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作者アンヌ・ベレストについて 
 アンヌ・ベレストは 1979 年パリ生まれの女流小説家で、現在 42 歳。バロック演劇を

テーマとした博士論文をソルボンヌ大学に提出したのち、劇作家としてキャリアを始め、近年

はドラマの脚本家としても成功を収めている。2019 年に日独共同テレビ局 Arte で放映され、話

題となった連続テレビドラマ Mytho（郊外に住む大家族を描いたファミリー・ドラマ）では、制

作と脚本を担当し、Netflix でも放映された。 

 処女作 La fille de son père で 2010 年に小説家としてデビューした後、『悲しみ

よ、こんにちは』の作者、故フランソワーズ・サガンの息子から依頼を受けて、サガンの人生

を描いた Sagan 1954（2014）や、妹で小説家のクレール・ベレストとともに母方の曽祖母ガブ

リエル・ビュッフェ＝ピカビアに光を当てた Gabriële(2017)など、女性の人生に光を当てた伝

記や小説が多い（本作も女性の人生――しかも四世代に渡って――をテーマとしたものだ）。

今までにも国内の文学賞を受賞しているが、主要文学賞の候補になるのは初めて。ベレスト六

作目の小説となる本作は、ゴンクール賞以外にも「ルノドー賞」と「フェミナ賞」の候補にも

挙がっている。刊行されるとともに話題となり、売れ行きも好調という。 

 

『絵葉書』の表紙 

 

『絵葉書』のストーリー 

 物語は過去と現在というふたつの時間を往還しながら展開される。小説の始まりは

2003 年 1 月。女性主人公が実家の郵便箱を開くと、年賀状の束に混じって差出人のない絵葉書

が一枚届いていた。絵葉書の裏はパリのオペラ座の写真、そして表面には四人の人物の名前が



書かれていた。1942 年にアウシュヴィッツで亡くなった母方の曽祖父母、そして大叔父、そし

て大叔母の名前だった。 

 この出来事から 16 年後、誰がどんな理由で絵葉書を書き送ったかを知るため、主人公

は母の助けを得て調査に乗り出す。それはおよそ百年の歴史を遡って、主人公の家族であるラ

ヴィノヴィッチ家の物語――一家がロシアを離れ、ラトビアとパレスチナを経由してパリにた

どり着くまでのいきさつ――をたどり直す旅でもあり、二十世紀の混乱期から現代フランス社

会にいたるまでのユダヤ民族に対する迫害や差別の歴史をたどることでもあった。 

表紙の帯には物語に登場する絵葉書の表面の写真が印刷されており、小説の物語が実際

の絵葉書を元に創作されていることがうかがえる。以下は物語に登場する人物を家系図にしたも

の。 

 

主人公の母方の一族 Rabinovitch 家の家系図 

 

    Vicente（祖父） 

（Picabia） 

       ｜________Lélia（母）_____Anne（主人公）_____Clara（娘） 

Nachman__Ephraïm（曽祖父） Myriam （祖母）    Claire（妹） 

Esther       ｜_______________ Noémie（大叔母） 

Emma｜      Jacques（Itzhaak,大叔父） 

  (Wolf)（曽祖母） 

 

父方の一族 Picabia 家の家系図 

 

Francis（曽祖父）______Vicente（祖父） 

Gabriële（曽祖母）     Jeanine（祖父の姉） 

(Buffet) 

 

＊絵葉書の謎をめぐって始まるストーリー 

家系図の中の赤字で記した四つの名前が、絵葉書に名前の書かれていた人物。一家の唯一の生き

残りであるミリアムは、主人公アンヌの祖母に当たり、レリアの母。 

この絵葉書が 2003 年 1 月 6日の朝、レリアの家の郵便箱に年賀状の束とともに届く。 

宛名の M. Bouveris は主人公の祖母ミリアムの再婚相手の苗字であるが、M.が Monsieur（ブヴリ

氏）を指すのか、Mで始まる名前の省略なのかは不明。 

絵葉書の裏はパリのオペラ座を写した写真で、消印からしてルーヴル宮近くの本局から投函され

たらしい。 

切手はなぜか逆向きに貼られている（何かの暗号？）。 

 

2003 年 1 月当時、ミリアムを含め、先夫のヴィチェンテ・ピカビアも再婚相手のイヴ・ブヴリも

すでにこの世の人ではなかった。一体誰が、誰に宛てて、何のために、どんな目的でこの絵葉書

を書き送ったのか。絵葉書の謎をめぐって物語は走り始める（プロローグ）。 

 

 

本書の特徴 

全 512 ページの本書は、冒頭６ページの短いプロローグ（謎の絵葉書が届く場面）に続く

四部から構成される。絵葉書に名前の記されていた四人の人物（エフライム、エンマ、ノエミ、

ジャック）のたどった物語は、第一部で終結している（四人の死）。つまり絶滅収容所にいたる

までの一家の悲劇をめぐる語りは、第一部のみで完結しているのだ。そこから、続く三部の内容、

あるいはこの残り三部と第一部のあいだの関係性の中に、すでに世に出ているたくさんの収容所

送りの物語とは異なる本作の独創性を探ることができる。 

 各部（Livre）はそれぞれ比較的短い章（Chapitre）が連なって構成されており、各章は

映画でいうシークエンスに近い。また、対話部分が多い点（直接話法）、二つの時空間（過去／



現在）の交差、視点の揺れ（語り手はアンヌであるが、視点は場面ごとに変わる）など、小説の

形態を取りながらも、映画的な手法が本作には多く取り入れられている。心理描写はほとんど存

在せず、ほぼすべての場面が現在形で語られている。語りを単調にする危険があるとはいえ、こ

うした「語りの現在」は臨場感を生み出すのに一躍買っているともいえる。 

 祖先の運命を語った第一部（収容所で最期を迎えたエフライム、エンマ、ノエミ、ジャ

ックの物語）と、第四部（ラビノヴィッチ家の生存者ミリアムの物語）には多くの紙幅が割かれ、

一族の運命と、それを取り巻くさまざまな歴史事件や逸話を随所に散りばめたロマネスクな部分

をなしている。第二部と第三部では、ラビノヴィッチの末裔である主人公アンヌと母親のレリア、

アンヌの娘クララの人生とその環境をとおして、アウシヴィッツを経たのちに「こんにちユダヤ

人であること」の意味が問われる。 

 大著ではあるが、文体はいたってシンプル。ほとんどの文章は「主語／動詞／目的語」

の構文からなり、難しい単語や隠喩、修辞もほぼなく、すらすらと読める。 
 

 

本書の構成（プロローグに続いて）： 

第一部：「約束の地」（全 31 章） 

絵葉書が届いてから 16 年後、家族の痕跡を長年集め続けていた母親のレリアに助けを求

め、アンヌは謎の解明に乗り出す。こうして曽祖父エフライムの代にまで遡って、絵葉書の四人

が死を迎えるまでの時間が再構築される。 

1894 年ロシアに生まれたエフライム・ラビノビッチは、裕福な商人である両親のもと、ひ

たすら自由と革命を信じる若者に育った。当時のロシアは、革命の機運の高まりとともに反ユダ

ヤ主義の空気が再燃していた。家長ナクマン・ラビノヴィッチは、1919 年の過越祭に親族全員を

別荘に招き、一族離散を宣言する。エフライムの両親であるナクマンと妻のエステルは、ヨーロ

ッパで築いた地位を捨ててパレスチナへの移住を決意する。息子たちは両親の忠告を聞こうとせ

ず、ヨーロッパにとどまることを決める（エフライムの弟エマヌエルはパリに渡り、俳優となっ

てジャン・ルノワールの映画に出演するだろう）。技師でもあったエフライムは、新妻のエンマ

とともにモスクワを離れ、当時、独立を果たしたばかりのラトビアのリガに渡る（1919 年に長女

ミリアムが生まれる。妹のノエミは 1923 年、弟のジャックは 1925 年に生まれる）。リガでキャ

ビア工場を作り、財をなしたエフライムの家族はいっときの平穏を得るものの、住民の嫌がらせ

に合い財産を失ってしまう。結局、数年でリガを離れ、ナクマンとミリアムの待つパレスチナに

向かう。 

だが、パレスチナでの生活はエフライムにとって想像以上に辛いものだった。厳しい風土

に追い詰められながらも、貧しく果てる運命を拒むエフライムは、家族とともにヨーロッパに戻

ることを夢想し、1929 年、一家はパリに移住する。パリで技術者としての真価を発揮することの

できたエフライムは徐々に財を蓄え、起業家になる。娘たちも学校で優秀な成績をおさめ、一家

は順風満帆にみえた。唯一の気がかりは、パリに移住して十年以上経ってもまだフランスに帰化

できないことだった。同じ頃、ドイツ国会議事堂放火事件や、隣国諸国で高まるユダヤ人迫害の

噂を小耳に挟むものの、「フランス人になる」夢に必死だったエフライムは、小さな噂を無視し

て過ごす（1933 年、ナチスはドイツで事実上の独裁体制に入る）。 

いつまでたってもフランス国籍を取得できないことに焦りを感じ始めたエフライムは、名

前を変え、身なりも変えて、ユダヤ人の友人と関係を絶つことでフランス社会に同化しようとす

るものの、一家を取り巻く状況はどんどん悪化していく。一家はそれまでに幾度となく危険の兆

候を察知し、友人からの忠告を受けてはいたものの、それらを見逃し、受け流していた。（1940

年にはついにドイツがフランスを占領し、ヴィシー政権が置かれるが、そのたった数ヶ月のあい

だに立て続けに「ユダヤ人の社会的地位」に関する勅令が出される。）気がつけば移動の自由を

奪われ、財産を没収され、身動きの取れない状態となっていた。最初に「ドイツへの労働奉仕」

に駆り出されたのは子供たちだった。当時ノエミは 19 歳、ジャックは 16 歳だった。1941 年にフ

ランス人と結婚した長女のミリアムは、「ユダヤ人リスト」から「パリ市民リスト」に異動され

ていたため、妹たちと運命をともにすることはなかった。子供たちが召喚された数ヶ月後には、

両親も同じようにフランス国内の収容所（ペティヴィエ、ドランシー）を経由してアウシュヴィ

ッツに運ばれ、そのまますぐガス室に送られた。 



 両親の家での逮捕を辛くも逃れたとはいえ、危険の差し迫っていたミリアムに救いの手

を差し伸べたのは、夫のヴィチェンテとその姉のジャニーヌだった。ダダの画家として有名なフ

ランシス・ピカビアを父に持つヴィチェンテとジャニーヌは、ともにレジスタンス（対独抵抗運

動）で働いていた。とくに姉のジャニーヌは組織の中心的存在で、のちにロンドンに渡り、ド・

ゴールとも協働する人物だ。ジャニーヌは母ガブリエルの協力を得て、親族の結婚式を装い、ミ

リアムと画家ハンス・アルプを自動車のトランクの中に隠し、偽の許可書を使って「自由地域」

であるフランス南部へと逃亡者を送り届けることに成功する。アルプはユダヤ人ではなかったが、

危険思想の持ち主としてマークされていた。ガブリエルはユダヤ人芸術家や「退廃芸術」の烙印

を押された人々に資金援助をし、逃亡を助けていた（芸術家のマルセル・デュシャンらがアメリ

カから資金援助をしていた）。 

 （自由地域に送り届けられたミリアムがひとり残される場面で第一部は幕を閉じる）。 

 

第二部「シナコーグをもたないひとりのユダヤ人の子供の回想」（全 13 章） 

 第二部は、アンヌの娘クララが学校で差別発言を受ける場面から始まる。この出来事は

16 年前に届いた絵葉書をアンヌに思い出させ、調査に乗り出す決意をさせたものだった。 

 そもそも 1960 年の五月革命世代の両親に育てられたアンヌにとって、自分がユダヤ人

であるという自覚はなかった。故意にではないにせよ、ユダヤ文化をほとんど知らずに育った彼

女にとって、先祖の過去を調べることは、パンドラの筐を開ける行為にも等しかったのだ。折し

も、アンヌの恋人がユダヤ教信者であることも、彼女自身のユダヤ性（「ユダヤ人ではあるけれ

ども、ユダヤの文化をほとんど知らない自分」）と向き合うきっかけとなる。第二部では、アン

ヌがみずからの過去を振り返る筋書きと並行して、絵葉書の謎をめぐる調査が進んでいく。調査

の場面はパロディー的要素も多く、面白く読める（『タンタンの冒険』に登場する由緒あるパリ

の探偵事務所や、奇妙な名の筆跡鑑定家の登場もさることながら、レリアとアンヌの掛け合いが

ホームズとワトソンを彷彿とさせる）。たくさんの仮説が提示されるものの、どれも正しい答え

に導いてくれない。作家にとっては、戦後のユダヤ人をめぐる状況を想起する機会でもあり（た

とえばジュッペ政権下の 1997 年に設置された、戦時中不当に没収されたユダヤ人の財産につい

て調査する「マッテリ調査会」など）、主人公にとっては、同じユダヤ人としてそれまで見えな

い苦労を重ねていた母レリアについて知るきっかけともなる。 

 

第三部「名前」（全１章） 

 章づけのないたった一章からなる第三部は、アンヌと妹クレールとのあいだのメールの

やりとりで構成される短いパートである。ともに小説家である姉妹は、リベラルな環境に育ちな

がらも、祖母ミリアムとその妹ノエミ（ノエミは小説家になることを夢見ながら収容所で夭折し、

ミリアムは小説の草稿を残していた）に自分たちを重ね合わせていた。 

 

第四部「ミリアム」（全 43 章） 

 本書を閉じるこの最終部は、第一部で中断されていたミリアムのその後を物語る。ラビ

ノヴィッチ一家との連絡が途絶えたまま、フランス南部で潜伏生活を続けるミリアムと、妻の元

とパリを（偽の通行証で）行き来する夫ヴィチェンテの奇妙な夫婦生活が描かれる。ラビノヴィ

ッチ一家をもとにユダヤ人の運命を語る第一部とは対照的に、第四部では主人公の祖父方の一家

に焦点が当てられる。芸術家のミューズだったミリアムの義母ガブリエルとその子供たち（ヴィ

チェンテとジャニーヌ）は、戦時中、危険を冒して抵抗運動を行なっていた。彼らが運動家にな

った顛末が描かれると同時に、小説の舞台がパリからフランス南部に移ったことによって、この

地域を舞台として激しい抵抗運動を行なったレジスタンたちの姿も描写される（詩人のルネ・シ

ャールと、彼の率いた対独戦線の様子など）。祖国を守ろうとする人々を描いたこの第四部は、

消極的といえどもナチスのユダヤ人政策に協力したフランス人像を描いた第一部をある意味、補

完するパートでもあり、作家にとってはスパイ小説さながらに（コード・ネームやミッションな

ど）物語を進行する理由づけともなっている。先のルネ・シャールのほかにも、機密文書を翻訳

し、小説『モロイ』のページに紛らせて運んだサミュエル・ベケット（コード・ネーム「サムソ

ン」）の挿話など、芸術家や作家などの戦時中の活動を知る機会にもなっている。ほかにも、ヴ

ィチェンテの逮捕と投獄や、ミリアムのレジスタンス活動、彼女が匿うことになった若いユダヤ



人イヴ・ブヴリと夫ヴィチェンテを交えた奇妙な三角関係、ヴィチェンテの自死、レリアの誕生、

ミリアムのイヴとの再婚などが語られ、最後に絵葉書の謎が明かされる。 

 
 
本書のセールスポイント： 

 フランス系ユダヤ人の家族の日常が一世紀に渡って語られる点。たとえばハヌカー

（光の祭り）、ペサハー（過越際）、スコット（仮庵祭）、キプルー（贖罪の日）など子供た

ちの一年を彩る典礼の儀式、あるいは服飾や食生活など、ユダヤ人の日常をめぐる描写は、政

教分離が当たり前の二十一世紀初頭にまでいたる。ユダヤ文化をめぐる展望は興味深く、日本

人学生にとってもわかりやすい。 

 絵葉書の謎をめぐる母娘の調査はサスペンス的な意味合いで面白い。また、調査とい

うプロットをたどるうちに、フランスでのユダヤ人の歴史が自然にわかるような仕掛けにもな

っている。たとえば、どうやってエフライム・ラビノヴィッチがウージェーヌ・リヴォッシュ

になったのか、あるいはヴィシー政権がどうやって社会からユダヤ人たちを法的（反ユダヤ的

な条例の発令）、象徴的（黄色いユダヤの星の流布）、文化的（映画『夜と霧』の検閲や、反

ユダヤ主義的な展覧会「フランスとユダヤ人」の開催）に抹消しようとしたかなど、ときに悲

痛なトーンで想起される。 

 こうした内容はすでによく知られたもので、それ自体はなんら新たな展望を与えるも

のではないが、うまくまとまっているので日本人学生にとっては興味深く読めるし、フランス

史のおさらいにもなる。また、今でも根強い反ユダヤ主義など、現在フランス社会の政治的文

脈を知るうえでも役立つ。 

 

 

マイナスポイント： 

 現代フランス社会で今もはびこる反ユダヤ主義的な問題をめぐる影響関係を描き出す

点において、現在と過去の往還には説得力があるものの、物語の筋立てが大雑把なのが気にな

る。たとえば写真や（架空の）手紙の一部分、詩、ノートの中身、歴史書や歴史的証言、祖母

の「持ち物の中にあった原稿の下書き」などのアーカイブ資料が物語の中に散りばめられてい

るが、これらは毎回、語り手の発言を援用するために便利に利用されている。たとえば 

「―見て、レリアは私に言った。あなたに見せたい写真があるの」p.40 

「―この写真を見て、レリアは私に言った。あの夏に撮られたのね」p.53 

「―この手紙を見て」p.118、など、同じ手法が反復され、くどくどしい印象を与える。 

 文体のシンプルさには利点もあり、単純で飾り気なく語られた物語はある種の読者に

とっては魅力でもあるが、弱点があるのも否めない。たとえば、各章は短く、多くの場合 3〜4

頁程度しかない。悪く言えば、退屈する暇がない分、テーマを深める余裕もないということ

だ。息もつかぬスピードで進む語りに対して、表層的な物語という印象をもつ読者もいるだろ

う。たとえば、ルネ・シャール（詩人）、サミュエル・ベケット（小説家）、ジェルメーヌ・

ティヨン（レジスタンスで民族学者）といった名が想起されるものの、読者の期待を裏切るよ

うな形での短い言及にとどまっている。また、本書のシンプルさは、ときとして埋めることの

できない貧弱さにもつながる。たとえば「彼女は私の母と同じ月のように丸い顔をしていた」

p.34 や、「煙草の巻き紙のように薄っぺらい日本の紙」p.45 という文章にみられるように、作

家が比喩表現を用いるとき、目も当てられない凡庸さがときにあらわになる。それ以上に深刻

なのは、この「楽ちんな読書」がときとしてすこぶる残酷にみずからの限界を露呈してしまう

ことだ。たとえば、ガス室での絶滅の場面が描かれた箇所では、その場面がそれ以外の場面と

まったく同等に描かれている点など（調子をまったく変えることなしに、むしろ語りのスピー

ドを上げてさらりと書かれている）。 

 ユダヤ人へのジェノサイドをめぐる語りとその記憶は、フランス現代文学においても

健在なテーマだ。知性と文体の観点からみてもっとも優れたジョルジュ・ぺレックやロベー

ル・アンテルム、そしてパトリック・モディアノに後続する作品として評価した場合、アン

ヌ・ベレストの作品が十分な力を持つようにはみえない。 

 



 

小説の抜粋（小説末尾近くで、主人公アンヌが物語全体を振り返る箇所） 

 「ときに私自身が実際に体験したように感じるか、追体験すべきものとして細胞の中

に刻み込まれた、極度の危険についての記憶が私にはある。私にとって死はつねに差し迫った

ものに思える。自分は餌食だという感覚がある。時々、ある種の終焉に繋がれているような気

もする。必死になって歴史書を読み漁りはするものの、私が探しているものはといえば、誰も

私に語ってくれない歴史なのだ。読書への欲求が私にはある、飽かず、消えることのな

い・・。私の知識欲には終わりがない。自分をよそものと感じることもある。他の人たちが見

ない場所に壁を感じてしまうのだ。私自身の家族についての思いを、ジェノサイドという神話

的な基準に一致させることなど不可能だ。そうとはいえ、こうした困難がまさに私という人間

を作り上げているのだ。それが私を規定している。40 年近くの間、私は自分の姿形に似た一枚

の素描を描こうとして、どうにも描けないでいた。けれど今、私はページの上にばらばらに並

んだ断片たちが織りなす星座のすべての点を結びつけることができる。そして、そこにひとつ

のシルエット、私自身の姿を投影することのできるシルエットが浮かび上がる。そう、私は生

き延びた人々の娘であり、その孫なのだ。」 

 

（紹介：ミカエル・フェリエ／小川美登里） 

  



 


