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タンギー・ヴィエル『お呼ばれ⼥』 
Tanguy Viel, La Fille quʼon appelle 

（Éditions de Minuit, 176p.） 
 
 
作者について 
 作者タンギー・ヴィエルは 1973 年 12 ⽉ 27 ⽇、ブルターニュ半島⻄端の港湾都市ブレス
トに⽣まれた。その後、ブールジュ、トゥール、ナントとフランス各地に移り住み、現在は
オルレアンの近くに居住している。1998 年に⼩説家としてデビューしたのち、2003 年から
2004 年にかけては、若⼿芸術家のための育成・奨励機関として⻑い歴史をもつローマのヴ
ィラ・メディチ（メディチ荘）に滞在することを許されている。 
 デビュー以来のほぼ全ての⼩説の出版を⼿がけているミニュイ社は、もともとはナチス・
ドイツの占領下で設⽴された地下出版社で、戦後、サミュエル・ベケットやアラン・ロブ=
グリエを含む多くの新しい才能を世に出したことでも知られる（近年のゴンクール賞受賞
者のなかでは、ジャン・エシュノーズやマリー・ンディアイが作品の⼤部分をミニュイ社か
ら出版している）。2001 年、『かくも完全なる犯罪』（L̓ Absolue perfection du crime（未訳））
で「若い才能のための⽂学賞」および（やはり若⼿作家に贈られる）「フェネオン賞」を受
賞、2017 年の『刑法第 353 条』（Article 353 du code pénal（未訳））では「RTL ラジオ局と
『リール』誌が選ぶ⽂学作品」グランプリと「アキテーヌ地域圏フランソワ・モーリアック
賞」を受賞した。本作（La fille quʼon appelle）は彼の最新作で、2021 年 9 ⽉ 2 ⽇に刊⾏さ
れた。 
 「フィルム・ノワール」の影響を受けており、犯罪⼩説のような筋⽴てと映画の⼿法を取
り⼊れた表現が特徴的である。よく引き合いに出される映画監督はクロード・シャブロルだ
が、ヒッチコックについての著作もある（『たとえばヒッチコックなど』Hitchcock, par 
exemple、フローラン・シャヴエとの共著、2010 年（未訳））。しかし、犯罪が扱われる場合
も、家族の問題は⼀貫してヴィエルの重要なテーマである。また、⼩説の舞台にしばしば⽣
まれ故郷のブルターニュ地⽅の都市が選ばれ、海辺の⾵景が描かれることも特筆すべきだ
ろう。昨年テレビドラマ化された『パリ・ブレスト』（Paris-Brest、2009 年（未訳））も、そ
うした諸々の要素からなる作品である。本作もまた然り。 
 
 
タイトルについて 
 タイトルの La Fille quʼon appelle は、直訳すれば「誰かが呼ぶ娘」となるだろうが、こ
れは「お⾦で買われる」若い⼥性のこと。作中ではローラという⼈物が、ある事情からこの
仕事に従事することになる。そのことについて警官に話さざるを得なくなった彼⼥が、なか
ば捨て鉢な気分で Call-girl をフランス語に⾔い換えたのが、この表現である。 
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主な登場⼈物 
- ローラ・ル・コル（Laura Le Corre） 

20 歳の⼥性。⽗と暮らすため故郷に戻ってくる。以前、下着のモデルをしていたことが
ある。 

 
- マクシム・ル・コル（Maxime Le Corre）通称マックス 

ローラの⽗。元ボクサーで、2002 年のライト・ヘビー級フランスチャンピオン。現在は
市⻑の運転⼿をしている。 

 
- カンタン・ル・バール（Quentin Le Bars） 

48 歳の市⻑。マックスの「復帰試合」のお膳⽴てをする。物語の途中で海洋⼤⾂に出世
する。 

 
- フランク・ベレック（Franck Bellec） 

マックスの元マネージャーで、現在は地元カジノの経営者。マックスを栄光へと導いたグ
ローヴを飾っている。 

 
- エレーヌ・ベレック（Hélène Bellec） 

フランクの妹で、マックスがチャンピオンだった頃の愛⼈。現在はフランクの裏の仕事を
⼿伝っている。 

 
- ⼆⼈の警官 
 ル・バールに対するローラの告発の聞き役。 
 
 
物語の舞台（冒頭部分の⽇本語訳） 
 物語の舞台は、ブルターニュ地⽅の名前のない架空の都市だが、おそらくサン・マロと思
われる。作品の冒頭部分（試訳）を⾒てみよう。 
 

 その朝、あなたはどういう服装をしているのかと彼⼥に尋ねる⼈はいなかったが、彼⼥
がどうしてもはっきりさせておきたかったのは、⽩いバスケットシューズのほかに⾝に
つけるべきものなど持っていないということだった。しかし、こんなときどんなドレスな
いしジーンズがふさわしいのかわからず、それは唇を覆う鮮やかな⼝紅についても同様
なのだが、彼⼥は明け⽅からそのことを考えていた。旧市街の中⼼には歩⾏者専⽤の⼤き
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な広場がある。そのなかの「ユニヴェール」のテラスに、彼⼥は腰かけていた。彼⼥のう
しろには⽯造りの壁があり、その上のほうにはやけに⼤きな字で「市庁舎」と書かれてい
る、そのさらに上には三⾊旗があり、まどろむ衛兵のように⽣ぬるい⾵に憩っていた。ま
もなく彼⼥は広々とした⾞寄せを乗り越え、城へと続く⽯畳みの中庭を横切ってゆくだ
ろう。それは昔じっさいに城だったものがずいぶん前に市役所に変わったのだが、彼⼥に
⾔わせればどちらでも同じことだった。これから市⻑に会うにせよ、村の領主に会うにせ
よ、彼⼥の頭のなかでは違いはなかった。熱に浮かされ、また緊張して、彼⼥はそこに⾜
を踏み⼊れる。その⼤きなホールを横切るのは初めてのことだ。電動式の扉が近づいてい
くとひとりでに開くのを⾒て、彼⼥はほとんどびっくりしてしまう。まるで、⾃分が予想
していたのは低く堀にかかった跳ね橋で、⽤があるのも⿊服を着た警備員に対してでは
なく、鎖かたびらに⾝を包んだ兵⼠に対してなのだと⾔わんばかりに。この街では、もの
ごとはそんな具合なのだ。何世紀にもわたる歴史が⽯のうえを掠めながら、それを変える
ことはけっしてなかった。海もまた、⼀⽇に⼆度⽯に襲いかかり、⼆度とも諦め、退却す
る。尾を低くした⽝のように打ち負かされて。 

 
 サン・マロは英仏海峡に⾯した古い港町で、⽯造りの建物が⾄るところに残っている。そ
の代表的なものがサン・マロ城で、現在は市庁舎兼歴史博物館として利⽤され、観光名所と
なっている（インターネットの検索サイトで「Saint-Malo, Hôtel de Ville」で検索すると、
ここに描かれた通りの、三⾊旗を掲げた市庁舎の外壁の写真を⾒ることができる）。旧市街
にある歩⾏者専⽤の⼤きな広場は、この地にゆかりのある⽂学者にちなんで「シャトーブリ
アン広場」と呼ばれている。そこには「ユニヴェール」という名前のホテルがあり、ホテル
の前にはテラス席が設けられている。 
 ところで、「彼⼥」はいったい何の⽤事があって市⻑に会いに来たのだろう？ 物語のあ
らすじを説明しておこう。 
 
 
物語のあらすじ 
 この「架空の」港町の市⻑、カンタン・ル・バールは、ひとりの元ボクサーを運転⼿とし
て雇っている。元ボクサーは 2002 年のライトヘビー級のフランスチャンピオンで、名前を
マクシム・ル・コル、通称マックスといった。雇い主である市⻑に、マックスは娘の住居の
世話を頼むことを思いつく。マックスには⼆⼗歳の娘がいて、彼⼥は⽗親のそばで暮らすた
め、かつて出て⾏ったこの町に戻ってきたのだった。彼⼥の名前はローラといった。こうし
て、マックスとローラ、ル・バールによる三つ巴の物語が幕を開ける。 
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◆ 第 1 部 
 ローラが会いに⾏った市⻑は、最初から陰険な意図をもった「プレデター」として登場す
る。ローラとの⾯会のあと、彼⼥に欲望を抱いたル・バールは、ただちに地元カジノの経営
者フランク・ベレックのもとへ赴く。フランクは市⻑の⼿先として、あらゆる汚れ仕事を引
き受けていた。ル・バールはフランクに、ローラをカジノの案内嬢として働かせ、その代わ
りに彼⼥に住む部屋を提供するよう求める。それは、ローラに⾃分相⼿の売春をさせよとい
う命令にほかならなかった。案内嬢とは名ばかりで、ローラに与えられた仕事はコールガー
ル、それも市⻑専⽤のコールガールだった。 
 娘の⾝に何が起きているかを知らずに、マックスはル・バールの運転⼿として彼を定期的
にカジノに送り届ける。間近に控えたボクサーとしての「復帰戦」に気を取られ、マックス
は、ル・バールがカジノに頻繁に通うことに何の疑問も抱かなかった。そんな彼の様⼦を⾒
かねたのが、かつての愛⼈エレーヌだった。マックスはついに真実を直視する。「復帰戦」
前⽇のことだった。 
 
 
◆ 第 2 部 
 試合はマックスの惨敗に終わる。娘の⾒ている前でめった打ちにされ、マックスは意識不
明の状態で病院に運ばれる。やがて意識を取り戻したマックスは、病院のテレビで、ル・バ
ールが海洋⼤⾂となったことを知る。それはル・バールが⾃分たち⽗娘を⾒捨てたことを意
味していた。マックスの再起は絶望的で、運転⼿としても⽤済みだった。突然、職を失った
⽗親のために、ローラはル・バールの歓⼼を得ようとする。「次はいつ会える？」とローラ
はル・バールに尋ねる。ローラは⼼ならずも追う側となり、「カンタン」というプレノン（フ
ァーストネーム）でル・バールに呼びかけるが、ル・バールはそんな彼⼥を冷たくあしらう。 
 辱めを受けたローラは、ル・バールによる「弱者の濫⽤」すなわち⽴場を利⽤した性的搾
取を警察に告発する。だが、ル・バールによる情報操作もあり（以前下着のモデルをしてい
たことが彼⼥の不利にはたらく）、彼⼥の告発は売春婦の作り話として黙殺される。マック
スはフランクのもとからグローヴを取り戻し、ル・バールが報道機関を前にして公的な⾏事
に携わる港へと向かうのだった……。 
 
 
語りの特徴：構造および⼈称 
 概略、上に述べた順序で出来事は⽣起するのだが、このような出来事の連なりは、⼩説の
語りの構造において、ル・バールを告発するローラが⾃分の⾝に起きたことを逐⼀報告する
語りと、最初から切り離すことができない。ローラの告発は⼀連の出来事の結果として⽣じ
ているのだが、その語りはさきに⾒た冒頭部分からすでに始まっている。出来事はじっさい
に起きた順序で提⽰されはするものの、「本当にそうだったのか」「なぜそうなったのか」と
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いう警官の質問にローラが答えようとするなかで、遡及的な（つまり、未来の時点から過去
へと向かう）視線を必然的に纏いつかせ、その輪郭をかえって曖昧にしていく。 
 それだけではない。ローラの語りは、直截に名指すことがためらわれるような事柄に触れ
るたびに、苦し紛れの⾔い訳や⾔い換え（たとえば「コールガール」を「お呼ばれ⼥」とい
うような）、⾔い直し、あるいは故意の⾔い落としまでを余儀なくされ、決して単線的に展
開していくことがない。この⼩説を読む私たちが物語の「あらすじ」を淀みなく説明できて
しまうのも、ローラが囚われている語りの場に充満した権⼒性から、私たちは⾃由でいられ
るからだろう。彼⼥は傷つきながらでしか語ることができない。だからこそ、その語りには
（⽗親譲りの）「尊⼤さと脆さ」とが、同時に表れてくるのである。 
 もうひとつ、語りの⼈称の問題も、ぜひとも取り上げておかなくてはならない。これまで
タンギー・ヴィエルの⼩説はすべて⼀⼈称で書かれてきたが、この⼩説は三⼈称の語りを採
⽤している。そのことは、この⼩説の語りが外⾯的なものに終始することを意味しているわ
けではない。むしろ、⾃由に移動する視点は、おのおのの⼈物に寄り添うことによって、そ
の内⾯を鮮やかに描き出している。読み進めるにつれてそうした三⼈称の語りのリズムに
なじんでいく私たちの不意を突くようにして、「私はあのとき……」と語り出すローラの声
が差し挟まれる（同じ段落のなかで三⼈称の語りと⼀⼈称の語りが意図的に混交される）。
こういったところに、この⼩説家に、映画におけるヌーヴェル・ヴァーグが与えた影響を⾒
てとることも、できるかもしれない。 
 以上のことからわかるように、この⼩説の語りの構造は、登場⼈物の⼼理を反映してかな
り複雑なものとなっており、その複雑さは、⽂体の次元では、いくつもの節を連結しながら
ピリオドを延々と先送りにする⽂の形として現れる。そのためヴィエルのテクストを⽇本
語に訳すのはそう容易なことではないが、そこにあるのは、かならずしもいたずらな難解さ
ではない。この⼩説の語りが、登場⼈物、とりわけローラのもつれあった感情、感覚ないし
反応を、それに巻き込まれながらも詳述し、分析していくのは、彼⼥が犠牲になる「権威の
メカニズム」を解剖するためにほかならない。そこには、社会的な不正義に対する、作者の
静かだが⾟辣な批判が込められている。 
 
 
⼆分する評価：内容について 
 フランスの批評家たちによる評価は、この⼩説に熱烈な賛辞を贈るものと酷評するもの
とに、はっきり⼆分されている。 
  
○ 肯定的な評価 
 批評家たちのある者は、若い⼥性が「プレデター」の毒⽛にかかる状況の描写に、作者の
⽂学的かつ社会的な鋭さを⾒てとっている。近年、「ミートゥー（#MeToo）」の運動が世界
的な広がりを⾒せているが、こうした批評家は、この⼩説を「ポスト・ミートゥー」の社会
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的寓話と位置づけているようである。 
 
× 否定的な評価 
 だが、これと同じ理由から、この⼩説のなかには社会的状況のカリカチュア（戯画）以上
のものが⾒出せないとする批評家たちもいる。しかもそのカリカチュアは、昨今なされてい
る議論において流通しているステレオタイプ、すなわち、反エリート主義的な⾔説、「プレ
デター」のひとことで⽚付けられる男性、つねに「犠牲者」として表象される⼥性、等々に
みごとに合致しているではないか、というのである。 
 
 
⼆分する評価：⽂体について 
 こうした⼆極化は、⽂体についての評価にも⾒られる。この⼩説のテクストは、同じ作者
のこれまでの作品以上に、「螺旋を描くような」⻑々とした⽂の果てしない連なりからなっ
ている（それゆえ、繰り返しになるが、訳しにくい）。その⽂章はイメージと対⽐に富んで
おり、そうしたイメージや対⽐が、⽂の内部でそれ⾃⾝の⽣命をもって独⾃の「物語」を展
開していくこともある。それは紛れもなく作者の教養のなせるわざだが、テクストのこのよ
うな特徴が、ミニュイ社から出版される⼩説としてはやや例外的なものと⾒なされている
ようであることも、付け加えておこう。 
 
○ 肯定的な評価 
 この作品に好意的な批評家たちは、こうした⽂体を、ことばの可能性の⼤胆な探究と捉え
ている。前節の「語りの特徴」で⾒たように、この⼩説の語りは、登場⼈物の⼼理のもつれ
をなかば体現するように跡づけながら進⾏していくのだが、そうした語りが⽂体に要請す
る緩やかなリズムのなかにあっても、出来事の展開が断ち切られていないことを、これらの
批評家たちは⾼く評価している。 
 
× 否定的な評価 
 その⼀⽅で、この⼩説のテクストを形作っている「螺旋状」ないし「渦巻状」の⽂、修辞
学では「総合⽂」と呼ばれているようだが、そうした⽂を、⽂体上の「後退」と切って捨て
る批評家たちもいる。この⽴場からは「過剰に書き込まれた」と断罪されるこの⼩説の⽂体
は、「⽂学的な⾔語とはこのようなものだ」という、時代遅れの幻想の産物である、という
ことになる。 
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⽇本語訳（ローラが初めて市⻑の執務室を訪ねる場⾯） 
 この⼆分した評価を、私たちはどのように参考にすればよいのだろうか？ もちろん、テ
クストを読んで、たしかめてみるしかない。以下に⽰すのは、「いまだにアンシャン・レジ
ームが続いている」かのような市⻑の執務室で、ローラがル・バールの下⼼を察知する場⾯
である。 
 

 彼は⾃分が話していることにも彼⼥に対する返事にも、ひとしく興味を失っていた。ひ
とつひとつのことばは、彼がこの状況下で彼⼥より⾼い位置に⾝を置くことを可能にし
ているこの時間を、ただ埋めるためにあるにすぎなかった̶̶ほどなくして、彼⼥はそれ
を察した。それは少なくとも、彼⼥のうちを掠めるという以上の理解であり、彼が頭のな
かで何か別のことを考えているのがわかったのだ。この遅々として進まぬ⼀秒ごとに、彼
はまるで、地震計をポケットにしのばせて、彼⼥が発する揺れを計測すべく、静かに、と
ても静かに、やがて震源と呼ばれることになるものへと近づいていくようでもある、その
ときに̶̶といって、まだ地震は起きておらず、今のところは、⽬に⾒えないプレートの
動きが互いに包摂し合いながら、ただひとつの彼の欲望に突き動かされたこのマグマの
うえを滑っているだけだったけれど。やがて、地殻構造に突如として衝撃が⾛る、ちょう
どそんなふうに、彼⼥は⾃分の⼿のうえに彼の⼿が重ねられるのを感じた。そのとき彼は
こう⾔った。「きみの⼒になれるよう、できるだけのことをしてあげよう」 

 
 
最後に 
 この⼩説を特徴づけているのは、⼩説は社会の問題と無縁ではないという作者の信念で
あり、今⽇のフランス⽂学にも、私たちの社会を蝕む悪について考え、場合によっては何ら
かの処⽅箋を提⽰しようとする（もちろん今に始まったわけではない）傾向が⾒られる。た
だし、この点をどう考えるにせよ、語りの構造や⽂体など、ことばを素材とする作品として
のこの⼩説の完成度を無視することはできない。いくらかアイロニーを込めて昔ながらの
悲劇の作法を持ち出してみせながら、⽗親のリングへの復帰と、社会的不正義に対する娘の
告発という、敗北のあきらかな⼆つの物語（寄せては返す波が⽯を傷つけることはない）を
複雑に縒り合わせる語りの⽷が、作者ヴィエルのたしかな⼿腕の賜物である点は、最後に強
調しておきたい。 

（ジャック・レヴィ／篠原学） 


