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フランス国立近代草稿研究所プルースト班訪問レポート

　フランス国立科学研究所（C. N. R. S.)，近代草稿研
究所 (I. T. E. M.) のプルースト班は，パリのカルチェラ
タンにある高等師範学校の４階に研究室を構え，30

年以上に渡って，プルースト生成研究の拠点として，
国内外の研究者，博士課程の学生を迎え入れてきた。
今回は，とくにこの研究班が大学院生教育に果たして
いる役割を中心に調査を進めた。
　報告者は1991年パリ第３大学の博士課程に入学し
た折，プルースト研究者として I. T. E. M.とも関わり
の深い指導教授の Jean Milly教授の紹介でプルースト
班の責任者 Bernard Brun研究員のもとを訪ね，以後５

年間に渡って毎日のように研究所を利用させてもらっ
た。資料の性質上，また普通の文学テクスト研究を超
えた技術を習得する必要のため，博士論文で生成研究
をテーマに選ぶ学生は，単に大学で用意された講義・
演習を受けるだけではなく，積極的に「現場」に飛び
込んで行かなければならない。現在もこの研究所には
数多くの博士課程の学生が常時訪れている。
　プルースト班の活動内容は大きく分けて，以下の４

つがある。

１）資料センターとしての機能

　ここには世界の研究者から，著作，雑誌論文，博士
論文（時には修士論文）が送られてきている。プルー
ストの生成研究の現状を知るために，博士論文のテー
マを探している学生はもちろんのこと，地方あるいは
外国で教職等についている研究者もパリに来たらまず
情報収集に訪れるといわれているほどである。
　プルーストの草稿資料は，パリの国立図書館に
1962年に大半が集められたあと，1982年には新たに
個人収集者から売却された10数冊のノートが加わっ
た。この研究所では70年代にすでに，国立図書館所
蔵のオリジナルのマイクロフィルムを入手，多くの研
究者に活用されてきた。80年代後半からは，国立図
書館でもオリジナルを閲覧することができなくなり，
加えてマイクロフィルムの閲覧申し込みのためには一
本ごとにカードを書く等の煩わしい手続きがある上，

コピーをとるには別の建物の窓口で書類に記入しなけ
ればならないが，この研究所では，複写機能つきのマ
イクロリーダーで自由に閲覧・コピーをとることがで
きる。このマイクロリーダーは現在プルースト班専用
の部屋，及び共同の複写室にそれぞれ１台ずつ備えら
れている。複写室にはコピー機もあり，学生も自由に
書籍や資料のコピーをすることが認められている。コ
ピー代等はすべて研究所の経費でまかなっている。
（学生が所属している大学から支払われることはない
ことを，今回確認した。）
　研究所を利用した学生は，皆，博士論文を寄贈して
いくが，これが重要な資料コレクションとなってい
る。フランスでは出版されていない博士論文が大部分
で，とくにプルースト生成研究に関しては，著作権の
問題もからむとあって，出版されているものがむしろ
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稀である。博士論文を閲覧するためには，各大学の図
書館に足を運ばなければならないが，この研究所では
プルースト生成研究のほぼすべての博士論文につい
て，フランスはもちろんのことアメリカ，イタリア，

日本等の大学のものも手にとることができる。大学院
生教育が，次の大学院生の育成に役立つばかりか，一
般の研究者の活動にも大きく貢献している。

２）セミナー

　プルースト班は発足当時から２週間に一度程度のセ
ミナーを開催してきた。研究者，大学の教員，大学院
生，中には一般の人も自由に参加している。毎回１名
の報告者が，専門的な発表をするという形式である。
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大学院生も希望すれば発表することができる。とくに
本年度は，博士論文準備中の学生に優先的に機会を与
えている。
　以下が今年のプログラムであり，大学院生について
は太字で示している。
　23 octobre 2006

　　Alessandro Grilli : « Changer de discours: stratégies 

de l’enchaînement thématique dans À la recherche 
du temps perdu »（イタリア，ピサ大学院生）

　20 novembre 

　　Jean-Marc Quaranta : « Génétique et épistémologie : 

bilan et perspectives d’une étude de l’esthétique de 

Marcel Proust »

　18 décembre 

　　Laurence Teyssandier : « Genèse de la soirée chez 

la princesse de Guermantes : une histoire à 

rebondissements »（パリ第４大学院生）

　15 janvier 2007

　　Marcel Muller : « Le baiser accordé par Albertine, ou 

de Proust à Galilée via Freud »

　5 février

　　Anne-Rachel Hermetet : « Réception de la Recherche 

dans l’Italie des années vingt »

　5 mars

　　Florence Godeau : « “Comparer l’incomparable” ? 

Proust et Musil »

　2 avril 

　　Guillaume Perrier : « La Recherche et l’art de la 

mémoire »（パリ第４大学院生）

　23 avril

　　Sylvie Pierron : « Novation sans logomachie : les 

néologismes dans la Recherche »

　14 mai

　　Sébastien Hubier : « Du côté des petites madones 

perverses »

　研究者の発表や質疑応答を通して，専門研究につい
ての知識や理解を深め，さらに自分が発表して様々な
意見を現場で受けるのは，大学の教室では得る事の出
来ない貴重な糧となる。またプロも学生も対等に討論
に加わる様子は，日本人である報告者にとっては当初
驚くべき光景であったことも思い出される。
　報告者が留学中は，生成研究については，セミナー
に出席したり，研究所で作業中に研究員たちに質問す
るというかたちで，見よう見まねで学んで行ったとい
う側面が強かったが，ここ数年来，当時無かった第２

のセミナーが，これも月２回開かれている。これは
transcriptionのセミナーと呼ばれ，さらに専門技術的
なものであるが，これについては第４項で詳述する。

３）専門誌の出版

　プルースト班は1975年から専門誌『Bulletin 

d’informations proustiennes』を年に１回刊行している。
構成は例年以下の通りである。
　１． 作家の未発表資料についての調査・報告
　２． その年のセミナーのテーマに沿った論文
　３． その他論文
　４． その年のプルースト研究について
　　a． 書簡・草稿資料のオークションの報告
　　b． プルーストに関する学会の報告
　　c． セミナーのプログラム
　　d． 年間出されたプルーストに関する書籍，特集

号，雑誌論文，博士論文一覧（一部書評つき）
　プルースト研究では最も権威のある雑誌とされ，毎
年世界中から多くの投稿があるという。博士論文を準
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備するにあたって必ず目を通さなければならないが，
とくに草稿関係の論文・記事は専門用語が多く，知識
のない者には難解である。報告者がすらすらと読める
ようになったのは，留学して実際に資料にあたるよう
になってからだった。いずれにせよ，パリの研究所に
足を運ぶ事が出来ない学生や研究者にとっては，現場
の空気を知る大切な手段となっている。

４）プルースト草稿ノート出版計画

　プルースト班が現在着手している最大のプロジェク
トは，世界40人余りの専門家が加わって進めらてい
る75冊の草稿ノートの出版計画である。
　30年以上の生成研究の成果は，『失われた時を求め
て』の３つのエディッション（ガリマール社プレイ
ヤード叢書，フラマリオン社 GFコレクション，リー
ブル・ド・ポッシュ版）に反映されている。とくにプ
レイヤード叢書では，ヴァリアントや巻末資料の形
で，草稿が豊富に転写されており，一般読者もこの小
説の生成の迷路のような複雑さを垣間みることができ
るようになっている。しかしこれらの資料は，編者が

任意に選択し，部分的に引用したものであり，プルー
ストの草稿の実態を知るにはあまりに限定的である。
　ところで，プルーストの草稿を解読し，執筆過程を
理解できるようになるには，長い訓練を必要とする。
作家は悪筆でしかも書きなぐられた下書き原稿は解読
不可能な箇所も数多い。また一冊のノートに，様々な
段階での書き込みが繰り返されている場合が多く，執
筆の順序を定めるためには，他の草稿や場合によって
は書簡等の資料を綿密に調べなければならない。ま
た，マイクロフィルムは限られた場所に所蔵されてい
る上に，長いフィルム状に一連のイメージとして撮影
されているので，ノートという形態における各々の頁
の配置や位置関係を把握するのは困難である。
　草稿ノートの出版計画はこれらの問題を解決し，こ
の興味深い資料が，専門家以外の一般の研究者にも活
用されることをねらっている。各草稿ノートが２巻構
成で出版されることになっている。実物大のファクシ
ミリの巻，そしてそれぞれ２名の専門家が担当する転
写の巻である。
　転写にあたっては，プルースト班はこれまで長年し
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きたりとなっていた規則を変え，オリジナルをより忠
実に再現する書記法を模索してきた。これまでプルー
スト研究者は，行間や欄外の書き込みも，加筆を表す
‹ ›という記号を用いて，行の中にとりこんで表記し
てきた。それに対してフロベール班等は，実際のグラ
フィックな配置を再現するやり方をとっている。
　同一の草稿のページについて，左側に新方式，右側
に従来のやり方で転写したものを並べてみる。
　見栄えのするのはもちろん左側だが，旧来の転写方
法にも利点がある。オリジナルの形態では，欄外の加
筆の①の部分と②の部分がどのような順番で執筆され
たかは，各読者の判断に任せられる。しかし，右側の
転写では，本文で削除されている③の行と置き換える
ために，まず①の部分が書かれた後，再び削除され，
②の部分で新しいヴァージョンが書かれていることが
明らかで，テクストとして読むには，このやり方のほ
うが読者に親切であるといえる。
　また，旧来は作家が単語の途中で筆を止めて削除し
てしまった場合は，

「avoir un prétex[te]」というふうに文字を補い，どんな
単語が書きかけだったのか読者に明らかにするが，新
方式では，あくまで「avoir un prétex」で止める。草
稿の生の様態を，転写者のフィルターをなるべくかけ
ないで，客観的に読者に伝えることに主眼をおくから
だ。
　先に触れた，「transcriptionのセミナー」は，実はこ
の出版計画と密接にリンクしている。このセミナーで
は，プロジェクターで映し出された草稿を指名された
出席者が（その場で解読しつつ）読み上げた上で，出
版のための転写（あらかじめ出席者に配布）と照らし
合わせるという作業がなされる。転写作業の責任者の
一人の Nathalie Mauriac-Dyer研究員が，困難だった箇
所等を説明して進めていく。解読が正しいかどうか出
席者の間で議論になることも多々ある。
　第１のセミナー同様，出席者はプルースト草稿専門
あるいは非専門の研究者，一般人そして大学院生など
である。このセミナーではとくに学生の参加が目立つ
（次頁の2007年３月５日の出席者リストを参照）。
　プルーストの草稿は既述の通り解読の困難さで知ら

れるが，Mauriac-Dyer氏の話では，続けて出席する人
は，学生の場合もかなり読めるようになっていくとの
ことだった。報告者の留学時代は，毎日一人でマイク
ロフィルムと先人による転写を見比べて，プルースト
の筆記の癖に慣れようと数ヶ月努力した。挫折して来
なくなってしまう学生もいたと記憶している。このよ
うな専門技術を伝えるセミナーは研究の性質上，有効
と思われる。また第一線の専門家たちの討論に加わる
ことができるのも魅力的である。このセミナーは，大
学院生がプルーストの草稿について，また草稿研究に
ついて学ぶ絶好の機会であるばかりでない。研究班側
も，セミナーの討論を通じて現在進行中の作業に改善
を加えることができ，転写の規則に変更が生じること
もある。また，出版のための転写の方式，理念を出席
者に定着させることもねらいのひとつである。このセ
ミナーを通じて，これから出版される草稿転写の将来
の読者をも育てているわけだ。
　このように，I. T. E. M.プルースト班を簡単に紹介
した。単に現場が実習の場を提供するにとどまらず，
生成研究という学問分野を広め，発展させるために，
院生の存在が大きく貢献していることは否定できな
い。それはとくに，草稿出版というこれまでになかっ
た大きなプロジェクトが立ち上がり，人手を必要とし
ている今，顕著にいえることである。直接の編者はも
ちろん専門研究者に限られているが，殊に最後に触れ
たセミナーを通した院生の介入はこの計画の進行に欠
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くことができないものになっている。実習をする学生
が受け入れ側にも貢献している点で，フィールドワー

クを取り入れた大学院教育の好例といっても過言では
ないだろう。




