他の人物と交わるなかで同一性を変化させ，ダ  

イナミックに物語が展開するようなものである。  

－ 2 －   
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約分化であり，その言語がはらむ社会的多様性  

と個人のことばの多様性なのである」（パフチ  

ン，1996，p．19）という前提に立ち，小説の言  

語論を展開している。言葉というもの自体，あ  

る個人のなかだけで完結しない。その個人が言  

葉を用いるのはそもそも無数の他者に負うこと  

で可能になるものであり，習得された言葉でさ  

え他者という対話の相手を必要とする。／ト説に  

おいては，作者という単一の主体から，作中人  

物という複数の人物（主体であると同時に対象  

でもある）と彼らが交わす対話的言葉が生み出  

される。しかも，それは自己と他者の対話では  

なく，想像・創造された他者同士の対話である。  

対話という反応は全て，作者による「他者の言  

葉の真意の憶測」（パフチン，1996，p．157）の  

産物である。作中人物の発話は作者が作り上げ  

た実在しない想像上の他者の言葉であり，常に  

イデオロギー的に特徴づけられる，とパフチン  

はいう。それはすなわち，語り手であろうとも  

作者と一致するわけではなく，「作者は自分自身  

に対して他者になり，他人の目で自分を見なけ  

ればならない」（バフチン，1984，p．23，傍点著  

者）からである。しかしその一方で，我々読者  

は現実世界以上に，小説における虚構のイデオ  

ロギー世界に没頭するのである。   

言語的多様性といった場合，大きな多様性と  

して，クンデラの作品のなかでも『存在の耐え  

ちれない軽さ』や『不滅』のように，1つの作  

品のなかに複数のジャンルが含まれるものがあ  

るが5），『冗談」】において強調されるべきは，ノi  

ウチン（1996，p．85）が「話題となっている具  

体的かつ社会的に規定された個々の登場人物の  

言葉遣い」と述べる多様性である。そこで，本  

稿ではこの作中人物による言語や発話の多様性  

が小説の全体空間のなかで内的分化された下位  

空間として「人物空間」なるものを規定したい。  

それは既に引用したが，前田（1982，p．56）の  

いう「語り手あるいは登場人物を中心に定位さ  

いはその秩序を構築する。多くの表象は，無意  

識的にでもある意図を持って措かれているわけ  

であり，その上で選択された表象の集合体によっ  

て我々の秩序感覚は構築されるといってよい。  

4）目  的   

本稿の目的は以下の二つである。まず，批評  

における時間・空間概念の適用の検討を通じ，  

作品に内在する時空間を指標にテクストを分析  

することである。これは，作家の個人誌や書か  

れた当時の社会的状況の残された記録との関係  

からテクストをみる社会史的分析でもなく，あ  

る主題のもとに複数の作品を系統立てて扱う分  

析とも異なる。本稿は，一つの作品をその作品  

そのものとして分析しようという試みである。  

この分析は，小説の持つ二種類の時間的・空間  

的特徴がいかに作品の効果に作用しているのか  

ということと同時に，我々の社会的実践に関  

する合意も引き出せることと思う。第二に，こ  

の作品が日本語でこの作品に接する読者に対し，  

いかにチェコという地域を現前させるかという  

問題を扱う。この考察は，他の様々な形式の表  

象にも共通する側面もあり，また小説のような  

テクスト性の高いメディアに特有の側面も有す  

る。  

ⅠⅠ『冗談」】のトポグラフイ一  

本稿の分析対象である『冗談』は，4人の作  

中人物が語り手となっているイ乍品であり，連続  

体としての小説全体の空間がいくつかに分節化  

されていることが特徴である。そこで，パフチ  
ラズノレーチェ  

ンの言語的多様性（pa3HOpetlHe）という概念  

を参照することによって，この作品に迫ってみ  

よう4）。  

1）複数の語り手   

ロシアの批評家，ミハエル・パフチンは「真  

の小説的散文の前掟となるのは，その言語の内  

－ 4 一   
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になっている。また，ヘレナが語り手となる部  

分はほとんどが読点のみで活字が組まれ，読者  

の読むリズムを軽快にするよう配慮されている。  

（c）ルツイエ   

この人物は，ルドヴイークとコストカという  

2つの人物空間を構成する要素でありながら，  

異なった人物空間の中心から二つの別の側面の  

表象が語られるのみであって，ルツイエの本心  

は誰にも明かされることはない。ルドヴイーク  

はルツイエの表象を愛する。「私は，女性の中に  

ある彼女そのものとか，彼女自身にとって何で  

あるのかというものをではなく，私に向けてい  

るもの，私にとって何であるかというものを愛  

する」（p．191）。人物空間とは，諸々の事物や出  

来事の単なる集合体ではなく，空間的のみなら  

ず観念的にも語り手を中心とした関係性の空間  

である。  

（d）コストカ   

コストカとルドヴイークという2つの人物空  

間は，先述したように，ルソイエという中間項  

を通じて位相的に捻れた関係になっている。コ  

ストカはルツイエを通じて，彼女を傷つけた青  

年（＝ルドヴイーク）のことを知る一方で，ル  

ドヴイークを古くから知っている。コストカの  

発言は自己内省的なものが大半を占めるが，そ  

のほとんどがルドヴイークに向けられている。  

ルドヴイークの別の側面を照射する視点である  

といってよい。  

（e）ヤロスラフ   

ヤロスラフの人物空間は，スロヴアーツコと  

いう土地と結びついている。彼の存在は，第7  

章の舞台となるスロヴアーツコ，そしてこの章  

で錯綜する3つの人物空間を繋ぎ止める役割を  

果たす「王様騎行」という出来事を支えている。  

ヤロスラフはルドヴイークとしか関わりを持た  

ない人物であるが，ルドヴイークという人物像  

に深みを持たせ，さらには文化や民族に対する  

対立する考えをルドヴイークと交錯させるため   

ることでよりリアリティを増している。ルド  

ヴイークという署名を伴って，冗談，すなわち  

反語のつもりで書き記した言葉が社会的にはそ  

の人物の同一性となってしまった，というのが  

この作品のタイトルと一つの出来事に込められ  

た主題であった。  

このイメージの方が（たとえどんなに私に  

似ていないとしても）私自身よりもはるか  

に現実味があり，それは私の影ではなく，  

私がその影なのであり，私が似ていないか  

らといってそのイメージが悪いのではなく，   

似ていない私が悪いのだ（pp．55～56）。  

（b）ヘレナ   

ヘレナが語り手となる時間はあまり多く与え  

られていない。しかし，男性であるクンデラが  

作り上げたこの女性の言葉は興味深い他者のも  

のである。ルドヴイークのゼマーネクに対する  

復讐の犠牲となるヘレナであるが，彼女はその  

作為を真実の愛と信じ込む。肉体的な愛と精神  

的な変とを区別して考えるルドヴイークは，ヘ  

レナとのセックスだけの関係を楽しむ。楽しむ  

といっても，ヘレナの弛んだ肉体との結合に嫌  

悪感を抱きながらも精神が第三者となることで  

快楽を感じ，またこの肉体だけの関係がゼマー  

ネクに精神的な苦痛を与えるという推測による  

悦び，という逆説的な感覚をルドヴイークは抱  

いている。しかも，第7章で明かされるように，  

ヘレナとゼマーネクの発言により，全てがルド  

ヴイークの思惑通りにはいかなかったことが知  

らされ，ヘレナという人物空間の小さな拡がり  

がこの物語の展開に大きく作用していることが  

理解できる。また，この語り手が『冗談』にお  

ける4人の語り手のなかの唯一の女性であるこ  

とは，語り口においても大きな差異を持ってい  

る。例えば，日本語訳における語尾は，「～なん  

ですもの」，「かしら」（p．24）などといった具合  

－ 6  
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イコノグラフィ  
フィとイコノロジーと分けた上で「図像記述学  

イメージ は像の記述と分類」であり「イコノロジーと  

は分析よりはむしろ総合から生じる解釈方法で  
トポスグラフイロジック  

ある」としたように，場所の記述と論理（解釈）  

という‘意味においてトポグラフイーとトポロ  

ジーの語を用いている。谷川（1996，p．7）の言  

トポグラフイートポス 莱を借りれば，「「地誌学」とは，場所について  
グラフエン 
トポステクスト 記述することである。場所を主題とする文章だ  

ジェオグラフイー     ジェオロジー  
といってもいい。地理学でも地質学でも，ま  

カルトグラフイー  
た地図学でもない」。  

（a）点と線肉体とその時空パス   

パフチンの「他者の言葉」という発想が意味  

を持つ背景には，自己の肉体が他者の肉体と交  

換不可能であるという前提がある。しかも小説  

において，複数の作中人物は単一の作者が作り  

上げた，しかも作者自身ではない人物であり，  

他者である。「登場人物は生身の人間の模像では  

なく，想像の存在であり実験的自我なのです」  

（クンデラ，1990，p．39）。その人物は厳密には  

肉体を必要条件としない名一存在7）である。ここ  

で，筆者が「名一存在」と呼ぶものは，物理的な  

実体を伴わずとも名指されることでその存在が  

保証されるものである。名一存在とは多くの事物  

に共通する存在論的性質であるが，小説におけ  

る人物は，全ての属性や特徴が記述によって構  

成されるという意味においてまさしく名一存在で  

ある。   

小説の作中人物の名一存在としての特徴は，近  

代的思考の啓蒙の道具ともなり得たし，今日的  

にそうした思考を打破する道具ともなり得る。  

小説という新しいジャンルは，まさに近代ヨー  

ロッパ社会を象徴するものであった。今日でも  

十分通用するこの近代的思考とは，「見知らぬ人  

間に接触することの多い都市の住民は，観相学  

の手引きを参照し，人相から人格を判断しつつ  

人間関係を調整する。この時代，人間の顔は，  

解読可能な記号の集積からなっていた」（工藤，  
フィジオノミー  

1996，p．46），というものである。小説は観相学  

の助けを借りて，人相と人格を共に言葉による  

記述で構築し，それを人物固有の名の下に結び  

付けた。例えば，英国においてアイルランド人  

（谷内田，1991）やユダヤ人（谷内田，1994）の  

典型的な姿をステレオタイプ化し，差別や排除  

の対象とするのに小説は一役買ったというわけ  

だ。このように，近代的個人というのは人相と  

人格，行動を心理と決定論的に結びつけられ  
インディヴィジュアル  

た，分類可能でかつ分離不可能なものとして発  

明されたわけである。   

それに対し，クンデラは小説を用いてこうし  

た主体概念の同一性批判を行おうとしている。  

それはまず，顔を始めとした人物の外見的な描  

写をしないことから始まり，精神的な同一性の  

一貫性を創造するような独自を避けたりするエ  

クリチュールを採用することによってなされて  

いる。タンデラが描き出すのは，対話や仕草，  

行動など複数の人物が関わる相互作用的なもの  

である。「ルドヴイークは，（彼自身の語りによっ  

て）内側からと，外側から（他のすべての語り  

は彼の肖像を描きます）照らし出されてみんな  

から見えるようになります」（クンデラ，1990，  

p．98）というような技法を凝らして制作された  

『冗談』を通じて，読者は自らの自己観と他者観  

を問われるわけである。  

「人間の生が罠であること，これは人間かっね  

に知っていたことです。人は生まれることを  

願ったわけでもないのに生まれ，あてがいぶち  

の肉体に閉じ込められ，死はまぬがれません」  

（クンデラ，1990，p．31）。肉体に対するこうし  

た考えのもと，タンデラ作品の人物は創られて  

いる。肉体とは，観念的には無限の拡がりを持  

ちながらも人間主体が地理空間上に占める一つ  

の点であり，時間地理学的に有限の時空パスを  

描くような制限されたものである。この制限さ  

れた肉体とそこに詰め込まれた主体性が，他者  

や地表面に固定された様々な事物とカップリン  

グしあうなかで出来事が生じ，さらなる想像力  

一 8 一   
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、・もご1ブヨ、l二lトー  

第2図『冗談』作中人物の時空間バス  

注）1970年度版『冗談』掲載の地図より作成。国中の数字は章番号（括弧内節番号）  

ドヴイークを待っていた。「我々の一人一人は個  た“何がになってしまった」（pp．53～54）。プ  

人の意志を奪われ，外面的には（順従で，輸送， ラハの大学が自らの意志で方々から人間が集  

配置，命令が意のままの）物体に，内面的には  まっているのに対し，ここオストラヴァでは強  

（苦しみ，怒り，何かにおびえている）人間に似  制的に方々から追いやられた人間が集められてい  

－10－   
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りもはるかに自由な空間」にはいまだ至ってい  

ない。  

（d）郷愁一場所感覚  

『冗談』の地誌学に関する最後の考察として風  

景描写を取り上げてみよう。上で考察した地理  

空間における位置付け，すなわち場所と場所と  

の間の関係は，作中人物たちの行動と相互の関  

係から引き出したものであった。それに対し，  

ここで考察する，ルドヴイークの発話における  

風景描写は，まさにルドヴイークという1人の  

人物の心象地理における場所間の関係なのであ  

る。ルドヴイークは久しぶりに訪れた故郷に身  

を置き次のように語る。  

造的なものだからである。   

第2図をみても分かるように，この物語で重  

要な舞台となる中心的な場所はスロヴナーツコ9）  

とプラハである。それらはともに，ルドヴイー  

クの人生において過去にも現在にも重要な役割  

を果たしている。既に述べたように，この2つ  

の場所は以下のように対比できる。す．なわち，  

王様騎行というイヴェントによってローカルな  

文化をナショナルに向けて発信するような，す  

なわちゲマインシャフトからなる開放空間であ  

る。一方，大学で象徴されているプラハはゲゼ  

ルシャフトからなる閉鎖空間といえよう。これ  

ら中心的な2つの場所は同時に田舎と都会とい  

う対比でもある。   

これらの2つの中心に対して，オストラヴァ  

と西ボヘミアは，地図上でも象徴的にも周縁と  

して位置付けることができる。この2つの場所  

はそれぞれ，暗い／明るいという風景描写の対  

比の他，ゲゼルシャフトからなる閉鎖空間とゲ  

マインシャフトからなる閉鎖空間（上述したよ  

うにこの空間は少し複雑である）と位置付ける  

ことができる。その他，作中人物のなかの2人  

の女性の出身地をみてみれば，ルツイエはヘプ，  

ヘレナはプルゼニュの出身であることが記され  

ている。地図上で確認してみると，ヘプはまさ  

に国境に近い辺境の地，プルゼニュもやや周縁  

に位置している。2人の女性は地理的にも象徴  

的にも周縁性で特徴づけられる。   

実在する地名を用いていることで，こうした  

『冗談』の地誌学は，作者であるクンデラのチェ  

コに対する地理感覚を反映していると同時に，  

そのクンデラの感覚自体が当時のチェコをめぐ  

る言説の一端を表していると考えられ為。クン  

デラのインタビューにおける言葉（タンデラ，  

1981，p．303）を借りれば，『冗談』における舞  

台としての地理空間は「実生活に関わる地理的  

問題」に深く関わっており，亡命後の作品のよ  

うな「想像力の地理的空間」，すなわち「現実よ  

この風景の特異な妖しさは，ルツイエと出  

会ってから，思い出すまいとしていたこと  

の投影にすぎないのだ，ということも感じ  

ていた。あたかも抑えつけられていた記憶  

が，今私のまわりに見えるすべてのもの，  

原野や中庭や倉庫の空虚さの中に，川の濁  

りの中に，この風景全体をひとまとめにし  

ている。（p．29）  

ルドヴイ」クがその人生においていくつかの不  

運にあってきたのは，多くの場合，彼の故郷で  

あるスロヴアーツコとは全く関係がない。しか  

し，例えば第1章の目頭でルドヴイークは故郷  

への無関心を語るが，彼の人生の恨みの根源を  

その無関心のなかに見出すのである。その恨み  

の根源は「（古めかしい兜をかぶった戦士にも似  

た）市庁舎の塔が，あたりの家並みを見下ろす  

ように奪えているこの平坦な広場が，まるで広  

い練兵場のように見え，昔ハンガリー人やトル  

コ人の侵入に備える防壁の役目を果たしてい  

た，南モラヴイアのこの町の歴史が，その顔に  

拭いがたい醜さを刻みつけているように思えた」  

（p．2）と詳細に描写される。ルドヴイークとい  

う個人の時空パスは唯一無二であるが，その給  

－12－   
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時間と組み合わせることができる。しかし，こ  

の関係はそれほど単純ではなく，これらが相互  

に錯綜しながら物語は展開される。例えば，語  

り手はある程度話の順序を規定するが，回想場  

面が毎実的になればなるほど，その語りは事件  

進行の時間に支配されるようになる。／ト説や映  

画においては，その語りや映像が語り手の記憶  

に基づくのか，あるいは作者が過去を再現した  

ものかは判断できないし，またそれらの差異に  

意味はない。   

読者が読んでいる数頁はある語り手によって  

語られている特定の事件の一場面であり，それ  

はローカルな状況である。Entrikin（1991，p．6）  

の言葉によれば，「出来事と事物と行為の地域的  

コンテクスト」である場所ということになろ  

う。しかし，人物空間がコンテクストとしての  

場所概念と異なるのは，まさに特定の主体に  

とっての／からの空間ということだ。人物空間  

を構成する要素は全てその主体への現前である。  

それが既知の事物や人物であるならその現前は  

同時に再現前でもある。過去の現前の記憶を保  

持しながら，中心人物はそれらに接する。同じ  

対象に対する記憶は抽象化され，物体それ自体  

に刻み込まれる。例えば，人物であればその顔  

や身体に，あるいはルドヴイークの様にあらゆ  

る記憶をスロヴアーツコの風景に凝縮するのだ。  

『冗談』では，こうした風景描写が多用されてい  

た。いってみれば，語りの多くが回想であるの  

だから，後に続く詳細な事件の解説に先立って  

風景描写が象徴的に展開されるのも十分に理解  

される。デリダ（1970，p．15）によれば，表象  

とは次のように捉えられる。  

て，どうしても代表象〔頑動如椚抽戒加〕を  

経なければならないこと。  

この「イデア的対象性」とは即ち，名前によっ  

てその存在が保証されるような名一存在である。  

この存在保証は，首尾一貫した名を含む文章の  

反復を必要とし，存在が保証されれば名を用い  

ずとも読者は対象を同一化できる。例えば，第  

7章の語り手はルドヴイーク，ヤロスラフ，ヘ  

レナの誰だかは明示されていないにもかかわら  

ず，読者は語り手を了解している。   

こうした表象の問題は読者にも当ては．まる。  

読者は既に読んだ箇所の記憶を構造化させなが  

ら筋を追うのであって，作者もそれを前提に物  

語展開の時間を構成している。／ト説は発生から  

して，「ジャーナリズム・歴史・異国のうわさ話の  

諸要素を常に伴っている」（アグニュー，1995，  

p．251）という。ここでは，『冗談』の考察を通  

じて見出した，多くのメディアに共通する′ト説  

的な物語的特徴を論じてみよう10）。先に述べた  

語りの時間的特徴によれば，現在の現前を踏ま  

えて過去の回想がなされる。ここで現在は過去  

物語を理解するコンテクストとなる。それが第  

1章から第6章まで繰り返され，第7章では現  

時点での事件が進行する。読者はこの現在を理  

解するのに，これまでの過去物語をコンテクス  

トとして利用するのだ。人物空間として構成さ  

れたローカルな状況は抽象化され，舞台として  

のリージョナルな地理空間へと投影される。第  

7章の舞台としてのスロヴアーツコはこの小説  

を全体としてまとめるべき全体空間としての  

チェコをも象徴しているのである。読書という  

テクストとコンテクストの弁証法を通じて，読  

者はローカルな適時的人物空間をリージョナル  

な共時的地理空間へと変換することで，小説全  

体を，そして同時にその舞台となっている地理  

空間を連続的で秩序立ったものとして把握する  

のだ。  

1その同一性が反復されるような時間的一  

対象の現前の構成において，どうしても過  

去把持から再一視前へと移らざるをえないこ  

と。2他我との関連，イデア的対象性一般を  

同様に可能ならしめるものとの関連におい  

－14一   
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モダン的であるとの位置づけの下，簡単な分析を   

行っている。  

5）こうした多様性は，むしろより親しみのあるポ   

リフォニーという概念で捉えられるべきものであ   

ろう。地理学においては，Crang（1992）がこの概   

念を扱っており，クンデラの『笑いと忘却の書』   

を題材の一つとしている。  

6）ここでの分析は，筆者がかつて試みた記述分析   

（成瀬，1996）の延長にある。またそれは同時に，   

Entrikin（1991）らが主張する物語narrative分析   

を意識している。  

7）「名一存在」とは田崎（1995，p．158）が「人間以   

外の存在は，名である。名一存在である。それゆえ   

に，人間以外の全ての存在は，それ自身における   

言語，言語の存在そのものである」と説明するよ   

うなものである。しかし，田崎がなぜ人間存在を   

名一存在から除外しているのかは筆者には分からな  

い。  

8）地理学における身体の扱いについては，  

I．onghurst（1997）がまとめているが，この論文は   

近年の性差や人種，民族といった観点を中心に論   

じられており，身体の空間的行動という観点は欠   

落している。筆者のここでの議論は主にPred   

（1984）に依拠している。  

9）因みに，1967年版『新世界地図NewWorld   

Atlas』（田中啓爾監修，全国教育図書）では「スロ   

ヴアーツコ」の地名を見つけることはできなかっ   

た。1970年版日本語訳『冗談』は巻末にチェコス   

ロヴァキアの地図を掲載しているが，他の地名と   

比べスロヴアーツコには○で位置を示していない。   

また，1991年版は地図を掲載していない。さら   

に，英訳と仏訳においては，「スロヴアーツコ」   

は全てMoraviaに置き換えられている。この土地   

は架空のものと考えた方がよいかもしれない。  

10）この特徴は歴史記述やニュース報道などと共通   

する。例えば，ニュース報道でいえば，ある出来   

事が報道する価値を持って伝えられると，その後   

その出来事に関連する様々な行為や証拠が捉示さ   

れ，名前を付けられ一つの事件となる。そして事   

件に至る様々な経過が報告されたりするが，この   

物語も事件当時と過去，事件全体と様々な行為と   

がテクストとコンテクストの弁証法的関係のなか   

で語られるのだ。  
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theauthor’sautobiographyandthesocialcontexttheworkwaswritten．InmyanalysisofKundera’s  

771eJ）hefirstpublishedin1967inCzech，tWOaSpeCtSOftimeandspaceareconsidered．‘Character’s  

SpaCe’，akindofidealexpanSionfromthepointofviewofthenarrator，and‘story－time’inwi1ichsome  

eventsarenarratedalongthestory－tellingareassociatedwiththenarrativestruCture．Geographical  

SpaCeaSthesettingand‘discourse－time’asobjectivetimetheauthorsupposedarerelatedactualhistory  

andgeography．Especially，IconsiderthefactofthenovelthatfourofmaincharactersarenarratOrS，  

withrespecttoBakhtin’snotion，“heteroglossia．”TograspthenarrativestruCtureOfthenovelspatio－  

temporallyinthiswayleadstofo1lowingimplications．Oneeventattheidenticalpointinthegeographi－  

Calspaceandthestory－timeinthistextcouldbedi飴rentfromeachpointinthecharacter’sspaceand  

thediscourse－time．In771eJ）he，thesameeventisnarratedatseveralpointsinthestory，andthese  

depictionsofitaredifEtrentfromeachnarrator．  
Next，Iexaminethegeographicalelementsinthistextwi1ichincludeconceptsofpoint，COnteXt，  

SenSeOfplace，1andscapedepiction，home，anddistance．Pointingeographicalspaceisbody，wi1ichis  

theminimalunitofgeographicalphenomenon．Inliteraryformtobetoldastoryasanarrator’svoice，  

allgeographicalelementsaredepictedthroughoneorftwpeople’sbodies．Thesenseofhomeplaceof  

hldvik，theprotagonistin771eJ）ke，isrepresentedasrancorbymanylandscapedepictions．Viewing  

Czechfromhigherpoint，IcangetSOmeSymbolicmeaningamongfourplaceswhichappearinthistext．  

PragueandMoraviaareCentralroleinthetext，andthecontrastofthetwoisbetweencityandcountry．  

Ontheotherhand，OstravaandBohemiaaremarginal，andthiscontrastisbetweendarkandlight  

Climate．WhatIhadgainedthroughthisanalysisisnoteffects ofspace asidealextension and  
geographicaldescriptionsinanovel，butinsightintothewayhowtobeconstitutearegionalwitingby  
SOmedescriptionsofpersons，things，eVentS，affections，1andscapesandsoon．  
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