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研究成果の概要（和文）：これまでほとんど検討されることのなかったヴェルヌとプルーストの関係について、
主に美術と進歩主義という観点から明らかにすることを試みた。両者の小説作品を比較し、草稿資料や同時代資
料と合わせて検討することによって、レアリスム画家ミレーについて、またアカデミスム画家レオン・ボナとジ
ャン＝レオン・ジェロームについて、従来まったく解明されてこなかった歴史的な議論の射程が明らかになり、
文学テクストの意味作用を初めて十全な形で捉えることに成功した。

研究成果の概要（英文）：I tried to clarify the relationship between Verne and Proust, which has 
hardly been considered before, mainly from the viewpoint of art and progressivism. By comparing the 
novel works of the two and examining them together with the drafts and other contemporary documents,
 I pointed out the importance of the discussion concerning the realist painter Millet, and also the 
academic painters Leon Bonnat and Jean-Leon Gerome. The historical scope of this discussion was at 
last clarified, and for the first time, I succeeded in capturing the signification of the literary 
texts in a perfect manner.

研究分野： フランス文学・文化史

キーワード： 仏文学

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、大衆作家ヴェルヌと純文学作家プルーストの関係という、これまで双方の作家研究において等閑に付
されてきた問題を、美術と進歩主義のテーマを中心に据えて具体的に検討し、二人の作家を分断してきた文学史
に見直しを迫る点で学術的に画期的なものである。また、本研究と連動したヴェルヌ国際シンポジウムを開催
し、大衆文学と純文学との垣根を超える運動を国際的に推進したこと、また本研究代表者が参加しているヴェル
ヌ新訳選集に本研究の成果を直接反映させることによって広く一般読者にもフィードバックを行っていることか
ら、その社会的意義も極めて大きいと言える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究代表者は博士課程進学以来、フランスの 20 世紀を代表するマルセル・プルーストの

長篇小説『失われた時を求めて』と世紀転換期の美術批評に関する研究を行い、その成果を平
成 25 年度の科研費（研究成果公開促進費）を得て左右社より 500 頁近い著書『プルースト、
美術批評と横断線』として刊行している。プルーストと美術批評に関する研究は小説第３篇『ゲ
ルマントのほう』における美術をめぐる言説の分析を主な対象としており、まずは批評言説が
集中的に現れる「ゲルマント家の夕食会」という挿話の生成過程の分析（草稿調査）によって
プルーストがどのような意図でその言説を配置したのかをテクスト的に確定した上で、そこで
議論の対象となるマネやモローなどの画家をめぐる世紀転換期の美術批評のコンテクストを同
時代の主要な美術・芸術雑誌を参照することで復元し、そこにプルーストの言説を置き直すこ
とでその歴史的な意味と批評的な立ち位置を確定しようとするものであった。 
他方でまた本研究代表者は 19 世紀後半の SF 冒険小説家ジュール・ヴェルヌの新訳選集の企

画に参加することになり、その後この作家の研究会のメンバーとしてプルーストとヴェルヌの
関係性をめぐる研究にも携わるようになった。プルーストとヴェルヌは一見すると正反対の創
作を志向する純文学作家と大衆文学作家であるように思われる。『失われた時を求めて』
（1913-27 年）は一人称の「私」の意識に貫かれた究極の心理小説であるのに対し、ヴェルヌ
の小説の主人公には自意識が全くない。実際、両者の関連についての先行研究はほぼ皆無であ
る。プルースト研究の側で言えば『失われた時を求めて』の最も信頼できる校訂版（新プレイ
アッド版）を編集したジャン＝イヴ・タディエが同時に冒険小説に関する研究も行っていて、
ヴェルヌの３作品を分析した１章を含む『冒険小説論』（Jean-Yves Tadié, Le Roman 
d´aventures, Gallimard, 2013）とヴェルヌに関するエッセイ集も刊行しているのだが、プル
ーストのテクストにおけるヴェルヌという問い自体は不思議なことに設定していない。ヴェル
ヌ研究の側でも事情は同じで、ナント大学のクリスチャン・ロバンによる実証的根拠付けを全
く欠いた「ヴェルヌの読者プルースト」というエッセイしか存在しない。しかし、最近のフラ
ンス文学研究の動向として、例えばすでにゾラの作品と大衆文学との関係を探る実証的な試み
が行われており、プルーストについてもヴェルヌとの関連を真剣に取り上げるべき時期が来て
いるのではないかと思われた。そこで、『ゲルマントのほう』で参照が行われている『海底二万
里』と書簡からその演劇版を観たことが分かる『八十日間世界一周』についてプルーストの草
稿を含む調査を本研究代表者が行ったところ、前者は無意志的記憶の発想源の一つとなってい
たこと、また後者は小説第１篇の「コンブレ」冒頭の説話構造のモデルとして機能していたこ
とが判明し、プルーストとヴェルヌの間にはこれまで知られてこなかった本質的な関係がある
ことが明らかになったのである。 
 
２．研究の目的 

20 世紀初頭のフランス文学の傑作『失われた時を求めて』は青少年向けとされるＳＦ冒険小
説家ヴェルヌの小説シリーズ《驚異の旅》といかなる関連を持っているのか。プルーストの大
長篇は純文学に属するがゆえ、大衆作家ヴェルヌとの関係は双方の作家研究において長らく等
閑に付されてきた。しかし、本研究以前の研究代表者の調査によってヴェルヌの代表作『海底
二万里』と『八十日間世界一周』が、主要テーマである記憶や説話構造という本質的な点にお
いてプルーストの小説に極めて重要な影響を与えていることが判明した。そこで本研究では、
さらにプルーストの書簡から小説の源泉と推測されるヴェルヌの短篇「二九世紀にて」と『チ
ャンセラー号』を生成論的・テクスト理論的な分析対象とし、前記の２作にはない２つの点、
美術作品への参照と進歩主義に対する批判によってこの２作品が特徴づけられることから、こ
の２点を含めたより広範な文化史的読解を施すことでプルーストとヴェルヌの関係性をさらに
十全に把握し、両者を分断してきた文学史に見直しを迫ることを目的とした。 
本研究ではプルースト作品の源泉と思われるヴェルヌの２作品を分析したが、これらは未来

予測小説とロビンソン譚という点でヴァルター・ベンヤミンが 19 世紀を特徴づけるとした進
歩主義と関連しており、歴史的読解の対象として極めて興味深い。まず未来予測小説に関して
はプルーストが書簡と小説の双方で言及している唯一の作品であるヴェルヌの「二九世紀にて」
（1889 年）を取り上げ、未来の発明品である「映像電送機付電話」と「フォトテレフォン」と
の関係を探った。だがさらに面白いのはこの作品にも『失われた時を求めて』にも画家ミレー
が登場するが、前者では《晩鐘》の価値が未来では無に帰すとされる一方、プルーストではミ
レーの描く農民を称揚することは前衛主義として批判され、むしろミレーはプッサンのような
「古典」であるとされていることである。プルーストにとっての理想の芸術作品とは伝統主義
にも前衛主義にも与しない「古典」としての芸術作品なのだが、平成 28 年末の京都大学での
国際シンポジウム「プルーストと批評」において本研究代表者が行ったプルーストによる同時
代の画家兼美術批評家モーリス・ドニ批判、新伝統主義におけるプッサン再評価への反論をめ
ぐる分析ともこの問題は直接関係しており、ここで本研究は代表者がこれまで推進してきたプ
ルーストにおける美術批評の研究との理想的な接合を果たすことになると考えられた。 
『プルースト、美術批評と横断線』はゾラ以来のマネをめぐる前衛主義的言説を批判するプ

ルーストの批評活動を丹念に跡づけるものであったが、ヴェルヌを導入することでさらにもう
一時代前の時期までを分析対象に加えることが可能となる。もちろんヴェルヌはゾラとは反対
にレアリスムの流れを保守主義者として糾弾するのだが、実は小説家になる以前に一時期美術



批評家であったことがあり、マネの《草上の昼食》を準備したクールベの《セーヌ河畔のお嬢
さんたち》を 1857 年のサロン評で批判していたのであった。ヴェルヌの未来予測小説『20 世
紀のパリ』にはクールベが登場し、ルーヴル美術館が衰退したのはその行き過ぎたレアリスム
のせいだとされる。この未刊行小説の発見によってヴェルヌは進歩主義者ではなくむしろそれ
への批判的視点から《驚異の旅》連作を構想していたことが明らかになったのだが、クールベ
からミレーへと対象を換えて続くヴェルヌのレアリスム批判をプルーストはどうずらし、独自
のものとしたのかを明らかにすることを本研究は目指すことにした。プルーストにとってはま
た世紀転換期のトルストイによるミレー称揚も前衛批判と関連していると考えられ、『メルキュ
ール・ド・フランス』、『ルヴュ・ブランシュ』『パリ評論』などにおける同時代的なミレー論の
コンテクストを明らかにした上で、該当部分の小説の草稿研究も行ってその意味を確定しよう
とした。 
その一方で、ロビンソン譚としてはプルーストの書簡にその痕跡がある『チャンセラー号』

（1874-75 年）を取り上げる予定とした。ロビンソン譚が進歩主義との関係から重要なのはそ
こにカニバリズムの主題が書き込まれているからだが、この人間性の退歩という主題が改めて
クローズアップされたのは普仏戦争での敗北を契機としてであった。ジェリコーの《メデュー
ズ号の筏》とミシュレの『フランス史』を主な源泉としているが、これはプルーストがドレフ
ュス事件の比喩としてカニバリズムに言及するときの仕方と同じであり、何らかの関係が予感
された。さらにプルーストは前衛批判の文脈でドラクロワとその《ダンテの小舟》を幾度も参
照するが、この油彩は《メデューズ号の筏》をモデルとしていた。ジェリコーとドラクロワの
受容を調査し、小説該当箇所の草稿研究を行ってプルーストの参照の意味を確定することを目
指すことにした。 
本研究は具体的な先行例がないという点で極めて独創的であるが、草稿研究と同時代資料に

よって再構成されたコンテクストに立脚した歴史研究を組み合わせることで実証性にも十分な
配慮がなされている。またすでに大きな成果を挙げているプルーストと美術批評の研究、そし
てプルーストとヴェルヌの研究という２つの研究の交点に位置づけられており、２作家のコー
パスを文学と美術という２つの領域において十全に分析する学際性を有しているがゆえに決定
的な新しさを備えており、大衆文学と純文学として別々に消費されてきたヴェルヌとプルース
トの間に本質的な関係性を見出すことによって、フランス文学史そのものに見直しを迫ること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究においては研究代表者がこれまでつねに実践してきた草稿調査（生成論）および同時

代資料の探索（歴史研究）によってプルーストのテクストが隠している源泉としてのヴェルヌ
作品と美術批評を見出すことが試みられるが、本研究はこれまで以上に広範でハイブリッドな
歴史的コンテクストを対象とするため、多方面での知見と研究協力が必要となった。 
具体的にはまず、国内におけるヴェルヌ研究会での予備調査を踏まえて、平成 29 年度はヴ

ェルヌの短篇「二九世紀にて」と、また平成 30 年度は『カルパチアの城』（当初は『チャンセ
ラー号』を予定）と関係する『失われた時を求めて』の決定稿を検討した後、フランスにおい
てプルーストの草稿調査を ITEM（近代テクスト草稿研究所）のプルースト班で行い（特に第
２篇『花咲く乙女たちの蔭に』と第４篇『ソドムとゴモラ』）、進歩主義をめぐる文化史的調査
を BNF（フランス国立図書館）、また美術作品に関する同時代言説の調査を同館およびオルセ
ー美術館資料室で進めた。平成 29 年度は主に 1889 年から 1900 年にかけてのミレーに関する
美術批評を精査し、さらにヴェルヌの『ヴィルヘルム・シュトーリッツの秘密』に登場するレ
ンブラントの 1900 年前後のフランスにおける受容とアカデミー画家レオン・ボナの評価につ
いて検討を行った。また、平成 30 年度は主に 1860 年代から 1890 年代にかけてのアカデミー
画家ジャン＝レオン・ジェロームとマネの評価に関する資料収集と調査を行い、その結果を生
成論的・テクスト理論的・歴史的に分析した上で、成果を紀要論文として別テーマ立てでプル
ーストとヴェルヌ各研究誌に発表した。 
さらに、本研究はフランスにもプルースト研究者の多いアメリカにも先行例が見られないも

のであり、またヴェルヌ研究の側でも同様に見落とされてきた問題であるため、プルーストお
よびヴェルヌ研究誌にその成果を発表するだけでなく、その独創性を広く国際的に認知しても
らい、プルースト研究とヴェルヌ研究をさらに活性化させる契機とすることを目的として、平
成 29 年度にはヴェルヌの研究者を中心とした国際シンポジウムを海外の研究者も招いて開催
し、成果をより広く公開し検討する機会とした。 
 
４．研究成果 
平成 29年度の研究では、プルーストの書簡から小説の源泉と推測されるヴェルヌの短篇「二

九世紀にて」を生成論的・テクスト理論的な分析対象とし、美術作品への参照と進歩主義への
批判によってこの作品が特徴づけられることから、広範な文化史的読解を施すことでプルース
トとヴェルヌとの関係性を十全に把握し、両者を分断してきた文学史に見直しを迫ることを目
的とした。具体的には、ヴェルヌの短篇「二九世紀にて」と関連する『失われた時を求めて』
のテクストを検討するために、第２篇『花咲く乙女たちの蔭に』および第４篇『ソドムとゴモ
ラ』の一節に関する検討を行い、1889 年から 1900 年にかけての仏米におけるミレー受容と 1857



年から 1863 年にかけてのクールベの受容に関する美術批評を主に BNF（フランス国立図書館）
所蔵の資料を精査することによって、ヴェルヌとプルーストに見られるミレーとクールベをめ
ぐる言表の歴史的な意味作用の射程を解明することができた。上記の資料収集から得られた調
査結果を踏まえて、名城大学の紀要にプルーストにおけるミレーをめぐる古典性と前衛主義へ
の批判に関する論文を発表した。 この論考はプルーストのテクスト的源泉がトルストイのミレ
ー論にあることを初めて確定した点で画期的である。また主催者の一人として日本初開催を実
現した 10 月のヴェルヌ国際シンポジウムでは、プルーストとヴェルヌについてアカデミスム
の画家レオン・ボナが両者のテクストで持つ積極的な意味作用を明らかにした。『失われた時を
求めて』においてアカデミスムの画家でありながらもボナが印象派画家と同じ資格で肯定的に
評価されている点から、同時代の排外主義に抗するボナのイメージという、ヴェルヌのテクス
ト（『ヴィルヘルム・シュトーリッツの秘密』）における未知の可能性を解明したこの発表は、
加筆・修正した上でヴェルヌ研究会会誌に掲載された。 
 また、このシンポジウム開催を通じて知り合ったフランスのヴェルヌ協会の会誌編集委員で
あるフォルカー・デース氏からは、プルーストのヴェルヌ受容に関する本研究代表者による一
連の研究成果を当該会誌に掲載したい旨の依頼を受けるとともに、その他にも、日本フランス
語フランス文学会秋季大会においてプルーストとヴェルヌの関係をめぐる講演を行い、また丸
善書店でヴェルヌをめぐるゼミナールを開催、中日新聞にヴェルヌ新訳コレクションに関する
紹介記事を書くなど、研究成果の社会に対する還元という点でも著しい成果を上げることがで
きた。 
平成 30年度の研究では、前年度の後半に『ヴィルヘルム・シュトーリッツの秘密』を考察し

た関係から、同系列の作品としてアカデミスム絵画の問題があることが予測されたヴェルヌの
幻想小説『カルパチアの城』を（当初予定していた『チャンセラー号』に代えて）取り上げた。
この作品も美術作品への参照と進歩主義への批判によって特徴づけられることから、『カルパチ
アの城』を生成論的・テクスト理論的な分析対象とし、広範な文化史的読解を施すことでプル
ーストとヴェルヌとの関係性をさらに十全に把握することを目指した。具体的には、『カルパチ
アの城』と関連する『失われた時を求めて』のテクストを検討するために、第２篇『花咲く乙
女たちの蔭に』の一節に関する検討を行い、1860 年代のマネおよび 1884 年のマネ回顧展以降
の受容に関する美術批評を主に BNF（フランス国立図書館）所蔵の資料を精査することによっ
て、また同時代のアカデミスム絵画と彫刻、古代ギリシアのプラクシテレスの彫像についてオ
ルセーやルーヴル美術館で検討することによって、ヴェルヌとプルーストに見られるマネとア
カデミスムをめぐる言表の歴史的な意味作用の射程を解明することができた。上記の資料収集
および現地調査から得られた結果を踏まえて、東京外国語大学総合文化研究所でマネをめぐる
古典性と前衛主義への批判に関する口頭発表を行い、概要を紀要に掲載した。また『カルパチ
アの城』の歌姫ラ・スティラの肖像画の作者がジャン＝レオン・ジェロームであることをヴェ
ルヌ研究史上初めて特定し、この肖像画を鏡と電気照明を使って投影する小説内の近未来的装
置の持つ意味作用を明らかにした。万国博覧会における大衆の進歩礼賛とアカデミスム趣味と
は一線を画し、この装置がジェロームとマネの闘争機械となっていることを解明した画期的な
この研究は、ヴェルヌ研究会会誌に掲載された。 
このように、本研究から得られた多数の成果は、プルースト研究における大衆文化の問題の

探求を促す起爆剤になるとともに、ヴェルヌ研究においても盲点であった純文学との関係にお
いて国際的なインパクトを与えたと言える。したがって、今後はフランス語でこの研究成果を
ヴェルヌ協会の会誌を中心に発表し、広く世界にその成果を還元するとともに、プルーストの
ヴェルヌ受容に関して、美術や進歩主義というテーマはもちろん、演劇や小説連作という構想
そのものに至るまで様々な観点から探求を継続することが可能であり、大衆文学と純文学の領
域を分断してきた文学史にさらなる見直しを迫ることが期待される。 
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