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研究成果の概要（和文）：本研究では、「教養小説」の枠組みを用いて「成長」という主体形成のプロセスを描
いたフォークナーの代表的作品群の分析を通じて、過去偏重には留まらない作者の時間性への眼差しの内実を詳
らかにすることを目的とした。フォークナーの主人公たちが迎える結末は往々にして悲劇的ではあるが、必ずし
も彼らは時間の流れに抵抗する「悲劇的英雄」としての道程を歩むわけではなく、むしろ社会参入を進んで試み
ようとする「成長」の途上にある若者たちである。こうした一筋縄ではいかない人物造形から看取しうる作者独
自の時間感覚を、近年の重要な教養小説論の枠組みから考察した。

研究成果の概要（英文）：This project explores the ways in which Faulkner's revisional use of 
Bildungsroman (novel of formation) posits the growth of an individual in the Reconstruction South. 
While many of Faulkner's protagonists often find themselves cornered in an intensely tragic 
situation, they significantly lack the very trait of a tragic hero, i.e. challenging the linear time
 (a socially sanctioned temporality) by creating one's own worldview. Indeed, the kind of tragic 
heroes that we find in Faulkner's novels are very much in the process of acculturation, those who 
try to come to terms with being (or becoming) "adults" in their given society, Yoknapatawpha. By 
exploring how Faulkner's major protagonists are portrayed as characters of development, this project
 articulates Faulkner's idiosyncratic conception of time, a kind of temporality that cannot wholly 
be encapsulated within the past.

研究分野： アメリカ文学

キーワード： フォークナー　時間性　モダニズム

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
フォークナーの代表作を教養小説の枠組みで読むことでその時間性を問い直すという試みは皆無に等しい。アメ
リカン・ドリームやself-made manのように、劇的な自己変革を尊ぶ米国文化に育ったフォークナーにとって
は、フラット・キャラクターの重要性は当然認めるべきものであったが、同時に社会となんとか折り合いをつけ
ようと試みる「成長」の余地を残す登場人物の存在も不可欠と考えていたとみなされる。本研究は、これまで注
目されてきたフォークナーの「ロマンス的」な側面から逸脱する彼の「小説」的と呼べる側面を「融和」という
観点から検討することで、フォークナー研究に新たな光を投じた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本プロジェクト開始時、フォークナーの諸作品における個別的な歴史的事象の表象分析は多

様をきわめるが、時間性という概念的側面からの考察は、半世紀以上前にジャン＝ポール・サル
トルが示した見解を、踏襲する傾向にあった。すなわち、サルトルの表現を引用すると「フォー
クナーの作品にはいっさいの前進(progression)がない。未来に由来するものがまったくないの
だ」とする、もっぱら過去に比重を置く時間認識である。 
これは、フォークナー作品の中心舞台である米国南部という地域そのものが、南北戦争での決

定的敗北によって、近代の進歩主義から取り残されたという歴史認識と分かちがたく結びつい
ているのだが、これは、南部を「後進的」だと痛烈に批判した 20 世紀初頭の H. L. Menchen 依
頼、抜本的な再検討がなされずにいる。もちろん、21 世紀に入り同地域の研究は新たな展開を
示してはいた。Thadious M. Davis の Southern landscape（2011）を嚆矢とする The New Southern 
Studies と称される一連の南部文化研究は、米国南部をカリブ、アジア、南米といった米国外の、
とりわけ植民地支配化に置かれた過去を有する文化圏との呼応関係に着目する。2015 年に出版
された The New Cambridge Companion to William Faulkner もこの流れを汲むものであり、本
書はフォークナー作品の主要舞台「ヨクナパトウファ郡」をトランスナショナルな南部の文学的
空間表象として読む論文が複数収録されている。 
かようにフォークナー作品の空間性はグローバルレベルでの拡散を示すのに対し、時間性に

ついては「過去偏重主義」からの脱却のきざしが見られなかった。たしかに『響きと怒り』、『八
月の光』、そして『行け、モーゼ』といった一連の代表作における主人公たちは、奴隷制および
南北戦争の敗北という南部の歴史的重圧を背負い込むことによって、本来未来へと前進するは
ずのみずからの生を過去へと逆戻りさせる傾向にある。従来の解釈はこうしたフォークナー作
品における時間の悲劇的側面に注目するあまり、それとは対照的な時間が作品内では常に流れ
ているという事実が等閑視されてきたのではないか。その時間とは、クロノロジーに忠実に寄り
添うような前進的・漸次的な時間のあり方である。本研究が作業仮説として呈示したのは、フォ
ークナーがそうした漸次的な時間の流れを「教養小説」という物語ジャンルを取り込むことによ
って実現させている、というものであった。本研究では、2000 年代以降に英語圏で発表された
教養小説にかんする重要な業績を参照しつつ、フォークナーが教養小説的な時間のあり方に取
り組むことで、いかに漸次的時間感覚を招来させているかということを分析することを目標と
した。 
 
２．研究の目的 
フォークナーにおける時間性を考察する先行研究では、もっぱら「過去」という時制に比重が

置かれており、前進的・漸次的な時間感覚については等閑視されてきた。本研究では、「教養小
説」の枠組みを用いて「成長」という主体形成のプロセスを描いたフォークナーの代表的作品群
の分析を通じて、過去偏重には留まらない作者の時間性への眼差しの内実を詳らかにすること
を目的とした。フォークナーの主人公たちが迎える結末は往々にして悲劇的ではあるが、必ずし
も彼らは時間の流れに抵抗する「悲劇的英雄」としての道程を歩むわけではなく、むしろ社会参
入を進んで試みようとする「成長」の途上にある若者たちである。こうした一筋縄ではいかない
人物造形から看取しうる作者独自の時間感覚を、近年の重要な教養小説論の枠組みから考察し
ようとするものである。 
 
３．研究の方法 
本研究では、『八月の光』のジョー・クリスマス、『アブサロム、アブサロム！』のクエンティ

ン、『行け、モーゼ』のアイク・マキャスリンといった、フォークナーの代表的主人公たちが、
過去に縛られた「悲劇的時間」と、徐々に成長し社会と折り合いをつける漸次的な「教養小説的
時間」という二種の対照的な時間に生きる存在であることを検証していきたい。 
断絶（悲劇）と持続（成長）の二種の時間軸を生きる人間の主体形成について考察するにあたっ
ては、近年相次いで出版されたヨーロッパ圏の教養小説関連の研究書が示唆を与えてくれる。教
養小説に関する規範的研究書としては Franco Moretti の The Way of the World（1987）が挙げ
られるが、これはナラトロジーの概念を用いて、18世紀から 19世紀にかけての代表的ヨーロッ
パ小説における教養小説の推移を辿ったものである。21 世紀に入ると、Tobias Boes による
Formative Fiction（2014）などが、ヨーロッパ系白人男性ばかりを扱う Moretti の説を修正す
るべく、植民地における主体形成の描かれ方といった、断絶・分裂の歴史を背負う地域での「成
長」のあり方を論じるようになっている。このように必ずしも一筋縄にはいかない「成長」とい
う現象に着目する近年のヨーロッパ圏の教養小説研究は、南北戦争を境に激しい断絶を経た米
国南部での主体形成の様子を辿るフォークナーの作品群を理解するための新たな手がかりとな
るだろう。 
すでに述べたとおり、フォークナーの代表作を教養小説の枠組みで読むことでその時間性を

問い直すという試みは皆無に等しい。アメリカン・ドリームや self-made man のように、劇的な
自己変革を尊ぶ米国文化に育ったフォークナーにとっては、フラット・キャラクターの重要性は
当然認めるべきものであったが、同時に社会となんとか折り合いをつけようと試みる「成長」の
余地を残す登場人物の存在も不可欠と考えていたとみなされる。本研究は、これまで注目されて
きたフォークナーの「ロマンス的」な側面から逸脱する彼の「小説」的と呼べる側面を、従来米



文学を分析する際に決まって用いられてきた「個人」と「社会」の「対決」という枠組みに代わ
る、「融和」という観点から検討することで、フォークナー研究に新たな光を投じることを狙い
としている。 
 
４．研究成果 
（１）フォークナーの「社会」表象 
 フォークナーがみずからの故郷をモデルする「ヨクナパトウファ郡」という架空の地を創出し、
地図作成まで手がけたことはつとに知られているが、これは、フォークナーの小説観を如実に示
すものである。すなわち、小説とは、現実世界に立脚しつつも、現実とは峻別される虚構世界で
あるとの認識だ。だからこそ、彼は小説という「虚構の世界」において、社会なるものをつぶさ
に描くべく、ヨクナパトウファ郡という「架空の社会」を打ち立てるに至ったのだ。 
本研究者が上述の考えに至ったのは、本プロジェクトの途上、フォークナーと他作家の比較研

究を試みる機会にめぐまれたことによる。本研究者は、2017 年度、日本ウィリアム・フォーク
ナー協会誌『フォークナー』における徳田秋声との比較考察を行い、2018 年度に米国 Southeast 
Missouri State University にて開催されたフォークナーに関する国際学会においてガルシア・
マルケスとの比較考察の口頭発表を行い、そして 2019 年度のセオドア・ドライサー著『アメリ
カの悲劇』およびその映画版『陽のあたる場所』についての分析を行った。以下、各々の比較考
察の結果を示す。 
①徳田秋声との比較 
フォークナーと同時期に生きた日本人作家ということにより、秋声との比較は、本項目におい

て、もっとも実り豊かな考察となった。 
 秋声とフォークナーはともに「断絶」を経験した作家である。前者は明治維新における金沢の
士族階級として、後者は南北戦争後の南部白人として、「没落」の道を歩まねばならない者とし
ての生を受けた。また、両者ともに、「没落」をわが身のこととして直接引き受けるという、悲
劇的主人公の立場に置かれているわけでもなかった。秋声の場合、こうした間接的な断絶の体験
は、「庶民」と呼ばれる封建社会の名残を留めた近代日本特有の階層の出自の女をヒロインとし
て造型することへと結実した。明治期の庶民とは、西洋の市民社会が基盤とする自由意志を備え
た主体的自己とは異なり、「社会」と「家庭」と「自己」の区分が不明瞭であるような、あいま
いな「己」である。秋声は、庶民を、彼の現し身である主人公の「妻」として描くことで、維新
によってもたらされた断絶を、緩やかなものへと変換することが可能となった。 
 いっぽう、フォークナーは、南北戦争敗戦後の、いわゆる Reconstruction と呼ばれる時代に
おける南部に生まれ育った。秋声が「庶民」という他者と出会うのとさほど変わらぬ時期に、フ
ォークナーは「黒人」と呼ばれる他者と出会っている。秋声にとっての「庶民」が維新による決
定的な断絶を緩やかなものとするバッファのような存在であったのに対して、フォークナーに
とっての「黒人」は、早急な変革を求める存在であった。つまり、フォークナーが創造した世界
とは、抜本的な改革を標榜する「敗戦後の米国南部社会」に基づいているのである。こうした特
殊な社会において、秋声的な「近代／前近代」の区分があいまいな空間を、男女の同棲生活を通
じて描いたのが、『八月の光』という小説の独自性である。フォークナーが創出したヨクナパト
ウファ郡は、再建期の米国南部という風土に立脚しているものの、同時に、別の世界の在り方を
も指し示そうとしているということが、秋声作品との比較を通じて判明した。 
 ②ガルシア・マルケスとの比較 
 ガルシア・マルケス『百年の孤独』とフォークナーの代表的諸作品における「フラット・キャ
ラクター」の比較検討を行うことで、「成長」を是とせずにおのれの世界に立てこもる主体が、
いかに漸次的な時間性に対峙するかという問題を追及した。「反－教養小説的主体」とでも言う
べきフラット・キャラクターは、漸次的時間性とは乖離した独自の時間感覚に生きる存在のよう
に思われるが、『百年の孤独』のフラット・キャラクターたちは、「世界創造」という行為をあた
かも daily routine のごとく繰り返し行うことで、彼らは「自分だけの世界」と「日常」のはざ
まに生きるのである。ガルシア・マルケスは、架空の地マコンドの創造など、フォークナーの影
響が色濃い作家であるが、「フラット・キャラクターの日常性」という、一見矛盾を内包するか
のように思われるアイディアを本作の主題に据えたことは、フォークナーが成し得なかった、ひ
とつの達成である。あらためて、この観点からフォークナーのフラット・キャラクターたちを再
検討する必要性を感じることとなった。 
 ③セオドア・ドライサー『アメリカの悲劇』とその映像化における社会と世界の表象 
 ドライサーの『アメリカの悲劇』とエイゼンシュテイン版の脚本の草稿、そして『陽のあたる
場所』における「社会」と「個人の内面」の描き方を比較検討した。本プロジェクトにおいてと
りわけ有益であったのが、エイゼンシュテインによる『アメリカの悲劇』の映像化の試みである。
原作の主人公は、周囲に翻弄される優柔不断な人物であるが、それをドライサーは、主人公の混
乱した内面を描出話法の多用によって示した。エイゼンシュテインによると、原作のこうした手
法は、小説一般が有する根本的な弱点を露呈するものである、つまり、小説という表現媒体では、
社会と個人の内面の拮抗を、同時に、かつ等配分で示すことが出来ないのである。 
エイゼンシュテインの指摘は、小説が「社会」と「個人の内面」のバランスの取れた表現が難

しい媒体であるということをあらためて突きつけるものである。小説は、いったん「個人の内面」
を描くことに取り組むとなると、それに傾注する。言い換えれば、小説は、「社会内存在として



の個人」を描くことは可能であるが、「社会内存在としての個人」でありつつ「内面」をも保持
した自己を描こうとすると、描出話法や意識の流れ等を用いることになる。結果、個人の内面は、
周囲とは隔絶された空間として、紙面上、提示されることとなる。言うまでもなく、こうした傾
向はフォークナーにも大いに見出されるものである。それが必ずしも弱点であるとは思わない
が、しかし、個人の内面に attend するあまり、フォークナーの文章が self-indulgent な悪文で
あるとの批判を受けることは往々にしてある。エイゼンシュテインの議論は、あらためて、「社
会内存在としての個人の内面」をフォークナーはいかに描いたのか、という問題についての思索
をさらに先鋭化するものとなった。 
（２）フォークナーの南部社会の時間表象 
 後期フォークナーの代表作『行け、モーゼ』所収の短編「黒衣の道化師」における時間の流れ
を精査することで、本項を考察した。『響きと怒り』の革新性が、時計を通じて数値化される時
間の流れとは隔絶された個人の内面に流れる時間を描いたことに対し、本短編は、時計で計測可
能ないわば「管理された」時間内における個別的な時間を描いたことを検証した。上記の（１）
にて浮き彫りとなった本プロジェクトのさらなる課題に対して、本論は一定度の解答を示した
と考える。 
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