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アニエス・ドザルト『永遠の婚約者』 
Agnès DESARTHE, Lʼéternel fiancé 

（LʼOlivier, 256p.） 
 

著者について 
アニエス・ドザルトは 1966 年パリで、フランスの著名な⼩児科医アルド・ナウリの娘と

して⽣まれた。⽗親のアルド・ナウリは、⽇本語には翻訳されていないものの、専⾨である
親⼦関係に関する本をこれまでに何冊も出版し、成功を収めている。 

英語の教授資格を取得し、英⽂学の翻訳家として出発したアニエスは、やがて⾃分でも⼦
ども向けや若者向けの⼩説を書くようになり、主にエコール・デ・ロワジール社から現在ま
でに三⼗冊以上を発表している。それと並⾏して執筆を始めた⼀般向けの⼩説は、これまで
に⼗⼆冊を数え、1996 年には「リーヴル・アンテル賞」（受賞作は Un secret sans importance
（未訳））を、2010 年には「⾼校⽣によるルノードー賞」（受賞作は Dans la nuit brune（未
訳））を、2015 年には「ル・モンド⽂学賞」（受賞作は Ce cœur changeant（未訳））をそれ
ぞれ受賞している（それ以外にも受賞歴はあり）。現在でも英⽂学の翻訳の仕事を続けてい
るほか、エッセイや戯曲、歌の作詞なども⼿がけている。 

2021 年 10 ⽉現在 55 歳。私⽣活では、映画監督・映画作家であるダント・ドザルトと結
婚し、⼆⼈のあいだには四⼈の⼦どもがいる。 
 

『永遠の婚約者』裏表紙より 
⼈⽣は何に似ているだろう？ 語り⼿の⼥性にとってそれは、たとえば、幼稚園の⾳楽の

時間に⼆⼈の四歳の⼦どものあいだで交わされた愛の告⽩に。あるいは、それから何年も経
った真冬のパリのある通りでの⼆⼈の再会に。もしかすると、⼈によっては、アクロバティ
ックなロックンロールや、⺟親の死、現代アートの展⽰会、冗談めかした結婚、⽥舎の夏の
⼀⽇、ジゴロの秘密の⽣活なんかを思い浮かべるかもしれない。これらの場⾯は──いや、
それ以外の場⾯も──ある⼈⽣の瞬間を切り取ったイメージで、切り取られなければ忘れ
去られる運命にあったはずだ。書かれなかったものはいずれ消え去るのだから。 
忘却を回避すること。それこそが、旺盛な活⼒で書かれたこの⼩説が持つ意味の⼀つであ

るように思われる──転落と跳躍を、挫折と成功を、憂鬱と⾼揚を交互に繰り返すこの⼩説
の。［……］ 
 

物語の核となる出来事 
プロローグで語られるのは、四歳の少⼥が体験した運命の出会い。彼⼥は幼稚園の⾏事で、
市役所内にある結婚式⽤の部屋（salle de mariage）で開かれたクリスマスのコンサートに参
加する。コンサートが始まり、楽器が演奏されている最中、⼥の⼦の前の席に座っていた別
の幼稚園の男の⼦が振り返って、彼⼥に好きだと告⽩するのだが、彼⼥はそれを断ってしま
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う（そして、男の⼦は静かに泣いてしまう）。四歳の⼦ども同⼠の他愛のないやりとりでは
あったが──しかも、⼥の⼦は男の⼦を振ったにもかかわらず──、結婚式場という場で、
壮⼤な⾳楽のなかでなされたこの告⽩によって、彼⼥はこの男の⼦を⾃分の婚約者だと信
じる｡この男の⼦こそが､彼⼥にとっての「永遠の婚約者（lʼéternel fiancé）」となるのである。 
 

以後、物語は三部構成。第⼀部からは、プロローグで三⼈称「彼⼥（elle）」で語られてい
た少⼥が⼀⼈称の語り⼿となり、話が進められていく。語り⼿は⾼校に⼊り、卒業し、出会
いや別れを重ねていく。彼⼥は、⾃分⾃⾝の⼈⽣と、彼⼥の家族や親族、出会ったさまざま
な⼈たちの⼈⽣の、いくつもの瞬間を書き留めていく。 
 三部構成の内訳は、第⼀部が九章、第⼆部が三章、第三部が六章。ただし、章に番号は振
られていない。⼩説全体で⼤きな流れはあるものの、話は⾶び、余談のような箇所も多い。
いろいろな⼈物の⼈⽣を切り取るようにして物語が展開していくので、この⼩説に関して
は、各部の流れをまとめることにそれほど意味はないかもしれない。 
 物語を通して軸となるのは、語り⼿と、語り⼿が四歳の時に出会った男の⼦──語り⼿は
彼と⾼校で再会し、彼がエティエンヌ（Étienne）という名前だということを知る──であ
り、⼆⼈はときに接近するものの、多くの場合はすれ違いを繰り返す。 
 

各部の流れ 
（１）第⼀部（全九章） 

語り⼿には⼆⼈の姉妹がいる。姉リズ（Lise）と妹ドーラ（Dora）である。語り⼿が九歳
から⼗五歳にかけて、姉妹三⼈は週に⼆度、⽗親に連れられて⾳楽サロンに通っていた。そ
こで、⽗親を交えた四⼈でカルテットを組んでいたのだ。⽗親は良くも悪くも⾃⼰中⼼的な
⼈物である。そんな⽗親に対して、語り⼿の⺟親はひたすら夫と三⼈の娘に献⾝的である。
⺟親はある時期から⻭科医院の事務職として働くようになる。 

⾼校⽣になった語り⼿は、同じ学年に、四歳の時のクリスマスコンサートで彼⼥に告⽩を
してきた男の⼦がいることに気がつく。彼⼥の「婚約者」である彼の名前はエティエンヌと
いう。しかし、エティエンヌは語り⼿のことをまったく覚えていない。⼆⼈は近くにいるが、
ほとんど⾔葉を交わすこともないまま、⽇々が過ぎていく。 

上の学年には、エティエンヌの兄マルタン（Martin）がいる。マルタンは⼥性にもて、成
績もよく、何かにつけて脚光を浴びるので、エティエンヌはその影にいて、「エティエンヌ」
ではなく、「マルタンの弟」とだけ呼ばれていた。 

そのような⽇々のなか、語り⼿は体調を崩して⼊院してしまう。これがきっかけで、すで
に少しずつばらばらになっていた⽗、姉、妹とのカルテットは終わりを告げ、語り⼿はその
ことに責任を感じてしまう。また、⼊院したことで語り⼿は⾼校を留年し、エティエンヌと
も学年がずれてしまう。退院したとき、語り⼿は、⾃分の⼦ども時代がここで終わったのだ
と感じる。 
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 退院した語り⼿は楽器の個⼈レッスンを受けるようになるが、あるとき、その先⽣の勧め
で顔を出した学校のオーケストラでエティエンヌを⾒かける。語り⼿はエティエンヌが以
前とはどこか変わったことに気がつき、その原因が恋であることを⾒抜く。エティエンヌを
変えたのは、アントニア（Antonia）という⼥性との出会いであった。アントニアは⼀⾒こ
れといった特徴はないが（背は⼤きくもなく⼩さくもなく、髪の⾊や⽬の⾊も記憶に残らな
い、⼝は常に半開き、でもバカっぽくはない）、踊ると⾮凡な才能を発揮する。エティエン
ヌは、アントニアが⽣きることに喜びを感じ、また他者に喜びを与えられる⼈物であること
を知る。彼は彼⼥と出会ったことで、渦に飲まれるように幸福へと導かれていく。 
 他⽅で、語り⼿の家族にも変化が訪れていた。姉のリズは勉強のため家を出てリヨンに⾏
き、ドーラは友達と出かけるのに忙しい。そして、⺟親は勤め先の⻭科医アンリ・タイエブ
（Henri Taïeb）と恋仲になって、突然家族のもとを去る。残された⽗親は、その後、病気が
原因で盲⽬になってしまう（⽗親には、双⼦の姉妹コレット（Colette）とジャクリーヌ
（Jacqueline）がいるが、コレットは早くから盲⽬であり、⽗親も同じ病気になったと思わ
れる）。再婚した⺟親は、新しい夫アンリ・タイエブのもとで、まるで「別の⼥性」のよう
になる。 
 ⾼校を卒業した語り⼿は、ひょんなことからエティエンヌの兄マルタンと再会し、デート
を重ねるようになる。ある⽇のデートで⼆⼈は、芸術関係の学校に進んだエティエンヌとア
ントニアの共同展⽰、共同パフォーマンスの⾒学に⾏く。エティエンヌとアントニアは、語
り⼿が知らないあいだも創造的な⽣活を送っていたようだ。またしてもエティエンヌとす
れ違った語り⼿は、マルタンと会うのもやめてしまう。 
 しばらく経ち、語り⼿は、国語（フランス語）の教員をしているイヴ（Yves）という男性
と知り合い、⼀緒に暮らし始める。イヴは、陽気で、語り⼿よりも⼗⼆歳年上である。しか
し、イヴが学校⾏事の旅⾏の引率でイタリアに⾏き、家を留守にすると、彼⼥は途端に不安
になり、何も⼿につかなくなって町に出る。そこで偶然、泣いている⾚ん坊を抱えて⾃⾝も
泣いているエティエンヌとばったり出くわす。語り⼿は思わずエティエンヌの名前を繰り
返し叫び、彼を呼び⽌めるが、彼は語り⼿のことをまったく覚えていない。彼⼥は⼆⼈を家
に連れて⾏き、⾚ん坊を寝かしつける。エティエンヌの⼝から語られたのは、⾚ん坊はエテ
ィエンヌの娘であり、リタ（Rita）という名前であること、リタはアントニアとのあいだに
できた⼦どもであること、そして、アントニアがリタを出産した際に死んでしまったという
ことであった。やがて、エティエンヌは幼いリタを抱えて語り⼿の部屋を出て⾏く。 
 

（２）第⼆部（全三章） 
コレットおばさんとジャクリーヌおばさんは双⼦である。語り⼿の⽗親の姉妹にあたる。

⼦どもの頃は⾒分けがつかないほど似ていたが、あるときコレットが視⼒を失ってしまう。
今では体型や服装はすっかり対照的だが、⼆⼈とも夫も⼦どももなく、ずっと⼀緒にいる。
⼆⼈には毎週⽊曜⽇にロシア料理のレストランに⾏く習慣があり、⼀時期は、語り⼿もたま
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にそこについて⾏っていたが、いつのまにか⼀緒に⾏くのをやめてしまった。 
そんな語り⼿はというと、税⾦対策という名⽬でイヴと⼊籍することにした。教会での式

は挙げないことにしたが、役所での結婚式にはお互いの親族や旧友がやってきた。すでに、
語り⼿とイヴのあいだにはマテオ（Matteo）とネリー（Nelly）が⽣まれていた。だが、語
り⼿は果たしてイヴが幸せなのかをいぶかる。式では、多くの⼈が微笑み、祝福してくれた
が、語り⼿⾃⾝の⼼も晴れず、シャンパンをあおるように飲んでしまう。その⽇の夜、⼦供
たちが寝た後に、イヴに名字を変えるか聞かれ、語り⼿は変えないと告げる。 

その夜から⼋年後、紆余曲折を経て⼀度は離れた学業の道に戻った語り⼿は、エティエン
ヌと偶然再会する。エティエンヌは、アントニアを失って以後、兄マルタンに助⼒を求めた
りしているが、いまだにいろいろなことがうまくいっているとは⾔えない。エティエンヌは
語り⼿に、彼と「⼥性たち」の関係や、ブルターニュのアニエス・ヴァルダ似の九⼗歳の曾
祖⺟マリー＝ルイーズ（Marie-Louise）のこと、そして、マリー＝ルイーズのもとに預けて
いる娘リタについての話をする。夜、語り⼿は家に戻り、ベッドでイヴに抱きしめられなが
ら、エティエンヌの⾔っていた「体はベッドに、⼼は別のところに」という⾔葉が頭をよぎ
る。 
 

（３）第三部（全六章） 
語り⼿は⼆年前からセラピーに通っている。彼⼥は⾃分の祖⺟が、⺟親が、あるいは、世

の⼥性たちが、悲しみに暮れていたときどのように過ごしていたのかを考える。そして、死
んでしまった⺟親のことを思う。 

語り⼿は⽗の元を訪れ、イヴとすでに別れたことを告げる。イヴと別れてからの語り⼿は、
イルカム（Ircam フランス国⽴⾳響⾳楽研究所）で働くマエル（Maëlle）という⼥性の元に、
夜、⾃転⾞で向かう⽇々を過ごしている。語り⼿はかつてあるオーケストラについて勉強し
ていたのだが、マエルとは、そのオーケストラの責任者クライド・スペンサー（Clyde Spencer）
の関連で知り合った。⽗の家──彼⼥が育った家──を出た後、精神的な理由から⾜下がふ
らついたため、語り⼿は公園のベンチに座り、クライド・スペンサーについてのあれこれを
集めた⼿帖を読むことに集中しようとする。そこにはクライド・スペンサーの妻シビル・ス
ペンサー（Sybil Spencer）についても書かれている。シビルはイルカムやマエルを通して、
語り⼿ともつながりがある。⼿帖を読み終わると、今度は、今は⽗が⼀⼈で住んでいる彼⼥
が育った家の部屋を⼀つずつ、かつてそこにいた⽗や⺟、姉や妹の姿とともに思い浮かべて
いく。 
別の⽇、語り⼿はシビル・スペンサーと会うことになり、待ち合わせまでの時間を潰すた

めに宝飾店に⽴ち寄る。彼⼥は店にいた時計職⼈と⾔葉を交わす。時間について、美につい
て。店に⼊ったときから、彼⼥は悪魔と会話をしているような感覚に襲われていた。会話が
終わった頃、店の電話が鳴る。電話は鳴り続け、時計職⼈は語り⼿を⾒たまま振り返らずに、
「エティエンヌ、電話に出てくれないか」と叫ぶのだった。 
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それから少しして、ホテルの部屋で、語り⼿はシビル・スペンサーと話した内容を思い出
していた。シビルは、普通の⽣活を送りたい、と語り⼿に⾔った。ほかのみんなと同じであ
りたい、それは⼩さかったときからの夢ではないが、⼗⼀、⼆歳の頃からは⾃分の唯⼀の⽬
的になったのだ、と。それからシビルは歳の離れた夫クライド・スペンサーの話もした。結
婚前の理想と結婚後の現実について。そして彼⼥は最後に、最近、出会ったある若い男性に
対する秘めた思いも⼝にした。 
他⽅で、エティエンヌは勤め先の宝飾店で宝⽯をいくつか盗もうかと考えるがやめる。そ

のとき、エティエンヌが思い浮かべたのはとらわれの⾝となっているシビル・スペンサーの
姿であった。 
宝飾店を出たエティエンヌが礼拝堂に着いたときには、すでに楽団員は集まっていた。そ

のなかにトランペットに顔が半分隠れたきれいな⼥の⼦がいる。楽団員のなかでは⼀番若
い。彼⼥は、同じく礼拝堂にいた語り⼿のことを知らない。しかし、語り⼿は彼⼥が誰だか
知っている。なぜなら彼⼥（＝リタ）が、亡き⺟アントニアのオーラを引き継いでいるから
だ。やがて、クライド・スペンサーが妻に⼿を引かれて壇上に登る。語り⼿は、エティエン
ヌとシビル・スペンサーが交わした視線を⽬にして、これから先、エティエンヌに会うこと
はないだろう、⾃分にはもう彼は必要ない、と考えるのだった。 

それからしばらくして、語り⼿は電⾞のなかにいた。もうすぐ電⾞が駅に着く。彼⼥はイ
ヴが迎えに来てくれると確信している。スペンサー夫妻のもとで研究したのは⾳楽の理論
でも、記憶の謎の解決法でもなく、未開の地、⼦ども時代を過ごしてきた砂漠についてだっ
たのだ、と考えながら。 
別の⽇、夫イヴが語り⼿の肩に⼿を回している。語り⼿はイヴと寄り添っている。新聞の
おくやみ欄にはリタの曾祖⺟マリー＝ルイーズが 105 歳で亡くなったという記事が家族の
連名で載っている。語り⼿は静かに涙を流す。イヴが彼⼥を知っていたのかと語り⼿に尋ね
ると、語り⼿は、彼⼥を知っていた、でも彼⼥は私を知らなかった、と答えるのだった。 
 

⽂章や構成について 
この⼩説の⽂章は、時折やたらと⻑い⽂も出てくるが、全体としては短く、簡潔な構造の

⽂が多い。意味も⽐較的取りやすい。メタファーが多く出てくるのも特徴のひとつである。
著者は英⽂学の翻訳家として出発し、⼦ども向け、若者向けの作品をすでに三⼗冊以上出版
しているので、そうした経験が本書にも⽣きていると推察できる。 

本書はプロローグと三部で構成されている。各部はいくつかの章に分けられていて、進む
につれて少しずつ⻑めの章も増えていくが、物語のはじめは短い章が続くので、読書の計画
を⽴てたり、ペースをつかんだりしやすいかもしれない。印象としては、第⼀部にいろいろ
な要素が詰め込まれていて、第⼀部の最後に⼤きな⼭場が来る。物語の盛り上がりとしては
おそらくそこが⼀番で、第⼆部はなかだるみしている印象もあるが、読むのが苦というほど
ではない。第三部は物語の終わりに向けて、半ば強引に話が展開していくことになる。 
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語り⼿の⼥性は、四歳の時に告⽩されたエティエンヌのことを「婚約者」だと⾒なす。そ
して、それは、ほかの男性と過ごしているときもイヴと結婚して⼆⼈の⼦どもを育てている
ときも変わらない。すなわち、エティエンヌが、彼⼥にとっての「永遠の婚約者（lʼéternel 
fiancé）」である。« éternel » は名詞の前につくと、「ずっと変わらない、永続的な」、あるい
は、「果てのない、切りのない」、「いつもの、お決まりの」という意味になる。作中では « mon 
fiancé éternel » という表現も⾒られるため、「永遠の」と仮に訳したが、いずれにせよエテ
ィエンヌの存在が彼⼥のなかにあり続けていることを⽰している。 
 

参考までに 

・プラス要素 
誰の⼈⽣にも浮き沈みはあるが、著者は、登場⼈物たちの⼈⽣のそうした浮き沈みを豊か

なイメージで創作している。語り⼿にとってエティエンヌとの出会いは運命的なものであ
った。その後、すれ違いが続くが、物語の終盤で再び運命が動く。多くの場合、登場⼈物た
ちがたどる道は、読者にとって予期せぬものなので、読み進めていくなかで、だんだんと引
き込まれていくことになる。語り⼿や、語り⼿が出会う様々な⼈物の⼈⽣が、いかに（再）
浮上するかが注⽬ポイントである。たぶん。 

また、物語は、語り⼿の内⾯の問題を描いてはいるが、歴史や社会問題、政治、何かしら
の思想といったものとはほとんど無関係である。物語が 1970 年代から現代まで進んでいく
ので、時代を感じさせる事物（単語）はわずかに出てくるが、それほど気にならない。⾳楽
の曲名や作曲家の名前などが頻繁に出てくるものの、あらかじめ知っておかなければなら
ないということではない。 
 
・マイナス要素 
 登場⼈物が多く、家族構成も別れたり、結婚したり、⽣まれたり、亡くなったりとだんだ
んと複雑になり、⼀瞬登場しただけの⼈物がしばらく後で出てきたりするし、話も⾶ぶので、
ときに混乱する。また、上の「プラス要素」で述べた、「歴史や社会問題、政治、何かしら
の思想といったものとは無関係」という点は、⼈によっては、軽い、メッセージ性が弱いと
いうマイナス要素に感じられるかもしれない。 
 

⼩説からの抜粋（４場⾯） 
（１）プロローグより。冒頭（p. 9）。 
「⼆⼈ずつ並んで、幼稚園の⼦供たちはお互いに⼿をつないでいる。彼らはクリスマスコン
サートに出席するために役所に来ている。 
 クリスマス、それはみんなが知っている。でもコンサートは？ 
 彼らは結婚式⽤の部屋に座っている。天井には巨⼤なクリスタルのシャンデリアがぶら
下がっていて、もしあれが落ちたらみんなを潰してしまうだろう、とその真下に座っている
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⼩さな少⼥は思う。 
 彼⼥は四歳。彼⼥の家にはいつでも⾳楽があった」 
 
（２）第⼀部第⼀章より。語り⼿が⾃⼰中⼼的な⽗親について述べている箇所。（pp. 17-18） 
「私たちが電⾞に乗り遅れたとしても──というのも、⽗が、SNCFが出している運⾏表の
制約に従うのは恥だと思うほどにあらゆる形の権威を嫌っていたからだが──［……］、隙
間⾵が吹く駅で三時間も五時間も過ごさなければいけないのは退屈だなどとは思わなかっ
ただろう。なぜなら、そういうとき⽗は、⼝ひげのカットを⽖切りばさみで整えたり、動物
園をぐるっとまわったり、［……］カーラジオでシューベルトの『死と⼄⼥』の⽣放送が終
わるまで⾞に閉じこもったりしてしまうような⼈だったから」 
 
（３）第⼀部第六章より。再婚後に別⼈になった⺟親について述べている箇所。（pp. 74-75） 
「⺟の表情は変わった。彼⼥の厚い唇はぷくっとしたふくらみを取り戻したが、それは彼⼥
が唇をつねるのをやめたからだった。かつてはぎこちなかった歩き⽅も──常に、危険が迫
っているように、あるいは、障害物を避けようとしているかのように、何かをすり抜けてい
く印象だったのだ──、物憂げなまでに官能的になっていた。私は彼⼥が踊りを踊れるよう
になったことに気がついた。リズはそのことに別に驚いたりしなかった。『ダンスが嫌いな
のはパパでしょ。ママがダンスをしているところを⾒たことがないのはそのせいよ。ママは
ずっと好きだったもの［……］』。⼆つしか歳が離れていないのに、リズはなぜ私よりもこん
なにも両親のことに詳しいのだろう。私が⾒落とした何をリズは⾒ていたというのだろう」 
 
（４）第⼀部第九章より。アントニアが亡くなった後のエティエンヌの台詞。（p. 123） 
「それにしても、時間はなんてゆっくり流れるんだ。⼩さな娘を腕に抱かされたとき、⾚ん
坊は⽣き延びたのだけれどね、もしこれが映画なら、みんなが僕たちを、娘と僕を、次のカ
ットで⾒るのだろうに。娘は若い⼥性になっていて、そして僕は年⽼いていて、⼆⼈とも、
彼⼥が⽣まれたときに起こった悲劇からは時間が経って、⼼の傷も癒やされている。でも、
これは⼈⽣だ、すべてがゆっくり流れる本当の⼈⽣なんだ。だから、娘を腕に抱かされたと
き、この感覚がこれからも延々と続くってことがわかるんだ。［……］あの廊下で、時間は
膨らんでしまった。［……］液体だった時間が泥になったかのように。［……］僕は後戻りし
たかったし、時間をさかのぼりたかったのだと思う。僕の⼀部は、区切り⽬のないはずの時
間に引っかかってしまった。［……］微笑みすぎて痛みを感じるほど、僕は幸せだったんだ。
［……］それがほんの少し前の僕だ。廊下に来るほんの三、四時間前のことだ。僕は考え事
をしていたんだ。本気で試せば、僕の記憶のなかでまだ新鮮な、あの時間に戻ることができ
ないかって思ってね」 
 
（紹介：Corinne Quentin／佐々⽊ 匠） 


