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内容報告

⒜　海外調査研究の必要性と、それに呼応した目的又

その目的がどのように達成できたか。

⒝　本学での研究（特に博士論文執筆）の中で、本海

外調査研究がどのような位置をしめることになる

か。過去の研究との関連と、今後の研究計画の両方

の関連で記載する。

⒞　本海外調査研究が、今後、どのようなかたちで博

論執筆（第何章など）、論文投稿、学会発表に生か

され、公表されるか。具体的に投稿予定の学術誌名

や文学会の名前を記し、そのテーマ（現在の予定で

よい）を記載する。

⒟　⒜～⒞は、項目を立てず、文章化して構わない。

 
⒜，⒝，⒞：

　マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』は

「時間」がテーマであるとされ、「無意志的記憶」とい

う概念が導入されている。従来、この「無意志的記憶」

との関連で、プルーストにおける「時間」は、「瞬間

的な時間」であり継続したものではないとの見方が少

なくなかった。「無意志的記憶」には、「現在の偶然的

感覚」と「類似した過去の感覚」の二項対立があり、

この二つの関係は、小説中で作家志望の主人公／語り

手により述べられる文学理論における「比喩」の問題

にまで発展させられている。

本論では、小説中に現れる「過去の感覚」のうち、

「無意志的記憶」には関わらないもの、即ち「瞬間的

な時間」には関わらない可能性があるものとして、小

説全七篇のうちの第一篇「スワン家の方へ」中の［就

寝劇］の中、及び、最終篇である第七篇「見出された
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時」の中の［扮装舞踏会］に続いて現れる「鈴の音」

に注目した。

「鈴の音」がプルーストにおける「時間」に関する

新たな情報をもたらすものであるか否かを調べるため

には、小説の生成的な面を検討する必要がある。

プルーストの原稿は、次の四段階に分けられる：　

１．自筆原稿（brouillon）、２．清書原稿（manuscrit）、

３． タイプ原稿（dactylographie）、

４．棒組み刷り・校正刷り （placard・épreuve）
プルーストは、これら全ての段階に自筆による多く

の加筆を行っている。加筆部分は、執筆中の作家の思

考の移り変わりを読み取るものとして重要視されてお

り、「鈴の音」の位置づけに関する作家の考えを知る

上でこれらの検討は必要不可欠のものである。

プルーストの原稿のうち、１．と２．のマイクロフィ

ルムは、日本においても閲覧・コピーが可能であるが、

３．と４．のマイクロフィルムは、日本では閲覧が不

可能である。今回、お茶の水女子大学「学生海外調査

研究」による旅費を支給していただくことになり、パ

リ市内に保管されている、タイプ原稿と校正刷りのマ

イクロフィルムの閲覧とコピーが可能になった。これ

らの原稿を検討した結果、創作過程において「鈴の音」

の記述に関して注目すべき点は、タイプ原稿の段階に

あることが判明した。

小説中の「鈴の音」は、この「鈴の音」をたてる

人物であるスワン氏の訪問のくだりに現れる。「鈴の

音」は、この前後に登場する、庭の散歩が好きな祖母

や庭師に関する縁語（比喩論では「隣接」）としての

修飾語を伴って現れている。タイプ原稿の段階でも新

らたに《intarissable （枯渇することのない）》なる語が
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《interminable（際限のない）》なる語の代わりに、「鈴
の音」の修飾語として書き込まれていることを見るこ

とができた。「鈴の音」は、当初一つの文飾としての

意味が強かったと考えられる。

更に、タイプ原稿には、スワン氏の訪問と辞去の際

に鳴る「鈴の音」を［就寝劇］と呼ばれるエピソード

につなげる試みとしての加筆が認められた。［就寝劇］

とは、「スワン氏の訪問がある夜は、接待に忙しい母

が、幼い語り手にお休みのキスをしに来てくれない

が、ある夜遅くまで起きて母を待っていた幼い語り手

が叱られそうになるところを、父のとりなしで、その

夜は母が付き添ってくれることになった。」というエ

ピソードである。加筆内容の一部分を挙げる。「私は

スワンを送る両親の足音を聞いた。そしてスワンが辞

去したことを告げる鈴の音が聞こえた時、［…］。（拙

訳）」。

なお、『失われた時を求めて』プレイヤッド版の後

註では、上記が加筆である旨の記述はないが、この後

に続く「鈴の音」と記憶に関する抽象的な記述は挙げ

られている。この部分は後に「見出された時」に移さ

れるものである。その事実は前もって念頭に入れては

あったが、今回タイプ原稿との照合により、「鈴の音」

の生成が明確になった。

以上から、研究者により議論されるプルーストの

「瞬間的時間」に至る要素としての「無意志的記憶」

の条件である「過去の感覚」とは別に、「鈴の音」は

発展してきた可能性が強くなった。

以前から「鈴の音」の特異性には注目し、お茶の水

女子大学大学院での講義のレポートのテーマとして報

告したことはあった。しかし、今回得た情報なしには、

進展させることができないテーマでもあった。「継続

した時間」ともいうべきもう一つの「時間」を示唆し

得る「鈴の音」に関して、多方面から更に考察を加え

る予定である。

又、プルーストの「瞬間的時間」に関わる「無意志

的記憶」に関しては、本学2007年度ＲＡ報告書を始め、

本学2008年度『人間文化創成科学論叢』中で論じて

いる。今回はこの対極にあるプルースの「継続した時

間」を示唆する資料を得ることができたが、さし当た

りは、お茶の水女子大学『人間文化創成科学論叢』へ

の投稿を予定しており、題名は：「マルセル・プルー

ストの『失われた時を求めて』における二つの時間―

―「鈴の音」をめぐって」とする予定である。

博士論文は、『失われた時を求めて』のテーマであ

る「時間」と作家の芸術理論「無意志的記憶」に関す

るものとする予定である。今回情報を得ることができ

た部分は、想定し得る「継続する時間」に関する「鈴

の音」の記述に使うことが可能であろう。

しかし、「継続する時間」を示唆するものは「鈴の音」

のみであるとは限らない。又、研究者が「瞬間的な時

間」に関して言及する、哲学者ベルクソンの「持続」

の理論が果たしてプルーストの「瞬間的な時間」の対

極として同じ次元で議論されるべきであるか、切り離

されるべきかについては、ベルクソンの理論自体を理

解する必要がある。

　その意味で、博士論文の完成には今後多大の時間を

要すると考えられ、今回の成果が将来的にどのような

位置づけで博士論文に取り込まれるかについては、明

言を差し控えるべきと考えている。貴重な成果を得る

機会が与えられたことに感謝している。

　以下は、さし当たっての投稿先であるお茶の水女子

大学『人間文化創成科学論叢』への投稿を視野におい

た原稿の一部分である。

マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』にお

ける二つの時間――「鈴の音」をめぐって

 菊池　博子

はじめに

マルセル・プルーストはその長編小説『失われた

時を求めて』１）全七篇のうちの第一篇の刊行に際し

て、「無意識の再記憶 (ressouvenirs inconscients)の上に
私の全芸術論をすえる。」と自ら述べている２）。「無意

識の再記憶」は、小説中で使われる「無意志的記憶

（mémoire involontaire）」という表現で知られている。
　プルーストによれば、「無意志的記憶」とは、偶然

的な現在の感覚と類似した過去の感覚の一致から、本

人の意志によることなく、即ち、知性が関わることな

く、過去の情景がありありと想起されるという現象で

ある。小説中には「無意志的記憶」の例がいくつか現

れるが、いずれも現在の身体的感覚――味覚、聴覚、

触覚、体感――が端緒となっている。

　「無意志的記憶」の事例の中の「レミニサンス」と

呼ばれる一連のエピソードの一例を挙げる。第一篇

「スワン家の方へ」で、語り手（≒主人公）がパリの

自宅で口にした「紅茶に浸したマドレーヌ」の味覚か

ら、かつて幼少時に家族と休暇を過ごしたコンブレー

の町の情景が心に生き生きと甦る。それは現在のマド

レーヌの味覚が過去にコンブレーで食べた「菩提樹茶

に浸したマドレーヌ」の味覚と一致したためであっ

た。

この時語り手はある至福感を得る。しかし、この至



58

菊池　博子：マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』における二つの時間

福感は過去における幸福感とは無関係である。それは

この現象により、現在でも過去でもない「時間の外」

に出たためであり、このことにより語り手が死すべ

き運命を忘れたための至福感である、と作家は説明す

る。

　研究者等は、プルーストにおける「時間」は「ある

現在」と「ある過去」という「瞬間的な時間」であり

継続した時間ではない、と見ることが多い。更に、プ

ルースト自身が意識的にその名を語る同世代の哲学者

アンリ・ベルクソンにおける「持続」という観念との

比較においても、プルースト的時間は「継続しない時

間」であるとされることが少くない。

　ところで、小説中の「過去の感覚」は全て「無意志

的記憶」を示唆するものであろうか。

「鈴の音」は、過去の聴覚ではあるが、「レミニサン

ス」の節で説明される「無意志的記憶」の条件には合

致しない点が多い。プルーストにおける「時間」が果

たして「瞬間的な時間」のみであるか否かという問題

を、「鈴の音」は投げかけていると思われる。

　本論では、「鈴の音」を生成的面から考察し、プルー

ストの「時間」について再考する。

１．「鈴の音」

　マドレ－ヌの例のごとく、「無意志的記憶」の事例

のうち「レミニサンス」においては、小説の進行の中

でまず現在の偶然的感覚（この場合は味覚）が提示さ

れ、それと類似した過去の感覚の想起から、「無意志

的記憶」による過去の場面の蘇りが語られる。

「鈴の音」については、後に想起されることとなる

「鈴の音」を聞いたある過去の場面が最初に提示され

ている。この場面は、小説の冒頭の「スワン家の方へ」

中の［不眠の夜］と呼ばれる節の、語り手が眠れない

ままに思い出している過去の場面に続くものであり、

『［…］、コンブレーについて私が何かを思い出しても、

それは意志的な記憶、知性の記憶によって与えられた

ものにすぎないだろうし、［…］』（I, p.43）と述べら
れているのである。

幼児期の［就寝劇］と呼ばれるエピソードの中に現

れる「鈴の音」は、長じてからの経験である［扮装舞

踏会］の節に続く箇所に現れる。長じた語り手が自身

の療養と第一次世界大戦を経て、かつての社交生活を

思わせるような、パリのゲルマント大公邸の午後の集

い（マチネ）に招かれる。マチネの場面の中には二つ

の節［常時礼賛］と［扮装舞踏会］があり、前者では

大公邸における語り手の「レミニサンス」の経験が語

られ、後者では、語り手がかつての知人たちの老いた

姿に時の流れを実感することが語られる。

ゲルマント大公邸のマチネでの「レミニサンス」の

啓示を経験したことから作家になることを決心した語

り手は、次のように述べる。「この鈴の音は常にそこ

にあったのである。つまり鈴の音と現在のこの瞬間の

間には、無限に拡がる全過去、自分がそれを担ってい

たとは気づかなかった全過去があったのである。（IV, 
p.624）（拙訳）」「これほどにも長いこれら全ての時間、
一度の中断もなく、私によって生きられ、［…］（IV, 
p.624）（拙訳）」。
ここに現れる時間の概念は、ある過去から語りの時

点までの継続した時間である。

語り手は、文学作品創造の要件を語るが、それは以

下の三つにまとめることができよう。

１．無意志的記憶の一つレミニサンスにより時間の

外で会得した「事物の本質」

２．上記を定着させるため、及び、文体を作るため

の「知性」

３．材料としての「作家の全生涯」

　一番目は「瞬間的時間」に関わる。三番目は「継続

的時間」に関わるであろう。二番目の「知性」は、上

記１．を定着させるためにも、比喩を含む文体を作る

上にも必要である。

２．生成的に見た「レミニサンス」の事例と「鈴の音」

　吉川一義氏の論文「Marcel Proust en 1908」３）によれ
ば、プルーストは、『失われた時を求めて』の習作と

される『ジャン・サントゥイユ』執筆の段階から、小

説のテーマとして後に「無意志的記憶」となる概念を

持っていた。又、『失われた時を求めて』の前身とも

いうべき評論集『サント＝ブーヴに逆らって』の記述

にもこの概念を示唆する記述がある。

　上記を念頭において「スワン家の方へ」を読むと、

「無意志的記憶」の試みであるかのような「ベッドで

の身体の向きによる過去の想起」という記述は見られ

るが、「レミニサンス」の例に見られる「時間の外」

が関わるような完全なものにはなっていない。

　フランス国立図書館所有のタイプ原稿の閲覧を行っ

た結果、［就寝劇］に結びつけられているところの、

スワンの辞去と母が語り手の元に来ることを告げる

「鈴の音」のくだりは、タイプ原稿（NAF16733）に
後から加筆されたものであることが判明した。

　以上、見てきたように、「鈴の音」は、「レミニサン

ス」の事例が示唆するような「瞬間的時間」なる概念

とは切り離されて発達してきたものであり、鈴の音を

聞いた過去の時点からゲルマント大公邸のマチネの現
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在までの「継続した時間」を示唆するものである。

３．「鈴の音」の描写――俳句との関連について

　日本の文芸である俳句には、二種類の作句方法があ

ると言われる。一つは「一
いちぶつ

物仕
じた て

立て」、もう一つは「二

物観照／取り合わせ」である。「一物仕立て」とは、

詠もうとする素材そのものを描写する方法である。長

谷川櫂によれば、「一物仕立て」は散文に近く、「Ａ＝

Ｂ」の形をとる。例としては、「春の海終
ひねもす

日のたりの

たりかな　蕪村」がある。「二物観照」とは、二つの

ものを取り合わせることにより、詩情を生み出す方法

であり、「Ａ＋Ｂ」の形をとる。例としては、「菊の香

や奈良には古き仏たち　芭蕉」がある４）。

　プルーストにおける「瞬間的時間」を意味する「無

意志的記憶」における現在と過去の二項対立は、文学

理論としての「比喩」の概念に深く結びついており、

「見出された時」中の［常時礼賛］の節で次のように

述べられる。「二つの感覚に共通の性質を、［…］、互

いに隠喩の中で結びつけて、共通の本質をそこから引

き出す」というものである。これは、俳句における「二

物観照／取り合わせ」と同じ考え方である。上出の芭

蕉の句の「菊の香」と「奈良の古き仏」にある共通の

何ものかが互いに引き合い、取り合わせが可能にな

る。そこに感じ取れる詩情は、事物の本質へと至る道

を示唆するものではないであろうか。

　一方、プルーストの「継続した時間」を示唆する「鈴

の音」の描写は、転位修飾語となる園芸用語を用いな

がら、取り合わせではない「一物仕立て」に似た方法

がとられている。

プルーストにおいては、「二物観照」の特徴が重視

されているかのように見えるが、プルースト自身、「鈴

の音」の描写に、「無意志的記憶」の対極にあるもう

一つの文体を確立していたのである。

まとめ

　プルーストにおける時間は、従来「瞬間的時間」が

議論されてきた。しかし、語り手が挙げる「文学創造

の要件」との関連で考えると、要件のうちの「事物の

本質」は「無意志的記憶」が関わる「瞬間的時間」を

意味するが、要件のうちの「作家の全生涯」は、「鈴

の音」が示唆する「継続した時間」をも意味するもの

と考える。なお、要件のうちの「知性」はこの双方に

必要とされる。

「鈴の音」の描写は、俳句を参考としても、「無意志

的記憶」の対極にあると思われる。

註

１．原 文：Marcel Proust《A la Recherche du temps perdu》, 
Pléiade, Gallimard, 1987-1989.

　訳文：マルセル・プルースト、鈴木道彦訳、『失われた

時を求めて』、集英社、1996-2001.
　引用は、原文の巻数・ページ数を（　）内に記す。

２．マルセル・プルースト、鈴木道彦訳、『プルースト全

集』、第15巻、筑摩書房、1991、p.22．
３．Kazuyoshi Yoshikawa, 《 Marcel Proust en 1908》, dans 

Etudes de langue et Litterature Françaises （フランス語フラ
ンス文学研究）、日本フランス語フランス文学会、1973，
No.22, pp. 135-152．

４．長谷川櫂、『一億人の俳句入門』、講談社、2007、
pp.35-39．

きくち　ひろこ／お茶の水女子大学大学院　人間文化研究科　比較社会文化学専攻　博士後期課程４年

【指導教員のコメント】

本学生は、従来、プルースト研究を非常に実証的方法によって行ってきており、日本では閲覧が不可能である、

作家の、タイプ原稿と校正刷りへの加筆訂正を閲覧することは、作品生成を徹底的に跡付けるために不可欠な作

業として渇望してきたことであった。現在までの学会発表、『人間文化創成科学論叢』論文は、この作業なしに可

能な推論を出来る限り進めることによって成立してきたものであるが、このたび本プログラムの海外調査研究に

参加する機会が与えられることによって、フランス国立図書館・文学作品手稿部における、この作業が可能とな

り、長らく念頭にあった「鈴の音」のエピソードに現われた「継起的時間」のテーマが、どのように加筆され、また、

どのように「就寝劇」のテーマと関連するかを、ほぼ確認することが出来た。このことによって、本学生の研修

レポートにもあるように、次の『論叢』論文の素描が可能になっただけではなく、博士論文のテーマの端緒が与

えられることとなった。 （人間文化創成科学研究科　教授　中村　弓子）


