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　　　　　　　　語りの視点と語り手の機能について

一ジョゼ・J・ヴエイガ『反鍔動物の時』の考察一

江口　佳子

　　　　　　Sobre　a　perspectiva　da　narrativa　e　a　funCio　do　narrador：

Uma　reflexfio　do　romance　de　Jos6　J．　Veiga，∠4　Horα　1）os　Ruminantes

Yoshiko　Eguchi

Resumo

　　Jos6　J．　Veiga（1915－1999）estreou　como　escritor　com　um　Uvro　de　contos，　Os

cαvαlinhos　de　PlatmpLαnto　em　1959．　Este　momento　coincidiu　com　o　boom　da

literatura　latino－americana　e，　devido　ao　estilo　fantastico　que　o　autor　adotou　em　seus

textos，　foi　considerado　como　sendo　influenciado　pelo　Realismo　Magico．

　　Desse　modo，　esta　tese　visa　desvendar　o　relacionamento　da　obra　do　autor　com　o

Realismo　Magico，　analisando　a　perspectiva　da　narrativa　e　a　fungao　do　narrador，

utilizando　como　base　o　romance，、A　Horα（Zos　Rze7nZnαntes（1966）．　No　primeiro

capitulo，　apresentaremos　os　estudos　sobre　Veiga　e　as　caracteristicas　do　Reahsmo

Magico　as　quais　apresentam　duas　faces：uma　que　6　a　perspectiva　coletiva　da　narrativa　e

uma　outra　que　6　a　fungao　do　narrador　que　6　de　controle，　testemunha　e　ideologia．　No

segundo　capitulo，　demonstraremos　os　locais　dos　acontectmentos　e　as　personagens　do

romance．　No　terceiro　capitulo，　veremos　como　se　constitui　a　formagao　da　perspectiva

coletiva　na　narrativa．　No　quarto　capitulo，　examinaremos　o　tempo　usado　pelo　narrador

para　contar　e　organizar　os　contextos　e　as　principais　fungaoes　do　narrador，

arugmentando，　no　final，　que　o　romance　re且ete　os　elementos　do　Realismo　Magico．

　　No　altirno　capitulo，　nas　considerag6es　sobre　o　papel　do　narrador　como　testemunha，

buscaremos　tecer　alguns　argumentos　sobre　a　intengao　do　autor，　bem　como　suas

reflex6es　acerca　dos　problemas　sociais，　os　quais　permanecem　vivos　at6　nossos　dias．
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1．　はじめに

　ブラジルの作家ジョゼ・J・ヴェイガ（Jos6・J．

Veiga，1915－1999）は1959年に短編集『プラティ

プラントの子馬』（Os　cαvαlinho8　de　Ptαtmplαnto）

で作家としてデビューした。この短編集を含め、

1960年代から1970年代にかけてのヴェイガの作品

は、その幻想的作風により、1960年代から1970年

代にかけてラテンアメリカのスペイン語圏で起き

た“ブーム”で見られる魔術的リアリズムとの関

係から論じられることが多い。例えば、イザ・ケ

リャス（Iza　Quelhas）は、上記短編集の幻想的作

風は19世紀以降続いてきた写実主義と自然主義を

主流としたブラジル文学の潮流に一石を投じるも

のであり、ブームの時期と重なったことから、多

くの批評家や一般読者の注目を集めたと考察して

いる1。また、シルヴィアーノ・サンチアゴ
（Silviano　Santiago）も、ブラジルでは1960年代か

ら1970年代の若者たちの間で、魔術的リアリズム

であると評価されていた国内外の作家の本が多く

読まれたとして、国内の作家にはムリロ・ルビァ

ン（Murilo　Rubiao）とヴェイガを、国外からはガ

ブリエル・ガルシア＝マルケス（Gabrie1　Garcia

Marquez）とブリオ・コルタサル（Julio
Cortazar）を挙げている。また、この時期に若者

の多くが魔術的リアリズム風の作品を書いて、作

家としてデビューしようとした背景について、サ

ンチアゴは政治的理由を指摘する。1964年の軍事

クーデターに始まり、1985年まで続いた軍事政権

の検閲をはじめとする抑圧的な政治の下で、若者

が危険を感じずに自由に書くことができた唯一の

方法が魔術的リアリズム風の文学であったと分析

している2。さらに、ファビオ・ルーカス（Fabio

Lucas）も、ラテンアメリカの魔術的リアリズム

の特徴を超自然的な事象が日常的なものとして描

かれる文学であると考察して、ヴェイガの作品の

超自然的事象をマルケスの『百年の孤独』（Cien

αnos・de・soledαd，1967）に比して分析している3。

　これまで、ケリャス、サンチアーゴ、ルーカス

などの研究者により、ヴェイガの作品は、物語の

奇妙な雰囲気や幻想的な出来事、つまり、ジェラ

ール・ジュネット（Gerard　Genette）の言う「物

語内容」を中心に分析され、魔術的リアリズムと

の関連性が論じられてきた。筆者もこれまで、ヴ

ェイガのデビュー作から1985年までの作品を物語

内容の観点から分析してきたが、現実と超自然の

境界線が揺らぐ幻想的な特徴を有するという点で、

魔術的リアリズムの特徴を備えていると考えてい

る。

　しかしながら、ヴェイガは物語内容ばかりでな

く、語りの手法においても魔術的リアリズムの手

法を用いているように思う。アリシア・リャレー

ナ（Alicia　Llarena）は、ナラトロジーの観点から

魔術的リアリズムを分析し、集団の視点、語り手

の管理・証言・思想的機能をその特徴として挙げ

ている4。そこで本論では、魔術的リアリズムの

影響を受けた作品であると指摘されているヴェイ

ガの小説『反努動物の時』（Ahorαdos　rzemi－

nαntθs，1966）を取り上げ、語りの視点、語り手

の機能を分析することで、魔術的リアリズムとの

関連性を考察したい。

2．物語内容

　初めに、物語内容の観点から、この物語を見て

いくことにする。

2．　1．　あらすじ

　物語のあらすじを確認しておこう。物語は大き

く3つの章に分かれている。

　第1章〔到着〕では見知らぬ対岸の男たちの一

団が、マナライレマという名の小さな町の川向こ
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うに到着し、放棄された農場を占拠し、住居を構

えていく。マナライレマの住民は対岸の男たちの

到着直後、彼らを歓待し、友好的な関係を結びた

いと考えていた。しかし、その対岸の男たちは住

民に対し、横柄で抑圧的な態度をとり、次第に住

民の生活を脅かしていく。

　第2章〔犬の時期〕では、対岸の男たちの農場

にいた無数の犬が町を俳徊し、住民に向かって吠

え、噛み付き、住民は怯えながら暮らさなくては

ならなかった。犬の群れが去ると、次の第3章

〔牛の時期〕では牛の大群が押し寄せてくる。町

や家を占拠し、住民は町を通行することすらでき

なくなる。しかし、この牛の大群もある日突然消

え去り、対岸の男たちも農場から退去して、マナ

ライレマの町には再び平穏な日々が戻ってくる。

2．2．公共の場で起こる出来事

　物語の第1章のストーリーをもう少し詳細に見

てみると、次のような出来事が順に生起する。①

いつもならば運搬夫たちは夕方になると荷馬車に

豚の脂身を載せ、橋を渡って町に戻ってくる。し

かし、その日は広場に現れない。②日が暮れた後、

荷馬車に皮袋のようなものを積んだ数名の見知ら

ぬ男たちが広場に到着するが、どこかへ消え去っ

てしまう。③翌日の早朝、町の対岸の農場から煙

が立ち昇っている。④その日、町の神父プルデン

チと助手のバウドゥイーノが、礼拝の帰り道に橋

で二人の対岸から来た男とすれ違う。男たちは神

父に対し挨拶をするどころか、無礼な態度をとる。

⑤男たちの一人が運搬夫のジェミニアーノに彼の

荷馬車を貸すよう要求する。⑥数日後、ジェミニ

アーノは対岸の男たちの仕事を請け負うようにな

る。⑦食料品店を営むアマンシオが対岸の男たち

のところに乗り込むと公言し、翌日一人で行く。

⑧町の人々がジェミニアーノの荷馬車を囲み、対

岸に乗り込んだアマンシオの様子を尋ねる。⑨ジ

ェミニアーノの荷馬車が砂の重みで壊れる。

　第1章は以上の出来事から構成されるが、それ

ぞれの出来事が起きた場所、あるいは語り手や登

場人物がいる場所を見てみると、①橋近く、②広

場近く、③住民の各家の窓、広場の中で高くなっ

ている場所、川の土手、④男たちのいる農場の囲

いに沿った路上、⑤町の路上、⑥町の路上、⑦店、

⑧橋を渡りきった路上、⑨広場に沿った坂道、と

いう具合である。つまり、①～⑨の出来事は町の

住民の日常生活の場、公の場で起きている。ここ

から、マナライレマで起こる出来事は、ある特定

の個人やその家族だけが経験するのではなく、共

同体の住民の多くが経験ないし目撃しているもの

と考えられる。

　ブラジルでは他のラテンアメリカの国々と同様

に、旧宗主国の影響で一般に町の中心には広場が

ある。マナライレマの町並みの特徴について、物

語の中では描写されないため詳細は不明であるが、

マナライレマもその例外ではないようである。典

型的な町に見られるように、広場を囲んで教会や

役場、商店があり、そこがコミュニティの生活の

中心となっているのであろう。そして、橋が町と

外部との接点となっており、橋を渡るとそこから

は町の外であるというような、どこにでもある風

景ではないだろうか。

　ミハイル・パフチン（Mikhail　Bakhtin）は、ポ

リフォニーとカーニバルの概念について論じた

『ドストエフスキーの詩学』の中で、カーニバル

における広場について、「広場は全民衆性のシン

ボルであった」、「（広場以外の事件の場も）かり

にもそれが多様な人々の出会いと接触が起こり得

るような、街角、居酒屋、道路、浴場、船の甲板

などという場である限り、カーニバルを思わせる

ような付加的意味合いが与えられた」と述べてい

る5。また、ヴェイガを含めた3人のブラジル人

作家の作品における広場の意味を分析しているレ

ジーナ・ダルカスターニュ（Regina　Dalcastagne）

も、「広場というのは物理的空間である以上に、

集団の記憶に嵌め込まれた一つのイメージである。

公共の自由、社会の安定の象徴である。広場では

互いが既知の存在であり、同じ催しに参加する」

と述べている6。このように、両氏とも広場を空

間構造としてだけではなく、集団に起こる出来事

という文脈の中で、広場の社会的価値を見出して
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いる。

　上述した出来事①と②にあるように、物語はま

さにこの「広場」で始まっており、住民は町の異

変を広場で察知している。あるいは③の出来事で

は、住民が朝起きると対岸の農場から煙が立ち昇

るのを目撃するが、目覚めたばかりの住民は服を

着ながら、犬を踏みつけながら、各家の窓から身

を乗り出して対岸の様子を見ようとし、少しでも

事態を明瞭にしたいと考えた者たちは、広場や川

岸へ繰り出している。物語の「語り手」について

は後述するが、作中には登場しない第三者であり、

この時の住民の様子を次のように描写する。

全ての人が、同時に見たに違いない。広場の

高い部分、まだ空いていた窓や川の土手は、

眺めたり、指で指したり、口々に言い合って

いる人々で一杯であった7。

　また、⑤の出来事では、ジェミニアーノが荷馬

車で畑の肥料を運搬中、対岸の農場の側を通って

いたときに、一人の男が荷馬車を貸すよう、半ば

命令するような態度で交渉してくる。ジェミニア

ーノはそれをなんとか断るが、この出来事はすぐ

にマナライレマの住民に知れ渡る。その状況を語

り手は次のように描写する。

その話はすぐに広まり、その男に対して然る

べき対応をしたと、ジェミニアーノは人々か

ら褒められた8。

このように小さな町では、あらゆる出来事が住民

に共有される。語り手はマナライレマに限らず、

小さな町の特徴をこう説明している。

隠し事のない町では、知らせは塀を越え、壁

を突きぬけ、窓から窓へ、口から耳へ、最速

の速さで平穏な会話に広がる。日差しの強い

時刻、それはあらゆるものが身を隠し、外で

は太陽だけが石や壁の白さを照らす時間であ

るが、その時ある人物が道を歩いていて、何

かを拾うために突然地面に屈みこむとする。

するとその日のうちに、誰かさんがお金か何

か貴重なものを見つけたことを町中の人々が

知っている。全ての人が、気に止めない振り

をする注意深い目に晒されて暮らしている。

マナライレマもそのような町であった9。

　また、⑦では食料品店の店主であるアマンシオ

が、対岸の男たちの所へ一人で乗り込むことを、

その場に居合わせた人々に向かって公言する。彼

の言葉に驚いた住民たちは、アマンシオの店の周

りに集まってくるが、口先とは裏腹に、好奇の念

にかられアマンシオをけしかけたりもする。おそ

らくアマンシオの店は、一般に小さな町で見かけ

る、カウンター越しの店主が通りの客に応対する

形になっているのであろう。

　第2章、第3章でも第1章と同様に、ほぼ全て

の出来事が広場、橋、路上といった公共の場で起

きている。上述したように、この二つの章では町

が犬の群れや牛の大群により占拠されるという出

来事が起こるが、この二つの出来事が、複数の研

究者により、物語内容の観点から魔術的リアリズ

ム風の特徴を有すると指摘される箇所である。広

場、通り、さらに、全ての家屋に犬や牛がいるた

め、住民たちは物理的な居場所が奪われただけで

なく、精神的な居場所までも占拠されたように感

じる。また、外出が叶わないため、住民のコミュ

ニケーションは遮断され、孤立感が蔓延する。動

物たちの侵入という出来事自体は奇妙ではないが、

無数の動物が見知らぬ対岸の男たちと同じように

突然押し寄せ、マナライレマの住民を威圧する様

相が物語に幻想性を与えると分析されている1°。

　以上のように、この物語ではあらゆる出来事が

公共の場で起こるが、第1章では公共の場は人々

が出会い、言葉を交わす場所、あるいは、人々が

集い、意見を交わす場所、つまり人々が交流する

自由な空間として描かれる。第2章、第3章では、

公共の場のこうした機能が奪われる。つまり、物

語全体では公共の場の自由、剥奪、その回復の過

程が描かれている。
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2．3．　平凡な登場人物たち

　次に、物語の登場人物であるが、2．2．で既にみ

たように、素朴な人々（一般の市民、商売人、職

人、神父等）ばかりである。物語の中に出てくる

名前の付いた主な登場人物は、ジェミニアーノ

（運搬夫）、アマンシオ（食料品店の店主）、マヌ

エル（修理工）、アポリナリオ（鍛冶職人）、プル

デンチ（神父）、バウドゥイーノ（神父の助手）

である。そして、それぞれ、ジェミニアーノは真

面目、アマンシオは短気、マヌエルは正直、アポ

リナリオとプルデンチは思慮深いという性格描写

がなされるが、特に目立つ特徴を有する人物は登

場せず、どの人物も際立って平凡な印象を与える。

そして、誰一人として物語の主役とはいえず、直

面する問題に対し果敢に挑戦し、行動を起すよう

な英雄的人物はいない。もちろん、対岸を占拠す

る男たちも、物語の主なる登場人物といえるが、

彼らの正体は物語の最後まで明かされず、謎のま

ま終わる。

　なぜヴェイガは、登場人物たちに個性を持たせ

ないのであろうか。『反努動物の時』における、

対岸の男たちによる占拠を1964年のブラジルの軍

事クーデターの寓意であると分析しているマルコ

ム・シルヴァーマン（Malco㎞Silverman）は、

「登場人物は、1964年の革命に直面したときの、

ブラジル社会の主要産業に代表される役割を具現

化したものである」と述べ、登場人物の役割を

「社会の具現者」であると分析している11。シルヴ

ァーマンは、物語の第3章で対岸の男たちによる

農場への呼び出しに対し忍耐強く抵抗した、鍛冶

職人のアポリナリオを例に挙げている。アポリナ

リオはヘラクレスのような存在として描かれ、権

力で抑え込もうとする対岸の男たちに抗し、男た

ちの退去のきっかけとなるが、これはブラジル人

がアポリナリオのように断固たる姿勢でクーデタ

ーに抵抗していれば、軍政が長期間根付くことは

なかったことを暗示していると分析する。シルヴ

ァーマンと同じように、物語を軍事政権期の寓意

として解釈するならば、対岸の男たちに与するア

マンシオの存在は、彼の発言や行動から、当時の

高度経済発展により恩恵を受けた実業家を具現し

ていると分析できるかもしれない。

　また、「もしあの男たちが、バウドゥイーノが

考えるように高慢で無礼であったなら、マナライ

レマはさらに彼らのことで頭を悩ますことになっ

たであろう」と語り手が語るように’2、物語の中

で、コミュニティの名であるマナライレマの頻繁

な擬人化が観察される（傍点引用者）。つまり、

ヴェイガは登場人物に個性を持たせるよりも、む

しろ集団が形成する社会やコミュニティを前景化

させようという意図があったのではないかと筆者

は考える。

　以上のことから、この物語の物語内容の特徴と

して、出来事は公共の場（広場、通り、橋、商店

等）で起こり、その出来事を共同体の複数の住民、

あるいは共同体全体が経験するという特徴を有す

ると言えるであろう。

3．　語りの視点

　次に、物語の中で集団の視点がいかにして形成

されているのかを考察する。

3．1．物語の初めと終わり

　まず、物語の冒頭部分を見てみよう。

（冒頭）

　マナライレマでは夜は早く訪れていた。太

陽が山の向こうに沈むとすぐに　　それは落

ちるかのように、ほとんど突然であったが

一もう、ランプに火を灯し、子牛を中にい

れ、ショールで身を包む時間であった。その

時まで川の澱み、沼の底、暗い地下室で潜ん

でいた冷気が少しずつ広がり、家に入り、鼻

を濡らした犬はそれを嗅ぎつけようとしてい

た。

　夕暮れのマナライレマ　　知らせ、予兆、

ざわめき。家の隅の槍を鳴らす風にもたらさ

れる、あの確かな遠吠え、耳の痛みや暗やみ

を恐れる子供たちの泣き声。会議を開く蛙の
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鼓動、刃を研ぐコオロギ、あてもなく縫うよ

うに飛ぶコウモリが、黒い天幕を広げ、物悲

しい夜会のために広場を飾っている。マナラ

イレマは夜に苦しむであろう13。

　ジュネットは視点（パースペクティヴ）の問題

を「どの作中人物の視点が語りのパースペクティ

ヴを方向づけているのか」であるとし、それを

「語りの焦点化」と呼び、非焦点化（全知の語り

手の視点）、内的焦点化（作中人物の視点である

が、さらに固定・不定・多元に分かれる）、外的

焦点化（語り手の視点であるが、語り手は作中人

物の思考や感情を知ることができない）に分類し

ている14。物語の冒頭は、マナライレマの不気味

な夜の到来が描写されている。語り手の視点によ

る描写であるため、非焦点化あるいは外的焦点化

であるが、その区別は困難である。おそらくここ

では古典的な物語言説に代表されるタイプの、語

り手が全知の視点を持つ非焦点化であるといって

よいであろう。ポリス・ウスペンスキイ（Boris

Uspenskli）は文学における視点の問題を研究し

た著書の中で、「最初に場面全体を見渡す」視点

を「鳥鰍する」視点と呼び、物語全体の冒頭、あ

るいは終わりで非常によく用いられる方法である

と述べている15。そしてこの「鳥鰍する」視点に

は物語の「枠」を構成する機能があり、物語の冒

頭では物語世界を「外側」から観察し始めた視点

が、「内側」へと入り込んでいく移行の過程であ

り、物語の終わりでは逆に「内側」から「外側

へ」の移行の過程で物語の終わりを示すという。

　物語の最後の部分を見てみよう。語り手は、住

民が牛の糞などで荒れ果てた町を見ながら、全て

の物事が本当の意味で回復するまでに一体どのく

らいの時間を要するのかと思案している様子を描

写する。その視点は物語の冒頭と同じように町を

見渡す視点であり、物語の途中で止まっていた時

計が再び時を刻み始めたことを告げて物語を閉じ

る。

教会の時計が歯車をかみ合わせ、時をゆっく

りと、不規則に打った。そして重りを動かし、

針を合わせていた。時間も、良いことも、悪

いことも全て、あるべき姿に戻った16。

3．2．　物語内

　さて、物語が進行していくと、語り手の視点は

次第に作中人物の視点に入るようになる。つまり、

ジュネットの分類する内的不定焦点化が採用され、

語り手の視点は複数の作中人物の視点と一体化す

る。

　例えば、物語の第1章の出来事⑤（ジェミニア

ーノが荷馬車で肥料を運んでいるときに、対岸の

男が荷馬車を貸すよう交渉してくる）の場面での

焦点人物はジェミニアーノである。男の交渉に対

し、語り手はジェミニアーノの視点を通して物語

る。

ジェミニアーノはそのような態度は好きでは

なかった。気に入らなかったことを見せるた

めに、立ち止まることも、見ることもせず、

前へ進んだ。（傍点引用者）

　あるいは、出来事⑦では、アマンシオが対岸の

男たちのところに乗り込むと公言したため、その

発言に驚いた人々が、彼の食料品店に集まる。

人々は、これから起こることが心配である一方、

アマンシオが本当に行くのか真偽を知りたいとい

う興味本位のため、特に買うものも無いのに訪れ

る。このとき、語り手はアマンシオの視点から物

語る。

昼食の後、店は再び一杯になった。誰もが何

か買うことを口実に店に来て、買うにしろ、

買わないにしろ、ぐずぐずしながら観察して

いた。アマンシオは彼らが何を望んでいるの

かよくわかっていたけれど、理解していない

ふりをした。（傍点引用者）

　このように、語り手はジェミニアーノ（運搬

夫）、アマンシオ（食料品店の店主）、マヌエル
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（修理工）、アポリナリオ（鍛冶職人）、プルデン

チ（神父）といった主要な登場人物の複数の視点

から出来事を観察する。

　一方、語り手がその視点に入り込まない登場人

物も存在する。ジュネットは語り手が外的焦点化

によりある作中人物を描く場合、その人物の思考

や感情について語り手は知らず、その人物を謎め

いた未知の人物として描くと述べている17。ウス

ペンスキイも視点について、ジュネットと同様に

語り手が語り手自身の視点から観察することも、

その視点が複数の登場人物の内面に入りこむこと

もあると述べているが、さらに、語り手はある人

物を手に入れて、それにより自身を現実化するの

だという。そのようにして、作中の登場人物の中

には、語り手の知覚の主体となる人物もいれば、

他の登場人物はもっぱらその客体となるのであ

る18。ウスペンスキイのいう主体の場合とはジュ

ネットのいう内的焦点化に、客体の場合は外的焦

点化に相当すると考えられる。

　『反努動物の時』において、語り手の主体とな

る人物と客体となる人物の間には明らかな区別が

ある。それは、町の住民と対岸の男たちという対

比である。語り手は対岸の男たちの記述に関して

は、終始外側から記述し、彼らの内面に入ること

はない。男たちは町の対岸にある農場を占拠し、

そこを整備して何かを建設しているようであるが、

語り手も住民同様、その光景を家の窓から眺める

か、あるいは、農場を囲むフェンスによじ登って、

彼らの様子を見るだけで、彼らの視点を通して物

語ることはない。つまり、語り手は物語世界内か

ら叙述するとき、作中人物ではないが、おそらく

マナライレマのコミュニティを構成する一人であ

ると考えてよいであろう。それ故、住民たちが農

場の塀によじ登って眺めているときに、まるで、

語り手も一緒によじ登り、そこから対岸の男たち

を観察しているかのように、「男たちは、あのよ

うな融通の利かない人だかりにうんざりしている

ように見えた19」と彼らの様子を描写する（傍点

引用者）。語り手は明らかに対岸の男たちを外見

からしか判断していない。

　語り手は対岸の男たちの到着間もないころは、

マナライレマの住民と同様に対岸の男たちを「隣

人たち（vizinhos）」と呼び、いずれは交流するよ

うになることを期待するような眼差しで観察して

いる。マナライレマの住民は、当初は対岸の男た

ちの到着に驚き、関心を持つが、住民とコミュニ

ケーションをとらず、農場内の建設だけにしか関

心のない彼らの存在に次第に慣れてゆく。

マナライレマは、もうそれほど男たちに関心

を払っていなかった。誰かが彼らのことを話

すとしても、暑さ、病気、物価といった日常

的なものや関心事等、ありふれた事柄を話す

人のようであった2°。

　そして、住民の一人が「あちらの時間は短い21」

と発言するところからも、住民は近接する空間に

存在しながら、対岸の空間と町の空間とでは次元

が異なると考え始めるが、語り手も「彼ら」と

「自分たち」、「あちら側」と「こちら側」という

表現で、対比させながら物語るようになる。

　物語では対岸に乗り込んだアマンシオが彼らに

与し、手下となる。対岸の男たちは、頻繁にアマ

ンシオの店を訪れては、店の奥でアマンシオと密

談する。アマンシオは決して、彼らとの談合の内

容について、人々に明かさない。語り手も彼らの

密談の場に入り込まないため、アマンシオが住民

に対し次第に感じの悪い態度をとるようになる理

由が読者にはわからない。例えば次の場面を見て

みよう。対岸の男たちがマナライレマから立ち去

ることを願う人々に対し、アマンシオは次のよう

に言う。

彼らは進歩をもたらすために来たんだ。もし

俺たちがそのことを理解せず、遅れたままで

あるとしたら、責任はその遅れにあり、それ

が問題なんだ。彼らはまさにああいう風に仕

事をし、どんな方法であろうとも前進する。

それが好きでない奴は少ししか食べられない

のさ22。
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　また、別の場面ではアマンシオは、ジェミニア

ーノの荷馬車が壊れたとき、対岸の男たちの命令

で修理工のマヌエルに荷馬車の修理を頼みに行く。

しかし、マヌエルは修理を拒否する。

俺は絶対に荷馬車の修理なんかしないそ。あ

の壁に、“この工場では荷馬車の修理は受け

付けません”という大きな看板を書いてやる。

そうすれば、誰も時間を無駄にする必要はな

くなるからな。はいはい、俺はどんな苦境に

も耐えてみせますよ。まったく1　俺たちは

一体どこにいるんだ？　どこに俺の権利はあ

るのだ？　義務がなければ、恐れる必要なん

かないのだ。

これに対し、アマンシオは反論する。

着に考え、その命令を受け入れることはできない

と返事をし、執拗な対岸の男たちの再三の通告に

も忍耐強く抵抗する。アポリナリオを呼び出しに

来た二人の男を、語り手は「巨大で、顔に髭のあ

る男ども」と記述している。対岸の男たちの身体

的特徴が述べられるのは物語全体でこの一箇所の

みであるが、漠然とした記述に留まっている。一

方、アポリナリオの身体的特徴については、次の

ように描写する。

大きく、角張り、堅い肉をした顔は、押しつ

ぶされてばらばらになったように見える。そ

して、刻まれた腫れ物のように両側に発疹の

ある広い額、場所をとらない小さな眼、前に

突き出た長いあご、頭と同じくらいの太さの

首24。

そこにお前の間違いがある。お前は、あたか

も何も起きていないように話す。権利？　権

利なんて1　義務がなければ、恐れる必要は

ない？　じゃあどうして、お前は俺がここに

来て、懇願して、頭を下げていると思うの

か？　俺はお前に何か義務でもあるのか？俺

が恐れているのをお前は見たとでもいうの

か？　俺たちの状況はもう以前とは違うのだ。

そのことをお前は理解する必要があるのだ
…　230

　これらの箇所で、語り手は対岸の男たちの強引

なやり方に関し、住民がもめている様子を描写し

ているが、アマンシオの内面に入ることはせず、

発言をそのまま書き記している。語り手はアマン

シオを「威嚇しながら、主張した」と外面から描

写する一方で、修理工のマヌエルに対しては、

「マヌエルは半ば感動し、半ば不信感を抱いて、

彼を見た」というように、マヌエルの内面に立ち

入って描写をする。

　その後、アマンシオは鍛冶職人のアポリナリオ

に、対岸の男たちからの農場への出頭命令に従う

よう説得に行く。しかし、アポリナリオは冷静沈

　このように、「こちら側」の人物に対しては、

語り手は近くから観察し、詳細で具体的な身体的

特徴を描写する一方、「あちら側」の人物は人間

性を欠いた謎の存在として描写する。これは、語

り手の視点は対岸の男たちに対しては外的焦点化

を採用して観察するため、限定的となるからであ

る。明らかに語り手は、内的不定焦点化と外的焦

点化の違いを利用して、登場人物をその思考や感

情に入り込む人物と、それらを決して知ることが

できない未知の人物とに区分している。つまり、

対岸の男たち＝他者であることを語り手は読者に

提示しているのである。

　2．「物語内容」の分析も合わせ、以上のこと

をまとめると、公共の場で起こる出来事は、語り

手だけではなく、複数の登場人物の視点を通して

語られる。つまり、物語はアリシア・リャレーナ

が指摘する集団の視点により形成されている。ま

た、グレゴリオ・ダンタス（Greg6rio　Dantas）が、

ガブリエル・ガルシア＝マルケスの『百年の孤

独』とアレポ・カルペンティエール（Alej　o

Carpentier）の『失われた足跡』（Los　pαsos　peT－

didos，1955）の視点が「こちら側」にのみあり、

「あちら側」の視点が明らかにされないという点
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で、ヴェイガの作品との類似性を分析している。

ダンタスはこのような視点の限定も魔術的リアリ

ズムの基本的要素であると分析しており25、この

点に関しても『反努動物の時』は魔術的リアリズ

ムの特徴を有すると言えるであろう。

4．　語り手の機能

最後に、語り手の機能について考察する。

4．1．　語り手の位置

　語り手は語りの行為をどの位置から行っている

のであろうか。ウスペンスキイは語り手の位置は、

多くの場合時制の形態で決定されると述べてい

る26。『反努動物の時』で見られる動詞の時制は不

完全過去形、完全過去形、現在形であり、それら

の時制が交替しながら物語が進行していく。例え

ば、3．1．の語りの視点で検証した冒頭部分を見て

みると、前半部分の動詞の時制は「訪れていた

（chegava）」、「～であった（era）」、「広がろうと

していた（ia　se　espalhando）」という不完全過去

形が使われている。後半部分については「苦しむ

であろう（vai　sofrer）」という近接未来形が使用

されている。

　ジュネットは物語言説により語られた出来事の

時点と物語る行為の時点の時間的距離を水準の差

異と呼び、前者を物語世界内、後者を物語世界外

として分類している。そして、物語の語り手が一

つの水準から別の水準へ移行することを転説法と

呼んでいる。一方、ウスペンスキイは動詞の時制

の問題について、次のようにまとめている。「語

り手が不完全過去形を使うときは、語り手は物語

の登場人物と共時的位置にいることを示している。

完全過去形の使用は、語り手にとり出来事は過去

に起きたことであり、その出来事を回顧している

ことを示す。あるいは、物語の読者に一つの場面

から新しい場面へ移行すること知覚させる。そし

て、現在形の使用は、語り手が物語を語る行為の

さなかに聴き手を惹きつけることを目的とする」27。

ウスペンスキイの動詞の時制の使い分けをジュネ

ットの水準の差異にあてはめると、不完全過去形

を使用するとき、語り手は物語の出来事の時点

（物語世界内）にいて、完全過去形と現在形を使

用するときは、語り手は物語る行為の時点（物語

世界外）にいると言えるであろう。

　物語の冒頭部分をジュネットとウスペンスキイ

の理論にあてはめると、前半部分は不完全過去形

が使用されているため、語り手が物語世界内の共

時的位置からマナライレマの様子を伝えているこ

とになる。一方、後半部分では近接未来形が使用

され、語り手が語る現在から未来にかけて起こる

出来事を示唆している。つまり、語り手は物語世

界内から物語世界外へと移動しており、前半部分

と後半部分では語り手の水準が交替している。

　もう一つ、語り手が物語外世界にいることを示

す箇所をみてみよう。マナライレマの住民は町の

異変に気づき始める。いつもなら夕方になると橋

を渡って町に戻るはずの数台の荷馬車が見当たら

ず、日が落ちてくるに従い、町の住民はその異変

に不安を覚える。そして名もない数名の登場人物

が、荷馬車の行方について話し合っている。

「ああ、そうかもしれない。俺はそんなに遠

くは良く見えないんだ。ましてや暗い所で
は。」

「お前達が話しているように、俺は逆らいた

くなかったから見たといったんだ。俺が見た

のは固まりあった数名の人影なんだ。彼らが

荷者ではなかったとは言えない。暗闇では、

あらゆる縄は蛇であり、あらゆる神父は修道

士である、と諺にもあるじゃないか。」

登場人物の一人がこのように諺を持ち出すと、語

り手は別の諺を持ち出して、読者に向かい、出来

事に対する注意を促す。

Mas　problema　enterrado　6　problema　plantado，

se　diz，

だが、埋められた問題は植えつけられた問題

である、と言われる28。
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　完全過去形は⑦前の場面から時間や場所が変化

するときや、④ある状況において、登場人物が何

か別の行動を起したことを読者に知覚させるため

に使用される。ウスペンスキイは、動詞の不完全

過去形での叙述は場面が停止しているかのようで

あり、完全過去形の動詞はある状況の中で変化が

起こることを示すと述べている29。

たままにした。それは、よそ者たち達が何か

を必要とする場合の彼らに対する礼儀の問題

であった一そして、もちろんマナライレマ

の評判のためでもあった。もし、対岸の男た

ちがロウソクー束や灯油一瓶を買うことがで

きなかったら、彼らが言わなかったであろう

ことを想像して下さい32。

⑦No　dia　seguinte　a　cidade　amanheceu　ainda

　sem　toucinho，　mas　com　uma　novidade．

　次の日、町にはまだ豚の脂身はなかったが、

　ある知らせと共に夜が明けた3°。

⑦（第1章の出来事⑤の後、ジェミニアーノ

　が男からの要求をどうやって断ったのか、

　その真相が知りたくて住民たちは落ち着か

　ない。そのような状況の中で）

　Pe．　Prudente　mandou　chamar　Geminiano

　pretextando　necessitar　do　carreto　de　umas

　te血as，　rodeou，　WWI　　，entrou　no　assunto・

　プルデンチ神父は、数枚の瓦を運ぶ必要が

　あることをロ実に、ジェミニアーノを呼び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　にやり、一回りし、手探りして、本題に入

　った31。

　完全過去形と現在形が現れる例をもう一つ見て

みよう。住民達は対岸の男たちが対岸に到着して

からの町の異変について、通りで集まっては話し

合う。そして、馬の足音を聞くだけで、何かが起

きたのではないかと、話すのを止める。そうした

状況の中、商売人達がとった行動を語り手は描写

し、そして、読者を勧誘する。

Os　comerciantes　ficaram　de　lojas　abertas　at6

mais　tarte，　mais　por　uma　questao　de　cortesia

com　os　estranhos，　caso　eles　precisassem　de

alguma　coisa－e　tamb6m　pelo　bom　nome　de

Manarairema；ima　ine－se　o　que　os　homens　nao

iriam　dizer　se　nao　pudessem　comprar　um

mago　de　velas，㎜a　garrafa　de　querosene．

商売人たちはいつもよりも遅くまで店を開け

　以上のことから、語り手は不完全過去形を使用

して、登場人物と同じ時間内にいるかのように出

来事を共時的な位置から描写している。一方、完

全過去形の使用は、物語が新たな局面に移行する

ことや登場人物の行動を読者に知覚させ、現在形

の使用は、読者と同じ時間的位置にいることを示

しており、読者の注意を語りに仕向けている。読

者はこの語り手の水準の移動、つまり、時間の往

復運動に次第に引き込まれてゆき、語り手ととも

に物語を内側からも外側から観察するようになる

のである。

4．　2．　語り手の機能

　語り手は、物語の初めと終わりの「鳥鰍する」

視点で物語の「枠」を定め、出来事全体を語るの

は自身であることを提示した。そして、物語内で

は、語り手は複数の登場人物の視点から語る複数

の視点をとる一方、外見からしか描写しない登場

人物もいた。また、自らの位置については、物語

世界内と世界外の間を時間的に移行して、物語の

出来事を共時的に描写したり、読者と同じ時間的

位置から読者を勧誘したり、注意を促したりして

いた。なぜ、このように語り手は視点を移動した

り、自らの位置を変えたりするのであろうか。

　ジュネットは、語り手が引き受ける機能を次の

ように分類している。①物語内容を語る語りの機

能、②物語テクストの分節・関連・相互関係を管

理する機能、③読者と接触し、働きかけようとす

るコミュニケーションの機能、④自分が語る物語

内容に関わることを示す証言の機能、⑤物語内容

に対し、直接的もしくは間接的に介入し、教訓的

な形式を採る思想的機能の5つであり、これらの
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機能は「いずれも他の範疇と暗黙裡に関係し合

う」33。そして、どの範疇も全て不可欠なものであ

るわけではないが、完全になしですますことので

きる範疇は一つもない。むしろ、「いずれに力点

を置き、どこに比重をかけるかの問題なのであ

る」と述べる34。リャレーナはジュネットの理論

を用い、魔術的リアリズムの作品では、管理する

機能、証言する機能、思想的機能の3つが重要な

役割として作品に表れると述べる。管理する機能

としては、語り手は自分が意図する視点から物語

を見るように読者を仕向けたり、出来事に対する

読者の解釈を操作したりする。また、証言する機

能としては、語り手は物語に自らの精神的・知的

関与を示し、出来事に対する不安感を読者に与え

たり、出来事に対する解釈の共犯者にしたりする

という。そして、最後に思想的機能としては、読

者に出来事に対する判断を促すという35。

　『反努動物の時』の語り手の機能もリャレーナ

が挙げる特徴を有するであろうか。これまでの分

析から、語り手は読者にマナライレマの複数の住

民の視点を通して出来事を見せ、あるいは逆に対

岸の男たちの思考や感情を謎のままにする等、物

語言説を明らかに操作しており、管理の機能が認

められる。また、語り手は物語世界内から共時的

に、あたかも共同体の構成要員であるかのように

公共の場で起こる出来事を見に行き、不合理な出

来事の証人となっている。そして、名前の付いた

登場人物だけでなく、名もない多数の住民の様々

な声を描写し、マナライレマで起きた出来事に対

する集団の記憶を書き留めている。あるいは、複

数の人物の視点に入り込み、彼らの生や世界に対

する見方を映し出す。また、語り手は対岸の男た

ちの抑圧的な態度や、犬や牛による町の占拠につ

いての理由を明らかにせず、読者に不安感を与え、

読者の存在を意識していることを提示しながら、

読者を物語の権威主義的状況に引き込む。つまり、

証言する機能の働きをしていると言える。さらに、

こうした事態に対する批判や姿勢を読者にも思考

させようとしているため、思想的機能をも果たし

ていると言えるであろう。

4．　3．結論

　本論文では、語りの視点と語り手の機能に焦点

を当てて『反努動物の時』を検証した。これまで

の分析から、物語は集団の視点、語り手の管理・

証言・思想的機能というリャレーナが提示する魔

術的リアリズムの特徴を有していると言えるであ

ろう。

　リャレーナの他にも、ナオミ・リンドストロム

（Naomi　Lindstrom）が20世紀ラテンアメリカ文学

の特徴として、「証言の物語」をあげ、語り手自

身が無名であることで、集団の声を拾い、物語は

多声になると述べている36。また、野谷文昭は魔

術的リアリズムの特徴に共同幻想のパースペクテ

ィヴを指摘している。マルケスの『百年の孤独』

の場合、「マコンドの誰のというのではなくて、

マコンド全体のパースペクティヴ」であり、「個

的ではなく共同的な幻想」であると述べている37。

このような研究からも、『反努動物の時』は、物

語の事象が幻想的であるという「物語内容」だけ

でなく、「物語言説」と「語り」という形式面で

も魔術的リアリズムの要素が認められるため、魔

術的リアリズムの影響を受けた可能性が高い。し

かしながら、魔術的リアリズムとの関連性につい

ては、物語の空間やラテンアメリカ固有の要素等、

他の側面からの分析も必要であると思われるため、

今後さらなる考察をしてゆきたい。

5．　結びにかえて

　語り手は自分が語る物語の主題やメッセージを

できるだけ正確に、あるいは効果的に読者に伝え

ようとする。その語り手が物語の証言者であると

するなら、その意図、あるいは証言すべき事柄は

何であったのか。この作品について、ヴェイガは

次のように述べている。

『反努動物の時』は当時のブラジルに政治的

に起こっていて、長くは続かないであろうと

考えていた出来事のアレゴリーである。それ

ゆえ、楽観的な終わり方をしている38。
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　このように、ヴェイガ自身が本作品を1964年に

始まった軍事政権期のブラジル社会のアレゴリー

であると認めている。ヴェイガはゴイアス州の内

陸の町に生まれ、幼少期を小さな田舎の町で暮ら

した。作家になる以前には、BBCの記者として

1945年から47年までロンドンに2年程滞在し、帰

国後はリオ・デジャネイロで暮らして、ジャーナ

リストや作家として生涯を過ごした。1945年以降

は、大都会で暮らしたにもかかわらず、彼の作品

のほぼ全ての舞台が小さな町であるため、1930年

代にブラジル文学において隆盛であった地方主義

文学との関係がしばしば指摘される39。小さな町

を物語の舞台にした背景には、思い出深い田舎町

が、軍事政権下で産業化され、思想を監視され、

人々のコミュニケーションが遮断されてゆくこと

に危惧の念を抱いていたからかもしれない。ヴェ

イガの語り手の視点が限定的で、「こちら側」、つ

まり周縁的な人々の側にしかいないのは、「あち

ら側」＝権力者の価値観を一方的に押し付けられ

る不条理、市民の恐怖感・不安感を証言するもの

であり、権力者側のイデオロギーに対する不屈の

姿勢を示しているからであろう。

　また、ヴェイガの作品は出来事を完結したもの

として示さず、物語を開かれたまま終えている。

そのようにして、ヴェイガは出来事を過去の遺物

にせず、現下の問題として読者に問いかけている

に違いない。
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