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〈Résumé〉
  Le café est une boisson liée à la vie des Français depuis longtemps. le café du commerce 

est l’enseigne assez fréquente de cafés, brasseries, symbolisant ce lieu où la petite bourgeoisie 

parle politique dans les conversations animées. prendre son café signifie 《prendre du plaisir, 

passer un moment agréable》. Mais le café du pauvre indique 《acte sexuel》, qui procurait un 

plaisir gratuit pour les personnes qui ne pouvaient s’offrir ce breuvage luxueux dans des temps 

plus lointains. En anglais, coffee and cakes signifie 《recevoir un salaire de misère》. En 

allemand, Kaffee est une boisson mais Kaffee tante indique （une tante portée sur le bavard-

age）. Concernant le thé, en français, dire ce n’est pas ma tasse de thé indique （quelque 

chose que l’on aime pas）, alors qu’en anglais, one’s cup of tea montre （une activité plaisante）. 
Un jus, dans la langue argotique française signifie 《chic, l’élégance》 jeter son jus c’est 《être 

très élégant》. Mais avoir du jus du navet, c’est 《manquer de vigueur ou de courage》. Un 

navet ne produisant pas de jus, il s’agit d’une métonymie portant sur la force ou la volonté d’agir. 

Le vin est lié à l’’ivresse, et avoir le vin gai （ou triste） c’est se trouver dans un état joyeux （ou 

mélancolique）. cuver son vin, c’est dissiper son ivresse en dormant ou en se reposant》 alors 

qu’être entre deux vins signifie être entre la lucidité et l’ivresse complète. Si l’on veut 

modérer ses exigences ou être moins absolu, alors il est nécessaire de mettre de l’eau dans 
son vin, en allemand im Wasser in seinem Wein gießen （＝verser de l’eau dans le vin de 

l’autre） indique （l’on cherche à décourager quelqu’un）. Pour le whisky, en anglais il y a des 

noms de voix liés après avoir trop bu du whisky, boire trop de whisky a peut-être pour effet 

d’entendre des voix, mais aucune expression en français ou en allemand n’existe avec le nom  

de cette boisson alcoolisée. 

l’autre

  En japonais, il y a quelques expressions liées au thé, mais aucune concernant le sake 

（nihonshu）.

0．はじめに

　「人間の文明は，三種類の重要な非アルコール飲料を生み出してきた。茶葉から抽出したもの，

コーヒー豆から抽出したもの，そしてカカオ豆から抽出したものである。葉と豆は，世界で好ま

れている非アルコール飲料の源である。抽出飲料の総消費量のうち，茶葉が一位であり，コー

ヒー豆が二位，そしてカカオ豆が三位である。手っ取り早い反応を求めて人々は今でもアルコー
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ル飲料に頼っている。それは擬似的な興奮剤であり，しばしば麻酔薬であり抑制薬でもある。茶，

コーヒー，ココアは，心臓と神経系と腎臓に対する真の刺激剤である。コーヒーは脳を刺激する

作用が強く，ココアは腎臓への刺激作用が強い。茶はコーヒーとココアの間で幸せな地位を占め

ている。私たちの身体機能の多くを優しく刺激するのである。かくしてこの「東洋の恵み」は，

非アルコール飲料の中で最高の物となった。自然自体の製薬工場で調合された純粋で安全で有用

な刺激剤であり，人生で最高の歓びの一つである」1）

　「世界のアルコール文化は，フランス，イタリア，スペイン，ポルトガル，ギリシアなどの南

欧中心とした『ワイン文化圏』，英国やオランダ，スカンディナビア諸国など北欧を中心とした

『ウイスキー文化圏』，ドイツ，チェコ，オーストリアの中欧諸国と米国などの『ビール文化圏』

に大きく区分される。（中略）ワイン文化圏は，食事内容が豊かで農耕文化が早くから発展し，

産業革命後はそれほど工業化がすすまなかった地域，さらに宗教的にはカトリック文化圏と重な

るのである，逆にうまいものが少なく，工業化が急速にすすんだプロテスタント文化圏では，ウ

イスキーないしはビールを好む傾向がある。これにはブドウ栽培の北限やウイスキー原料である

大麦の栽培条件，さらに寒さとアルコール分の高い飲料を好むという相関性など，気候や風土に

負うところが大きいことはいうまでもない。」2）

　本稿では，フランス語，英語，ドイツ語，日本語の故事，諺，成句にみられる飲物名による比

喩表現を比較し，フランス，イギリス，ドイツ，日本の文化の違いについて論じることにする。

1．飲み物名によるフランス語の成句

1）café・コーヒー

　人類発祥の地ともいわれる古代アビニシアは，今ではエチオピアと呼ばれているが，この地こ

そがコーヒーの生まれ故郷である3）。

　フランス人がコーヒーを飲みはじめたのは，彼らの後の熱狂ぶりを考えれば意外なことだが，

イタリア人やイギリス人より遅かった。1669年に，新任のトルコ大使ソリマン・アジャが，パ

リで盛んに豪華なパーティーを開いてコーヒーを紹介し，熱狂的なトルコ・ブームを巻き起こし

た。男性客はゆったりとした部屋着を与えられ，贅沢な調度品に囲まれて，椅子なしで気持ち良

くくつろぎ，珍しい異国の飲み物を楽しむようになった。といっても，まだ目新しさの域を出て

いなかったが。フランスの医師たちは，コーヒーに薬効があるという主張に脅威を覚え，1679

年にマルセーユで反撃を開始した。「恐ろしいことに，この飲み物は…［中略］…ほぼ間違いな

く，人々にワインを楽しむ習慣を止めさせる傾向を有する」（中略）だがその 6年後には，別の

フランス人医師シルヴェストル・デュフールが，コーヒーを熱烈に擁護する本を書き，また

1696年に，あるパリの医師は，「腸の下部をすっきりさせ，顔の色つやを良くするために」コー

ヒーによる浣腸を処方している4）。
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［大げさだ］

  C’est （un peu） fort de café　（このコーヒーは少し濃すぎる→）大げさだ，やりすぎだ，

信じられない

［巷の政治談義］

  des discussions de café du Commerce　（café du Commerceはどこにでもあるカフェーの

屋号で，ここでは界隈の溜り場の意｡ 巷の溜り場の議論→）巷の政治論議

［楽しむ］

  prendre son café

　　　（自らのコーヒーを飲む→）いつものコーヒーを飲む，楽しむ，快楽の時を過ごす

［いいことは長続きしない］

  Racine passera comme le café.

　　　（コーヒーの流行同様ラシーヌも廃れよう→）世の中うまくいっている時期は短いもの

だ，（成功は長続きはしないのではと思っている人に）その通りであると皮肉に言う

言葉，間違ってセヴィニェ夫人の言葉とされている

［性行為］

  café du pauvre　（貧乏人のコーヒー→）性行為

［はした金］

  （英） coffee and cakes　（コーヒーとケーキ→）安サラリー［ギャラ］，はした金

［相談のため］

  （独）  Kommen Sie bitte zum schwarzen Kaffee　食事のあとにブラックコーヒーでも飲み

においで

  （独） Kaffee tante おしゃべりばばあ

2）thé・紅茶

　「茶の飲用は，東洋が西洋に最も気前よく分け与えてくれた，節度あるすばらしい習慣の一つ

である。しかし，ヨーロッパ人が茶について知ったのは，東洋で茶が広く用いられるようになっ

てから何世紀も経ってからのことだ。世界の三大非アルコー類飲料であるココアと茶とコーヒー

の中で，最初にヨーロッパにもたらされたのはココアである。ココアは 1528年にスペインに持

ち込んだ。その約一世紀後の 1610年に，オランダが茶をヨーロッパに持ってきた。コーヒーが

ヴェネツィア商人によってヨーロッパに持ち込まれたのはそのほんの数年後の 1615年のことだ。

ヨーロッパの文献の中で最初に茶について言及したものは，1559年頃に現われた。それは，ギ

アムバチスタ・ラムジオ（1485～1557）の『航海と旅行記』の中で「中国茶」と書かれていた。

ラムジオは，古代と現代の航海と発見の話を集めた貴重な著書を刊行した，有名なヴェネツィア

の作家である」5）
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［趣味］

  Ce n’est pas ma tasse de thé.

　　　（これは私の紅茶ではない→）それは私の趣味ではない

  （英） one’s cup of tea　（人の紅茶→）好み，興味，趣味

　「フランスはコーヒーの国で，滝沢敬一の『フランス通信』によると「フランスで茶というと

煎茶の如く，イギリスでコーヒーはにがい墨汁にすぎない。（中略）イギリスでは大人はもちろ

んのこと，子供でも味のいい紅茶のいれ方についていっぱしの知識をもつようになった。彼らは

世界中のどこの国よりも，紅茶のいれ方や飲み方について，すぐれた心得があると自信をもって

いて，それを芸術だと思っている。」6）

　上記の表現は紅茶に対する両国の関わりを考えると，英語の表現が起源であろう。

［罰せられる］

  （英）  go （out） for one’s tea　（人のコーヒーのために出ていく→）危険な使いにいく，

連れ出されて罰せられる［絶対に…しない］

  （英） not for all the tea in China

　　　（どんな褒美をくれても）絶対に～しない

［交際する］

  （英） take tea with　（～と一緒にお茶を飲む→）交際する

［別問題］

  （英） That’s another cup of tea　（それは別の紅茶だ→）それは別問題だ

3）jus・ジュース

［生気がない］

  avoir du jus de navet dans les veines

　　　（血管にカブのジュースをもつ→）生気がない

［大したものだ］

  Ça vaut le jus.

　　　（ジュースの価値がある→）やってみるだけの値うちがある，注目に値する，大したも

のだ

［暑い］

  cuire dans son jus

　　　（ジュースの中で火が通る→）暑くてたまらない

［粋である］

  jeter un［son］ jus　（ジュースを投げる→）しゃれている，かっこいい，粋である

［成り行きを待つ］

  laisser qn/qc cuire［mijoter］ dans son jus
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　　　（ジュースの中で火が通るがままにしておく→）…を勝手に苦しませておく，の展開を

見守る，成り行きを待つ

4）vin・ワイン

　「ワインという飲物は，葡萄の果実の生れ変り，という考え方は非常に古く，またワインが人

間の健康にすぐれた効果があることも，ワイン誕生の太古から人々は気づいていたようですから，

ワインを造り出す樹である葡萄樹のことを，シュメール人も古代エジプト人も「生命の樹」と呼

んだのです。（中略）古代エジプトの造物のうちで最も古い記録が，紀元前 2850年頃の酒壷の上

の象形文字でイルプ IRPと発音されるワインの事ですが，このイルプがすべてのワインの語源

になったかどうかは不明です。もう少し新しい時代の遺物と思われるのが，紀元前 1400年頃の

ウガリット楔形文字です。死滅した言語ですから，正確な発音ははっきりしませんが，おそらく

YAINUヤイヌと発音されるといわれています。したがって，ヤイヌがエジプトでイルプとな

まったのか，その逆であるのか，あるいはこの二つの古代語は互いに何の関連性もないものなの

か，明らかではありません。（中略）聖書に出てくるヘブライ語では JAJIN，YAYINまたは

YAINなどとなりますが，これらがいずれも古代ギリシア語のWOINOS（語尾が -OS）となり，

ラテン語の VINOとなり，さらに今日の VIN（フランス語）やWEIN（ドイツ語）と受け継がれ

たものでしょう。」7）

　「酒のアルコール分は糖類が酵母の作用によって醗酵することによってつくられる。そこで糖

分の酒とよんでいる蜂蜜，果実，樹液，乳を原料とする酒は，とくべつにスターターを加えなく

ても，原料の糖分を含む液体に，自然界に存在する酵母が作用してアルコールが生成される。し

かし，澱粉を原料として酒つくりする場合は，澱粉を糖分に変化させる手続きが必要である。そ

のために，唾液，もやし，カビなどをスターターとして加え，その酵素の作用で澱粉を分解しな

ければならない。唾液をスターターとする酒は白人の渡来以前から中南米に広く分布していた。

東アジアでは，日本の古代に存在したし，十三世紀のカンボジア，沖縄，アイヌの人びと，中国

の辺境地帯，台湾の高山族にもあったことがわかっている。」8）

糖分の酒

原料 糖化手段 醸造酒 蒸留酒 主要な分布地帯
蜂蜜 蜂蜜酒 東欧，黒アフリ

中南米
果実 ブドウ ワイン ブランデー 地中海

樹液
ヤシ類 ヤシ酒 アラック アフリカ，インド

東南アジア
リュウゼツラン
イトラン

プルケ テキーラ 中南米の一部，メキシコ

乳 クミズ
アイラグ

アルヒ モンゴル，シベリア，中央アジ
ア
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澱粉の酒

穀類 トウモロコシ 唾液 チチャ 中南米
芋類 マニオク

オオムギ 　 もやし ビール ウイスキー 北西ヨーロッパ
雑穀 　　　 もやし ポンペ 黒アフリカ

主として米 　 カビ 黄酒（中国） 白酒（中国） 東アジア，東南アジア
清酒 焼酎 世界の伝統的な酒の類型9）

［酒癖］

  avoir le vin gai［triste, mauvais］

　　　（陽気な［寂しい，悪い］酒をもっている→）笑い［泣き，怒り］上戸である

［酔いを覚ます］

  cuver son vin　（ワインを和らげる→）（休息や睡眠で）酔いを覚ます

［ほろ酔い］

  être entre deux vins

　　　（二本のワインの間に入る→）ほろ酔い加減である

［諺］

  Le bon vin réjouit le cœur de l’homme.

　　　よき酒は人の心を楽しませる

［不快］

  （独）  im reinen （Klaren） Wein einschenken　ある人に本当のことを言う（その人に不快

です

［諺］

  （独）  Im Wein ist Wahreheit　（ワインの中に真実がある→）酒中に真あり（酔えば本音

が出る）

［水を差す］

  （独）  im Wasser in seinum Wein gießen　（人のワインに水を注ぐ→）ある人の感激に水

を差す

［不節制する］

  （独）  Wasser predigen und Wein trinken　（水を説き聞かせワインを飲む→）人には節制

を勧めて自分は不節制する

［控え目］

  mettre de l’eau dans son vin

　　　（ワインに水を加える→）主張を和らげる，態度を軟化させる，控え目になる

［栄華の時］

  （英） days of wine and roses　（ワインとバラの日々→）栄華の時
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［乾杯］

  （英） take wine with　（～とワインを飲む→）…と（健康を祝して）乾杯する

［歓楽］

  （英） wine, women, and song　（酒と女と歌→）歓楽，道楽

［豪勢な会食をする］

  （英） wine and dine/dine and wine　（食べかつ飲む→）豪勢な会食をする

5）bière・ビール

　「ケルト人（ガリ人）がフランスに移住を開始したのは西暦前 1600－ 1300のあいだだったと

みられている。古代のガリアは現在のフランスよりはるかに広い地域で，東はライン川にまで及

んでいたから，その土地の住民の飲んでいた酒は北欧のゲルマンと同じようにビールであった。

ビールはラテン語でケレヴィシア（cerevisia）といっていた。「ケレ」は収穫の女神ケレスから

でた語でガリアではそれをラテン語のまま「ケレヴィシア」または「ケレ・ヴィシア」（cere 

visia）といっていたので，のちフランス語の「セルヴォアーズ」（cervoise）になった。セル

ヴォアーズはホップを入れない時代の名前で，16世紀の前半にホップを入れたビールをビエー

ル（bière）と呼ぶように変った。その語源はオランダ語の bierだったと，語源学者アルベー

ル・ドゥザはみている。」10）

　「ビエール（bière）の呼び方はフランスでは 1435年の古文書にでているのが最初とみられて

いるが，ドゥザ（語源学者）は 1539年にはじめて登場したといっている。その一方でセルヴォ

アーズという呼び方は 12世紀から 17世紀までつづいたというから，16－17世紀には両方の呼

び方が行なわれていたことがわかる。」11）

［酒癖］

  avoir la bière　＋形容詞 ビールを飲むと…になる

  Il a la bière plutôt gaie et le vin triste.

　　　彼はビールを飲むと陽気になり，ワインを飲むと陰気になる

［ただものではない］

  Ce n’est pas la petite bière

　　　（それは弱いビールではない→）ただごと［ただ者］ではない

  She is no small beer.　（彼女は弱いビールではない→）彼女はひとかどの人物だ

［へたくそな絵］

  enseigne à bière　（飲み屋の看板→）へたくそな絵

［酔う］

  （英） be in beer （ビールの中にいる→）（ビールに）酔っている

［惨めな思いになる］

  （英）  cry in one’s beer　（人のビールの中で叫ぶ→）悲しみにうちひしがれる，惨めな
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思いになる

［飲む］

  （独） beim Bier sitzen　（ビールの傍にすわる→）ビールを飲んでいる（特に飲み屋で）

  （独） Bierbankpolitiker　飲み屋の政治家（一杯きげんで政治を論じる）

［低い声］

  （独）Bierbaß　粗くて低い声

  （独）Bierfaß　ビヤだる，たいこ腹［の人］

　「ドイツがビールの国であることは周知のごとくであるが，北欧諸国やイギリスではブドウ酒

を産出しないのに対し，ドイツはブドウ酒の国でもあるので，この国の酒の歴史はかならずしも

ビールだけの歴史ではなかった。『ドイツ人の飲みものにビールが勢力をもちだしたのは比較的

新しい現象で，その歴史は二百五十年以前にはさかのぼらない。さらにこの国でもっぱらビール

だけが飲まれるようになった歴史では，その期間はさらに浅い』とハインリッヒ・エドウァル

ト・ヤコブは述べている」12）

　「ドイツではまたビールにちなんだ苗字（性）の多いことでも，奇妙な地位を占めている。

「ビール商」「ビールの首」「ビールの友達」「ビール運搬馬車」「ビールの水溜り」「ビールの袋」

といったのがその一例で」13）

6）whisky・ウイスキー

　「スコットランドにウィスキー造りが伝わったのはいつ頃のことなのかはっきりしないが，少

なくとも西暦 12～13世紀頃までには伝わっていたとする説が有力である。当初はビール（エー

ル）と同じように，修道院などがもっぱら「薬酒」としてつくっていたと考えられている。文献

に登場する最古の記録は 1494年のスコットランド王室財務係の記録で，「修道士ジョン・コー

（John Cor）に八ボルの麦芽を与えてアクアヴィテを造らしむ…」とある。「ボル」は穀物などを

量る古い単位で，八ボルで約 500キログラムに相当する。「アクアヴィテ」（あるいはアクアヴィ

タエ Aqua Vitae）はラテン語で「生命の水」を意味し，これがウィスキーのみならず，すべての

蒸留酒の語源となった。ウィスキーハアクアヴィテをゲール語（スコットランドの母語）に置き

換えた「ウシュクペーハ（Uisge Beatha）」（ウシュクは水，ベーハは生命のこと）から派生した

言葉だが，実際に「ウィスキー」なる言葉が英語に登場した（一般に使用され始めた）のは，18

世紀後半のことという。」14） ちなみに，フランス語では eau-de-vie「命の水」はブランデーの意で

ある。

［テノールの声］

  （英） whisky tenor　（酒の飲みすぎでしゃがれたような）テノールの声

  （英） whisky voice　しわがれ声，ハスキーボイス
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2．飲み物名による日本語の成句

1）お茶・thé vert

　日本のお茶は，抹茶を中心に茶湯という形式をかたちづくった点において，世界の茶の文化史

上，特筆に値するといえよう。平安時代のはじめ，唐風文化の一として，中国に学んだ茶は，磚

茶であったろうと推測されている。しかし，その命脈はみじかく，日本の茶の文化は，鎌倉時代

のはじめ，宋よりもたらされた抹茶法の普及によって，あらためて開始された。

　抹茶法－粉末にした茶葉に湯をそそぎ，攪拌してのむ喫茶法は，本国の中国ではつとにたえ，

現在では日本にしかつたわらない。しかも日本ではそれを茶湯という儀礼にまで発達させること

に成功したのだった。その完成期は，一先ず戦国時代末（16世紀）とおさえてよい。それと併

行して，庶民の間では煎物のひとつとして，葉茶飲用の習慣が広まりつつあった。日常茶飯事は，

抹茶ではなく，葉茶の普及によって実現された。そして日本の茶業地が全国に拡大するのは，江

戸時代のことである。茶業地の拡大は，「茶を飲むくらし」のひろがりをうながす。江戸初期の

幕府の法令は，茶を飲むことを，贅沢の見本のようにいっている。しかし，江戸時代も後期にな

れば，庶民が茶をのむことは，それこそ，日常茶飯事となっていた15）。

［口先だけのお世辞］

  お茶でも上がれ：口先だけのお世辞に言うことば｡

［俗説］

  お茶の軸が立つと思う事がかなう

［つくろう］

  お茶を濁す：いい加減な処置をして，一時のがれにその場をごまかしつくろう

［暇なこと］

  お茶を挽く：芸妓や娼妓が客がなくて暇なことにいう｡ このことばの起こりとしては，客

のつかなかった遊女が茶臼で葉茶を挽かされたことからいうとする説や，昔の遊女は

貴人に召されてお茶の相手をすることがあったので，それに召されず暇な傾城をこう

いうようになったとする説など種々ある｡

2）お酒・saké

　御神酒は，その表示からして清浄な酒という意が明らかである。が，そもそもサケ（酒）とい

う言葉そのものが清浄な響きをもっているのである。サは接頭語。ケは『広辞苑』をはじめ辞書

では，「香」と同原，と説明する例が多い。しかし「食」，あるいは「饌」としてもよいのではな

いか。「御食（みけ）」の食である。接頭語も，ただ語調をととのえるだけではあるまい。「斎庭

（さにわ）の斎と同様に，「斎食（さけ）」と書いてみるとどうだろうか。清らかな食べもの，と

相なる16）。
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［俗信］

  お酒の燗をするとき仏さんの花瓶の水を少し入れると大酒を呑まなくなる :播州赤穂地方

の俗信

3．おわりに

　caféは古くからフランス人の生活に密着し，Commerceというカフェーの屋号から溜り場の

コーヒーから巷の政治論議の意，自らのコーヒーを飲むから快楽のときを過ごすの意，同様に貧

乏人のコーヒーから性行為の意，英語ではコーヒーとケーキから安サラリーの意，ドイツ語では

コーヒーが社交の場の象徴であることから相談の意やカフェーのおばさんからおしゃべりばばの

意。théについてはフランス語では私の紅茶，英語では人の紅茶から，両言語とも趣味の意であ

るが，両国と紅茶との関わりを考えると，英語の表現が起源であろう。英語では一緒に紅茶を飲

むから交際するの意であることから，紅茶はイギリス人の生活に密着していることがうかがえる。

jusについては，フランス語では隠語でシックな，エレガントなの意であることから，ジュース

の価値があることから注目に値するの意，ジュースを投げることからしゃれている，粋であるの

意。血管にかぶのジュースをもつから生気がないの意。これはジュースではなくかぶ（navet）

に由来している。vinについては vinが「酔い」のメトノミーであることから，陽気な（寂し

い）ワインを持つから笑い（泣き）上戸の意である。自分のワインを和らげる（醸造桶の内部の

ように休ませておく）から酔いを覚ますの意。二つのワインの間にいるというのは正気と酩酊の

間にいるから微酔い加減の意である。ワインに水を加えるから，フランス語では主張を和らげる

の意，ドイツ語ではある人の感情に水を差すの意。ドイツ語ではギリシア語の格言のラテン語訳

in vino veritas（ワインの中に真実がある）から酔えば本音がでる。英語ではワインとバラの日々

から栄華の時の意。人とワインを飲むから乾杯するの意。wineと dineの語呂合わせから豪勢な

食事をするの意。bièrについては，フランス語では 17世紀の表現では petite bièreは forte bière

（強いビール）の反意語であったことから，フランス語と英語では弱いビールではないことから

ただ者ではないの意。フランス語ではビールの看板（つまり飲み屋の看板）からへたくそな絵の

意。英語では人ビールの中で叫ぶから悲しみにうちしがれるの意。ドイツ語ではビールの傍にい

るから飲み屋でビールを飲んでいるの意。ビールの政治家，つまり飲み屋の政治家から一杯機嫌

で政治を論じるの意。ワイン，ビールについてはフランス語，英語，ドイツ語にも僅かではある

が，表現はある。ドイツ語ではビールに因んだ苗字が多くみられるのが特徴である。whiskyに

ついては，英語ではウイスキーの飲み過ぎによる声の変化に因んだ表現はあるが，フランス語，

ドイツ語にはみられない。日本語では，お茶による表現は僅かではあるがみられるが，日本酒に

よる表現はみられない。

10 比喩表現について（17）



［注］

1）W. H.ユーカス著，杉本卓訳：「ロマンス・オブ・ティー」八坂書房　pp. 5～6

2）辻原康夫著：「世界地図から食の歴史を読む方法」KAWADE夢新書　pp. 90～91

3）マーク・ベンダグラスト著，樋口幸子訳：「コーヒーの歴史」p. 26

4） 1689年にイタリアからの移住者フランソワ・プロコプが，コメディー・フランセーズの真ん
前に，カフェ・ド・プロコプを開店した｡ 世に名高いコーヒーハウスがようやく根付いたわけ
である｡ さっそく役者や作家，劇作家，音楽家たちが集まって，コーヒーを飲み，文学談義に
花を咲かせた｡ 18世紀に入ると，ヴォルテールやルソー，ディドロ，それにフランス訪問中
のベンジャミン・フランクリンといった名士たちが盛んにカフェに出入りした｡（中略）フラ
ンスの歴史家ミシュレは，コーヒーの到来を「当代の喜ばしい革命であり，新たな習慣を作り
上げた重要な出来事であり，人間の気質を改変したと言っても過言ではない」と書いている｡
確かにコーヒーはアルコールの摂取量を減らすと同時に，最終的にはフランス革命という怪魚
を生むに至る知的な生け贄を創り出した｡ ヨーロッパ大陸のコーヒーハウスは平等主義者の会
合場所となり，食物研究家のマーガレット・ヴィッサーが書いているように「男女はそれ以前
にはなかった形で，不穏当と見なされずに交際できた｡ 公然と会って話ができるようになった
のだ｡（中略）1710年にフランス人は初めて，コーヒーを煮出すのではなく，浸出する方式を
採用した｡ 挽いたコーヒーを布袋に入れ，そこに湯を注ぐやり方である｡ じきに，甘味をつけ
た「コーヒー入り牛乳」または「牛乳入りコーヒー」という楽しみ方も開発された｡ セヴィ
ニェ侯爵夫人（17世紀フランスの書簡文学者）は，この種のコーヒーを「世界で一番すばら
しい飲みもの」と記しており，多くのフランス市民が，特に朝食にカフェオレを飲むように
なった（同上 pp. 34～35）

5）W. H.ユーカス著，杉本卓訳：前掲書　p. 64

6）春山行夫著：「紅茶の文化史」平凡社　p. 153

7）古賀守著：「ワインの世界史」中公新書　PP. 43～45

8）小崎道雄，石毛直道編：「発酵と食の文化」ドメス出版　pp. 210～211

9）同上　p. 210

10）春山行夫著：「ビールの文化史」平凡社　p. 163

11）同上　p. 170

12）同上　p. 196

13） 同上　p. 209　ビール商：Bierhake, Biermann，ビールの首：Bierhals，Mann「男」，hake「小
売商」（古語）
ビールの友達：Bierfreund，Freund「友」
ビールの運搬馬車：Bierwagen，Wagen「車」
ビールの水溜まり：Bierdimpfel, Bierdumpfel, Bierdumpfl, Biertempfel, Biertimpel, 

Biertumpel, Biertumpfel, dimpfel, dumpfel, dumpfl, tempfel, timpel, tumpel, tumpfelは，
いずれも「水溜まり」の意の方言あるいは古語

ビールの袋：Biersack，Sack「袋」
14）土屋守著：「スコッチウィスキー紀行」東京書籍　pp. 10～11

15）守屋毅著：「お茶のきた道」p. 9

16）神崎宣武著：「酒の日本文化　pp. 14～15
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〈Résumé〉
  Cet article traite de la question de l’“Empire latin”, développée par Kojève, par ailleurs 

connu comme le philosophe qui a conçu une théorie de l’Etat universel et homogène. Dans la 

mesure où Kojève pensait que les intellectuels devaient servir de “médiateurs” entre les philos-

ophes et les politiciens, il s’est lui-même comporté non seulement comme philosophe mais 

également comme intellectuel dans le but de changer le monde. En tant que haut fonctionnaire 

en France, il a ainsi suggéré à son supérieur qu’il serait souhaitable que la France, l’Espagne et 

l’Italie constituent un “Empire latin” à la fin de la guerre en 1945.

  Tandis que la notion de l’Etat universel et homogène, déduite de la philosophie hégélienne 

par Kojève, présente un caractère abstrait, c’est sous la forme plus concrète et réalisable d’un 

tel “Empire latin” que Kojève a transformé la première. Si sa proposition n’a finalement pas été 

retenue, il n’en demeure pas moins qu’à travers elle, nous pouvons apercevoir l’horizon dans 

lequel se mêlent la philosophie et la politique chez Kojève.

はじめに

　本稿では，「普遍同質国家」の理論を構築した哲学者として知られるコジェーヴの「ラテン帝

国」論を取り上げる。彼は第二次世界大戦直後に執筆した「フランスの政治についてのドクトリ

ン素描 Esquisse d’une doctrine de la politique française 1）」（1945年 8月 27日執筆，未邦訳，以下

「素描」）の中でラテン帝国論を展開した。1937年に彼はフランスに帰化しており，それ以降ロ

シア風のコジェーヴニコフ（Kojevnikov）ではなく，フランス風のコジェーヴ（Kojève）と名乗

るようになるにつれ，フランス人としてのアイデンティティを滋養しつつ，自らの思想を形成し

ていく。1939年から 1940年にかけて，コジェーヴはフランス政府の下で戦争に動員された後，

1944年にレジスタンスにも参加しており，その際に命を落としそうになったことがある。その

後，コジェーヴは 1945年からフランス政府のために働いていた。このように彼はもはやロシア

人としてではなく，フランス人として戦時中を過ごしていた折に，「素描」を書いたのである。

彼は，ある種の「歴史の終わり」である大戦後において，フランスがアングロ・サクソン中心の

連合国家の一員となり果てることで，その独自の文化及び伝統を喪失してしまうことを危惧して

いた。

　コジェーヴは，ラテン帝国論を書く際に，それを内容ごとに区分して体系的に描き出そうとは

しなかった。ここからはまず，コジェーヴがいかなる哲学的背景に基づいてラテン帝国論を書い

たか論じたうえで，彼が提唱した帝国について宗教的・精神的・戦略的観点を軸にして考察する。
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⑴　議論の背景

　編集者の区分によると，「素描」は「歴史的情勢 La situation historique」，「フランスの情勢 La 

situation de la France」，「ラテン帝国の構想 L’Idée de l’Empire latin」という三節から構成されて

いる。ここで，各節で取り扱われている論点を筆者なりに整理したい。第一節「歴史的情勢」で

は，以下のことが論じられている。第二次世界大戦終了直後という時期は，中世末期以来の大き

な歴史的転換点に位置しており，ソ連とアングロ・サクソン帝国という二つの帝国が今後の世界

情勢を牛耳っていこうとしている。そのような情勢下において，フランスの衰退は免れない運命

にある。したがって，もはや国家は国民国家という形態ではなく，帝国というより大きな集合と

してしか存続し得ない。第二節「フランスの情勢」では，フランスが衰退してしまう理由として，

革命によって構築された国民国家という時代遅れのイデオロギーに固執することが説明されてい

る。第三節「ラテン帝国の構想」では，類似の
0 0 0

国民（nations apparentées）によって形成される

超
0

－
 ﹅
国民的
0 0 0

政治的集合（unités politiques trans-nationales）という「帝国」の時代にあって 2），フ

ランスの地位低下を避けるために，フランスと同様の国民性を有する周辺のラテン諸国を取り込

むことの必要性が力説されている。

　ラテン帝国について論ずる前に，そもそもコジェーヴが念頭に置いていた帝国が意味するのは，

一部の民族が他の民族を排他的に支配する国家などではなく，理論的に言えば，ヘーゲル哲学を

敷衍することで導き出されたとされる普遍同質国家（l’Etat universel et homogène）であること

を確認しておきたい。ヘーゲルに関する講義の中で，すでにコジェーヴは，真理へと到達した哲

学者である「賢者は，必然的に普遍的
0 0 0

（すなわちそれ以上拡大不可能な）で同質的な
0 0 0 0

（すなわち

それ以上変貌不可能な）国家の市民でなければならない」 3） と述べており，このような国家観を

終生持ち続けていたと，ひとまずは推測される。ヘーゲルは欲望の体系である市民社会を超克す

るために国家の役割を強調したものの，普遍同質国家を提唱していたという事実はないことから，

この発想はコジェーヴの独創であると言えよう。

　ドイツ臨時政府が無条件降伏を受け入れるのが 1945年の 5月 7日であったことから，コジェー

ヴはそのおよそ 4か月後に書いた「素描」の中で，同僚であるフランスの官僚らに向けて，戦争

直後のフランス及び周辺国の関係構築について自身の見解を表明した。「素描」のフランス語版

の編者の意見では，コジェーヴはそれをド・ゴールの側近，とりわけ対外経済関係局の局長であ

るロベール・マルジョランに向けて書いたと推測されている。あまり知られていないが，コ

ジェーヴは熱心なド・ゴール主義者であった 4）。彼は「素描」を出版しようと考えてはいなかっ

たが，我々にとっては，彼の国家論を伺い知るうえで重要な文献であると言える。「素描」の文

体に関して言えば，コジェーヴはその中で哲学用語を交えつつ政治的提言をしていることから，

彼が首尾一貫した哲学的思考に基づいてそれを書いたことが伺える。

　「素描」の内容は，現在でも欧米において取り上げられることがあるが，そこでは主に政治学

的，歴史的アプローチから考察されることが多い 5）。いみじくもフランスの保守系の政治学者ア

ラン・ド・ブノワが指摘しているように，コジェーヴのラテン帝国論は民主制と帝国の原理を適
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切に組み合わせたものであり，現在の欧州連合のような超国家的経済統合ではなく，連邦制とい

う形での帝国の存在様式を描き出したものとして再評価されるべきであろう 6）。

　ところで，論文「僭主政治と知恵 Tyrannie et sagesse」の中で，コジェーヴはソクラテスを例

にとって，哲学者が「文人共和国 République des lettres」，「リュケイオン lycées 7）」，「庭園

jardins」，「アカデミー académies」と言われる狭いサークルに「隠遁」するのではなく，積極的

に政治に関わらなくてはならないと主張している。なぜならば，そのような「隠遁生活」には，

同様の教義を持つ者のみが集っているため，「主観的確信」としての偏見が充満しており，哲学

者はこのような偏見から逃れる必要があるからである。

　あるひとつの教義を採用するすべての閉鎖社会，あるひとつの教義で教育するという見地

から選ばれたすべての「エリート」は，その教義に由来する偏見を強化する傾向がある。偏

見を退ける哲学者は，それゆえ「共和的」であろうが「貴族的」であろうが，いかなるもの

であっても「隠遁生活」ではなく，広い世界に（ソクラテスのように「広場」ないし「路

上」に）生きようとしなければならないのである 8）。

　このことから明らかであるように，コジェーヴ自身も「アカデミー」を後にして，現実の政治

へと提言をする必要があると考えていたものと推測される。そのことにより，哲学者は「エリー

ト」としてノブレス・オブリージュを果たすべく，社会を正しい方向へと唱導するという目的を

果たすことも有意義ではあるが，それよりもさらに重要な目的として，彼はその政治的行動を通

じて，自らの哲学の正当性を証明しなければならないのである。

真理を開示するために哲学者は，歴史に「参加」しなければならないのであり，また，哲学

者としてのかれは，どの「哲学的素養のない者」よりもうまく統治することができる以上，

たとえば僭主に助言することによって，なぜ歴史に積極的に
0 0 0 0

参加してはいけないのか，その

理由は明らかではない 9）。

　コジェーヴの考えでは，哲学者とは定義上真理を探究するための研究活動に可能な限り多くの

時間を割こうとする者であるために，あえて政治家となることを欲しないが，政治家の助言者と

して提言をすべきでもある。したがって，コジェーヴは上司であるマルジョランを通じて，ド・

ゴールに意見書の内容を受け入れてもらうことを目論んでいたのであろう。コジェーヴがその内

容を，広く一般に向けて出版することに対して全く興味を持っていなかったことの理由も，この

ことから納得が行く。また，哲学者であるよりも知識人としてコジェーヴは，僭主君主であった

とも言われるド・ゴールに対して助言を与えることを自らの使命であるとすら考えていたことが

次の文章から読みとれる。
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哲学者たちが，理論面で，かれの哲学的理念と政治的現実とのあいだに一致をもたらす責任

を，さまざまな違いを持つ（多かれ少なかれ時間と空間のなかに広がっている）知識人たち

に託しているのは正しいことである。知識人たちがこの仕事に専念すること，そして彼らが

理論の中で，現在の政治的事柄によって引き起こされた具体的な問題の水準にまで到達した

場合には，専制君主に直接に助言を与えることは共に正しいことである 10）。

　以上のことから，コジェーヴはサルトルが主張したアンガージュマンを，独自の手法で実行し

た人物であると評することができよう。さらに，その行動の根拠はソクラテスに由来する伝統に

基づくものとされている。当然ながら，コジェーヴにおけるアンガージュマンとは，哲学者とし

て単に政治的・社会的運動に関わるのではなく，自身の哲学に裏打ちされた国家論に基づいた行

動のことなのである。それでは，その国家論の中身に触れていきたい。

　「素描」の中では，やがて到来しうる普遍同質国家の実現に先駆けたラテン帝国の構想が語ら

れている。コジェーヴがラテン帝国を提唱するにあたって念頭に置いていた帝国とは，かつて歴

史上存在した「皇帝の強力統治の下にある多民族国家，単一王国を越えた超域連合，メトロポー

ルと従属地からなる支配－被支配のシステム，あるいは近隣諸国に独善的支配権を振う超大

国」 11） であると理解するべきではない。とりわけ，コジェーヴが，かつての帝国と同様に，ラテ

ン帝国もまたナポレオンに典型的に見られる軍事的英雄としてのカリスマ的指導者によって，武

力をもって築かれるべきであると考えていなかったことは，留意しておく必要がある。そもそも，

コジェーヴは軍事力を背景にした抑圧的指導者に対して警戒していたことが，「素描」からも明

らかである。例えば，「素描」の中の未編集の頁にある「即座になすべき段取り Démarches à 

faire immédiatement」において，その第一段階として，「フランスは，他のラテン諸国と協力し

て，フランコ政権の転覆の試みに指導的立場を持って取りかかるべきであろう」 12） と書かれてい

る。筆者は，フランス国立図書館（BNF）に寄贈されているコジェーヴの遺稿の中の BOITE 

XIIIの 62頁で，「即座になすべき段取り」を閲覧した。

　帝国という表現が今見たような誤解を与えうる危険なものであったがゆえに，コジェーヴは

元々「普遍国家」という表現を好んで用いていたことをここで示しておきたい。（ただ，「ラテン

普遍国家」などという冗長な言い方をコジェーヴがしなかったことは不思議なことではない。）

「僭主政治と知恵」の中で，コジェーヴは，普遍同質国家へと至る試みとして，歴史を遡れば，

アリストテレスの弟子であったアレクサンドロスが築き上げた帝国を見出すことができると論じ

ている。その帝国の特徴として，地理的・民族的境界を持っておらず，中心となる都市がないと

いうことが挙げられることから，それはむしろ普遍国家であったと言った方がより適切である。

ギリシャにおける彼以前のすべての支配者たち，および同時代の人びとの政治的行動と区別

される，アレクサンドロスの政治的行動の特徴は，それが帝国の理念によって導かれている

ことであるが，少なくとも，この帝国はア・プリオリに与えられた（地理的，民族的，その
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他の）境界をもたず，あらかじめ決められた「首都」もなく，また，その周辺に対して政治

的支配を行使するために定められた地理的・民族的に固定された中心を持っていなかったと

いう意味で，普遍国家であった 13）。

　つまり，アレクサンドロスの帝国はただ一つの民族あるいは社会的階層のみに基づかないとい

う点で，他の征服者たちが築き上げようとしていた国家と一線を画していた。しかしながら，そ

の帝国に生きる人民は未だに同質的でないため，そこで「無階級社会」が実現されていたとは言

えない。同質国家が作られるためには，聖パウロの教義に従って，「同一の神を信仰するすべて

の人々の間の根本的な平等」 14） の理念が採用されなくてはならない。

⑵　宗教的観点

　ラテン帝国に話を戻そう。コジェーヴは基本的には宗教，特にキリスト教を基盤としてラテン

帝国が作られていくと想定した 15）。彼はラテン的な類似性がすでにして潜在的な帝国であると述

べた文脈で，以下のように続けている。

そして，ラテン的統合性は，カトリック教会という統合性において，またそれによって，す

でにある程度まで現実化され，実現されていることを忘れてはならない。ところで，宗教的

及び（「聖職者の」側面とは明確に区別される）教会的側面は，今日において全く無視でき

ない 16）。

　ここでコジェーヴが考察の対象としているキリスト教は，誰であっても信仰することが可能で

あるため，それは人種と直接的に関係がないことから，人種主義の偏狭さがもたらした失敗を繰

り返さずにすむ，と我々は彼の意見に従って考える 17）。コジェーヴはキリスト教を起源に持つ西

洋文明を教派に基づいて三つに分類し，それぞれに対応する帝国が形成されうると推論した。三

つの宗派とは，プロテスタント教会，東方正教会及びカトリック教会である。

　第一に，プロテスタンティズムを信仰する民族によって形成されたプロテスタント教会は，カ

トリック教会ほど全体を統合する力に欠けている側面はあるものの，アメリカやイギリスなどの

アングロ・サクソンの国家を中心として多くの信者を持つ。そして，この教会はアングロ・サク

ソン世界だけでなく，ドイツのようなゲルマン民族を中心として作られた国家をも取り込むこと

ができる。

　第二に，東方正教会はロシアを中心に信者を持つが，ロシアが「スラヴォ・ソヴィエト帝国」

（通常の用語で言えばソヴィエト連邦）へと移行する過程において，この教会とこの帝国は世界

に対する影響力をより堅固なものにしつつある。

　第三に，カトリック教会はフランスやイタリア，スペイン，ポルトガルとその植民地を中心に

信者を持つが，それに対応する帝国は，他の二つと異なり，未だに形成されていない。したがっ
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て，コジェーヴは，フランスが帝国の一員となるために，カトリックを基盤に置いた「ラテン文

化」を議論の俎上に上げることで，スペインやイタリアを含めたラテン帝国の創設を主張したの

である 18）。

　「政教条約 Concordat」のような国家と教会との間での取り決めではなく，国家と教会との間

での緻密な連携に沿って，ラテン帝国の計画が実現されることが望ましいとコジェーヴは考えた。

そうすれば，カトリック教会は普遍性の理念に基づいて，人的資本を一つにまとめ上げることが

できよう。カトリック教会は，ラテン帝国がかつてのような帝国主義へと暴走しないように，歯

止めの役割を果たさなくてはならない。ここで提唱されている帝国とは，いわゆる過去の帝国主

義的国家のように，軍事力により領土を拡張しようと欲するわけではないため，それはいわば

「帝国主義なき帝国」（すなわち，武略を背景とした威嚇あるいは攻撃以外の仕方で成立した連

邦）のことを意味している。コジェーヴの文章を引用しよう。

それ〔カトリック教会〕は，国民が自国の境界線に固執しつつ，境界線をずらすために戦争

に向かったのと同様に，帝国が自国の境界線に固執しないよう，警戒を促さなければならな

いだろう。要するに，それ〔カトリック教会〕がけっして「帝国主義的 impérialiste」とな

ることなく帝国的 impérialeであることを可能にしてくれるのは，ラテン思想のカトリシズ

ムであり，そこから全てのことが派生する 19）。

⑶　精神的観点

　次に，ラテン帝国に関して戦略的観点から考察したい。フランスや，イタリア，スペインなど

を含む「ラテン連合」が，教会を通じてすでにある程度まで形成されていることは，好都合であ

る。というのも，信仰の共有によって，人々の間で言語の類似性だけではなく，文明，「雰囲気

climat」，「気質mentalité」の類似性が促進されてきたからである。そこで，次に問題となってく

るのは，ラテン気質の類似性である。

　ここでいうラテン気質とは何を指しているのであるのであろうか。興味深いことに，コジェー

ヴは「生の甘美さ」をその精神性の本質に挙げている。ラテン人の気質を論じた文章の中で，彼

は次のように述べる。

むろん，この気質を定義付けることは困難であるが，それが深い連帯において他に類を見な

いと即座に認められる。この気質は，余暇の過ごし方によって，また「生の甘美さ」を作り

出す素質によって，さらに「無為の楽しみ」によって，それが特異性を持つという点で特徴

付けられるように思われる。この余暇の過ごし方は芸術一般の源である。この「生の甘美

さ」は物質的な快適さと全く関係がない。この「無為の楽しみ」は，仮に生産的で実り豊か

な労働の後に来るものでなければ，単なる怠惰へと堕する。（そもそも，ラテン帝国は，自

らが存在するという事実によってのみ，このような労働を生み出すことであろう。） 20）

18 普遍同質国家としてのラテン帝国について



　ここで，物質的な快適さを追求する文化として，コジェーヴが想定しているのはアングロ・サ

クソン文化である。快適さをもたらしてくれるテクノロジーの発展に寄与するために働くのでは

なく，あえて何もしないことによって時間を過ごすことがラテン文化の特質であると彼は考えて

いる。こうした観点は，コジェーヴがアングロ・サクソン文化に対して批判を行ったことのみな

らず，彼が『ヘーゲル読解入門』の第二版（1968）の注の中で，アメリカ的な歴史の終わりを退

け，日本的な歴史の終わりを主張するに至ったこととも深く関連していると思われる 21）。

⑷　戦略的観点

　最後に，戦略的観点からコジェーヴの帝国論を解明したい。コジェーヴの意見では，歴史的に

見て，封建領土から国民国家へと移行がなされ，さらに国民国家から帝国への移行がなされるべ

きなのである。その歴史的過程の背景には，経済的及び政治的要因ばかりではなく，戦略的要因

があるとされる。この戦略的要因に関するコジェーヴの説明は，武器の発展の歴史に基づいたも

のであり，非常に説得力があるように思われる。

　中世において，都市を中心として構成されていた領域は，近代になって国民国家という空間へ

と移行した。中世のこのような準国家体制は，火器によって粉砕された。剣と槍では，火器に文

字通り太刀打ちできないのであり，火器を共同で持たなくてはならない。それゆえに，国民国家

という，より広い集合体の創設が要請されたのである。

　次に，ハンドガン，マシンガン，カノン砲は，現代的な空軍の前では無力であったため，今度

は空軍を共同で所有することが要請された。おそらくこの時期のことに関して，コジェーヴから

カール・シュミットに宛てた 1955年 5月 16日の手紙の中では，戦略的な意味において「陸と海

Land und Meer」が「空 Luft」に止揚されたと書かれている 22）。この際に，帝国という，より広

い集合体を築くことが今度は必要となる。コジェーヴが国民国家と帝国の関係をどのように考え

ていたか知るべく，先の「素描」から引用しよう。

現在では，これらの国民国家こそが，不可避的に，「諸帝国」という言葉で示すことができ

るような，国民の枠組みを乗り越える政治的な構成体へと次第に場を譲るのである。19世

紀にはまだ絶大な力を誇っていた国民国家は，中世の男爵領や都市や大司教区が国家である

ことをやめたのと同様に，政治的実体，強い意味での国家であることをやめるのである。政

治的に持続するために，現代国家は協約を結んだ国民の「帝国的な」広い連帯に基づかなく

てはならない。現代国家は一つの帝国である限りにおいてのみ本当の意味で国家である 23）。

　ここでいう「強い意味での国家」とは，戦争を独自の決断のみで遂行できる単位としての国家

であると考えられる。コジェーヴはカール・シュミットに宛てた 1955年 5月 16日の手紙の中で，

国家とは「戦争を行う領土的単位 kriegführende territorial Einheit」 24） であると書いている。

　過去においては，このような国家には存在意義があったが，それは今ではもはや維持し続ける
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ことはできない。中世から近代へと時代が変遷する過程において，それら自体が個別の国家で

あった都市，貴族や教会の所有地は，国民国家の創設の必要性から，解体されねばならなかった

が，第二次世界大戦後の現在もそれと似たような状況にある。このように，いくつかの国民国家

が統合することで一つの帝国を構成する必要があり，またそうすることでしか，国家は維持でき

ないとコジェーヴは考えている。

　彼は明言していないが，この論理は，ヘーゲルが社会という枠組みを維持するために，国家と

いう，社会より上位にある集合体を持ち出した論理と類似している。社会は中産階級によって構

成されており，彼らは自由な経済活動を求めたが，それだけでは無秩序になってしまう。そこで，

国家が空間を支配することによって規律を保つ必要があった。社会は国家に止揚されることに

よってのみ維持されるのである。ヘーゲルが生きていた時代には，この解決策が一定の説得力を

持っていたが，コジェーヴが生きていた時代には，新たな解決策を見出さなくてはならなかった

ように思われ，その解決策としてラテン帝国の創設を彼は説いたのであろう。このラテン帝国は，

普遍同質国家へと至る道程で要請される。

　「素描」が書かれた時点ではまだ，コジェーヴは歴史の終焉時において登場する国家が，具体

的にどの国であるか挙げてはいない。1943年に書かれた『法の現象学』の中では，彼は「普遍

同質国家において，すなわち社会主義帝国において」 25） と言い換えており，そこには所有者は存

在せず，したがって所有者同士の行為によって成立する経済社会すらも存在しないことになると

述べている。

　その後，1950年 9月 19日にレオ・シュトラウスへと宛てた手紙の中で，ポスト歴史の国家に

ついて，コジェーヴは以下のように書いている。

もしも西洋人が資本主義者であり（すなわち，ナショナリストでもあり）つづけるならば，

彼らはロシアに打ち負かされるだろう，そして，この
0 0

ようにして最終－国家が誕生するのだ。

しかしながら，もし彼らが彼らの経済および政策を「統合」するならば（彼らはそれをやり

つつある），その場合には，西洋人
0 0 0

がロシアを打ち負かすことになる。そして，この
0 0

ように

して最終－国家に行き着くことになるだろう（同一の
0 0 0

the same普遍同質国家） 26）。

　ここでは，コジェーヴは最終国家を体現するのが西側諸国かロシアであるか躊躇しているが，

いずれにしても長期的に見れば普遍同質国家が成立するであろうとの見解を示しており，社会主

義及び資本主義の統合の可能性を示唆している。

おわりに

　本稿で詳説することはできなかったが，コジェーヴの哲学はキリスト教を独自の「無神論的」

視座から脱構築しながら展開されたものである。「帝国主義なき帝国」であるとされたラテン帝

国の宗教的観点に関して言えば，そこではカトリック教会が国境線を変えるための無益な戦いを
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抑制する任務を負っている。このように，この帝国の背景において，軍事力及びキリスト教が果

たす役割を軽視してはならないであろう。コジェーヴの議論に従えば，キリスト教の宗派をプロ

テスタント教会，カトリック教会，東方正教会という三つに分けるべきであり，それぞれの教会

に対して対応する民族が見られることに着目しなくてはならない。この点で，コジェーヴの国家

論はキリスト教と深い親和性を持っている。

　精神的観点に関して述べると，ラテン帝国はアングロ・サクソン的な技術の向上を背景とした

快楽主義に抗する「無為の楽しみ」によって支えられている。この観点は，アメリカ文化が世界

中に浸透している現代を生きる我々にとって興味深い。

　戦略的観点から言えば，都市国家から国民国家，そして帝国への移行という歴史の流れは必然

的である。なぜならば，武器の性能の向上により，かつてより大きな共同体により国家を防衛す

る必要があることは抗えない事実だからである。

　最後になるが，コジェーヴは知識人が哲学者と政治家の間の「媒介者」として為政者に助言を

与える役割を果たすべきであると考えていたことをいま一度想起しておきたい。彼自身が哲学者

であったばかりではなく，知識人として世界を変革するために行動していたことが本稿の内容か

ら伺えるであろう。ヘーゲル哲学から演繹されたとされる普遍同質国家の理念は抽象的な性格を

持つものの，コジェーヴはそれをより具体的かつ実現可能な政策として政府に提案する際に，ラ

テン帝国論を唱えたのであった。彼の提案は受け入れられることこそなかったとはいえ，我々は

その提案内容から，コジェーヴにおいて哲学と政治が交錯する地平を垣間見ることができる。

注

1） 1990年に La règle du jeuという雑誌に編集版が所収され，2007年には Hommage à Alexandre 

Kojèveというフランス国立図書館（BNF）が編纂した雑誌に別の編集版が掲載された。完全
版である英語版も存在する。BNFにはフランス語による完全版が所蔵されている。これらを
全て適宜参照した。

2） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 

p. 93.

3） Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, p. 289.（『ヘーゲル読解入門』156頁。）以下，この本
から引用する際には ILHの略号と共に頁数を示す。

4） 2011年秋から 2012年夏にかけて三度にわたって行った，コジェーヴの姪クーズネットゾフと
の個人的なインタビューによる。

5）Cf. Robert Howse, “Kojeve’s Latin Empire”, Policy Review, Hoover Institution Stanford University.

6） Alain De Benoist, “The Idea of Empire”, Telos, pp. 81‒98.　フランス語版は未編集のため，英語
版を参照した。

7） 元々この語はアテネの近くにあるアポロ・リュケイウス神殿付近にあった，城壁で囲まれた場
所のことを指し，ひいてはアリストテレスがそこに創設した学園を意味していた。周知のよう
に，現在では lycéeはもっぱら高校を指す語として使われている。

8） Kojève, « Tyrannie et sagesse », in De la tyrannie, p. 173.（「僭主政治と知恵」『僭主政治につい
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て』下 44頁。）以下でこの本を参照する際には，DTの略号と共にページ数を併記する。
9）Ibid., p. 170.（同上　下 40頁。）
10）Ibid., p. 198.（同上　下 78‒9頁。）
11）山本有造「『帝国』とはなにか」『帝国の研究』3頁。
12） “La France devrait se mettre à la tête d’une action entreprise en vue de renverser le 

Gouvernement Franco, en accord avec les autres pays latins.”

13） Kojève, « Tyrannie et sagesse », in DT, p. 191.（「僭主政治と知恵」『僭主政治について』下 69

頁。）
14）Ibid., p. 193.（同上　下 72頁。）
15） ここでは詳説することはできないが，彼の哲学自体がキリスト教を独自の「無神論的」視座か
ら脱構築しながら展開されたものである。コジェーヴ哲学と宗教の関連については拙稿「コ
ジェーヴの『無神論的』あるいは人間学的存在論 ― 三位一体論の観点から」を参照。

16） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 

p. 94.

17） 彼は日本がいずれ中国に政治的な意味で接近することになると考えていた。Cf. Dominique 

Auffret, Alexandre Kojève, p. 487.（『評伝アレクサンドル・コジェーヴ』504頁。）おそらくその
根拠にあるのは，仏教もキリスト教同様に人種を乗り越える普遍的性格を持つことにあるよう
に我々には思われる。コジェーヴは必ずしも知日派であったとは言えないが，親日家であるこ
とは確かであり，二度来日したことが知られている。筆者が 2010－11年に数回にわたり行っ
たコジェーヴの姪クーズネットゾフ氏との個人的なインタビューによると，コジェーヴは日本
の文化がイギリスの文化よりも数段洗練されていると繰り返し語っていたという。

18） ラテン帝国の中にポルトガルも含めるべきであるように我々には思われるが，コジェーヴはな
ぜかあえてそうしなかった。コジェーヴは「僭主政治と知恵」の元となった論文「哲学者の政
治的行動」を書いた 1950年の時点で，スペインの悪名高き独裁者フランコとは異なり，ポル
トガルの指導者サラザールこそ理想的な独裁者と考えていたにも関わらず，そうしなかった。
Cf. Kojève, « Tyrannie et sagesse » in DT, p. 154.（「僭主政治と知恵」『僭主政治について』下
17頁。）

19） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », La règle du jeu, p. 122.〔　〕内は執
筆者の補足。

20）Ibid., pp. 103‒4.

21） 「（1948年から 1958年までの間に）合衆国とソ連とを数回旅行し比較してみた結果，私はアメ
リカ人が豊かになった中国人やソヴィエト人のような印象を得たのだが，それはソヴィエト人
や中国人がまだ貧乏な，だが急速に豊かになりつつあるアメリカ人でしかないからである。ア

0

メリカ的生活様式
0 0 0 0 0 0 0 0

（American way of life）はポスト歴史の時代に固有の生活様式であり，合衆
国が現実に世界に現前していることは，人類全体の『永遠に現在する』未来を予示するもので
あるとの結論に導かれていった。（中略）
私がこの点での意見を根本的に変えたのは，最近日本に旅行した（1959年）後である。（中
略）
最近日本と西洋世界との間に始まった相互交流は，結局，日本人を再び野蛮にするのではな
く，（ロシア人をも含めた）西洋人を『日本化する』ことに帰着するであろう」。（ILH, pp. 436

‒7.　邦訳　246頁。）
22）Schmittiana VI, S. 105.

23） Kojève, « Esquisse d’une doctrine de la politique française », in Hommage à Alexandre Kojève, 

p. 88.
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24）“Der Briefwechsel Kojève-Schmitt”, in Schmittiana VI, S. 104.

25）Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, p. 575.（『法の現象学』660頁。）
26）On Tyranny, p. 256.（邦訳　下 212‒3頁。）
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Im vorliegenden Beitrag behandle ich den Begriff „Exophonie“. Auf diesen Begriff, der 

ursprünglich aus der Ortsnamenkunde stammt, trifft man häufig im Diskurs über die 

deutschsprachige Literatur. Statt der „Gastarbeiterliteratur“ oder „Immigrantenliteratur“ gilt 

die „Exophonie“ als eine sich anpassende Kategorie, die die heutige Situation der Literatur im 

deutschsprachigen Raum umreißt. Die Frage, was man unter „Exophonie“ versteht, hängt aber 

von den einzelnen SchriftstellerInnen ab. Man spricht z. B. von „Fremdschreiben“, „Schreiben 

in anderen Sprachen“ usw.

  Yoko Tawada （1960- ）, die auf Japanisch und Deutsch schreibt, stellt ein gutes Beispiel für 
„Exophonie“ dar und veröffentlichte sogar das Buch „ekusofoni“ in Japan （also „Exophonie“）. 
Dort und im gleichzeitig geschriebenen Werk „Überseezungen“ wendete sie die „exophon-

ische“ Methode an. Mittels dieser Methode betrachtet Tawada unter einem neuen Aspekt die 

beiden Sprachen, Deutsch und Japanisch. In ihrem Werk wird Deutsch durch Japanisch 
„verfremdet“ und Japanisch durch Deutsch.

  Die „Exophonie“ oder die „exophonische“ Methode bietet nach Tawada zwar eine 

Möglichkeit der Literatur, aber stößt an politische Grenzen. Bei Literaten, die unter der 

Kolonialherrschaft zu einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache gezwungen wurden, 

handelt es sich vielmehr um die Lösung der historischen Probleme. Dabei meint Tawada die 

SchriftstellerInnen, die zu der koreanischen Minderheit gehören. Der Dichter Sijong Gim 

（1929- ） versucht wirklich mit großer Mühe durch seine Dichtung auf Japanisch mit der 

Vergangenheit abzuschließen. Vor allem durch seine Wieder-Übersetzungen der koreanischen 

Gedichtsammlung ins Japanische verfremdete er Japanisch innerhalb der japanischen 

Literaturgemeinschaft, d. h. also, dass Sijong auch die „exophonische“ Methode anwendet.

はじめに

　世界規模の移動が常態化した現在，文学と文学研究をめぐる状況も新たな局面を迎えている。

移民，ディアスポラ，クレオール，ポストコロニアルなどの既成の概念を，覆さないまでも，そ

れらの領域を横断するような「グレーゾーン」 1） が現出している。その最たるのが，母語以外の

言語をもちいた表現活動だろう。

　もちろん，母語以外の言語を「強制された」事例は，かつてもあった。帝国主義のもとに行わ

れた植民地支配は，解放以降も，その暴力の記憶を表現する媒体として，表現者に言葉を二重に

強いる結果を生んだ。日本もその当事者であることは，あらためて確認するまでもない。在日朝
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鮮 2） 文学と，台湾の日本語文学のなぞった軌跡がなにより証明するところだ。

　だが，そうした「強制」とは無縁の，「選択」によって，第二言語で創作する表現者が現れて

いる。近しい例で言えば，リービ英雄（1950－）やデビッド・ゾペティ（1962－）は，強要など

とは無関係に，日本語を選び執筆している。あるいは，たとえ母語で製作にたずさわっていよう

とも，その母語のなかに異言語がこだましていないと，今日誰が断言できるだろう。

　言うならば，「母語から外へ出てみる」― そして，そこで見出された表現の可能性を問う。

異言語混交の現代的地平を探り当てるひとつの思考法として，「エクソフォニー（Exophonie）」

という言葉が，ドイツ語圏の内外で取り上げられている。そして，その焦点となっている作家が，

日本語とドイツ語で作品を発表する多和田葉子（1960－）である。

　本稿では，このエクソフォニーの可能性と問題を，多和田葉子と在日朝鮮文学のひとつの到達

点である金
キムシジョン

時鐘（1929－）の実践との比較を通して，批判的に提示する。比較文学研究において，

およそ並べられることのない二人の表現者を介して，現代文学の大きな課題が浮き彫りになるだ

ろう。

1．エクソフォニーとは

　議論に入るまえに，エクソフォニーというなじみのない言葉から説いておこう。

　接頭辞「exo-」と語彙素「phonie」から連想される声楽のイメージに反し，この言葉は，もと

は地名学（Ortsnamenkunde）の用語であった 3）。ある地名とそれを指示する原語を，別の言語

へ取り入れる事態を名指して用いられていた。たとえば，日本語の「ミュンヘン」が，ドイツの

地名「München」の「エクソフォニー」という具合である。

　文学研究に応用されたのは，1990年代とされる。もっとも，直接にエクソフォニーが文学の

全世界的状況に当てはめられたわけではなく，「外的フランス語（Frankophonie）」の議論が先

にあった 4）。1992年にルイジアナ大学で開催されたコロキウム「Echoes from Elsewhere」にお

いて，世界各地で創作するフランス語作家の「問題の布置（Problemkonstellation）」を指す言葉

として，この「外的フランス語」が措定されたのである。だが，問題となる状況はフランス語作

家のみにとどまらない。そこで導入されたのが，特定の言語のみを対象としない「外的言語」と

もいうべき，エクソフォニーだったのである。ただし，ひとつの言語共同体内で捉えるのではな

く，世界に偏在する言語使用者を包摂する「外的言語」事象，それだけにエクソフォニーは多義

的な意味合いを持たざるを得なかった。

　最初にドイツ語圏にこの言葉をもたらした，ダカールでのシンポジウム（2002年）の企画者

シュトックハンマーは，エクソフォニーを音節に分けて考察し，言語編成を露わにする作用の可

能性を見ている。それによれば，そもそも言語の数が「数えうる（Zählbarkeit）」，言い換えれば，

さまざまな言語の間に「弁別の精密な境界（trennscharfe Grenzen）」があるのかどうかは，批判

的に想起されるべきである。東欧の近年の情勢を振り返れば分かるように，言語と方言

（Dialekt）の境目の決定には，政治が関わっている。セルボクロアチア語と異なるからクロアチ
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ア語が，ルーマニア語と異なるからモルダヴィア語が，「内務語（Amtssprache）」として制定さ

れたのである 5）。言語学者には「よく知られる言い回し，言語とは軍隊を持った方言以上のもの

ではない（eine Sprache sei nicht mehr als ein Dialekt mit einer Armee）」のが事実なのだ 6）。

　一方，同シンポジウムを受けて，多和田葉子論を上梓したイヴァノヴィッツは，作家が異なる

言語を身にまとうことで，「語文学」で表される「文学共同体」を異化させる作用を，エクソ

フォニーに見いだそうとしている。

この言葉（エクソフォニー ― 引用者注）で言わんとするのは，作家が，別の言語（eine 

andere Sprache）を養子にしつつ（adaptieren），それと同時に，その言語で活動する文学共

同体（Literaturgemeinschaft）に対してとる距離感を表わす試みである。エクソフォニーが

実践されるテクストは，言語と言語使用者（Sprache und Sprecher）の関係をめぐる二次性

（Sekundarität）に規定され，このことは書き方そのものにおいても意識化される。つまり，

それらのテクストは，異なる
4 4 4

言語行為（ein anderes Sprechen）を明らかにし，しかも（中

略）文字から音声（phonē）が飛び出る様も明らかにする 7）。

　仮に，母語を「血のつながった言語」にたとえれば，第二言語は血縁関係のない言語であるだ

ろう。それを家族に迎え入れるように自分のものとして創作すれば，母語を使用する作家がつく

りあげた共同体に距離が生じうる。母語使用者のテクストが共同体に「一次的（primär）」に関

わるのに対し，エクソフォニーのテクストは「二次的（sekundär）」に関わらざるを得ない。

もっとも，これは「権威（Autorität）」上の階層化を言ったもの ― すなわち，母語使用者に一

義的に権威があり，第二言語使用者はそれに劣る ― と解するべきではなく，二次的に関わるか
4 4 4 4 4 4 4 4

らこそ
4 4 4

，母語使用者では叶わない「（母語使用者とは）異なった」「言語行為」を可能にする特権

的な地平を指していると解すべきであろう 8）。

　2002年のダカールでのシンポジウムに続き，2010年には，スロヴェニアのリュブリャナにお

いて，やはりゲーテ・インスティテュートと，今度はオーストリア文化フォーラムの主催により，

シンポジウム「エクソフォニー　別の言語で書くこと Exophonie Schreiben in anderen 

Sprachen」が開催された。企画したルークホーファーは，エクソフォニーをごく一般的に定義

している。「エクソフォニーとは，作家たちが第一言語，さらに言えば母語で書かない現象をい

う」。これは語釈をめぐる議論を避けたのではなく，上記二者の議論を踏まえたうえで，参加し

た作家の見解の間で醸成される，エクソフォニーの「定義」に期待したからと考えられる。じっ

さい，引用に継いで，「このように言って，ひとつの独自のカテゴリー（Kathegorie）がどの程

度生じるかが，（シンポジウムで ― 引用者による補足）議論される」 9） と述べている。

　のちに振り返って検討することになるが，最後のルークホーファーの立場が，エクソフォニー

の実質を言い表している。リュブリャナのシンポジウムに参加した多和田葉子，マヤ・ハーデル

ラップ（Maja Haderlap）― 二人は，ダカールのシンポジウムにも参加していた ―，ユーリ
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ヤ・ラビノヴィッチ（Julya Rabinowich），いずれもが「別の言語での創作」に，まったく異なっ

た見解を出している。つまり，表現者個々人の，言語と言語共同体と創作との布置関係に根ざし

たひとつの視座，ないしは実践がエクソフォニーなのだ 10）。その意味で，エクソフォニーは，口

語でいうところの「カテゴリー」には決してなり得ない。個々の実践を通じて現象するため，分

析「概念」にもならない。せいぜいのところ「記述用語（descriptiv term）」と表現するのが穏

当だろう。

　ゆえにわれわれも，個々の実践の「記述」から，エクソフォニーに迫ることになるが，ここで

は対象をまずは多和田葉子に限定する。理由は，二つの代表的なシンポジウムに出ていて，研究

が他の作家に比べて蓄積しているからではない。当の多和田自身がこのエクソフォニーを題名に

つけた著作を出しているからである。次節では，その『エクソフォニー　母語の外へ出る旅』

（2003年）と，同じ時期に執筆され，あたかも共鳴するような作品を内包している ― その意味

で創作での実践例と言える ―『Überseezungen』（2002／2006年） 11） を中心に，多和田のエクソ

フォニーの一端を捉えてみよう。

2．エクソフォニーの実践

　多和田葉子のエクソフォニーは，乱暴にまとめるならば，多言語間の境界空間から見える景色，

そこからつむぎだされた思考を，やや批評理論的にテクストに移していく行為，とでも言えるだ

ろうか。日本語とドイツ語で創作する，という多和田につきものの形式的な語り方は，この表現

者の一面をも言い当ててはいない。多和田は，旅先でかじった複数の言語も，ベンヤミンのいう

「純粋言語」 12） も，はてには言語が解体されて生じた「音」までも，自らのテクストのなかに響

かせるのである。

　一例を引こう。「ケープタウン」の章で，「夢を見る時は何語で見るのか」とたびたび尋ねられ

るのにうんざりした多和田は，自分の知らない言語で夢を見る ― 正確には，「自分が夢でしゃ

べっている言語を自分で理解できない」― 女性を主人公にした短編「夜の映画館」について次

のように内容を要約する。

彼女の夢の言語は，なんだか「ずれている」言語で，ドイツ語と少しだけ似ているが，ドイ

ツ語ではない。習ったことのない外国語。そのうち偶然にオランダ人と知り合って，いつも

夢に出てくる言語がアフリカーンス語だということが判明する。アフリカーンス語は，南ア

フリカに行ったオランダ人の言葉が現地で独自の発展をしてできた言葉だが，本国のオラン

ダ人から見るとちょっと古臭くて素朴に聞こえることもあるようだ。わたしの耳にはなんと

も面白く聞こえる。ドイツ語と似ていて，分かるところもあるが，「ずれ」の感じが夢を思

わせ面白い。（46頁）

続けて多和田は，その「ずれ」の面白さをいくつか具体的に引いているが，このクレオール語は
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ドイツ語作品のなかに紛れ込んだ「夢」の言葉のように響く。その作品では，冒頭部から，語り

手である「わたし」とともに，読者はめまいに似た軽い混乱に陥る。

一人の男がわたしの前に立ち，ひとさし指で心臓があるあたりをなんとなく指して，言う。

「Die Mann」

笑いのツボをくすぐられ，混乱していた。

「女性よりの方ですか？」

「Nein, nicht mehr」 13）

ドイツ語使用者からすれば，「Mann」は男性名詞であるため，定冠詞「der」のつくべきところ

が，女性名詞につく定冠詞「die」がついている。「わたし」は，だから，目の前の人物が性の境

界を越えているとみなして，「feminin（女性よりの）」という言葉を選んでいる。ところが，問

いかけに返ってくるのは，直訳すれば「いいえ，もうちがうんです」と今は違うと
4 4 4 4 4

いう否定であ

る。ジェンダー的なにおい
4 4 4

を察知した主人公は，この人物が以前は女性だったが，手術等により

「あらゆる突起（alle Erhebungen）」を取り去って，いまや「男性」になったのだ，と整理する

（Ebd.）。すかさず「前はマニキュアしていたの，口紅は，髪の色は？」とたずねるが，またも

や言下に否定される。

　物語を読み進めると判明するのだが，アフリカーンス語では，名詞は女性名詞か，「性別のな

い（geschlechtslos）」（76）品詞である。一方で，「nicht mehr」のこの場面での意味は，文脈か

らも物語からも読み取れない。ゆえに，否定が意味を持たずに宙ぶらりんになってしまっている

（じっさい，ことの真相をたしかめようとする「わたし」の試みは，まったく別の話題にすり替

えられ失敗に終わる）。夢と言ってしまえば，方のつく問題かもしれないが，ここでのアフリ

カーンス語が，ドイツ語のあわいに現れ出て，作品のドイツ語の境界線を不確かなものにしてし

まうのは事実である。

　日本語も多和田にかかれば知らない言語のように異化されてしまう。「Überseezungen」だけ

に，さまざまな Zungeが取り上げられる作品集の，冒頭を飾るのが，その名も「舌のダンス

Zungentanz」である。「目がさめると，わたしの舌はいつも膨らんでいて，口の中で動かすのに

は大きくなりすぎている」（9）という一文からはじまる作品は，「わたし」そのものが「舌」に

なって日常生活を営むことで，カフカの『変身 Die Verwandlung』の「毒虫」ならぬ「舌」への

変身譚になる 14）。

わたしは舌だった。こんな風に出かける。まるだしで，赤く，耐えられないほど湿って。

（中略）わたしという人格がたったひとつの舌でできていた（Meine ganze Person bestand 

aus einzigen Zunge）。だから，職につけない。そうして自伝を書いた。舌の生涯。それを聴

衆の前で朗読する。（9f.）
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この「舌」が朗読しようとすると，「単語という単語が道の邪魔をして（Jedes Wort steht mir im 

Weg），「文字の壁（die Mauer der Buchstaben）」が視界をさえぎる（「たったひとつの舌＝言

葉」から成るので，「言葉の壁」よりも分節化された「文字」が「壁」となる。ちなみに，ドイ

ツ語では「言葉の壁」は「Sprachbarriere」と表現するため，ドイツ語使用者は「壁 Mauer」を

見て，そのイメージに違和感を覚えるだろう）。「病んでいる」舌は，病院を探すが，「舌を嫌

う」歯医者 ― 歯の治療の妨げになるので ― も，舌の状態から胃の調子を読み取る家庭医も，

役に立つはずがない。言葉の病，だから「言語医（Spracharzt）」が適任だろう。「言語医」の治

療は，徹底的な発音の矯正である。「舌」が絞り出した日本語を，アクセント，子音などの面か

ら診断する。

彼（「言語医」― 引用者注）が言うには，「n」の音は舌の下の部分を上あごの方に押し上

げるのではなく，舌先を前歯のうしろに押し付けなければいけない。そうしないと，この子

音は聴きとってもらえず，彼の名前の尻尾を切り取ってしまうことになる。

sonnanonandakanondakurenotonchinkannoiukotomitaidechinpunkanpun（13）

突然入り込むアルファベットの羅列は，むろん日本語を解さないドイツ語使用者には理解しよう

がないが，ドイツ語を解さない日本語使用者にはこの部分だけが，いびつな形で理解される 15）。

これに，漢字が入り混じる「使い Die Botin」を加えれば，さらに多和田葉子のいる「境界」が

実感されるだろう。これは，長らく音信不通だったドイツ人の音楽教師に，メッセージを託す

「わたし」の話であるが，「使い」になる女性はドイツ語を解さず，音だけの暗記も心もとないの

で，主人公がドイツ語の発音に近い漢字を覚えさせて，伝言に換える筋書きになっている。たと

えば，「蓮」が「Hass（嫌悪）」に対応しているというように。そうして出来上がったメッセー

ジの一部は次のようになる。もはやドイツ語でも日本語でもない言語が立ち現れ，その解読は困

難極まる。

ein faden der schlange neu befestigte küste welche schule welche richtung der brunnen des 

jahres wurde zweimal gemalt das bild brechen... （49f.）

　とりわけエクソフォニーの実践例として，注目すべきなのが，言語が思考を形づくる（113）

という，いわば使い古された言い回しを，あえて実践してみせた「舌の肖像 Porträt einer 

Zunge」である。マサチューセッツで滞在する「わたし」は，カトリーヌ・ドヌーヴをおもわせ

る「P」という女性と，あわい恋愛関係とも言い得る交流をもつ。主人公の願いは，題名通り，

このアルファベット一文字になってしまった女性の肖像画を描くことなのだが ― ここでもカフ

カの影響を読み取るのはたやすいだろう，Pは Pになることで個性を失っているのだから，肖像

画は未完成に終わるほかない ― それがどこまで本心なのかわからないほど，日常生活と言葉の
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やりとりが前面に出てくる。日本語を母語としながら，ドイツ語を主に用いる「わたし」に対し，

フランス語を自由に使いながら，思考は英語が基盤となっている Pは，折に触れて不思議なド

イツ語を使う。

ボストンにあるゲーテ・インスティテュートで催しをもった日だった。Pが電話してきてき

いた。「乗車をシェアしない（Wollen wir die Fahrt miteinander teilen?）」。はじめ，わたしは

何が言いたいのかわからなかった。「teilen」という言葉で，運賃のことを考えて不思議にお

もった。話しているうちに，Pが車にのせてくれようとしていることが判明した。ほかの人

ならこう言うところだ，「乗っけていこうか（Soll ich dich im Auto mitnehmen?）」，とか，

「送っていこうか（Soll ich dich dahin fahren?）」とか。彼女の誘いに比べて，よく使うこれ

らの形式的な言い方は，なんてぎこちなく聞こえるだろう。

Pがつかった表現は，アメリカ英語に影響されている。でも，だからと言って，わたしたち

がじっさいに乗っていくことを共有する（miteinander teilen）ことに変わりはない。より速

くより快適に目的地に着くことが重要なのではない。むしろ Pは，少しの時間を分かち合

う（miteinander teilen）という感情を与えてくれた。（124）

ある言語から別の言語への一方的な影響関係を問うのではなく，影響から生まれてくる言語の可

能性の方を重視すること。そして，その可能性のなかに，人間の「感情」にまで訴える温かみを

も見出すこと。のちに論じるように，多和田の実践は「パッケージ化された」 16） 言葉を，その包

装から取り出して，違う関係性のなかへおく作業でもある。それは言葉遊びのように思われるか

もしれないが，弱者の解放にもつながる，すぐれて政治的な試みである。エクソフォニーは，文

学という表現行為の一つの先鋭化された営為なのである 17）。

3．エクソフォニーの射程

　ドイツ語圏の文学研究が，このエクソフォニーを積極的に採用しようとしたのも，ゆえないこ

とではない。昨今のシリア難民問題に端的に見られるように，とりわけドイツは移民や難民の受

け入れに寛容な政策を取ってきた 18）。すでに 1980 年代には，「外国人労働者文学

（Gastarbeiterliteratur）」なるジャンルも生じている 19）。EUの拡大とともに，出自を異にし，母

語を創作言語としない作家も増え続け，彼女ら彼らは「二次性」の地平から，ドイツ語文学を強

く揺さぶっている。多和田葉子の実践で確認したように，エクソフォニーは，そうしたドイツ語

文学の常態と可能性を包摂するのにうってつけだったのである。

　ただし，リベラルな文学研究者やシンポジウムの企画者の意図とは裏腹に，常態であるはずの

エクソフォニーに対しては，保守勢力による反発が依然として強いようだ。先のルークホー

ファーによれば，いまだにドイツ語文学では，ドイツ語圏外の書き手（Schreibende）の出自に

関すること（Autobiographishe）が不問にされているという 20）。それは問題視されないからでは
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なく，等閑視されているからである。作家の素性が出回ることが，論文の評価や本の売れ行きを

左右する ― すなわち，彼女ら彼らの作品が，論じるに，読むに値しない ― 深読みすれば，そ

のように解せる。少し長くなるが，これに照応する多和田の言葉を引いておこう。

ドイツにも，日本ほどではないが，ドイツ語が母語だというだけでドイツ語に対して決定的

所有権を持っていると信じている人は時々いる。ゲーテの書いたドイツ語が優れたドイツ語

で，クライストのドイツ語はそれに劣り，移民文学のドイツ語はそれにも劣る，と単純に信

じている人もいる。それは，文学にあまり深く関わったことのない人間が，たとえば，簡単

そうに見える単語や構文を選択するのは幼稚だと思っていたり，見慣れない構文を見ると悪

文だ，とすぐにおもってしまう，というようなよくある現象なのだが，作家が母語を同じく

する人間だと遠慮して何も言わないのに，作家が「外国人」だと安心して自分のナイーブな

見解を披歴してしまったりする。（9頁） 21）

　また，異種混淆などの日常的なあり方を，多言語で創作した高名な作家 ― ジョセフ・コン

ラッド（Joseph Conrad），ヴラディミール・ナボコフ（Vladimir Nabokov），サミュエル・ベ

ケッット（Samuel Beckett），ミラン・クンデラ（Milan Kundera）― を，今さらながら引き合

いに出したり，ベネディクト・アンダーソンの古典的著作『想像の共同体』から，西ヨーロッパ

においていかにラテン語支配の時代が長かったのか（言い換えれば，近代語の歴史はいかに短く，

どのように混淆していたのか）まで持ち出したりするのは，雑種的な状態を認めない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，認めたく
4 4 4 4

ない勢力
4 4 4 4

が少なからず存在することを傍証する。あくまで推測の域をでないが，だとしても 9.11

以降に目に見えて不寛容になったアメリカの人文学を嘆くサイードの言葉が想起されてならな

い 22）。「常態（normal）」をテーマにしたシンポジウムを催すという「矛盾状況（paradoxe 

Lage）」と，ルークホーファーが断るのは，やはり「常態」としては受け入ない状況があるから

に他なるまい 23）。

　一方で，エクソフォニーの実践する側からも，希望や期待のみを強調するわけにもいかないよ

うだ。ダカールでのシンポジウムを終えた多和田は，「エクソフォンな文学」を，「創作の場から

の好奇心に溢れた冒険的発想」ときわめて肯定的に捉えて，その可能性を次のように述懐してい

る。

母語ではない言葉で書くことになったきっかけがたとえ植民地支配や亡命などにあったとし

ても，結果として生まれてくるものが面白い文学であれば，自発的に「外へ」出て行った文

学と区別する必要はないのではないか。ここ十年ほど，ドイツで活動している亡命作家たち

と話しているうちに，わたしにはそう思えてきたのである。住んでいた国を去らなければな

らなかったことは悲劇であるが，そのために新しい言語と出逢ったことは悲劇ではない，と

言う人が多い。（7頁）
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だが，このやや楽観にすぎる見解は，当の本人によって批判されることになる。2001年にソウ

ルで催されたセミナーに招待された多和田は，「ドイツ国外でドイツ文学研究者が一番多い」韓

国の参加者が求める「熱心」な対話に，驚きつつも感動し，珍しく「別れの痛み」さえ感じる

（70頁）。そんな彼女の心に小さな棘のように刺さっていたのが，パネリストの一人であった作

家の朴
パクワンソ

婉緒が，「影響を受けた外国語の作家は誰か」との質疑を受けて口にした言葉であった。

朴がドストエフスキーやバルザックなどを挙げる中で，日本の文学は読まなかったのか，とさら

に尋ねられた際，朴は答える，「日本文学が外国文学だという発想はわたしたちの世代にはない，

わたしたちの若い頃は日本語を読むことを強制され，韓国語は読ませてもらえなかったのだし，

だからドストエフスキーなどヨーロッパの文学も全部，日本語訳で読んだのだ」と（前掲箇所）。

母語の外へ出る楽しみをいつも語っているわたし（多和田 ― 引用者注）だが，日本人のせ

いでエクソフォニーを強いられた歴史を持つ国に行くと，エクソフォニーという言葉にも急

に暗い影がさす。母語の外に出ることを強いた責任がはっきりされないうちは，エクソフォ

ニーの喜びを説くことも不可能であるにちがいない。（71頁）

つづく頁で多和田は，先の引用をほのめかすように，「セネガルについては無責任に書いた」（74

頁）と認めている。加えて，日本と関係が希薄な国については，「自由に筆が伸ばせる」ことに

気づいたとも述べている。この自己批判の言葉は素直な吐露だろうが，誤解のないように言い足

しておくと，ひとつ前の引用の背景には，セネガルのポストコロニアル作家が，支配者の言語で

あったフランス語で執筆することに，積極的な意味を見出している事実がある（5頁以下）。状

況を無視して「無責任」に書いたわけではない 24）。

　ただし，エクソフォニーの可能性，より厳密に言うなら，エクソフォニーの射程を考えるにあ

たっては，多和田の言うように「押し付けられたエクソフォニー」（69頁），すなわち言語を強

制した植民地支配の過去と向き合う必要がある 25）。多和田の指摘は，しかし，ある一点において

曖昧さを含んでいる。それは，引用内の「強いた責任」の所在を明確化するという箇所である。

　改めて説くまでもなく，大日本帝國は 1910年（明治 43年）に朝鮮（当時は「大韓帝國」）を

「併合」という名で植民地とし，朝鮮人を「天皇の赤子」とした。直後にしかれた「武断統治」

により，抵抗する者たちは，法的手続きなしに逮捕し，処罰された。そして 1919年には，つい

に 3・1独立運動が起こり，全国各地で朝鮮人が蜂起する。鎮圧には，駐屯軍だけでは間に合わ

ず日本から軍隊を派遣，1920年代に「文化統治」へと支配政策が転換されるに至った。さらに

日中戦争が拡大するにともなって，「内鮮一体」と朝鮮人の「皇民化政策」が進められ，その過

程で日本語が強制されることになる。この過酷な歴史を生きた（生き抜いた）者の言葉として，

朴婉緒の言葉は受け止められよう。一方で，多和田がいう「責任」とは，植民地支配の過去の清

算と，1965年にアメリカの肝いりで結ばれた日韓基本条約による国交正常化のひずみ ―「冷戦

の論理」と「経済の論理」に置き去りにされた，植民地支配や従軍慰安婦などの歴史認識の問
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題 ― を暗に言っているだろう。

　だが，問題は，「植民地支配」，「冷戦構造」，「反共政策」，「レッドパージ」などの包装済みの

言葉の実質が，もはや単純に「責任」の在り処とはつながらない点にある。大日本帝國がポツダ

ム宣言を受諾し，敗戦を噛みしめているなか，朝鮮および日本の朝鮮人の間では「解放」が謳歌

された。すぐに独立国家樹立に向けた動きが，朝鮮半島と，かつての「内地」で続々と生じた。

もっとも，米ソが朝鮮の戦後構想として「信託統治」（米英中ソが五年間の共同統治をしたあと

に，朝鮮の独立を認めるというもの）を提示するにいたって，朝鮮半島には激しい対立と混乱が

もたらされる。北部の民族主義派はこれを拒絶し，南部はこれを認めて大韓民国臨時政府の即時

樹立を目指す。そこに，李承晩ら反ソ・反共が合流し，植民地支配時代の親日派も便乗する。そ

して，独立独歩の気風のあった済州島住民がこの歴史のうねりに巻き込まれて，戦後最大ともい

うべき大量虐殺（四・三事件）が行われた 26）。

　この事件を画して，北の共産圏へ取り込みと，南の反共独裁国家という構図が完成し，その禍

根は朝鮮戦争を経て，現在に至っている。その冷戦のラインが，同じ敗戦国であるドイツでは国

内に引かれ，日本では沖縄を切り離す軌道を描きながら延びて，朝鮮半島を二つに切り裂いてし

まったのである。日帝時代から復権した親日派が虐殺に加担し，政権に居座った歴史的事実と，

日韓基本条約により，日本国籍を一方的に剥奪された在日朝鮮人を想えば，日本の植民地支配は

無関係だと誰が主張できるだろう。植民地支配の歴史は，朝鮮人を母語と分断し，国家を分断し，

朝鮮人そのものを分断したのである。「責任」の所在を特定して糾弾し，他方できちんと謝罪し，

償ったとしても，深い亀裂は見える形で，そして見えない形で存在している 27）。

　だが，それでも，「押し付けられたエクソフォニー」が，その押しつけられた言語を，内部か

ら激しく揺り動かす可能性は排除できない。むしろ，在日朝鮮文学の各々の表現が，日本語を揺

さぶってきたのが事実だろう。多和田のような表現者でなくとも，日本語を，その過去と現在い

ずれをも抱える使用者であるわれわれが意識すべきは，悲しみも恨みも苦しみもないまぜの圧倒

的な力でもって動かされた日本語に，まずは真摯に向き合うことではないだろうか。そのひとつ

の試みとして，在日朝鮮人詩人，金時鐘の日本語と，日本語との格闘の一端を，次節で確認して

本稿を結びたい。

4．再生という名の再訳とエクソフォニー

　金時鐘が，日帝時代に熱心な「皇国少年」であったことは，本人の口から繰り返し語られてい

る。同じ在日朝鮮文学の表現者であり，日本で終戦を迎えた金
キム

石
ソク

範
ポム

（1925－）が，電車のなかで

敗戦という現実に涙する日本人を見て，「嬉し涙」を流したのに対し，「神軍」の勝利を信じて疑

わなかった金時鐘は「立ったまま地の底にめり込」むような「表現しようのない」衝撃を受け

る 28）。少年の身体まで規定していたもの，すなわち日本と日本語が，国家もろとも失われたので

ある。それだけに，後になって，日がな釣り糸をたれていた父親が口ずさんでいた，時鐘少年が

知っているただひとつの朝鮮語の「クレメンタインの歌」を通して，自らの出自を自覚するくだ
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りは，不遜を承知で言えば，感動的ですらある。

　朝鮮語で「解放」，「回天」とも言われる悲願の日には，しかし，金石範が一面の焼け野原を前

に「大きな声で笑」い，「天に向かって笑った」のとは裏腹に，金時鐘は「変る（回る）天」を

見上げるどころか，自分の足下の「影」を見ていた。「自分を思う時ね，「南中を宿す男」と思う。

南中というのはお日様が真上に来た時ね，正午でしょう。正午でも影は足下で北のほうに影を

作っているんですよ」 29）。金時鐘にとっては，8月 15日全日が「解放」ではなくて，「正午」ま

では「皇国少年」だったのである。

いわば半日の解放なんだ。今もって，解放されない僕の半日は何か。影の部分で目を凝らし

ているものに僕もおずおずと眼差しを向けてきたが，もう持ち時間の方が底をつきかけてい

る。その影の中にあるものこそ僕の日本語であり，僕が抱える日本なんだ 30）。

　金時鐘は，南朝鮮労働党の末端細胞として「郵便局事件」に関わったあと，「四・三事件」の

凄惨さを脳裏に体に刻みながら，まさにいつ切れないともしれない細い糸をたぐるように，渡日

する 31）。行き着いた先は，「君が代」号の就航を皮切りに，済州島出身の在日朝鮮人の一大居住

地となっていた「猪飼野」であった 32）。今はその地名を喪失したこの地と，そこに住まう朝鮮人

たちの赤裸々で，したたかな生き様を題材として，金時鐘は連作詩集『猪飼野詩集』を編んでい

るが，そのなかに先の「南中の男」が忽然と姿を現す詩がある。その名も「影にかげる」の冒頭

は次のようにはじまる。

かげる夏を知るまい。／光にくまどられた／そこひの夏を。／きららに映えて／かげろうて

もいた／陽ざしのなかの／かげりの放射を。／黄ばんだ夏の／記憶の／白さを 33）。

　引用した言葉と照応するように，「足下の影」に想いをめぐらせる姿が浮き彫りになっている。

照りつける日差しが，目の見えない病「そこひ」のように詩人の視力を奪う。日本語のなかで自

然に結びつけられる夏と光を断ち切るように，「かげる夏」が問われる。続けて，詩人は「目を

閉じて」浮かび上がるものを挙げてゆく。そのなかには，「染まる鳥居」のような日帝時代を連

想させる詩句や，「8時 15分」といった明らかに「解放」の日になぞらえた詩句も見える。そし

て長い第三連のさなかに，例の男が出てくる。

なんと　かい間見た朝が／正午だったので／夜と昼とが／とうとう昼のひなかに／固定して

しまったのだ。／はじける時を抜けきれぬまま／どこをどう向いていようと／おれの生はお

れの影でだけ／息づくことになっている／だからおれは／南中の男さ。／おれがいながらに

して／白昼であり／おれが白昼の証しの／陰なのである 34）。
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詩句の「かい間見た朝」とは，「正午」と重なって「解放」を表す。次の「夜と昼とが」以下も，

「回天」が正午 ― それは，「皇国少年」が朝鮮人としての出自を意識する，その境界線であ

る ― に固定されてしまったのは，その境界線で日本語に目を凝らすことを指すのだろう。「南

中の男」であり続ける決意表明のようなものまでが，「おれが白昼の証しの／陰」という詩句に

は込められている。「陰」には，影と異なり「人の目の届かないところ」という意味があるのだ。

「白昼」としか表現しようのない「解放」の時／地点に，詩人はとどまり続けているのである。

それは，在日朝鮮人居住区に在りながら，日本語との格闘を続けることの確認であり，宣言でも

ある 35）。

　自分を深く規定している日本語，その言語との闘争は，「壁に爪を立てるように」のちに独学

した朝鮮語を介した「聴覚的言語」― 金時鐘は，「耳の文化は詩的文化」とも言っている

が ― の側面からのリズム（「打ってやる／打ってやる／打ってやる」といった詩句）の使用と，

なにより小野十三郎（1903－1996）の「抒情は批評だ」に収斂される，日本的抒情の否定をもっ

て遂行される。朝鮮語と日本語を比較して，金時鐘は指摘している。

日本語は季語に見るような心情の定型に縛られている言葉だと私には言えます。季語を知ら

ない人でも，季語の縛りを意識しないだけであって，子どもの綴り方から手紙のやりとりに

至るまで，季語は目に見えない形で日本人の感性，心情を統括している不文律の決まりであ

り，感性の呪縛です。日常生活の言葉でも，改まると何かにつけ七五調に収斂されていきま

す 36）。

ここに述べられている「不文律の決まり」や「七五調」から，日本語を「解放」していくことが，

自分の「日本語」からの「解放」にもつながる 37）。ただし，そこに至る道程は，もっとも多感な

時期に，日本の抒情に心も身を捧げてしまった詩人にとって，困難を極めるものであった。抒情

から切り離れて，日本語とつながる ― 金時鐘にとっての重要な言葉「切れてつながる」 38） を連

想させるが，その過程で生涯の仕事となったのが，『朝鮮詩集』（1940年）の再訳の試みであっ

た。もともと日帝時代に金
キムソウン

素雲（1907－1981）によって編まれたこの詩集は，その洗練された訳

によって，北原白秋，佐藤春夫，島崎藤村など，当時の代表的な文人から絶賛された。金時鐘少

年は，この詩集を「すり切れるほど」読み，覚え，とりわけその抒情性に魅せられる。同じ編訳

者による『乳色の雲』（1940年）と並んで，詩人の日本語を作り上げたと言っても過言でない作

品である。だが，すでに確認したように，日本語のいわば呪縛から自分を解き放つには，この原

点とその抒情性を切り離していかなければならない。しかも，そこにはもう一つ，日本語に翻弄

された人物のエピソードが挟まれていたのである。

　再訳の途上で，金時鐘は金素雲の訳詩に対し確信的な疑念を抱く。それは，「金素雲の訳は訳

詩というより金素雲自身の詩の歌である」 39） というものだった。むろん，金素雲そのひとも内鮮

一体のなかで，日本語を身につけた人物である。「内地人」の感性に何が一番叶うかを選んだ是
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非は，同じ立場にたたない者たち，ましてやかつての支配者であったわれわれには論ずる権利は

ない。金時鐘が目指したのは，ゆえになにより「原詩の保全」であった。だが，元の詩をそこな

わないようにするのは，先の引用にあった思考の鋳型とでも言える抒情性を，慎重に断ち切りな

がら，原詩と日本語との間に異なった結びつき（あるいは，ベンヤミン風に言うならば，「あり

得たかもしれない」結びつき）を，再構築することとなった。一例を引いておこう。金素雲訳の

「うたごゑ」は，次のように訳されている。

よきひとのうたごゑは／こゝろにぞ濡れそぼる。

ひねもすは外にたゝずみ／きゝまもる　うたのしらべの／暮れなづむ夕べの耳に／はた　よ

るのゆめに泌むなる 40）

これに，原詩にちかい形で訳された，金時鐘の「再訳」を並べてみよう。

恋しいあの人の　澄んだ歌は

いつもわたしの　胸で濡れています。

長い日のなかを　外にたたずんで聞き入っていても

恋しいあの人の　やさしい歌は

日暮れて　暗くなるほど　耳にひびいてきます。

夜が深まり寝入っていくほど　耳にきこえてくるのです 41）。

最初の訳は，あえて指摘するまでもなく，抒情にあふれ，音も七五調で揃えてある。一方，再訳

からわかるのは，元来が丁寧語でつづられ，しかも素朴な言葉が用いられていた事実だろう。付

せられたハングルの詩には，この箇所では第二連（「長い日のなかを」以降）に，「門」という漢

語が混じるだけで，それ以外はすべてハングル表記である。金時鐘のいう「聴覚的言語」の特性

が，より前面に出ているのだろう 42）。さらに，両者を比較すると，最初の訳が，「はた」という

副詞によって，詩の流れを二つにしてしまっているのに対して，再訳のものでは，日が暮れて，

夜が深まり，ついには眠りのなかまで「やさしい歌」が入り込んでくるというという一つの流れ

になっている。「澄んだ歌」が「胸で濡れている」のは，それが心のなかで，あるいは記憶のな

かで歌われているという，詩の全体の印象に沿ったものだろう。

　仮に抒情性を，詩人の感情の発露という紋切り型程度にしか理解しないとしても，金素雲の訳

は，詩句の流麗さが優先され，再訳がもっている主情のみに囚われない豊かな表出には敵わない

と言える。あるいは，同時代の感性なるものが，われわれを隔てているのかもしれないが，「う

たごゑ」は，かろうじて「よきひと」によって宛先を確認できるが，再訳の題名「いとしい人の

歌」に比べると，いかにも非人称的に響くと言わざるをえない。金時鐘は，原詩の言葉を大事に

しつつも，情感を喚起させる日本語の自動性の表現を捨て去ることによって，むき出しになった
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日本語を対置させるのである。それは，朝鮮語からもたらされた日本語として，エクソフォニー

の実践例と言い得るのではないだろうか。

おわりに

　表現者を比較研究するときに，その対象者や作品が，共時的に並べて論じられるかどうかは，

言うまでもなく重要である。時代や時期によっては，数年の年齢差が経験の決定的な質の差を生

み出すこともあるからである。ひとつの大きな戦争の終わりなど，特殊な時点にあっては，その

ときに，記憶がある年齢であったか，そうでなかったかだけで，のちの表現にまったく異なった

影響を与えてしまう。むろん，本稿で取り上げた二人のように，世代を異にし，通時的な相互関

係も見出せず，スタイルも扱うテーマも重なり合わない表現者が，そもそも比較可能かという反

論もあろう。それでも，二人をあえて結びつけたのは，たとえば在日第一世代の金時鐘の苦悩は，

現代にも誠に悲しい形で受け継がれ，現代でまさに第一線に立っている多和田葉子の問題意識と，

無視できない共通点をもっているからである。

　2009年 12月 4日，この京都の南区にあった京都朝鮮人第一初級学校を，「在日特権を許さな

い市民の会」と「主権回復を目指す会」のメンバーが「襲撃する」事件が起きた。ヘイトスピー

チやヘイトクライムの動きが，初めて司法上で犯罪として認められた，まだ記憶に新しい事件で

あろう。だが，その一連の示威（恣意）的な行動のなかで，かつての植民地支配の過去を，被支

配者の子孫の記憶に，忘れがたく刻み込む暴力的な仕打ちが行われたことは，あまり知られてい

ない。上記のメンバーが一方的な怒号を浴びせるなかで，あろうことか「不逞鮮人」を連呼した

のだ。その場にいた教員は回想している，「その時，私たちの父母や祖父母たち，植民地時代を

生まれてきた先人たちは同じことを言われていたんだって。言葉としては知っていても，おそら

く私もいま一つピンと来てなかったでしょうね。でもあの時に浴びせかけられたことで，何か先

人が受けた侮辱の意味が分かったような気がしましたね」 43）。

　自らも在日朝鮮人であるルポライターの伝える事件の顛末を追っていると，いかに言葉が，と

りわけ偏見を内側にくるみ込んだ言葉や，その言葉と結びついた思考が，人を傷つけるかという，

あまりにも自明な事実に突き当たる。と同時に，金時鐘が生き抜いた過酷な時代の構図 ― 植民

地支配者が戦争を隔ててもなお支配者である ― が，残念ながら現在にもつながっている現実に

向き合うことになる。過激で暴力的な行為は「一部の日本人によるもの」だとして問題から目を

そらすのも，政府主導で進められてきた「多文化共生」がまったく中身を欠いたものだったと批

判するのも，容易い。ぼくも，明らかにその一部をなしている日本人という共同体に染みついた

差別の歴史や感情，そしてそれを知らず知らずに思考方法に結びつける日本語に，意識的になら

なければいけない。

　本稿で何度も繰り返したように，金時鐘は日本語のもつ抒情性とつねに対峙してきた。その想

いは，日本語という言語により感情や思考さえも規定されてきた自分への強い反省から突き動か

され，それとともに，日本人もその規定から逃れられなかった（逃れられない）いらだち
4 4 4 4

にも突
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き動かされている。「私の八月」という演題で依頼された講演のなかで，詩人は次のように語っ

ている。

私が日本に来てもっとも感銘深く何度も読んだものに，『きけわだつみのこえ』という学徒

出兵した学徒兵たちの遺書の記録がありましたが，肺腑をえぐるような悲嘆の書であります。

ですが，大方の遺書の末尾には辞世の短歌が載っているんですよね。思い千々万々の人が字

数を指折り数えて七五調に音節を整える。当てはめられる情感の抒情に，無辜な死を強いる

戦争への批判があったとは思われない 44）。

むろん，引用に込められた激しさは見逃すべくもないが，「思い千々万々」が，「情感の抒情」に

当てはめられてしまうことへの，さらに言えば，そのように当てはめてしまう日本語のあり方に

反発する姿勢が前面に出ている。抒情性という言葉そのものは使わないながら，多和田葉子も日

本語にまつわりついた死の美学に抗う。「尊厳を守りたいならばそれをせめて二万語くらいの言

葉を組み合わせて，まず口で抗議して欲しいと思うのです。言語の豊かさへの嫌悪，貧しい言語

に遺書というかたちでしか重みを与えられない無力さ，黙って死ぬことへの賛美などが日本語を

縛っているような気がします」 45）。そんな日本語がもたらす自動的な思考の流れに対抗するため

に多和田が持ち出すのは，「言葉遊び」である。少し長くなるが，引いておきたい。

たとえば「迷惑をかける」という表現が，ものすごい重圧感と圧倒的な罪悪感を持って釘の

ように日本語人の身体に刺さっているようです。こんな社会ですから生活保護を受けなけれ

ば生活できなくなった人はたくさんいると思いますが，役所では生活保護を出すまいとしま

す。拒否するのではなく，自分からもらうのを諦めてもらうには，「それは人に迷惑をかけ

ることだ」とほのめかしてやればいいのだそうです。すると「ああ，そうだ。人に迷惑をか

けてはいけない。そのくらいなら自殺しよう」という発想になってしまう人さえいるのです。

母語にあるいくつかの言い回しは不幸なことに個人の心に深く打ち込まれているのです。そ

れをほぐして，取り出し，手にとって眺め，投げ上げて，見つめて，したたかに，明るく，

生意気に，賢く，自由に思考しようとするひとつの道が言葉遊びだと思っています。

ここでは，生活保護受給を求める人たちが，日々直面している場面が語られ，そこでの言葉の行

使のなかに，人の命を奪ってしまう道筋がつけられている事実が確認された上で，「言葉遊び」

が提案される。むろん，ここで言う「言葉遊び」は，文学者の衒学趣味とも，実験的な作業とも

無縁の，きわめて真剣な政治的実践である。多和田は言葉を続ける。

わたしはたとえば「迷惑をかける」の「かける」に注目し，これもパフォーマンス用のテキ

ストですが，「かける」のつく熟語をたくさん集めて散文詩を書きました。その中に，「……
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もっと迷惑をかけた方がいいかもしれない。迷惑だって人にかける橋なのだから自閉的にな

るよりはまし。言葉に磨きをかけ，人に声をかけ」と続く一節があります。「かける」の

入った言い方を集めて，新しいつなげ方をしていくことで，「迷惑をかける」から「自殺」

につながってしまう一本道を壊して，抜け道をいくつも作り，視野を広げていくのが言葉遊

びです。

　最後にもう一度，確認しておこう。多和田葉子と金時鐘は，互いに影響関係もなく，スタイル

と作品のテーマもまったく異にしている。にもかかわらず，一人は外国語という創作言語と携わ

るなかから，日本語を異化し，自動的な思考に結びついていくような言語作用を破壊している。

もう一人は，抒情性という日本語の土台に染みついた感性をかたく拒むことで，日本語を「解

放」しようと日々試みている。とりあえず，多和田のエクソフォニーに引き寄せていうならば，

両者はすべての相違点を超えたところで，言語を強く揺すぶる実践で行動を共にしていると言え

ないだろうか。
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〈Sinopse〉
  O Brasil tem sido o destino de imigrantes portugueses desde a chegada da frota de Pedro 

Álvares Cabral, no ano 1500. Até a Independência do Brasil, os portugueses governavam o 

Brasil, mas quando a Independência foi proclamado os portugueses que estavam no Brasil se 

transformaram em estrangeiros e, alguns em brasileiros adotivos.

  Desde a época antiga, os portugueses sempre estavam predominantes no comércio 

urbano. O comércio de varejo da capital do Império foi quase monopolizado pelos portugueses. 

Os portugueses empregavam jovens imigrantes do norte de Portugal e estes trabalhavam e 

viviam nas lojas para aprender sobre o comércio. Conseguindo confiança dos donos, ficavam 

sócios ou abriam novas lojas expandindo o negócio. Alguns conseguiam riqueza enorme com o 

negócio no Brasil e voltavam à terra natal, exibindo a fortuna e o sucesso.

  Para jovens portugueses irem ao Brasil precisava-se de recursos para conseguir 

passaportes, comprar as passagens e pagar fiança militar. Para os jovens pobres restava apenas 

viajarem como clandestinos, sem passaportes e passagens. Capitães de navios os levavam até 

os portos do Brasil. Chegando no porto, os capitães negociavam com os proprietários que 

precisavam de mão-de-obra e quando o pagamento da passagem era efetuado, o proprietário 

levavam os imigrantes. Os imigrantes endividados trabalhariam gratuitamente de 3 a 5 anos 

para o dono. Alguns outros dirigiam-se às fazendas cafeeiras em São Paulo. Nesses locais eles 

trabalhavam como parceiros. Os que trabalhavam com parceria, tinham recebido a passagem e 

adiantamento do dinheiro, e esta dívida seria paga, depois, com juro. No mundo escravista, eles 

sofriam maus-tratos. Em 1857, houve a revolta mais importante dos parceiros na Fazenda 

Ibicaba que assustou a sociedade paulista. A maioria dos proprietários de terras abandonou a 

parceria e muitos portugueses deixaram as plantações e se dirigiram para as cidades 

crescentes.

  A contribuição dos imigrantes portugueses no Brasil é maior do que a dos imigrantes de 

outros países, apesar de desprezo geral da sociedade brasileira. Eles mesmos ajudaram a 

fundar a base do desenvolvimento da economia e sociedade brasileira.

はじめに

　ポルトガルは「大航海」の時代から出移民の国である。狭隘な国土には余剰の人口を養う余裕

がなく，移民は常に潜在的な選択肢であった。自発的であれ，様々な事変に後押しされた結果で

あれ，多くの人々が海を渡った。中でもブラジルはかつてポルトガルの植民地であり，その主た

る目的地になっていた。ブラジル独立後もその流れに変わりはなく，19世紀末から 20世紀初頭

の大量移民の時代にはイタリア人の後を継いでポルトガル人はその主役に躍り出た。
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　ポルトガルならびにポルトガル人は，1500年の「発見」から入植，植民地運営ならびにその

後の独立および国民国家形成に至るまで，大きく深くブラジルに関与した。その影響は，言語，

文化，民族，社会，経済など多岐にわたっており，独立後もその特別な地位は揺るがなかった 1）。

その一方で，ポルトガル王室のブラジル移転を経て，ブラジルはポルトガルの植民地支配を脱し，

1822年に独立，1889年に帝政から共和制へと移行した。歴史の変遷とともに涵養されていった

ブラジルのナショナリズムは，19世紀末から 20世紀前半にかけて大量の外国人移民が流入する

中，急速に高まった。

　植民地時代から宗主国であるポルトガルや支配階級であるポルトガル人に対してブラジル生ま

れの者はアンビバレントな感情を抱き，その感情はピアーダやシャコータと呼ばれるポルトガル

人を揶揄するジョークやからかいの中などで発散されていたが，ナショナリズムの高まりととも

に，ポルトガル人に対する反感が民衆を捉え，「アンチルジタニズモ（反ポルトガル主義）」が露

骨に喧伝されるようになった。都市部に集中したポルトガル人移民は「目に見える」存在であっ

た。とくに商工業の分野で優勢であった彼らは，「ポルトガル語」を自由に操ることで，ブラジ

ル社会において能力を発揮したが，その一方，商店などで話される彼らの「ポルトガル語」は，

その「異国性」を顧客であるブラジル人市民に感じさせ，ナショナリズムの高まりと不況などに

より社会に充満した不満は，しばしばこれらのポルトガル人移民に向けて発散された。

　非ポルトガル人の移民の両親・祖父母などをもつ直系の子孫を別にすれば，ブラジル生まれの

ほぼすべてのブラジル人が何らかのポルトガル人の祖先をもっている。インフォーマルな場面で

のポルトガル人に対するピアーダはいまだ笑いの種にはなっているものの，ポルトガル人移民な

らびにその子孫は，現在，ブラジル社会に完全に統合されたといってよいだろう。20世紀後半

には，ポルトガル人のブラジルへの移民がほぼ途絶し，ブラジル経済の停滞により，人の流れは

徐々にブラジルからポルトガルへの流れに変わっていった 2）。

　ブラジルのポルトガル人移民は，その歴史的経緯から純然たる「外国人移民」として捉えられ

ることが少なく，イタリア人やドイツ人，日本人移民などに比較すれば顧みられることが少な

かった。しかしながら，ブラジル「発見」500年を機に，ブラジルの歴史がさかんに回顧される

ようになると，ブラジルにおけるポルトガル人の貢献が改めて認識され，ブラジル独立後やって

きた新来のポルトガル人移民の存在のユニークさや，歴史に翻弄されながらもブラジルの発展に

貢献し，統合されていったその姿に注目が集まるようになった。近年，ポルトガル人移民につい

て新たな研究がブラジルだけでなく各地で生まれつつある。本稿はそれらの研究を参照しながら，

独立から 19世紀末の大量移民時代までのポルトガル人移民の実像を明らかにすることを目的と

している。

1．ブラジル移民の伝統

　17世紀の末に現在のミナス・ジェライス州でまとまった金鉱が発見されると，その知らせは

瞬く間に各地に拡散し，多くの人々を鉱山地域に引き付けた。一攫千金を目指す人の波は，ポル
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トガル本国ならびに大西洋のアゾレスおよびマデイラ諸島からも押し寄せた。同地に向かったポ

ルトガル人移民の総数は 1760年までの 60年間で約 60万人を数え，中には「零細農，司祭，商

人，売春婦，あらゆる種類の山師など，すべての階層が含まれていた 3）」とされる。17世紀の半

ばに 15万人ほどであった同地域の人口は，1770年には 150万人近くに膨れ上がった 4）。

　金の生産は 18世紀に入ると最盛期を迎えた。1729年以後，ミナス・ジェライス，マト・グロ

ソ，バイアで続々とダイヤモンド鉱も発見された 5）。ブラジルがポルトガル人にとって，「約束

の地」でありまさに「エルドラド」であるというイメージは，この時期に確立したと言ってよい

だろう。父祖の地を出発し，大西洋を横断し，ある者は財を成し，錦衣故郷に帰った。実際に成

功を収めた者は割合としてはわずかであったであろうが，「鉱夫（ミネイロ）」と呼ばれたこのよ

うな移民経験者が示した財力は，貧しい地域の中で異彩を放ち，大きな注目を集めた。

　金の採鉱はほどなくして衰退したものの，ポルトガルと比してブラジルには大きな立身出世の

可能性が広がっていた。19世紀になってブラジルに渡り，都市の商業分野で成功を収め，その

後ポルトガルへ帰国した者たちは「ブラジル人（ブラジレイロ）」と呼ばれた。彼らは故郷に大

邸宅を建て，その成功を誇示し，ときに勲章を授与されたり貴族の称号を手にしたりした 6）。こ

のようなポルトガル人移民の渡航前の社会階層は，多くの場合，貧困層ではなく，ある程度の資

力を有する家庭の出身者であった。移住先としてブラジルを選択するには，パスポート，渡航費，

兵役免除の供託金が必要であり，その額は非常に高額であったためである 7）。国民の大半が非識

字者である中，彼らのほとんどは識字能力を有していたことからもそのことがうかがえる 8）。彼

らは，故郷における限られた土地や限られた成功の可能性を越えるべく，一族のより大きな成功

を目指して，子弟の中から選抜され，ブラジルに派遣されたのであった。

　19世紀にポルトから出航した移民のパスポートのデータを検証すると，次のような移民像が

浮かび上がる。出身地（→表 1a）は，19世紀前半，人口の多い農村部であるミーニョならびに

ベイラ・リトラルの北部諸県が中心でその 90パーセント以上を占めていた 9）。県別・性別移民

率を示す他のデータによると，1864年において本土の男性の移民者の割合は 1000人あたり 2.50

人であり，その割合がもっとも高い地域はアヴェイロで 6.09人，ブラガが 5.95人，ヴィアナが

3.14人，ヴィラ・レアルが 2.63人，ヴィゼウが 1.76人，ポルトが 1.29人であり，移民総数同様

に北部諸県が高い割合を示している 10）。

　性別ならびに年齢層について，1839年に渡航した移民は男性が 95パーセントを占め，中でも

10代が 7割弱を占めた（→表 1b）。婚姻に関する身分ではほとんどが独身男性であり，既婚男

性の場合でも単身で渡航する者が多かった（→表 1c）。1859年と 1879年のデータと比較すると，

男性の割合は両年とも 90パーセント以上を占めているものの，女性の割合が微増している。ま

た 1859年には男性の中で 10代の割合が 4割に減少し，1879年には 1割を下回った。代わって

増加したのが 20代，30代である。1859年では男性のうち 20代と 30代の割合は 45パーセント，

1879年には 62パーセントを占めるようになった。このようにポルトガル人移民は，当初，年少

者の男性で単身がほとんどであったが，19世紀後半にかけて，壮年の男性の数が増加し，女性
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を伴う割合も増えていった。

表 1　 19世紀（1839年から 20年ごと）のパスポートを所有しポルトからブラジルへ渡航した移

住者のデータ

a．出身地

1839年 1859年 1879年 1899年
県 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

ポルト 512 51.4 2,240 65.1 1,624 65.1 1,550 89.6

ヴィアナ 29 2.9 30 1.1 40 1.6 8 0.5

ブラガ 241 24.2 120 4.4 197 7.9 33 1.9

アヴェイロ 60 6.0 97 3.6 364 14.6 40 2.3

ヴィラ・レアル 56 5.6 69 2.5 80 3.2 17 1.0

ヴィゼウ 39 3.9 77 2.8 89 3.6 60 3.5

その他／不明 60 6.0 74 2.7 100 4.0 21 1.2

合　計 997 100.0 2,707 100.0 2,494 100.0 1,729 100.0

 出所） Alves, Jorge Fernandes, “Lógicas Migratórias no Porto oitocentista”, Silva, Maria Beatriz Nizza de et 
al. （orgs）, Emigração / Imigração em Portugal, Algés, Editorial Fragmentos, 1993, p. 95.

b．性・年齢

1839年 1859年 1879年 1899年
年齢 男 女 男 女 男 女 男 女
0－9 12 0 73 50 101 83 113 105

10－19 656 3 1,091 29 212 31 369 77

20－29 191 5 627 61 859 56 401 96

30－39 53 5 605 43 767 50 425 107

40－49 24 0 259 19 451 25 268 59

50＋　 15 5 76 8 218 9 122 35

不　明 31 29 8 58 0 20 10 4

合　計 982 47 2,739 268 2,608 274 1,708 483

 出所）ibid., p. 92.

c．婚姻に関する身分

1839年 1859年 1879年 1899年
身　分 男 女 男 女 男 女 男 女
独　身 904 26 1,911 153 1,169 120 824 247

既　婚 68 15 763 101 1,358 151 841 211

死　別 9 5 61 13 77 3 41 25

不　明 1 1 4 1 4 0 2 0

合　計 982 47 2,739 268 2,608 274 1,708 483

 出所）ibid., p. 92.
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d．産業別職業

1839年 1859年 1879年 1899年
第一次産業 66 408 378 114

第二次産業 67 65 921 370

第三次産業 141 175 1,063 670

資本家・地主 0 16 96 91

合　計 274 664 2,458 1,245

 出所）ibid., pp. 93‒94.

2．都市部におけるポルトガル人移民

2‒1　都市部への流入

　植民地時代，宗主国ポルトガルから統治のために赴いたポルトガル人はブラジル社会の中で特

権的な地位を占めていた。一方，商業分野においても都市部を中心にポルトガル人の地位は卓越

していた。金の生産はほどなくして衰微したものの，19世紀に入ってもポルトガルからブラジ

ルへの人の流れは滞ることなかった。

　19世紀におけるポルトガルとブラジル都市部の給与差は歴然としており，圧倒的にブラジル

のほうが給与水準が高かった。表 2は 19世紀後半から 20世紀初頭にかけてのポルトとリオデ

ジャネイロの専門工（石工）の給与をポルトガルの通貨単位に換算し比較したものである。最小

で 3.4倍，最大で 6.4倍，リオデジャネイロの給与のほうがポルトよりも高かった。物価水準の

違いなどを考慮する必要があり，単純な比較はできないものの，ポルトにおいて石工はつつまし

く暮らせるだけの額しか稼げなかったのに対し，リオデジャネイロでは蓄財が可能であったと言

われている。靴職人や大工のような他の職業についても同様であり，専門性を有しない単純労働

者の給与もリオデジャネイロのほうが高かった 11）。結果としてポルトガル人の多くが，経済的な

成功を求めて大西洋を渡り，リオデジャネイロやサルヴァドル，レシフェなどのブラジルの都市
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表 2　ポルトとリオデジャネイロにおける石工の給与比較（単位　ポルトガルレイス）

リオデジャネイロ（RJ） ポルト
（P）

比較（倍）
RJ/P年 最小 最大

1858 600 1,650 286 3.9

1866 640 1,500 312 3.4

1888－1889 1,000 2,000 361 4.2

1910－1912 1,666 3,333 391 6.4

*  ポルトの額は給与平均。比較はリオデジャネイロの最小と最大の中間額をポルトの
額で割ったもの。
出所） Leite, Joaquim da Costa, “Mitos e realidades da emigração portuguesa, 1851‒

1973”, Actas das V Jornadas de História Local. Fafe, 21 de Novembro de 2003, Fafe 
Câmara Municipal, 2004, p. 8.



部で職を求めるようになった 12）。

　19世紀前半当時，パスポートはすでに存在していたものの，ブラジル，ポルトガル双方にお

いて厳密に出入国管理が行われていたわけではなかった。ポルトガルでは出移民が恒常化してお

り，パスポートを持たずにポルトガルを出発しブラジルに上陸する者も多かった 13）。このような

状況ゆえに同時期の出入国に関する正確なデータは存在せず，どれだけの数のポルトガル人がブ

ラジルに渡航し定着したかについてはわかっていない。限定的な資料ながら当時の趨勢を垣間見

てみる。表 3は 1831年から 1842年にかけてリオデジャネイロ警察に提示されたパスポートの記

録である。当時，リオデジャネイロに居住する外国人の登録者全体のうち 80パーセントがポル

トガル人であった。フランス人がかろうじて 5パーセントを超えているが，その他の国籍の外国
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表 3　リオデジャネイロ警察署に登録された外国人数（1831年 4月～1842年 5月）

国　籍 人　数
ポルトガル 18,427

フランス 1,346

スペイン 869

イギリス 406

ドイツ 268

スイス 185

ジェノヴァ 159

イタリア 155

プロイセン 151

サルデーニャ 145

その他 914

合　計 23,025

出所） Barbosa, Rosana, “Um panorama histórico da imigração portuguesa para o Brasil,” 
Arquipélago （História）. 2a série vol. VII, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 
2003, p. 180.

表 4　年別リオデジャネイロに入国したポルトガル人移民の出発港の割合（％）

出発港 1838年 1844年 1846－53年 1856年 1860年 1861－72年

ポルト／ヴィアナ 46.2 48.6 57.5 61.4 68.5 79.0

リスボン 26.0 4.2 6.5 19.1 11.7 2.0

アゾレス 25.4 29.2 25.9 17.9 19.2 ⎫
⎬ 18.9
⎭マデイラ － 16.3 2.7 1.0 －

ポルトガル植民地 － － 7.2 － － －
合計数 2,421 3,197 36,074 10,397 5,716 49,300

出所） Alencastro, Luiz Felipe de, “Escravidão e proletários”, Novos Estudos, no. 21, São Paulo, Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento, 1988. p. 53.



人はごくわずかであった。時代をさかのぼる 1790年のリオデジャネイロを目的地とするポルト

ガル人のパスポートの記録によれば，全体の 146名のうち，男性が 113名で 8割近くを占めた。

また年齢の記載がある 45名の記録のうち，約 3分の 1の 14名が 18歳未満であり，30歳未満が

33名で全体の 7割を超えている。1839年のポルトからの出移民の記録と比較すると，男性の割

合と 30歳未満の割合は，ともに若干低くなっている。職業が明記されている 33名のうち，商人

ならびに新規開店を予定する者が 15名，すでにリオデジャネイロで商業を営むポルトガル人の

親類・知人のもとで働く者が 11名で，全体の 8割ほどが商業分野に従事すると申告している 14）。

　王室のリオデジャネイロ移転やその後のコーヒー生産の勃興により，19世紀を通じてリオデ

ジャネイロの政治的・経済的重要性は高まり，都市化が加速した。すでにコスモポリスとなった

リオデジャネイロには奴隷を含め多くの都市労働者が集ったが，その中でもポルトガル人移民は

重要な役割を担うようになっていた。1842年，在リオデジャネイロのポルトガル使節イデル

フォンソ・レオポルド・バイアルドは政府宛ての書簡にて次のように述べている。

店にはポルトガル人以外の店員はほとんど存在しない。事務所の従業員も農場や砂糖農園の

御者，支配人，商店の小使い，港湾では帆船の船長，艀船や作業船の船頭や白人の漁師まで

ほとんどがポルトガル人である。職人，商店主は言うまでもない。さらにポルトガル国民に

対する需要（このような言い方をお許しいただきたい）は，仕事をしたいという意向を示し

さえすれば，常に存在する。それゆえ 100人の若者を乗せたポルトからの船や島嶼部から入

植者を乗せた船が到着すると，1週間以内に全員の職が整う。またそのような人々を雇いた

がっている人からの広告もひっきりなしである 15）。

2‒2　ポルトガル人の商業の独占

　ブラジルの都市の小売業をほぼ独占するポルトガル人の親類・知人を頼りに，ポルトガルから

少年が渡航し，商店で就労しながら修業するという傾向は 19世紀を通じて継続した。ポルトガ

ル人の商店主は，ブラジル生まれの者でなく，ポルトガル人移民を雇うことを好んだ。これはギ

ルド内部で後継者を養成すると同時に職業的利益の独占を守る一種の徒弟制度であると言えた。

　単身でブラジルへ赴いたポルトガル人の青年は，使用者であり父親代わりでもある店主の下で

店に住み込んで働いた。店内で寝起きし，多くの場合，休みもなく給料も受け取らずに店主の利

益のために働き続けた。若者は，年季が入り店主の信頼を得ることで，店主の共同経営者になっ

たり，後継者になったり，また新たに開業することが保証されていた。都市のポルトガル人は，

ポルトガルから継続的に移民を供給することで，拡大する都市のビジネスチャンスを掌握し続け，

不動産を増やし，多くの成功を手に入れた。

　旧宗主国であるポルトガルは，ブラジル国内の新興のナショナリズムの中で，政治的な軋轢を

きっかけにしばしば反発の対象となった。都市部の商業に従事するポルトガル人たちもその動き

とは無縁ではいられなかった。ポルトガル人の商業や不動産の独占は，ブラジル人の市民の目に
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も明らかであり，顧客や店子のほとんどが貧しいブラジル市民であるにもかかわらず，ポルトガ

ル人ばかりを店員に雇い，蓄財を重ねるという排他性も不興を買っていた。そのためインフレな

どによる家賃や生活必需品の値上げがなされた際には，顧客であるブラジル人より激しい反発を

受けた。ポルトガル人の商業における成功の一方で，ルゾフォビア（ポルトガル嫌い）はブラジ

ルの社会に定着し，ブラジルとポルトガルの外交関係で軋轢が生じると，都市部においてもデモ

などの騒乱が起こり，ときにポルトガル人に対する暴力を伴うこともあった 16）。

2‒3　都市の下層労働者

　ある程度の資力を持った家庭に生まれ，ブラジルに渡り，親類・知人の援助の下，小売りの分

野で成功を収めるポルトガル人移民がいる一方で，資力がないにもかかわらずブラジルに渡り都

市の最下層を占めるポルトガル人も存在した。1826年の在リオデジャネイロのポルトガル領事

カルロス・マティアス・ペレイラはポルトガル本国の外務大臣ポルト・サント伯爵に次のように

書いている。「…ポルトガルを出発するすべての船舶，とくにポルトからやってくる船舶は逃亡

してきた人々で満ち溢れている。つい最近到着したダニューブ号は乗組員リストにある多数の

人々のほかに 38人の若者を隠して連れてきた」 17）。19世紀前半からポルトやアゾレス島やマデ

イラ島とブラジルを結ぶ輸送船の多くが，このように船内にブラジルへの渡航者を同乗させてい

た。このような渡航者のほとんどはブラジルへの移民を望む年少者であったが，多くはパスポー

トを持たず，渡航費を支払う資力もなかった。それでも彼らが乗船できたのは，リオデジャネイ

ロなどのブラジルの港に到着後，彼らの渡航費を支払う人がいたからである。輸送船の関係者は，

そのようなポルトガル人の少年たちを利益を生む「商品」として積極的に輸送した。船が港に到

着すると，船長は労働力を求める雇い主と交渉を行ない，しばしば渡航費以上の値段で彼らを売

り渡した。その「支払い」はそのまま少年たちが抱える借金となった。ブラジルに到着するやい

なや彼らは巨額の負債を抱え，労働によりその返済を完了するまで強制的に働かされた 18）。少年

たちは船長と雇い主の双方から搾取され，年季が明けるまで 3年から 5年を要した 19）。1849年，

リオデジャネイロのポルトガル領事ジョアン・バティスタ・モレイラはアゾレス島出身者につい

て次のように述べている。

島の出身者の大部分は，ラバが引く荷車や樽で町の給水所に水を取りに行くのにもっぱら使

われている。彼らは水を売り，そうしてほぼすべての人々に水を供給する。これにはかつて

奴隷が使われていたのであるが 20）。

　1850年の奴隷貿易終了後，ブラジルのエリート層にとって，労働力の供給の問題が重要な課

題の一つとなった。その具体的な解決策は，ヨーロッパからの移民の導入だった。サンパウロに

おける渡航費補助による大量移民の時代（1880年代以後）が始まる前までの約 25年間にブラジ

ルに入国した外国人移民の数を見ると（→表 5），その大半がポルトガル人であった。彼らの多

52 19世紀のブラジルにおけるポルトガル人移民



くは都市に向かい，貧民窟に居住し（→表 6），かつて奴隷が行っていた都市の労働も担うよう

になっていた。数は少ないながらポルトガル人女性もブラジルに移住するようになり，家事の下

働きなどを行った。

表 5　国籍別ブラジルに入国した移民数（1851～1875年）

年 ポルトガル人 ドイツ人 イタリア人 その他 総　数
1851－55 25,833 5,213 － 7,936 39,078

1856－60 43,112 13,707 － 25,813 82,078

1861－65 25,386 7,124 3,023 15,354 50,970

1866－70 24,776 5,648 1,900 13,689 46,601

1871－75 32,688 5,224 4,610 37,716 81,314

合　計 151,845 36,915 9,528 100,508 300,632

 出所）Barbosa, op. cit., p. 190.

表 6　1856年の小教区別貧民窟におけるポルトガル人人口

小教区 総人口 ポルトガル人 ％
グロリア 712 367 51.5

サンタ・リタ 995 661 66.4

サン・ジョゼ 241 94 39.0

サン・クリストヴァン 223 73 32.7

ラゴア 471 305 64.7

サント・アントニオ 1,171 516 44.0

サクラメント 183 65 35.5

合　計 4,003 1,437 51.9

出所） Soares, Carlos Eugénio Líbano, “Dos fadistas e galegos: os portugueses na capoe-
ira”, Análise Social, vol. XXXII （142）, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, 1997, p. 693.

3．サンパウロの分益農

　19世紀前半はブラジルにとって大きな転換点であった。金の時代が去り，新たな商品作物で

あるコーヒーの生産が軌道に乗った。1818年にサントス港からヨーロッパに向けて 7万 5000ポ

ンド（34トン）のコーヒーが輸出されると 21），1821年には輸出量が 13万俵（1俵＝60kg，7800

トン）に迫り，1830年代末には年 100万俵，1840年代には年 200万俵を超え，輸出全体に占め

るコーヒーの割合は 4割を超えた。19世紀を通じ，その生産と輸出量を急速に増やした 22）。ブ

ラジルは北東部における砂糖の生産以来，アフリカ人の奴隷労働力を基盤にしたプランテーショ

ンが経済の中心となっており，コーヒー生産においても同様に大量の奴隷を労役させた。しかし

ながら 1807年に奴隷貿易禁止法を制定したイギリスからブラジル政府は奴隷貿易の終結を迫ら
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れていた。1831年，ブラジル議会は，奴隷貿易商に厳罰を科し以後に輸入された奴隷を開放す

る法律を定めたものの，巨大な利益をもたらすコーヒー生産の基盤である労働力を簡単には手放

せなかった。この規則はなし崩しとなり半ば公然と奴隷の輸入が続けられた 23）。

　奴隷貿易廃止の圧力がますます強まる一方で，外国人移民の導入は重要なオプションであった。

奴隷労働の枯渇後を見越し，潜在的な労働力であるヨーロッパ人移民をプランテーションに導入

することは重要な試みであった。19世紀前半，政府主導でブラジル南部にヨーロッパ人入植地

が開設されていたが，政府の援助の途絶により入植者が困窮したり，現地社会と交わらず孤立し

たりするなど，必ずしも上首尾というわけではなかった 24）。ポルトガルの北東端のトラス・オ

ス・モンテス地方のブラガンサの出身でコインブラ大学で学位を取得した帰化ブラジル人の上院

議員ニコラウ・ペレイラ・デ・カンポス・ヴェルゲイロ 25） は農場主でもあり，国策による国有

地の譲渡に反対し，サンパウロ県のリメイラに近い自身のイビカバのコーヒー農場に分益（刈分

け小作）契約でヨーロッパ出身の自由労働者を導入することを試みた。分益契約とは，小作人と

その家族が農地を借り受け，年間のその収穫高の一定率を農場主に納めるものである。分益制は

将来の成果を事前に担保設定する制度であり，農場主に対する隷属性が非常に高かった。この契

約では，加えて渡航費や初年度の食糧，農機具，役畜代など，前払い金として支払われた分を年

利 6パーセントで返済することになっていた。

　1840年，ヴェルゲイロはポルトガルのミーニョ地方で 90人と分益契約を締結し，続いてアゾ

レス島とマデイラ島の島民との契約に成功した。同年 7月，ペドロ 2世の即位のまさにその日，

初めてのポルトガル人の分益農がイビカバ農場に到着した。その後の保守勢力の台頭により外国

人の導入はしばらく停止せざるを得なかったものの，1846年，ヴェルゲイロが募集活動を行う

会社を開設すると同時に活動が再開した。1847年 7月には第 2弾である 423人のドイツ人を同

農場に導入するのに成功した。その後，サンパウロ西部のコーヒー農場はこぞって分益制を採用

し，60以上のコーヒー農場で 600人から 1,000人のヨーロッパ出身者が分益契約で就農した。そ

れらの農場の分益農にはポルトガル人，ドイツ人以外に，ドイツ系スイス人，フランス系スイス

人，ベルギー人，自由労働者であるブラジル人などがいた。少数であるがオーストリア人，イタ

リア人も導入された 26）。

　小作人はコーヒーと自給用作物を栽培した。コーヒーの収益は折半することになっていたが，

実際の取り分は農場主が 6割で小作人が 4割だった。小作人は農場から許可なしに外出すること

が禁じられ，農場内の店以外で買い物をすると罰金が科せられた。手紙の検閲も行われた 27）。奴

隷が混在する中，小作人は奴隷と同じ作業を行っていた。奴隷制度が強固であった時代に，利益

の追求という第一義に従う使用者が奴隷と分益農を区別して扱うことは事実上不可能であった。

奴隷同然の締め付けや収入などの待遇に不満を募らせていたイビカバ農場の分益農は，ドイツ人

移民をリーダーに 1857年に大々的に武装蜂起した（「分益農の反乱」として知られている）。

　この事件はブラジル社会を震撼させた。同時にこの反乱はヨーロッパでも大々的に報道され，

分益農の置かれる悲惨な状況は，中央ヨーロッパ各国の政府当局の知るところとなった。プロイ
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センやドイツの他の国々，フランスでは移民募集のエージェントの活動が制限された 28）。その結

果，サンパウロではほとんどの農場が分益制を放棄し，定額小作制や労働者雇用契約などを行う

ようになった。

　サンパウロの農場における自国民の困難な状況についての情報はリオデジャネイロに定着して

いたポルトガル人移民ならびにポルトガル当局にも早々に伝わっていた。1852年にはリオデ

ジャネイロのポルトガル人の商人の有志たちが，惨状を見かねて，在ブラジルのポルトガルの全

権公使に対し次のような告発状を送った。

　以下に署名した本リオデジャネイロ市に居住する商人であるポルトガル臣民は，島嶼部か

らの船が本帝国首都の港に停泊するたび目に届く悲しい堕落した光景にこれ以上無関心でい

ることはできません。（…）

　強欲な山師が，農夫になるという名目で，嘘や甘言や卑劣な行為，略奪にいたるまで破廉

恥で唾棄すべき手段を用いて，ポルトガルの島嶼部，主にアゾレスの男女をこちらに誘拐し

ているのです。新たなエルドラドを見つけると判断した無垢な青年，目もくらむような富に

魅入られた乙女，それらの哀れな者たちは，結局，そのような手段でブラジルに連れて来ら

れ，後になって騙されたと気づき，希望は地獄の拷問へと姿を変えます。

　そのような山師は真の野獣で，（…）意のままに渡航費の額を決め，そこで渡航者はなす

すべもなく奴隷に突き落とされ，金銭で買われるのです 29）。

　それでも他のヨーロッパの国々とは異なり，ポルトガルはブラジルへの移民を禁止することは

なく，移民の流れは滞ることはなかった。1850年，奴隷貿易の廃止とほぼ同時に成立した土地

法により，国有地の無償譲渡が禁止され，売買による土地の取得と土地登記が義務付けられた。

移民にとって土地の入手がさらに難しい状況になると，ポルトガル人はますます都市部に向かう

ようになった。資力のないポルトガル人がブラジルに向かう手段は，分益制からエンガンシャド

と呼ばれる契約に変わっていった。それは使用者が渡航費を負担する代わりに，移民はわずかな

給与で，一定期間，たいていは 1年から 2年働くというものであった。エンガンシャドはコー

ヒー農場だけでなく都市部でも行われた。エンガンシャドの契約では移民は年季の義務を果たせ

ば，その後は自由に仕事を選ぶことができた 30）。

4．ま と め

　ポルトガル人にとって植民地時代からブラジルは重要な移住先であり，ブラジル独立後もその

構図に変化はなかった。とくにポルトガル北部の有産階級にとって子息のブラジル移民は一族の

成功の拡大のシステムに組み込まれていた。彼らはブラジルの商業で財を成し，ポルトガルに帰

国すると「ブラジル人」と呼ばれ，その成功を誇示し，名声や爵位などを享受した。

　一方，無産階級にとってもブラジルは成功のための数少ない選択肢の一つだった。ブラジルは
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ポルトガルよりも給与水準が高く，ポルトガルでは達成できない蓄財も可能であった。貧しい少

年たちは渡航費もパスポートを持たず，単身で輸送船に乗り込んだ。ブラジルの港に着くと同船

の船長は，港にやってきた労働者を求める使用者と交渉し，渡航費が支払われるとポルトガル人

の少年は船から出され，使用者に引き渡された。

　ポルトガル人は商業分野を独占し，大きな成功を収めた。一方，コーヒー生産とその輸出がも

たらす富はリオデジャネイロなどの都市を発展させ，多くの労働力の需要を生み出した。ポルト

ガル人はかつて奴隷が行っていた都市の労働を担うようになり，貧民窟に居住する者も少なくな

かった。

　またサンパウロ西部のコーヒー農場で，自由労働者としてヨーロッパ人が雇用されるようにな

り，ポルトガル人がその嚆矢となった。ポルトガル出身の帰化ブラジル人らの農場の募集に応じ，

1840年から十数年，分益農として就労した。しかしながら奴隷と分益農が共存する農場におい

て，ヨーロッパ人の分益農は奴隷に等しい待遇に不満を募らせ，1857年に大規模な反乱が発生

し，その反乱は国内外の社会の耳目を集めた。分益制は衰退し，代わりにエンガンシャドと呼ば

れるより緩やかな契約が行われるようになり，ポルトガル人移民は好んで都市部へ向かった。

　19世紀末の大量移民時代に入ると，ポルトガル人移民は，都市部におけるその圧倒的な数に

よって，搾取する側であると同時に搾取される側にもなった。帝政から共和制に移行すると，ナ

ショナリズムの高揚の中で，「王制主義者」，「反共和制主義者」ということで敵視された。急速

な工業化に伴いプロレタリアートの条件改善を求めた労働運動の先導者としてポルトガル人が先

頭に立つ一方で，ポルトガル人はスキャッブとして非難もされた。都市部の生活を商業の面から

支えながらも，物価上昇や不況の折にはブラジルの庶民の非難の矢面に立った。

　表 7のとおり 19世紀と 20世紀を通じて，ポルトガル人はほかのどの国籍の人たちよりも数多

くブラジルに入国した。帰化した者やパスポートをもたずに入手した者を勘定に入れれば，その

数はおそらく 200万人を超え 31），その人数は他の国籍の移民を圧倒する。19世紀以後のブラジ

ルの経済発展や都市化を下支えしたのはポルトガル人移民であったと言っても過言ではない。そ

れにもかかわらずイタリア人を始めとする他の移民に比べ，ポルトガル人移民はその貢献が称え
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表 7　ブラジルに入国した最も多い移民集団（19世紀と 20世紀）

国　籍 時　期 人　数
ポルトガル 1837－1968 1,766,771

イタリア 1836－1968 1,620,344

スペイン 1841－1968 719,555

ドイツ 1836－1968 257,457

日　本 1908－1968 243,441

ロシア 1871－1968 119,215

オーストリア 1868－1968 98,457

          出所）Barbosa, op. cit., p. 194



られたり正当に評価されたりすることが少なかった。

　独立以後もポルトガル人にとってブラジルは重要なパートナーであり続けた。ブラジルにとっ

てもポルトガル人はその発展に欠かすことのできない存在であったのは明らかである。

注

1） 1823年のブラジルの制憲議会において，他の外国人と比したポルトガル人の特権的な地位に
ついての議論が展開された（Mendes, José Sacchetta Ramos, Laços de sangue, São Paulo, Edusp, 

2011, pp. 68‒82）。その結果 1824年憲法におけるブラジル国民の条文の中でブラジルに在住す
るポルトガル生まれの者に対し，独立に同意すれば，何人もブラジル人とみなすという規定が
明記された。また外国人の入国に様々な制限を設けた 1930年から 45年のジェトゥリオ・ヴァ
ルガス大統領の時代においてもポルトガル人は引き続き受益者となった。1934年ならびに
1937年憲法では外国人の入国が制限され，1938年の大統領令でも移民の入国と滞在が厳格に
規定されたが，入植目的のポルトガル人はブラジル人と同等に扱うとの規定から，その制限を
免れた（ibid., p. 269）。また，現代においても，1988年ブラジル連邦共和国憲法 12条第 1項
（1994年 3号にて修正）は，「本国に永住するポルトガル人に対し，ブラジル人に益する相互
関係が認められる場合，本憲法にて規定される場合を除いて，ブラジル人が有する権利が付与
される」と定めている。特定の国籍の外国人に対し，憲法にてこのような特恵を明記するのは
極めてまれである。加えて特筆すべきは 1996年に設立されたポルトガル語圏諸国共同体
（Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP）における両国の足並みそろえたイニシ
アチブである。アフリカ市場への足掛かりという経済的利益への関心は見え隠れするものの，
同共同体創設と活動に際して，両国のパートナーシップは非常に良好である。

2） 一方，ポルトガル人の出移民は変わらず続いている。その行き先は主にイギリス，ドイツ，ス
イス，スペインなどのヨーロッパ諸国であったが，2008年のリーマンショック後，ポルトガ
ルでは財政と経常収支の問題が顕在化し，不況に陥り，移民が活発化している。ポルトガルか
らブラジルへのあらたな移民も増えつつある。Pires, Rui Pena, et al., Emigração Portuguesa 

Relatório Estatístico 2014, Lisboa, Observatório da Emigração e Rede Migra, Instituto 

Universitário de Lisboa （ISCTE-IUL）, CIES-IUL, e DGACCP, 2014を参照のこと。
3）ボリス・ファウスト（鈴木茂訳）『ブラジル史』明石書店，2008年，76頁。
4） Scott, Ana Silva, Os Portugueses, São Paulo, Contexto, 2012, 4886/7900 （e-book）.　ポルトガル人
移民のあまりの過熱ぶりにポルトガル政府は，1720年，パスポート制度を定め，出国を制限
した。

5） 「…1700年から 1720年の間に（金の：筆者補足）生産量は 5倍の増加を示し，その後，1735

年まで着実に伸び，特に 1730年代後半に至って大幅に増え，増加傾向が 1755年頃まで持続し
て，後は徐々に頭打ち状態に入ったのである。…1801年には金の輸出はまだブラジルの輸出
全体の 15.2パーセントを占めていたが，…1816年に至っては 0.2パーセントとまったく無意
味なものとなっている。…金と同様にダイヤモンドも 18世紀末からはっきりと衰退期に入り，
その採掘は重要性を失った。」富野幹雄ほか『ブラジル』啓文社，1991年，58頁。

6） 一人の「ブラジル人」（セメリェ子爵　1837年－1913年）について興味深い資料がある。親類
によるオーラルヒストリー，貴族名鑑，地誌の記載を列記し，その人物像を浮かび上がらせて
いる。「（…）家族に関する口述から始める。カミーロの小説に似た人生だった。［母方の］祖
母には 15人の子がいた。多くは小さなうちに亡くなった。（…）［私の母方の］おじたちは全
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員ブラジルに行った。帆船に乗って行った。旅は 6か月かかった。おじの一人（セメリェ子爵
のこと）は混血の女と結婚した。そのあとで白人の女と結婚した。前の妻は死んでしまったか
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ていることとベラ・ヴィスタ・グランドホテルの建設についても紹介される。カルデラスの地
誌では子爵の温泉施設の近代化における実業家としての能力が特筆されている。」Leite, 

Joaquim da Costa, “O Brasil e a emigração portuguesa”, Fausto, B. （org.）, Fazer America, São 

Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1999, pp. 196‒197.

7） 兵役担保には 180～280ミルレイスが必要であり，これは通常の労働者の 180日分，専門工の
45日分の給金に相当した。Scott, Ana Silva Volpi, “As duas faces da imigração portuguesa para o 

Brasil （décadas de 1820‒1930）” Paper apresentado ao Congreso de Historia Económica de 

Zaragoza, 2001, p. 24.

8）ibid., p. 24.

9） 18世紀前半のポルトガルからブラジルへの輸送は主としてポルトを発着する帆船により行わ
れていたが，19世紀後半になるとリスボン経由で行われるようになり，徐々に帆船が蒸気船
にとってかわられた。帆船はたいてい 200～400トンで，定員は 100～200人であった。Leite, 

op. cit., pp. 186‒187.

10）ibid., p. 191.

11） Leite, Joaquim da Costa, “Mitos e realidades da emigração portuguesa, 1851‒1973”, Actas das V 

Jornadas de História Local. Fafe, 21 de Novembro de 2003, Fafe, Câmara Municipal, 2004, p. 8.

12） 1836年にポルトガルの外務大臣ジョアキン・アントニオ・デ・マガリャンエスは，リオデ
ジャネイロ，バイア，ペルナンブコのポルトガルの使節から同県に多くのポルトガル人が入国
しているとの報告を受け取ったと記している。Barbosa, Rosana, “Um panorama histórico da 

imigração portuguesa para o Brasil,” Arquipélago （História）. 2a série vol. VII, Ponta Delgada, 

Universidade dos Açores, 2003,. p. 181.　1836年から 1850年までのポルトからの出国者のうち，
年ごとに変化はあるがその多くがリオデジャネイロに向かっている。最も高い割合が 1849年
の 86.0パーセント，低いのは 1837年の 60.1パーセント。ペルナンブコは最高が 1839年の
17.4パーセントで最低が 1849年 2.1パーセント，バイアは最高が 1837年の 13.9パーセントで
最低が 1849年の 2.6パーセントである。Barbosa, Rosana, Immigration and xenophobia, 

Lanham, University Press of America, 2009, p. 52.

13） 1833年，リオデジャネイロの警察長官は，ブラジル在住のポルトガル人の多数が，ブラジル
に入国の際，パスポートを所持していなかったことを明言している（Barbosa, op. cit., 2003, 

p. 180）。一方，ポルトガルでも出国に際してパスポートが必要とされており，出入国管理を
放棄していたわけでない。しかしながら 1838年憲法において移住の自由が明示されるなどポ
ルトガル国内の社会情勢が移住を後押ししており，厳密な適用がなされていなかったと思われ
る。その後，移民の保護と出国の管理を意図し，1855年と 1863年の出国に関する法律により
パスポートの発行要件が明記された。結果的にその後まもなくして迎える大量移民の条件を整
備することとなった。Leite, “O Brasil ...”, p. 179を参照のこと。

14）Barbosa, op. cit., 2003, p. 177.

15）ibid., pp. 181‒182.

16）ibid., pp. 186‒187

17）ibid., p. 181.
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18） 1840年代を通じて，雑誌ウニヴェルサル・リズボネンセは，船主が渡航費を肩代わりし，貧
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強く非難した。Nunes, Rosana Barbosa, “Imigração portuguesa para o Rio de Janeiro na primeira 

metada do século XIX”, História & Ensino, v. 6, Londrina, Universidade Estadual de Londrina, 

2000, pp. 172‒175.

19） Soares, Carlos Eugénio Líbano, “Dos fadistas e galegos: os portugueses na capoeira”, Análise 
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〈要約〉
　「四方界」（Geviert）の概念は，後期ハイデガー哲学において重要な役割を果たしている
にもかかわらず，長い間研究者によって軽視されてきたが，近年新たな注目を浴びるように
なった。拙論では，『存在と時間』における「物」（内世界的存在者）の存在論から四方界の
概念への発展を明らかにすることによって，四方界が『存在と時間』の未解決問題への答え
であることを示したい。その発展において，空間概念の変化がきわめて重要な役割を果たし
た。『存在と時間』では，空間性が時間性に還元させられたことによって，現存在
（Dasein）は実存的時間性の循環構造に閉じ込められていた。その結果，人間にとって他者
との本来的な出会いが不可能になっていた。それに対して，後期ハイデガー哲学の新たな空
間概念は，四方界の開けを他者との出会いの場として考えることを可能にした。その場にお
いて本来的に出会われる他者は神性（Gottheit）とされて，四方界の概念が聖なるものとの
出会いを考えることを可能にした。

  Heidegger’s concept of fourfold （Geviert）, in spite of being one of the cardinal notions of his 

later philosophy, has often been overlooked or underplayed in most interpretations of Heidegger’s 

thought. 1） Indeed, Heidegger scholars have usually focused on other themes, like language, 

technology, and the history of metaphysics. This is partially due to the fact that the concept of 

fourfold apparently occupies a secondary position in the corpus of Heidegger’s later works, being 

mentioned or dealt with in relatively few essays. But it is also due to the aura of, so to speak, 

rarefied immateriality that Heidegger’s later philosophy has acquired, thanks to Heidegger’s own 

efforts to detach himself from anything that could be construed, even remotely, as “metaphysics.” 

Given that the notion of fourfold is applied to the concrete description of the being of a concrete 

kind of entities, the tangible things we encounter in our experience （das Ding）, it can be interpreted 

as a categorial scheme to describe the structure of reality -- an ontology of things. Therefore, any 

attempt to highlight the notion of fourfold may be seen as a falling back into the old ways of 

metaphysics. The notion thus has often been regarded as nothing more than a poetic expression of 

human experience, borrowed from the poetry of Hölderlin, with no definite content and no pretense 

to state anything concrete about the way actual things are.

  However, in the context of the recent developments toward realism in continental philosophy 

and among Heidegger scholars, the analysis of the concept is becoming more relevant than ever, 
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and there are signs that it is beginning to attract a renewed interest. 2） In this essay, I will delineate 

the conceptual development that led from the ontology of things in Sein und Zeit to the notion of 

fourfold, highlighting how the latter constitutes an answer to the problems that the former had left 

unanswered. The analysis will stress the importance that the evolution of the concept of spatiality 

played in this development, and show how the encounter with things in the fourfold opens a space 

for the manifestation of the sacred.

Things in Sein und Zeit

  Sein und Zeit （Being and Time）, is framed as an attempt to reformulate and answer the 

question of the meaning of being in general （SZ 1）. 3） As being as such is always the being of 

something that is, and, according to Heidegger, the most suitable object for the ontological enquiry 

is the human being or Dasein （being-there）, Sein und Zeit is developed as a presentation of the 

ontological structure of Dasein. Its being is characterized as care （Sorge）, understood as being 

concerned with one’s own future in dealing with the entities encountered within the world -- labori-

ously expressed as Sich-vorweg-schon-sein-in-（der-Welt-） als Sein-bei （innerweltlich begegnendem 

Seienden） （SZ 191 ff.） -- and this results in the interpretation of the structure of care as founded in 

temporality （Zeitlichkeit）, understood as a future-oriented movement of “coming towards” that lets 

the world be encountered in the present as what has always been （gewesend-gegenwärtigende 

Zukunft）.（SZ 323 ff.） In explicit opposition to traditional ontology, which has been regarding the 

present as primary dimension of time and meaning of being, Heidegger interprets the temporal 

being of Dasein as grounded in the future, as for Dasein to be always means having to be a possibil-

ity of its own being in the world, and therefore relating to its own future self.

  In the analysis of care, things are thematized only inasmuch as relating to them is an essential 

component of the being of Dasein. They are defined privatively as entities that differ from Dasein 

（nicht Daseinsmäßige Seiende）, and characterized as tools or equipment （Zeuge）. The being in 

themselves attributed to things by traditional ontology is interpreted by Heidegger negatively, as 

simple presence-at-hand （Vorhandenheit）, construed as a privative mode of the being of tools as 

readiness-to-hand （Zuhandenhiet） （SZ 67 ff.） that emerges when the tool is not utilized as such any 

more, but instead encountered as a simple res extensa present in a given location in space.

  However, the result of the analysis is only provisional: the original goal of the work is stated as 

the explanation of time （Zeit） as the “possible horizon for any understanding whatsoever of being”, 

（SZ 17） including the being of things as such. Given the incompleteness of Sein und Zeit, it is not 

possible to know with any certainty what Heidegger’s ultimate answer to the ontological question 

might have been at that stage of his thought. However, as the method of ontology is circular, （SZ 7 

f., 152 f.） the final result must be conceived as already implicit in the starting point of the inquiry: 
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the Temporal （temporal） meaning of being must be implicit in the temporal （zeitlich） constitution 

of Dasein’s understanding. 4） For, in Heidegger’s view, the ontological enquiry is nothing but a 

radicalization of our pre-ontological understanding of being: （SZ 15） the question about the 

meaning of being in general is a question about the fundamental make-up of the pre-ontological 

comprehension belonging to Dasein, and ontology is nothing but the systematic analysis of its artic-

ulation, whose goal is to show how Dasein understands and interprets being on the basis of time. 

Therefore, the Temporal meaning of things must be implicit in the understanding that the Dasein 

has of the things it encounters in its everyday existence as equipment or their privative 

modifications.

  Dasein refers （verweist） to itself as it has to deal with its own possibility, and in this circular 

motion of reference, it lets equipment be as something referred to some use toward a future goal. 

The encounter of things as equipment is thus based on the future, and this implies that the being of 

things in themselves as well must be based on the future as the main dimension of Temporality. For, 

being a piece of equipment is not a new property that humans bestow to an indifferent thing in 

itself, but the ontological determination of things “in themselves”: （SZ 71） Dasein encounters equip-

ment as the entity that it is （als das Seiende, das es ist）, since handling things within Dasein’s 

self-referential project is a letting-them-“be” （“Sein”-lassen）. （SZ 354） Needless to say, the ontologi-

cal meaning of things cannot lie in the future in the same way as Dasein’s ontological meaning does. 

Equipment does not come toward itself （zukommen, as related to Zukunft） in its potentiality-for-be-

ing （Seinskönnen）, and it does not understand itself by projecting itself upon a for-the-sake-of-which 

（Worum-willen）, as Dasein does. However, its ontological meaning cannot be reduced to within-

time-ness （Innerzeitigkeit）, conceived as the mere arising and passing away of things as “being in 

time” （in der Zeit seined）. （SZ 333） If this were the case, it would be impossible to understand the 

ontological distinction between presence-at-hand and readiness-to-hand, and the dependence of the 

former on the latter, nor would it be possible to understand the reasons of Heidegger’s criticism of 

traditional metaphysics for its reduction of being to Vorhandenheit.

  The ontological structure of the entities within-the-world might tentatively be described as the 

passive-voice dimension of Dasein’s activity of reference: being referred to a “toward-which”, i.e., 

being related to something, and understood as such, by Dasein in the process by which it relates 

itself to, and understand itself upon, a possibility of its own being. Their Temporal meaning might 

thus be understood as being let come toward a “toward-which” while being retained, corresponding 

to Dasein’s letting itself come toward itself （to its having to be） while coming back to itself （to its 

having been）. 5） Even if we abandon any attempt to understand the ontological meaning of things 

implicit in the analysis of Dasein, it is nevertheless clear that in Sein und Zeit the totality of being 

tends to be reduced to the temporal opening of Dasein. Things are qualified as entities within-the-
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world （innerweltliche Seiende）, and the world that defines them is depicted as a context of signifi-

cance that Dasein throws in front of itself （that it “pro-jects,” entwirft） as existing for the sake of 

itself. The being of things, reduced to their belonging to the world, is dissolved within the network 

of relations constituting worldhood （Weltlichkeit）. Being is identified with the meaning of entities, 

which amounts to the “upon-which” （Woraufhin） of Dasein’s understanding, （SZ 219） articulated 

according to the temporal character of anticipation （SZ 336 f.） belonging to understanding as a 

fundamental existentiale （Existenzial）. Heidegger, admittedly, explicitly denies that entities depend 

on the understanding of being; this denial, however, seems to mean nothing more than the fact that 

if Dasein did not exist, entities could neither be characterized as being nor as not being. And, in the 

same passage, he clearly states that “there is” no being outside of Dasein’s understanding: “nur 

solange Dasein ist, das heißt die ontische Möglichkeit von Seinsverständnis, “gibt es” Sein.” （SZ 

211 f.） Being originates with the opening of truth, which is the disclosure in which entities can be 

discovered, i.e., Dasein’s Erschlossenheit. 6） That is why Heidegger states that all ontologies derive 

from existential analytic as Fundamentalontologie. （SZ 13）

  The de facto dissolution of Being within Dasein’s opening is part and parcel of Dasein’s de facto 

enclosure within its own existence: as the entity for which in its existence its own being is at stake, 

Dasein has an ontological circular structure （ontologische Zirkelstruktur）, （SZ 153） as it always 

exists only for the sake of itself, and only by relating to its own being as what it has to be it relates to 

other entities. （SZ 12 f., 41 ff.） The relations of involvement （Bewandtniss） that define entities 

within-the-world are always anchored in Dasein’s for-the-sake-of itself, because, as relations of signif-

icance, they spring from Dasein’s understanding of itself. （SZ 87） In its most fundamental way of 

being, authentic existence, Dasein faces its own being as being-toward-death （Sein zum Tode）, as 

the world is revealed in its utter meaninglessness （völlige Unbedeutsamkeit, SZ 186） by anxiety 

（Angst）, Dasein’s fundamental emotional state （Befindlichkeit）. Only by fleeing from itself and 

falling in the world -- disclosed as that in which it has always been -- in the mode of inauthenticity, it 

is possible for Dasein to relate to other entities. （SZ 260 ff.）

  The reduction of the world to Dasein’s temporal project entails what Heidegger would later 

qualify as a failed attempt to reduce spatiality to temporality. （SD 24） The world in which Dasein is 

appears to be “outside,” and spatiality seems to be a necessary condition for the encounter with 

things in the world, as Kant first explicitly recognized. 7） In Sein und Zeit the world is indeed quali-

fied as transcendent, being “further outside” （weiter draußen） than anything else, （SZ 366） and the 

encounter with things is spatially analyzed as de-severing （Ent-fernung） -- letting entities be encoun-

tered as close by, by bringing them near so to be used or known -- guided by directionality 

（Ausrichtung）. （SZ 104 ff.） This spatial movement of Dasein relies on a region （Gegend）, a spatial 

dimension of the world where things can have a place （Hingehören, belong-somewhere） and be 
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encountered as far from us （severed） in some direction, in order to be brought near. However, such 

spatiality is ultimately reduced to Dasein’s temporality: Dasein’s temporalizing is in an equally 

primordial manner （gleichursprünglich） the temporalizing of the world within which things are 

encountered, and the transcendence of the world depends on the horizonal （horizontal） character 

of temporality. Being-in-the-world opens space on the basis of its ecstatic-horizonal temporal consti-

tution, establishing spatial relations among entities within-the-world as relations of reference among 

things ready-at-hand. （SZ 111） De-severing is connected with interpretation -- the articulation of 

Dasein’s temporal project -- as the latter means bringing-closer （Näherbringen） in the form of 

making-present envisaging （Vergegenwärtigung,） things with which Dasein concerns itself. （SZ 

359） The rejection of things’ essential externality results in their full incorporation within under-

standing as de-severing.

  Although Heidegger on occasion seems to waver, the temporal interpretation of spatiality given 

in Sein und Zeit is tantamount to a deduction of space from time, which is perhaps indirect and 

mediated but nevertheless substantial. 8） But such endeavor is fraught with problems, to the point of 

being doomed from the onset, as Heidegger himself will later concede. The main problem is pithily 

summarized in a note that he later wrote on his copy of Sein und Zeit: “Woher die Ferne, die 

ent-fernt wird?” （SZ 442, note to p. 105）: the distance and the region that makes it possible cannot 

be reduced to a radically different phenomenon like temporality.

  This tendential reduction of being to Dasein’s disclosing opening does not entail subjectivism, 

as any strictly subjectivist interpretation is contradicted by the facticity （Faktizität） of thrownness 

（Geworfenheit）. Primordial temporalizing （ursprüngliche Zeitigung） takes place as the inescapable 

assumption by finite Dasein of its own having been, insofar as what is “decided” through 

Entschlossenheit （resoluteness） is the acceptance of existence, not its creation. （SZ 238 ff., 325 ff.） 

However, the world in which Dasein as thrown has always already been is not conceived as an 

impenetrable but positive being-in-themselves of things, an otherness that escapes absorption in 

Dasein’s understanding project. The concept of being-guilty （Shuldigsein） expresses Dasein’s 

finitude in relation to sheer nothing （Nichts）: what Dasein faces as otherness is sheer nothing as 

the possibility of its own death, and everything which remains on this side of sheer nothing is 

included in its own project. （SZ 283 ff., 325 ff.） As O. Pöggeler has remarked, through this idea of 

finitude Heidegger is seeking the ultimate foundation of thought in which only sheer nothing is 

presupposed, and within sheer nothing being is conceived as its own ground. 9） In the primordial 

disclosing opening of Dasein nothing is concealed; nothing but sheer nothing itself is behind what 

is cleared （gelichtet） in its clearing （Lichtung）. That is why Heidegger can declare that nothing is 

beyond the reach of phenomenology, as there is nothing concealed behind phenomena. （SZ 36）

  For Dasein, conceived in such a way, it is all but impossible to relate authentically and primordi-
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ally to anything but itself. Everything it encounters is nothing but a node in the self-referential 

network of meaning it opens in its self-projecting, and things can never be revealed as something 

that positively and persistently withdraw in their own being-in-themselves -- in their “Daß” as positive 

mode of their being -- resisting Dasein’s manipulation and understanding. 10） This entails the devalua-

tion of nature, which Heidegger gets hastily rid of by christening it “environing nature” 

（Umweltnatur） that must be understood on the basis of Dasein’s being-in-the-World （SZ 211）, as it 

is primarily and originally discovered through the usage of equipment as natural products 

（Naturprodukte）, and secondarily in a derivative mode as present-at-hand. 11）

The Work of Art

  In the essays and lessons made public after Sein und Zeit, Heidegger focuses on the transcen-

dence of the world and nature, and on the problem of the Temporal meaning of the present. 

Particularly, in the lessons of 1927, published as Die Grundprobleme der Phänomenologie, having 

identified Temporality as the horizon of understanding of being whatsoever with the horizonal 

schemes of the ecstases of temporality, Heidegger defines the horizon of present that makes possi-

ble Anwesenheit of entities as Presence （Praesenz）, and not as in-order-to, as he had done in Sein 

und Zeit. （GP 429 ff.） He also emphasizes the independence of nature from Dasein, （GP 241） albeit 

he stresses that there is no nature-time, because time belongs essentially to Dasein. （GP 295） 

However, these ideas are not analyzed in their meaning with respect to Sein und Zeit’s ontological 

framework. The questions that naturally arise about the ontological meaning of Presence, its 

relation to Dasein’s temporality, and the ontological ground of the independence of nature as 

opposed to the dependence of the world on Dasein’s being are left unanswered. And indeed no 

answer can be found, as long as the inquiry remains within the scope of the ontology of Dasein.

  Heidegger portrays the development of his thought after Sein und Zeit as a turn （Kehre）, a 

change of direction in which the starting point of ontology is no more the human being as Dasein 

but being itself. The clearing in which entities become accessible in the light or hidden in the dark 

（SZ 133, 150 f.） is not identified anymore with human existence as ecstatic temporality: being itself 

opens the clearing in which humans exist in the midst of entities. （W 336） For humans to exist does 

not mean to be the center from which the world unfolds as ecstatic horizon of transcendence, but it 

rather means an ecstatic standing inside （ekstatiche Innenstehen） the clearing opened by the truth 

of being. Ec-sistence can be defined as in-sistence （Inständigkeit, in-dwelling）. （W 374, 350） The 

opening of the truth of being is the “event of appropriation” （Ereigniss） in which being and humans 

relate to each other, 12） because entities can be only as long as humans in-sist within the clearing, and 

humans can exist only as long as being “makes itself over” （übereignet sich） to them. This radical 

change of perspective makes it possible to think in a new, more adequate way the being of non-hu-
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man entities and the relationship that humans have to them. And indeed it makes it possible to 

make things the subject of analysis in themselves, rather than merely as a means to the analysis of 

Dasein.

  After the turn, the first essay in which Heidegger positively investigates the ontological charac-

ter of things is Der Ursprung des Kunstwerkes, where the chosen thing is the artwork, an entity that 

cannot be easily explained away as a piece of equipment. Heidegger argues that the traditional 

notion of being that appears to be the most adequate for the interpretation of the artwork’s being is 

that of union of form and matter: the thingly element （das Dinghafte） is the matter of which the 

artwork consists （besteht）, and it provides the substratum for the artistic formative action, which 

bestows to the artwork its aesthetic and symbolic characters. However, Heidegger contends that 

the seemingly universal concept of union of matter and form only properly applies to a particular 

kind of entities, namely equipment. Unlike mere things （bloße Dinge）, such as a block of granite, in 

which the form is nothing but the spatial distribution of the material parts, equipment is defined by 

usefulness （Dienlichkeit）, which determines both its form and matter: the shape of a tool and the 

material it is made of both depend on the proper use of the tool.

  As in Sein und Zeit, Heidegger is thus led to reflect on the being of equipment, but not because 

its usability is regarded as the primordial mode of the being of things. Equipment is just a particular 

kind of entity among others; however, as humans produce equipment by shaping materials, they are 

familiar with the way equipment comes to be （ins Sein kommt）. Moreover, equipment occupies a 

peculiar position, intermediate between the mere thing and the artwork: like a mere thing, equip-

ment once produced rests in itself （ruht…in sich）; and like an artwork it is something produced by 

humans. That is why, according to Heidegger, equipment’s constitution as union of form and matter 

has become the basis for the interpretation of Being in general, even more so when the totality of 

entities was conceived as created, i.e., produced by God. （H 14） However, unlike equipment, the 

artwork displays a self-sufficient being present （selbstgenügsames Anwesen） that makes it closer to 

the mere thing. The mere thing differs from equipment not only as something that has grown by 

itself （das Eigenwüchsige; see SZ 70）, but also because its essence lies in its holding back 

（Sichzurückzuhalten）, in its resting in itself as not-being-forced （in sich beruhendes 

Zunichtsgedrängtsein）. Its essence is something that cannot be understood in a privative way, as 

what simply remains after usefulness has been stripped from equipment, （H 15） as Heidegger had 

attempted to do in Sein und Zeit.

  Such resting in itself shared by mere things and artworks depends on what Heidegger 

describes as the belonging to the earth of things. Equipment too belongs to the earth. Equipment is 

still seen as characterized by usefulness, but mere usefulness is now qualified as just a privative 

modification of the more fundamental trait of reliability （Verläßlichkeit）, which expresses equip-
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ment’s being in a world of complex references that includes more than the simple “for-which” 

（Wozu） of usability, as it relates more to humans’ emotional world than to a simple manipulative 

concern, as shown in Heidegger’s analysis of the peasant shoes in a painting by Van Gogh. 13） 

However, equipment does not belong to humans’ world: it is protected in their world, but it belongs 

to the earth. “Zur Erde gehört dieses Zeug und in der Welt der Bäuerin ist es behütet.” （H 19）

  The earth is what shelters things by closing within itself -- revealed in the materials of which 

things are made, in their sensory qualities, and in the nature out of which and within which they are 

produced -- and as such it is opposed to the world as openness opening itself （sich öffnende 

Offenheit）. 14） Entities can only be present （anwesen） when they come toward us within that cleared 

openness in which they withdraw away from us. （H 39） In lay terms, things appear and are available 

to us in the openness of our experience, but, at the same time, they rest in themselves, refusing in 

their otherness to be fully absorbed in that network of relations of meaning that constitutes our 

world, thus denying us unconditional access to them. This opposition gives a concrete meaning to 

the oppositional character that later Heidegger attributes to truth as un-veiling of entities 

（Un-verborgenheit, ἀ-λήθεια）: truth is the primordial strife （Urstreit） between opening and conceal-

ment （Lichtung and Verbergung）, the strife between world and earth in which both become what 

they are. The world is grounded on the earth as its foundation; the earth needs the world as that in 

which the earth can come forth and be experienced as what closes within itself.

  The artwork is an exemplar entity for the ontological enquiry because it does not tend to be 

fully absorbed in the openness of the world, as tools tend to do in everyday use, nor to fully retreat 

in its concealment, as natural things tend to do in their formless materiality. The artwork is 

produced （hergestellt, set forth） in a material, but while in the production of equipment the material 

disappears into usefulness -- becoming manifest only when some unusable tool resists being 

referred and becomes obtrusive, conspicuous in its meaningless presence-at-hand -- the artwork 

causes the material to come forth （hervorkommen） in the openness of the world that the work itself 

unfolds: colors first appear in their brightness or darkness in painting, the quality of the stone first 

appears in sculpture. The artwork is such only as long as the earth comes forth in it as what cannot 

be absorbed into the relationships of an already opened world, as that wesentlich Unschließbare from 

which a new world can unfold. The artwork can thus open a world by grounding it in the earth from 

which it comes, as it displays the open world as belonging to the concealment, by bringing forth the 

thingly element as the earthy character （das Erdhafte） of the things it reveals in the newly opened 

world. （H 55 f.） 15） The worlding （welten） of the world is not conceived anymore as grounded in 

Dasein’s self-referential project, but as originating in the artwork itself, which makes space for 

（ein…räumt） and arranges a spaciousness （Geräumtheit） in which humans can encounter things 

in their resting in themselves.
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  Letting the artwork be what it is means to stay within the truth happening in the work （im 

Werk geschehenden Wahrheit zu verweilen）. This is what Heidegger calls the preserving 

（Bewahrung） of the work, which, as he explicitly explains, is to be conceived as will （Wollen） on the 

basis of Sein und Zeit’s Ent-schlossenheit -- the primordial, authentic resoluteness in which Dasein is 

opened up to the openness of being, out of the inauthentic condition of being entangled in entities. 

（H 53） Authenticity finds here a positive content that fills the empty “moment of vision” 

（Augenblick） of the anticipation of death in Sein und Zeit, in which entities vanished in the world’s 

sheer nothingness. In this new horizon of thought, it becomes possible to consider together the 

being-in-themselves of things and their being for humans; to think about nature as what originates 

in itself and follows its own laws, while being at the same time the ground of the historical worlds in 

which human existence unfolds. And it becomes possible to see human existence as opening to the 

other, both as genuinely relating to non-human entities that always escape human control, and as 

relating to the ground itself of the concealment of things, what Heidegger poetically names the 

silent call of the earth （verschwiegene Zuruf der Erde）. 16） Opening to the other in the artwork also 

means opening to the encounter with the divine, as Heidegger states in his analysis of a Greek 

temple: the temple encloses the figure of the god, and lets, in this concealment, the figure stand out 

（hinausstehen） in the holy precinct that the presence of the god （Anwesen des Gottes）, in the temple 

and through （durch） the temple, delimits as holy. （H 27） In this way, and by showing its earthly 

materiality in the openness of the sky, the temple gathers together the world and the destinies of a 

historical people, which are organized and illuminated by the presence of the god.

A new concept of space

  In Der Ursprung des Kunstwerkes, truth is qualified as the bringing forth of an entity, which 

happens only by establishing itself in the space （Spielraum） that it opens as opposition of world and 

earth. Such opposition is a rift （Riß）, which at the same time tears apart and draws together （reißt 

zusammen） the opponents to their unity and intimacy as opponents. It is outline, sketch that draws 

the basic features of the opening of the clearing of entities: （H 49） entities are revealed only when 

brought forth in the rift that as outline delineates them, letting the earth come forth in the 

openness. Strife as rift is figure （Gestalt）, and only by their contour can things stand in the open. （H 

68 f.） In lay words, we can encounter things only inasmuch as they are delineated within the open 

space in which they face us; their outline is the boundary between their outer manifestation and 

their inner concealment, between world and earth. The surface delineated by the figure allows a 

sculpture to be seen and touched, and at the same time to withdraw in the impenetrability of 

stone, 17） within that openness that is space as room for （Spielraum）. This implies an original 

ontological dimension of spatiality as the necessary condition for the encounter with things, as 
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explicitly recognized in the later lecture Die Kunst und der Raum.

  What is then the meaning of spatiality in Heidegger’s thought after the turn, and how does it 

relate to temporality? Primordial spatiality can neither be understood on the basis of the objectivity 

of physical space, （KR 7） nor can it be understood on the basis of temporality: “Der Versuch in “Sein 

und Zeit” §70, die Räumlichkeit des Daseins auf die Zeitlichkeit zurückzuführen, läßt sich nicht 

halten.” （SD 24） Spatiality is an irreducible character of the openness that constitutes Dasein’s Da, 

in which human beings exist （in-sist）. Spatiality as Urphänomenon reveals itself in the word 

“Räumen,” which Heidegger construes as “clearing out the land,” “freeing the wilderness” （Roden, 

die Wildnis Freimachen）, （KR 8） in accordance with the original meaning of Lichtung as clearing. 

Räumen is the opening of the openness in which humans can dwell, the free bestowing of places 

（Freigabe von Orten） in which the saving grace of the gods （bewahrende Huld der Götter） bestows 

or denies itself to humans, and it is therefore an essential dimension of the opening of the world by 

the artwork. （KR 9 ff.; H 30） Einräumen, conceived in Sein und Zeit as Dasein’s temporal motion of 

opening a space for itself by disposing equipment’s places, （SZ 111; 368） is now defined as making 

room that opens up an expanse （Weite） in which the things to which human dwelling is referred 

can appear as present. （KR 9）

  Such expanse is the region （Gegend）, which in Sein und Zeit was introduced merely as the 

condition of possibility of directionality, but is now regarded as the horizon that makes possible for 

human beings to encounter things -- in Sein und Zeit’s terminology, the toward-wich of existence as 

ecstatic temporality. Things can become objects of our representation only if they come forward to 

meet us within that region, because only in the coming-toward （gegnen） of the Gegend can be given 

Gegenstände. （G, 40 ff.） But the horizon in which things come toward us manifesting themselves in 

their appearance is only the side turned toward us of that region that surrounds us. （G, 54 f.） 

Before coming toward us, the region withdraws and conceals itself so that things can rest in 

themselves, having a side turned toward themselves and not toward us. （G 43） In this opposition of 

closeness and distance obtains the rift through which things reveals themselves to us in their 

outline, while withdrawing from us in the interiority of their earthy character, which renders them 

“external.” The region defines human finitude as spatial. 18）

  Spatiality is as fundamental as temporality for the understanding of being, as it is a basic, 

irreducible dimension of the primordial horizon in which entities are disclosed to us. What is then, 

in this new description of the nature of the clearing, the role of temporality, which the analysis of 

Dasein has shown as a necessary condition for humans to encounter entities, and its relationship 

with spatiality? Heidegger states that spatiality and temporality both belong to the clearing and to 

each other, but such mutual belonging is difficult to understand. 19） In his later works there are, 

however, several hints of the way Heidegger thought of this relationships. In the lecture on Zeit und 
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Sein, the connection of ecstatic temporality and being is analyzed on the basis of the appropriating 

event of the Lichtung des Da-seins, i.e., on the basis of being itself and not human existence. 

Ereignis, opening the Da in which humans and being itself are appropriated to each other, is the 

event in which being is given （es gibt Sein, where the giving es is Ereignis itself） （SD 20） as being 

present, the letting be present （Anwesenlassen） of entities revealed in their presence. （SD 5 ff., 13） 

Presence is not the simple Gegenwart, interpreted as “now” that defines the past as no-more-now 

and the future as not-yet-now. Presence is the abiding of what is present as coming toward us: 

“Anwesen geht uns an, Gegenwart heißt: uns entgegenweilen, uns -- den Menschen.” （SD 12） But 

also what is absent （Abwesen） comes toward us as something with which we have to do （geht uns 

an）, as what has been or has to come toward us as Zukunft （Auf-uns-Zukommen）. As in Sein und 

Zeit, the unity of the three dimensions of time is seen in their stemming from each other, on the 

basis of future as the horizon of the coming-toward us of entities. （SD 14） In this stemming 

together, the unfolding of time-space （Zeit-Raum） opens up as clearing （sich lichtet）, opening the 

room in which entities become accessible in presence.

  Anwesen thus cannot be attributed to one single dimension of time, because it includes their 

unfolding together; it must be regarded as a fourth dimension of temporality, （SD 16） which is truly 

（der Sache nach） the first. It is closeness making close （nährende Nähe）, while being refusal and 

withholding （Verweigerung und Vorenthalt）, on account of the character of the appropriating event, 

which expropriates itself （sich enteignet） in revealing the presence of entities. Such first dimension 

is the Gelichtete of the Lichtung as the happening of truth, the pre-spatial locality （vorräumliche 

Ortschaft） that makes the “where” of things possible. （SD 16） The proper title for that about which 

we must think, Heidegger states, is not Sein und Zeit, but rather Lichtung und Anwesenheit. （SD 80）

  The characterization of time-space in Zeit und Sein matches the precise, albeit short, one given 

many years earlier in Beiträge zur Philosophie: The appropriating event is proto-ground （Ur-grund） 

-- the happening of truth as clearing concealing of Being （Wesung der Wahrheit, lichtende Verberung 

des Seyns） that lets entities appear -- only inasmuch as it is Ab-grund （abyss） -- the opening up by 

concealing and withdrawing. （BP 380） In ground’s withdrawing, being gets away from humans but 

does so hesitating, and thanks to this hesitating reveals itself in its withdrawing: this hesitating 

self-denying （zögerndes Sichversagen） is beckoning （Wink）. The “emptiness” （“Leere”） opened in 

withdrawing is not only the vacuity of lack of and waiting for being. It is an emptiness that by 

beckoning en-raptures into itself, and en-rapturing into the coming-toward of waiting opens the 

having-been of lack, which in the impact with the coming-toward constitutes the present 

（Gegenwart） as the entry in the remembering-waiting abandonment -- remembering the veiled 

belonging to Being （verhüllte Zugehörigkeit zum Seyn）, waiting for the call of Being （Zuruf des 

Seyns）. （BP 383） The self-denying of Being as hesitating is enchantment （Berückung）; enchant-
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ment is the “infolding” （Umhalt） in which the movement of temporalizing is held, the spatial dispo-

sition of the appropriating event （Einräumung des Ereignisses）. （BP 384）

  These rather obscure descriptions become easier to understand when compared to Sein und 

Zeit’s characterization of temporality. The ecstases of temporality were defined as raptures toward 

（Entrückungen zu）, as they imply an ecstatic horizon as the “toward” of their unfolding. However, 

since being was de facto identified with the ecstatic-temporal unfolding itself, such horizonal charac-

ter of temporality was all but meaningless: there was nothing outside the ecstatic movement itself 

toward which the unfolding could be enraptured. In Heidegger’s thought after the turn, the appro-

priating event of being itself, by its withdrawing, opens the cleavage （Zerklüftung） in which entities 

come forth in the presence for humans who in-sist in the cleavage. By withdrawing it opens the 

distance in which non-human entities are encountered as “severed”: “die Ferne, die ent-fernt wird” 

whose analysis Heidegger himself had found wanting in Sein und Zeit. As a result of its oppositional 

character, the appropriating event by concealing itself reveals itself as what withdraws, and humans 

are thus enchanted, attracted through the openness toward what calls them from behind the 

openness. Existing we transcend ourselves toward the “outer” world; in Sein und Zeit such 

movement was interpreted negatively as escape from the sheer nothingness faced as death, but 

after the turn it is positively seen as attraction, fascination toward the being that glows through the 

world. The world is out there in space to attract our temporal existence toward it: we do not want to 

live because we fear death; we live because we are attracted to being. This attraction toward being 

in the spatial openness of the clearing is the character of enchantment causing the temporal 

movement of rapture. In the opening of the appropriating event － in the unfolding of Zeit-Raum als 

der Abgrund － humans experience the otherness of being to which they are assigned, and this 

positive otherness defines human finitude.

The fourfold

  The question, “What is a thing” （Was ist ein Ding） is asked again explicitly in the lecture Das 

Ding. （VA 158） 20） After remarking that it is not enough to resort to the concept of earth as what 

withdraws in itself to explain the being of things, Heidegger analyzes the being of a jug. The jug is a 

container （Gefäß）, and as such its thingly element lies in containing （Fassen）, which we can realize 

in pouring and filling. What in the jug contains, however, is not its bottom and wall, but the empti-

ness （Leere）. （VA 161） Making the jug, the potter gives shape to emptiness. This is not a simple 

physical vacuum: from the point of view of physics an empty jug is full of air. Emptiness is not lack 

of something that fills a hollow space, it is a space free for gathering （Versammeln）. The jug gathers 

what is poured in and holds it, but this twofold containing rests on （beruht） the pouring out to 

which the jug is attuned （abgestimmt）. To pour out from the jug is to offer （Schenken）; in the offer-
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ing of what is poured, containing takes place （west） as the essence （Wesen） of emptiness and of the 

jug. （VA 164）

  What is offered can be water or wine, and in the offering lingers （weilt） the spring, in the 

spring the rock, in the rock the dark slumber of the earth （dunkel Schlummer der Erde） that 

receives rain and sap from the sky. In water from a spring lingers the marriage of sky and earth （die 

Hochzeit von Himmel und Erde）, which lingers also in wine, as grapes receives their nourishment 

from earth and sky. In the offering as essence of the jug, earth and sky lingers. The offering can be 

offered to the mortals （die Sterblichen）, but can also be offered to the immortal gods （unsterbliche 

Götter）, to whom the mortals return what they have received as gifts from the earth and the sky. 

This kind of offering as libation to consecrate （Guß zur Weihe） is, according to Heidegger, the 

authentic offering: the word Guß originally denoted sacrificial offering, as shown by the 

Indo-European root ghu, which it shares which the Ancient Greek χέειν. Only when its essence 

wastes away （verkümmert）, does offering become the everyday pouring of something to drink. As 

in Der Ursprung des Kunstwerkes, the use of a thing has an authentic dimension and a decayed one, 

the latter corresponding to Sein und Zeit’s everyday concern. The jug, whose authentic essence is 

only revealed in its authentic use, is what it is because in it the earth and the sky, the mortals and 

the gods linger, each one in its peculiar way. These four are not things: they come before things, 

and belonging to each other are parts of a unitary fourfold. （VA 166）

  The offering is such by letting the four of the fourfold linger, which has nothing to do with the 

simple persistence of a thing present-at-hand, being rather Ereignen, letting happen appropriating -- 

according to the connection with the adjective eigen （and eigentlich） that Heidegger stresses -- 

which brings the four to their authenticity. In the Ereignis that unfolds in the offering, the four are 

entrusted to each other （einander zugetraut）, and are revealed as what they are in this reciprocity. 

The simplicity of their relation is what the jug gathers in the offering. （VA 166） Heidegger resorts 

again to etymology to show that the word “Ding” derives from the old German “thing,” “gathering,” 

like the old verb “dingen,” “to gather.” “Das Ding dingt. Das Dingen versammelt.”

  The language used to define the fourfold appears to be more metaphorical than conceptual, 

more mythical than philosophical, being derived from Hölderlin’s poetry. 21） But while it is certainly 

true that Heidegger is trying to retrieve the mythical, pre-scientific experience of the world that has 

been gradually eroded by rationalization but safeguarded by poetry -- the “ancient wisdom of  

myth” -- 22） this does not mean that the notion of fourfold has no specific conceptual content, or that 

its philosophical import is “far from clear.” 23） Although an exhaustive, univocal conceptual explana-

tion of the elements of the fourfold and their relationship is neither possible nor desirable, their 

meaning in the context of the development of Heidegger’s thought about human beings, things and 

the world is clear enough.
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  In Beiträge zur Philosophie, in order to sum up the structure of the appropriating event （“E”, for 

Ereignis） as the opening of the oppositional relationships that had emerged in the analysis of the 

Greek temple in Der Ursprung des Kunstwerkes, Heidegger had drawn a scheme that constitutes the 

first, provisional formulation of the notion of fourfold. （BP 310） 24）

  Compared to this “proto-fourfold,” the notion of Geviert developed in das Ding substitutes the 

sky for the world as opposite to the earth. However, the relationship between earth and sky 

maintains the character of opposition between openness and closure, between making things acces-

sible in the clearing and letting them withdraw and rest in themselves, which belonged to the 

relationship between earth and world. The earth is still what constitutes the materiality of the jug, 

and therefore what let the jug rest in itself -- as Heidegger makes indirectly clear by remarking that 

the potter makes the earthen jug out of the earth of which the jug consists and on which it stands. 

（VA 159） The sky is the clear openness in which things can manifest themselves in their outline to 

humans. In a passage added to the 1961 edition of Der Ursprung des Kunstwerkes, after the introduc-

tion of the concept of fourfold, Heidegger states that a mountain stands towering and reposes in the 

Greek light by its contour, which as boundary （πέρας） is what allows the mountain to appear in the 

open. （H 68） As contour was defined as the rift that in the strife unifies world and earth giving a 

figure to the artwork, it is to be understood as the profile by which the mountain stands out in the 

bright openness of the sky, while being at the same time contained in its own inner earthy nature. 

（VA 149）

  In the “marriage of sky and earth” comes to the fore something at which in the essay on the 

artwork Heidegger had only hinted: a sacral dimension of these elements of the fourfold, which 

makes it possible to understand the meaning of nature within the new horizon of Heidegger's 

thought. 25） The earth is what shelters giving life and nourishment; the sky is what bestows light and 

darkness and the rain that fecundates the earth and the cycle of the seasons. （VA 170 f., 143 f.） 

Earth and sky are what they are in their union, in which the holy is heralded -- according to 

Hölderin’s poetical expression -- and which is the whole of the intimacy （das Ganze der Innigkeit） of 

the fourth of the fourfold. 26） Nature has its being in this marriage, and not in the earth alone. 

Authentic nature is φύσις, that which, resting in itself within the unfolding of being, is the place 

where the gods can reside. （BP 277） In Sein und Zeit, natural things appeared rather inexplicably 

within Dasein’s world as entities that do not need to be produced. Their being herstel-

lungsunbedürftig is now interpreted as their being born from the earth reaching for the openness of 
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the sky, as coming forth in the openness out of concealment. 27）

  The authentic way of humans’ residing on the earth and under the sky -- of their being along-

side things, in which things manifest themselves in their authenticity -- is dwelling （Wohnen） and 

building （Bauen）. （VA 139 ff.） Heidegger remarks that “Bauen” originally meant to dwell, （VA 145） 

and “Wohnen” meant to stay, to remain （Bleiben, Sich-Aufhalten）, and interprets dwelling as taking 

care of （Schonen）, which means to remain before the divinities as belonging to the community of 

humans, i.e., to belong to the unity of the fourfold taking care of its essence. Such taking care 

differs from Dasein’s care, which was in the same way qualified as Wohnen, habitare. （SZ 54） Dasein 

is concerned with things only because it cares about itself, whereas the mortals in the fourfold take 

care of things themselves for the sake of being. Mortals are the shepherds of being （Hirten des 

Seins）, not the lords of entities: they can relate authentically to things letting them be in their being, 

and are thereby open to the otherness that cannot be brought under their manipulative control. （W 

331, 342） Mortals by dwelling save the earth （die Erde retten）, because they let it be in its essence, 

and do not try to exploit or master it; they let the sky be as sky by following the rhythms of the sun 

and the moon. 

  By dwelling, mortals wait for the divinities as divinities （die Göttlichen als die Göttlichen 

erwarten）, looking for signs of their coming and recognizing the signs of their absence. In such 

dwelling, mortals unfold their essence as being capable of death as death （der Tod als Tod 

Vermögen）. Animals simply perish （verenden）, humans die and for them death is the shrine of 

nothingness （der Schrein des Nichts）, i.e., of what is not an entity but unfolds as the mystery of 

being itself （das Geheimnis des Seins selbst）. Only as capable of death, are mortals brought in front 

of the appropriating event of being, and have their essence in the relationship to being as being 

（Verhältnis zum Sein als Sein）. （VA 171） Heidegger had already shown the opening function of 

death in Sein und Zeit, but now death is not conceived anymore as the quasi-solipsistic enclosure of 

humans in the utter nullity of their being. In death humans are defined in their finitude as mortals 

facing the immortal gods and the manifestations of the unknown God -- the mystery of being -- in 

the earth and in the sky. （VA 188 ff.） Death opens the mortals to the otherness of the sacred, and 

lets them be what they are by bringing them to their taking care of the fourfold in their residing 

alongside things. （VA 145 f.）

  As an example of authentic dwelling, Heidegger describes an old farmhouse in the Black 

Forest. The building of the house has let the four of the fourfold enter in their simplicity in a thing 

（einfältig in die Dinge einzulassen）: the shape, the orientation, and the materials of the house have 

been chosen in accordance with the position of the sun, the conditions of the weather, and the 

features of the land; inside there are the altar corner （Herrgottswinkel） and the hallowed places 

（geheiligten Plätze） of childbed and coffin, which gather the journey of humans through time. The 
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act of building that built the house originated in the authentic relationship of humans with things. 

（VA 155 ff.） 28） Things are essentially places that provide a seat （eine Stätte verstatten） to the 

fourfold by gathering the four, and grant spaces to the dwelling of humans within the fourfold. （VA 

149） By gathering the four of the fourfold, things open space, as space is arranged by places, （KR 9 

ff.） and through things takes place the relationship of humans to space. Humans do not simply face 

an external, objective space; nor do they project an interior space as a background for representa-

tions. In dwelling by things, they embrace the space opened by the things by which they dwell as 

closeness and distance. As things grant spaces, building things has the character of the founding 

and joining of spaces （Stiften und Fügen von Räume）, through the production of places that make 

room for the fourfold, like the farmhouse or the empty jug. Heidegger unmistakably qualifies the 

essence of human beings as primarily related to spatiality: “Das Verhältnis von Mensch und Raum 

ist nichts anderes als das wesentlich gadachten Wohnen.” （VA 152）

  As in the case of artworks, jugs, and buildings, all things are places in the sense of embodi-

ments of places that open the space of a region. Heidegger remarks that Ort means originally the 

point of a spear in which the opposite lines of its blade gathers. （US 37） Things are Orte because 

they are the points where the four of the fourfold gathers in their opposition: the being of things is 

expressed by the symbol Sein, which indicates the four directions of the fourfold and their gather-

ing in things as places. （W 411 ff.） The gathering of the four in the unfolding of places opened by 

things is the appropriating event in which humans are appropriated by being and being is given to 

humans. Earth and sky, mortals and divinities are themselves only as far as they mirror （spiegeln） 

each other in the unitary simplicity of the fourfold. （VA 172） In this referring to each other （sich 

Zuspielen）, each one of the four is what it properly is （sein Eigenes） as expropriated （enteignet） to 

the others: humans are themselves by dwelling between earth and sky in front of the divinities; 

divinities, as beckoning messengers of the divine （winkenden Boten der Gottheit）, unfold their 

essence by calling the mortals, through the earth and the sky in which the latter dwell. Such 

mirror-play （Spiegel-Spiel） of the fourfold is the world, and the squaring （Vierung） that unfolds the 

four is the worlding of the world （Welten von Welt）. The world unfolds in the mutual appropriation 

of the four directions of the fourfold, on the basis of their gathering in things, which are opened 

toward each one of the four, not only toward humans. The totality of relations of reference constitut-

ing the world is not centered in Dasein’s circular, self-referring temporalizing, but it is the open, 

multidimensional spatio-temporal network of the mirroring play of the four, centered in things 

where the four gather.

  In the thought of later Heidegger, things are understood in their resting in themselves, and at 

the same time are shown as what, in their being given to us, lets the world unfold as the squaring of 

the fourfold. The appropriating event, in which humans as finite find their limits in otherness, does 
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not bring them in front of sheer nothing, nor directly in front of an indefinite being, but in front of 

things, on the earth and under the sky, waiting for the signs of the divine. （SD 145） This does not 

necessarily mean that, as it has been argued, things themselves constitute the otherness we face in 

our finite existence, and the mirroring play of the fourfold, in its supposedly closed circularity, 

denies any further otherness, like the otherness of transcendence. 29） If this were the case, one 

should expect things to be described, and graphically situated, in direct opposition to mortals. 

However, both the graphic structure of the fourfold （manifest in the scheme drawn in Beiträge zur 

Philosophie） and its concrete descriptions make clear that what is directly opposed to the mortals 

are the gods, and things are what allows this opposition to come into play. Furthermore, if other-

ness were to be conceived only, or mainly, as the otherness of things, the notion of earth as conceal-

ment would suffice to grant them the resting in themselves that make them other. The notion of 

gods, clearly introduced as a “term of concealment,” 30） would be superfluous, if what is concealed 

were just the irreducible material otherness of things. Indeed, many interpreters of Heidegger 

seem to gloss over the fact that the gods in the fourfold are messengers of the divine, or godhead 

（Gottheit）. 31） Later Heidegger recognizes sacrality as a fundamental dimension of human existence, 

as an experience made possible by the preservation of the mystery of being in the expropriating 

event: through the relationship to things, humans relate to a fundamental otherness that hides itself 

while announcing itself in the hiding. The actualization of reality is a sacred event in which a 

numinous alterity manifests itself to us, and the opening of the clearing makes possible the shining 

of the holy （das Heilige）, being the essential space of divinity （Wesensraum der Gottheit） that grants 

the dimension to the gods and to the God （die Dimension für die Götter und den Gott gewährt）. （W 

338） Regardless of the particular meaning that the divine, God and the holy may have had for 

Heidegger himself, his later thought opens up a conceptual space where the sacred, whatever it 

may mean for us, can manifest itself.
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〈Summary〉
  Unlike other philosophers of natural law, Spinoza does not consider natural state as a 

theoretical imagination, but as the state that actually existed. He does not recognize the defini-

tive separation between the natural state and civil state: one has a natural right in the civil state 

without social contract. And Spinoza gives an additive character to natural law: one has more 

power in the multitude than in solitude. The contract is the engagement between two 

substances, and it logically causes the problem of identity of the two substances. But Spinoza 

does not have this kind of difficulty, because his theory does not have the idea of contract. The 

state is never transcendent for men, and it is changeable and flexible following men. And 

Spinoza’s reflection on the reason permits to understand that for him it is not a question of 

seeking the ideal politics, but of knowing freedom in real politics.

1.  Introduction

  Spinoza réfléchit sur la théorie de l’État de même que les philosophes de son époque comme 

Hobbes, Locke ou Rousseau. Mais il est peu étudié dans ce domaine. Grâce à Antonio Negri, la 

notion de multitude, que Spinoza montre dans ses études du droit naturel, a reçu une attention 

considérable ces dernières années. Negri apprécie cette notion en tant que la nouvelle notion de 

regroupement des hommes qui remplace la notion marxienne de prolétariat. La multitude est le 

regroupement qui dépasse les différences sociales à travers la nouvelle technologie comme inter-

net. 1） Mais cette interprétation de multitude est propre à Negri : on trouve difficilement l’idée de 

résistance chez Spinoza, alors que Negri considère la multitude comme le regroupement pour la 

résistance contre la mondialisation. Cet article vise à clarifier la théorie de l’État chez Spinoza. Sa 

théorie de l’État est différente de celle des autres philosophes des Lumières : elle consiste à séparer 

le droit naturel du contrat social. Elle permet de penser la philosophie de droit naturel d’une 

nouvelle manière.

2.  Hobbes et Spinoza

  Manifestement Spinoza écrit le Traité politique en tenant compte de Hobbes. On voit d’abord la 

critique de Hobbes par Spinoza. Cela permet de mettre en évidence sa pensée de la politique. Ce 

qui est important est qu’à la différence de Hobbes, Spinoza pense que l’homme ne se dessaisit point 
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de son droit naturel dans l’État.

  D’après Hobbes, par nature les hommes aiment la liberté et l’empire exercé sur autrui parce 

qu’ils veulent pourvoir leur propre préservation et vivre plus heureusement. Donc par nature, ils 

s’opposent, et l’état naturel les dirige vers la guerre. Sur ce point Spinoza est d’accord avec lui : les 

hommes sont « par nature ennemis les uns des autres » 2）. L’autrui « en effet est mon plus grand 

ennemi, qui est le plus redoutable pour moi, et de qui je dois le plus me garder » 3）.

  Hobbes définit le droit naturel comme le pouvoir par lequel l’homme peut lutter contre l’autre 

pour se conserver. Et dans l’état naturel, chacun a le droit naturel et il l’exerce sur l’autre. Le 

prémisse de Hobbes est l’inévitabilité du conflit entre les hommes dans l’état naturel. Ensuite, il dit 

que pour dissoudre ce conflit, tous les individus doivent « confier tout leur pouvoir et toute leur 

force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes leurs volontés, par la 

règle de la majorité, en une seule volonté » 4）. Chacun abandonne son droit naturel pour faire 

abandonner à l’autre le droit de le tuer, et le souverain assure la conservation de toutes vies. Ainsi 

les hommes deviennent les esclaves de leur souverain pour se conserver. Telle est la justification de 

l’autorité de l’État par Hobbes : on confie le droit naturel à l’État, parce qu’on peut se conserver 

dans l’État mieux que dans l’état naturel. L’état naturel est théoriquement nécessaire pour justifier 

l’autorité de l’État, et ce n’est pas un fait historique.

  Spinoza critique alors l’idée de Hobbes selon laquelle l’homme est agressif dans l’état naturel 

sans l’État. D’après lui, « comme à l’état naturel chacun est son propre maître aussi longtemps qu’il 

peut se garder de façon à ne pas subir l’oppression d’un autre, et que seul on s’efforce en vain de se 

garder de tous, aussi longtemps que le droit naturel humain est déterminé par la puissance de 

chacun, ce droit sera en réalité inexistant ou du moins n’aura qu’une existence purement théorique 

puisqu’on n’a aucun moyen assuré de le conserver » 5）. L’état naturel de Hobbes ne peut pas essenti-

ellement exister en tant que tel : personne ne peut vivre dans un tel état, parce qu’il n’y aucun 

moyen de se garder de tous. On ne peut pas supposer un tel état dans la réalité. Pourtant, cette 

critique n’a aucun sens dans la philosophie de Hobbes. Pour Hobbes, l’état naturel n’est que le 

produit d’une pure imagination. L’état naturel est une notion qui sert à la justification de l’autorité de 

l’État, et il ne nécessite pas d’être un fait réel et historique. Ce qui est important ici, c’est que 

Spinoza essaie de comprendre le droit naturel différemment : le droit naturel n’est pas une pure 

imagination, mais il existe dans la réalité, et nous l’avons toujours jusqu’à aujourd’hui.

  Pour Spinoza, le droit de nature existe dans la vie commune, dans la vie civile, c’est-à-dire, dans 

la vie réelle. Spinoza dit que « le droit de nature, pour ce qui concerne proprement le genre humain, 

peut difficilement se concevoir sinon quand les hommes ont des droits communs, des terres qu’ils 

peuvent habiter et cultiver ensemble, quand ils peuvent veiller au maintien de leur puissance, se 

protéger, repousser toute violence et vivre suivant une volonté commune à tous » 6）. Ici, il semble 
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que le droit naturel de Hobbes correspondrait à la « violence », et qu’il n’est pas puissance pour 

Spinoza. La puissance, c’est-à-dire le droit de nature de Spinoza, est nécessaire pour établir la vie 

commune, et la violence doit être exclue. Hobbes pense que la violence absolue du souverain 

maintient la communauté. Mais Spinoza pense que la violence ne la maintient pas, mais la détruit. 

Elle ne peut être formée sans que les citoyens écartent la violence. Mais, chaque citoyen détient la 

puissance, qui est différente de la violence, ce que Spinoza nomme le droit naturel.

3.  L’état naturel

  Qu’est-ce le droit naturel pour Spinoza ? On peut ici voir l’application de sa philosophie qu’il 

montre dans l’Éthique. Il identifie le droit naturel à la puissance qui permet de faire exister toutes 

les choses naturelles. Et il dit que « la puissance par laquelle les choses de la nature existent et 

aussi agissent, ne peut être aucune autre que la puissance éternelle de Dieu » 7）. Ensuite, il définit le 

droit naturel comme « les lois mêmes ou règles de la Nature suivant lesquelles tout arrive, c’est-à-

dire la puissance même de la nature » 8）. Donc le droit naturel est « la puissance éternelle de Dieu » 

et « la puissance même de la nature », c’est-à-dire que c’est la substance dans le cadre de la philoso-

phie de Spinoza selon laquelle toutes les choses sont ses attributs. Tous les hommes relèvent du 

droit naturel en tant que puissance de l’unique substance.

  Dans l’état naturel, l’homme exerce son droit naturel. Pourtant qu’est-ce que cela veut dire, 

« exercer le droit naturel » ? Spinoza explique que cela veut dire être libre. Dans l’état naturel, 

l’homme est libre. Mais pour Spinoza, la liberté ne signifie ni la contingence ni le libre arbitre. Il 

dit : « plus l’homme est conçu par nous comme libre, plus nous sommes obligés de juger qu’il doit 

nécessairement conserver son être et se posséder. » 9） La liberté est ainsi identifiée à la nécessité. 

Donc être libre est agir suivant la nécessité de la nature. Dans l’état naturel, l’homme est parfaite-

ment déterminé par la nécessité de la nature. Pourtant, cette détermination ne signifie pas la dépen-

dance d’un autre, mais l’immédiateté entre l’homme et la nature en tant que Dieu. Dans l’état 

naturel il est en soi et est conçu par soi, il ne dépend de rien. L’immédiateté entre l’homme et la 

nature est la liberté pour Spinoza.

  Le désir est considéré comme ce qui relève de la nécessité de nature. Chaque homme est 

déterminé par le désir. Et il n’est pas défini par la raison. Spinoza dit que tout ce « qui, dans la 

nature, nous paraît ridicule, absurde, ou mauvais, n’a cette apparence que parce que nous connais-

sons les choses en partie seulement, et ignorons pour la plus grande partie l’ordre de la nature 

entière et les liaisons qui sont entre les choses, de sorte que nous voulons que tout soit dirigé d’une 

façon conforme à notre raison, et cependant ce que la raison affirme être mauvais ne l’est point, si 

l’on considère l’ordre et les lois de l’univers, mais seulement si l’on a égard aux seules lois de notre 

nature. » 10） La raison est ainsi limitée, et elle ne peut pas voir l’ordre de la nature. Elle ne concerne 
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donc pas l’état naturel. Ni la justice ni l’injustice ne peuvent se concevoir dans l’état naturel. Le droit 

et la règle de nature n’interdisent rien. Ils ne sont pas contraires ni aux affections, ni aux conflits. 

Pourtant, ces conflits ne peuvent pas être la lutte de Hobbes, la lutte contre tous par tous. Pour 

Spinoza tout relève de la providence de la nature. Dans le Traité théologico-politique il dit que « les 

poissons sont déterminés par la Nature à nager, les grands poissons à manger les petits ; par suite 

les poissons jouissent de l’eau, et les grands mangent les petits, en vertu d’un droit naturel souver-

ain » 11）. Le droit naturel de Spinoza n’est donc pas « une existence purement théorique », mais il est 

la nécessité de la nature, et il existe toujours dans la réalité.

4.  L’établissement de l’État dans le Traité théologico-politique

  Ensuite, nous traitons cette question : comment l’État peut-il être établi par l’état naturel ? Cette 

question est importante. En effet, l’explication du Traité théologico-politique pour cette question est 

différente de celle du Traité politique. Negri fait remarquer que le Traité politique ne dépend pas du 

thème du Contrat. « Spinoza avait introduit subrepticement dans le TTP l’idée de Contrat, puisée 

dans la culture de son temps. Ici au contraire, le thème de Contrat est éliminé » 12）. Certe, manifeste-

ment, l’idée de Contrat apparaît dans le Traité théologico-politique. D’abord, on voit l’établissement 

de l’État dans le Traité théologico-politique.

  Dans le Traité théologico-politique, l’état naturel passe à l’État par le pacte qui s’appuie sur la 

raison. En disant qu’il est vrai « qu’il est de beaucoup plus utile aux hommes de vivre suivant les lois 

et les injonctions certaines de la Raison » 13）, il introduit l’idée de Contrat ainsi : « Que l’on considère 

encore que, s’ils ne s’entraident pas, les hommes vivent très misérablement et que, s’ils ne cultivent 

pas la Raison, ils restent asservis aux nécessités de la vie, （. . .） et l’on verra très clairement que 

pour vivre dans la sécurité et le mieux possible les hommes ont dû nécessairement aspirer à s’unir 

en un corps et ont fait par là que le droit que chacun avait de Nature sur toutes choses appartînt à la 

collectivité et fût déterminé non plus par la force et l’appétit de l’individu mais par la puissance et la 

volonté de tous ensemble. Ils l’eussent cependant tenté en vain s’ils ne voulaient suivre d’autres 

conseils que ceux de l’appétit （en vertu de ses lois en effet chacun est entraîné dans un sens 

différent） ; il leur a donc fallu, par un établissement très ferme, convenir de tout diriger suivant 

l’injonction de la Raison seule （à laquelle nul n’ose contredire ouvertement pour ne paraître pas 

dément）, de refréner l’Appétit, en tant qu’il pousse à causer du dommage à autrui, de ne faire à 

personne ce qu’ils ne voudraient pas qui leur fût fait, et enfin de maintenir le droit d’autrui comme le 

sien propre. » 14） Ainsi un tel pacte est nécessaire pour maintenir la vie commune.

  Ce qui est important ici est que Spinoza proclame qu’il faut abandonner le droit naturel pour ce 

pacte. Il dit : « il faut que l’individu transfère à la société toute la puissance qui lui appartient, de 

façon qu’elle soit seule à avoir toutes choses un droit souverain de Nature, c’est-à-dire une souver-
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aineté de commandement à laquelle chacun sera tenu d’obéir ; soit librement, soit par crainte du 

dernier supplice. Le droit d’une société de cette sorte est appelé Démocratie. » 15） Ici on peut trouver 

la même idée de Contrat que chez Hobbes. Les hommes sont tenus dans la servitude parce qu’ils 

n’ont plus aucune puissance. Ensuite, Spinoza ajoute que « la Démocratie se définit ainsi : l’union 

des hommes en un tout qui a un droit souvrain collectif sur tout ce qui est en son pouvoir. De là 

cette conséquence que le souverain n’est tenu par aucune loi et que tous lui doivent obéissance pour 

tout ; car tous ont dû, par un pacte tacite ou exprès, lui transférer toute la puissance qu’ils avaient de 

se maintenir, c’est-à-dire, tout leur droit naturel. Si, en effet, ils avaient voulu conserver pour 

eux-mêmes quelque chose de ce droit, ils devaient en même temps se mettre en mesure de le 

défendre avec sûreté. » 16） Cependant, Spinoza fait aussi remarquer « que nul pacte ne peut avoir de 

force sinon pour la raison qu’il est utile, et que, levée l’utilité, le pacte est levé de même coup et 

demeure sans force » 17）. Les hommes abandonnent leur droit naturel à la raison parce qu’elle est 

utile pour les protéger contre les méfaits de la nature et des autres hommes. Donc le souverain 

auquel ils obéissent doit suivre la raison. Telle est l’idée de l’établissement de l’État dans le Traité 

théologico-politique.

5.  L’établissement de l’État sans contrat

  Ensuite nous remarquons l’établissement de l’État dans le Traité politique. Le Traité politique 

n’a pas l’idée de Contrat. Dans le Traité politique Spinoza ajoute au droit naturel un caractère additif, 

que l’on ne peut pas trouver dans le Traité théologico-politique : les droits naturels unis créent une 

nouvelle puissance. Il précise : « si deux personnes s’accordent entre elles et unissent leurs forces, 

elles auront plus de pouvoir ensemble et conséquemment un droit supérieur sur la nature que 

chacune des deux n’en avait à elle seule, et, plus nombreux seront les hommes qui auront mis leurs 

forces en commun, plus aussi ils auront de droit à eux tous. » 18） Si les puissances sont unies, elles 

créent la puissance différente d’elles-mêmes, et cette puissance est plus forte que chacune d’elles. 

Le droit naturel du Traité théologico-politique n’a pas ce caractère. Et nous pouvons dire que nous 

avons plus de puissance quand nous sommes « multitude » que quand nous sommes isolés à l’état 

naturel.

  Nous en déduisons ceci : « Quand des hommes ont des droits communs et que tous sont 

conduits comme par une seule pensée, il est certain que chacun a d’autant moins de droit que tous 

les autres réunis l’emportent sur lui en puissance. » 19） Ce n’est pas parce que les hommes abandon-

nent leurs droits naturels, mais parce que la puissance commune est plus forte que chaque droit 

naturel d’autant plus que les droits naturels sont réunis. Et elle s’exprime comme la puissance qui 

s’oppose à soi, bien qu’elle provienne de soi originellement. Ici nous pouvons trouver le processus 

dans lequel le droit naturel passe d’an sich à für sich. Mais, cette puissance commune reste le droit 
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naturel. De ce point de vue, l’opposition entre l’homme et la puissance commune est dissoute, parce 

que l’homme doit agir suivant le droit naturel. « Tout ce, d’autre part, qui lui est commandé par une 

volonté commune, il est tenu de le faire ou encore on a le droit de l’y obliger. » 20） Les droits naturels 

unis créent ainsi l’État. 21）

  Puis, la forme de l’État dépend de la disposition de cette puissance commune du souverain. 

Spinoza dit que le « droit que définit la puissance du nombre, on a coutume de l’appeler pouvoir 

public, et celui-là possède absolument ce pouvoir, qui, par la volonté générale, a le soin de la chose 

publique, c’est-à-dire le soin d’établir, d’interpréter, et d’abroger les lois, de défendre les villes, de 

décider de la guerre et de la paix, etc. Si ce soin appartient à une assemblée composée de toute 

masse, le pouvoir public est appelé démocratie. Si l’Assemblée se compose de quelques personnes 

choisies, on a l’aristocratie, et si enfin le soin de la chose publique et conséquemment le pouvoir 

appartient à un seul, alors c’est ce qu’on appelle monarchie. » 22） Manifestement la démocratie serait 

l’État idéal, parce que l’aliénation du droit naturel est plus forte dans l’aristocratie ou dans la monar-

chie. Mais, l’important est que dans le Traité politique Spinoza ne dit jamais quelle forme de l’État 

est la meilleure. Il ne s’agit pas de chercher la meilleure forme de l’État, mais de clarifier les condi-

tions de la liberté dans les trois types d’État, c’est-à-dire de chercher l’art d’être libre dans chaque 

forme de l’État. Pourtant, on doit réserver la conclusion sur ce point, parce qu’on ne peut pas 

comparer les analyses de Spinoza sur les trois formes d’État : le chapitre pour analyser la 

démocratie est malheureusement inachevé dans le Traité politique à cause de la mort du 

philosophe.

  L’important est que l’État ne soit ni absolu ni inébranlable, et que les hommes ne confient pas 

leur droit naturel à l’État. Selon Spinoza, « le droit naturel de chacun （si nous pensons bien les 

choses） ne cesse pas d’exister dans l’état civil » 23）. Tous les hommes détiennent leur droit naturel 

dans l’état civil. Cela signifie qu’il n’y a aucune transcendance dans la politique pour Spinoza. Ce 

point correspond à la philosophie que Spinoza montre dans l’Éthique. D’après l’Éthique, tout est 

considéré comme mode de l’attribut de l’unique substance. Il prétend que les hommes ne donnent 

au souverain que « des paroles » 24）. L’engagement pris en parole peut être rompu. Si « celui qui est 

par droit de nature son propre juge, a jugé droitement ou faussement （il est d’un homme en effet de 

se tromper） que l’engagement pris aura pour lui des conséquences plus nuisibles qu’utiles et qu’il 

considère en son âme qu’il a intérêt à rompre l’engagement, il le rompra par droit naturel. » 25） Ainsi, 

l’engagement pris pour le souverain n’est pas le contrat, et les hommes peuvent le rompre par leur 

droit naturel. L’État n’existe que pour permettre aux hommes d’avoir plus de droit naturel que 

quand ils sont isolés. C’est-à-dire qu’il n’existe que pour la liberté de chacun. Si on a moins de droit 

naturel dans l’état civil que dans l’état naturel, on n’a pas besoin de l’état civil.

  La théorie de l’État de Spinoza est donc plus cohérente que celle d’autres philosophes du droit 
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naturel comme Hobbes, Locke ou Rousseau. Selon l’idée de contrat social, le peuple et l’État font le 

contrat qui oblige le peuple à confier le droit naturel à l’État, et qui oblige l’État à protéger les citoy-

ens. Dans ce cas, le problème est que même si l’État ne respecte pas le contrat, le peuple n’a aucun 

moyen de le forcer à respecter le contrat, parce que le peuple ne détient plus de droit naturel. Pour 

ce problème, chaque philosophe montre sa solution. Hobbes introduit l’idée de théâtre : le souver-

ain correspond à l’acteur, et le peuple à l’auteur. En tant qu’acteur, le souverain représente la volonté 

du peuple. 26） Hobbes expose ainsi la théorie de la représentation pour assurer l’identité entre la 

volonté de l’État et celle du peuple. Mais ainsi que dans l’analogie de l’être thomiste, la représenta-

tion ne dissout jamais la différence entre les deux : la représentation n’est jamais identique à ce qui 

est représenté. Locke introduit l’exception au contrat social : le droit à la résistance. Il dit : « en 

vertu d’une loi qui précède toutes les lois positives des hommes, et qui est prédominante, il s’est 

réservé un droit qui appartient généralement à tous les hommes, lorsqu’il n’y a point d’appel sur la 

terre ; savoir, le droit d’examiner s’il ajuste sujet d’appeler au Ciel. On ne peut, même légitimement, 

renoncer à un droit si essentiel et si considérable, parce que personne ne peut se soumettre à un 

autre, jusqu’à lui donner la liberté de le détruire et de le rendre malheureux. Dieu et la nature ne 

permettent jamais, à qui que ce soit, de s’abandonner tellement soi-même, que de négliger sa 

propre conservation; comme nous ne sommes point en droit de nous ôter la vie, nous ne saurions, 

par conséquent, avoir droit de donner à d’autres le pouvoir de nous l’ôter. » 27） Dans le contrat social, 

les hommes confient le droit naturel à l’État. Mais ce contrat inclut une exception : les hommes se 

réservent le droit à la résistance contre l’État, si celui-ci néglige leur propre conservation. Le contrat 

social perd ainsi sa cohérence chez Locke. Rousseau radicalise l’idée de contrat : il demande au 

peuple d’obéir à la volonté générale plutôt qu’à sa volonté particulière. « Chacun de nous met en 

commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous 

recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. » 28） La volonté générale est la 

volonté de la communauté entière, c’est-à-dire la volonté de l’État. Rousseau demande donc au 

peuple de vivre en tant que membre du cours politique de l’État, c’est-à-dire de s’identifier à la 

volonté de l’État. Et il doit mourir pour son pays : « Or le citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi 

veut qu’il s’expose, et quand le Prince lui a dit, il est expédient à l’État que tu meures, il doit 

mourir ; puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, et que sa vie n’est 

plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État. » 29） Rousseau sacrifie 

ainsi la conservation de soi pour radicaliser le contrat social. Le contrat est l’engagement entre les 

deux substances, et il est logiquement impossible d’identifier les deux substances. Cette impossibil-

ité provoque la difficulté théorique du contrat social. À la différence des autres philosophes de droit 

naturel, Spinoza présente la théorie de l’État sans contrat. L’État ne provient que de la multitude 

dans laquelle chacun détient plus de puissance que dans son état de solitude. L’État n’est jamais 
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transcendant pour les hommes. L’État et le peuple ne sont que des attributs de l’unique substance, 

et donc l’État est changeable et flexible suivant les hommes. Pourtant, cela ne signifie pas que nous 

pouvons changer d’État arbitrairement par le droit naturel. C’est ainsi parce que Spinoza n’admet ni 

le libre arbitre ni l’autonomie humaine. Même si on ne la connait pas, on suit toujours la nécessité 

de la loi naturelle.

6.  Raison

  La raison est une notion clef dans la philosophie des Lumières, et elle est parallèle avec le droit 

naturel. L’idée des Lumières consiste dans la libération par rapport au dogme. Kant dit : « Les 

lumières se définissent comme la sortie de l’homme hors de l’état de minorité, où il se maintient par sa 

propre faute. La minorité est l’incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un 

autre. » 30） Les Lumières se définissent ainsi comme la sortie de l’homme hors de la dépendance du 

dogme de l’autorité de l’Église catholique. Et elles soulignent l’autonomie de la raison pour cette 

sortie. Ainsi que la raison libère l’homme de sa dépendance du dogme, l’idée moderne de droit 

naturel consiste à libérer la politique de la théocratie, c’est-à-dire de sa dépendance à l’autorité de 

l’Église catholique. Elle est donc étroitement liée à la raison.

  Désormais, on voit les caractéristiques de la raison dans la philosophie politique de Spinoza. 

Cela permet de plus clairement comprendre l’intérêt de l’idée politique de Spinoza. Dans la philoso-

phie des Lumières, la raison a ses deux faces : l’autonomie et l’exclusion des savoirs traditionnels 

par le critère rationnel. Il en est ainsi pour la raison de Spinoza. La raison n’est, comme nous avons 

montré au chapitre 3, pas le droit naturel par lequel l’homme est libre. La raison n’existe pas dans 

l’etat naturel. Mais Spinoza appelle « libre un homme dans la mesure où il vit sous la conduite de la 

raison, parce que, dans cette mesure même, il est déterminé à agir par des causes pouvant être 

connues adéquatement par sa seule nature, encore que ces causes le déterminent nécessairement à 

agir » 31）. Dans ce cas, la raison joue le même rôle que la nécessité de nature. La raison a ainsi ses 

deux faces par rapport à la nature.

  C’est aussi dans le Traité théologico-politique que nous pouvons trouver une telle ambiguïté. Il 

informe : « la fin de l’État n’est pas de faire passer les hommes de la condition d’êtres raisonnables à 

celle de bêtes brutes ou d’automates, mais au contraire il est institué pour que leur âme et leur 

corps s’acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu’eux-mêmes usent d’une Raison 

libre. » 32） Pourtant, sans cesse il dit que l’individu « peut avec une entière liberté opiner et juger et 

en conséquence aussi parler, pourvu qu’il n’aille pas au-delà de la simple parole ou de l’enseigne-

ment, et qu’il défende son opinion par la Raison seule （. . .）. Par exemple, en cas qu’un homme 

montre qu’une loi contredit à la Raison, （. . .） et qu’il s’abstienne, en attendant, de toute action 

contraire à ce qui est prescrit par cette loi, certes il mérite bien de l’État et agit comme le meilleur 
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des citoyens. » 33） La raison qui mérite de l’État est ainsi différente de la raison que contredit la loi de 

l’État.

  Comme nous avons montré au chapitre 4, dans le Traité théologico-politique l’État s’appuie sur 

le pacte qui provient de la raison. Mais pourquoi le pacte provient-il de la raison ? C’est parce que la 

raison est « utile ». De ce point de vue, s’il y a la raison qui s’oppose à la loi, elle est inutile, parce 

que la loi est utile pour la paix. La raison a ainsi ses deux aspects, et nous pouvons distinguer la 

raison utile et la raison inutile. La paix dans le Traité théologico-politique signifie le maintien de la 

multitude dans le Traité politique, parce que les deux établissent l’État. Et la multitude a plus de 

puissance que l’individu, et la puissance provient de la nécessité de la nature. Donc la raison est 

adéquate à la nécesité de la nature aussi longtemps que la raison est utile pour la multitude. Mais la 

raison n’est pas nécessairement identique au droit naturel.

  Par là, nous pourrions considérer la raison comme la connaissance du second genre ainsi que 

L’Éthique. La raison ne concerne pas les essences éternelles. C’est l’aspect inutile de la raison. La 

raison est inutile si elle contredit la loi de l’État. Cela ne signifie pas que nous ne puissions pas résis-

ter contre la mauvaise loi, mais qu’elle est inutile si elle fonctionne en tant que le jugement extérieur 

de la politique. La raison qui se situe hors de la réalité est donc inutile. Et cela correspondrait à un 

des deux aspects de la raison de la philosophie des Lumières : l’exclusion des savoirs traditionnels 

par le critère rationnel. Mais selon L’Éthique, la raison s’élève jusqu’aux lois universelles de la 

nature. C’est l’aspect utile de la raison, et ainsi la raison peut être la raison qui mérite de l’État. Ce 

serait la raison qui peut expliquer tout à l’intérieur de la politique. La raison est utile si elle est liée à 

la politique réelle. Cela permet de comprendre que pour Spinoza il ne s’agit pas de chercher le 

régime idéal de la politique, mais de connaître la liberté dans la politique réelle.

7.  Conclusion

  À la différence des autres philosophes de droit naturel, Spinoza ne considère pas l’état naturel 

comme une imagination théorique, mais comme l’état qui a réellement existé. Il ne reconnait pas la 

séparation définitive entre l’état naturel et l’état civil : on détient le droit naturel dans l’état civil sans 

contrat social. Et Spinoza donne un caractère additif au droit naturel : on a plus de puissance dans la 

multitude que dans la solitude. Le contrat est l’engagement entre les deux substances, et il provo-

que logiquement le problème de l’identité des deux substances. Mais Spinoza n’a pas ce type de 

difficulté, parce que sa théorie ne contient pas l’idée de contrat. L’État n’est jamais transcendant 

pour les hommes, et il est changeable et flexible suivant les hommes. Et la réflexion de Spinoza sur 

la raison permet de comprendre que pour lui, il ne s’agit pas de chercher la politique idéale, mais de 

connaître la liberté dans la politique réelle.
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de juger, trad. de l’allemand par Alexandre J.-L. Delamarre, Luc Ferry, Jean-René Ladmiral, Marc 

de Launay, Jean-Marie Vaysse et Heinz Wismann, édition publiée sous la direction de Ferdinand 
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〈Sommario〉
  La RES PUBLICA artistica e letteraia è nata e coltivata, storicamente fin dall’ antichità 

greco-romana persino ai nostri tempi, soltanto in salotto, anche se nella corte imperiale oppure 

nella casa privata della nobiltà o della borghesia in Europa. La salonnière è la donna di cultura, 

che sa bene accogliere ogni tipo di persone di talento a casa sua, per migliorare la qualità della 

vita intellettuale e umanitaria nell’ambiente senza confine, per così dire, cosmopolita. La Belle 
Époque era il periodo molto particolare in Europa, che ha raggiunto la grande fioritura della 

civiltà cosmopolita, grazie alla scoperta della nuova tecnologia finora sconosciuta, e anche al 

dominio del mercato mondiale attraverso la colonizzazione dei Paesi Afroasiatici.

  Anne George Marion Vivanti, chiamatasi artisticamente Annie Vivanti, era una delle più 

brave salonnières-écrivains del tempo, ed anche una scrittrice perfettamente poliglotta, che ha 

avuto un buon successo nel mondo letterario europeo, pubblicando le sue opere sia in lingua 

inglese che in italiano. La lettura dei tre racconti vivantiani, tradotti per la prima volta in 

giapponese nel presente saggio di traduzione, vi presenterà la migliore repubblica letteraria 

della Belle Époque, caratterizzata con femminilità e cosmopolitismo di prima categoria in 

Europa.

IV.  《輝く妖
フェアリー

精》（ Fata luminosa ）

　《輝く妖
フェアリー

精》とは私のこと。

　こう明言すると，謙
けん

虚
きょ

さを欠いている人間のように思われかねない。実のところ，書いていて

恥ずかしくなる。

　それでも，ある立派な教
きょうくんたん

訓譚を物語ることが狙
ねら

いなので，その物
はなし

語をありのままに語ることに

する。

　たぶんローラのお気に召すだろう。

　ローラと出
で

遭
あ

ったのは，山だった。猛暑の夏だったが，私は不
ふ

埒
らち

なアルビオンの残
ざんぎゃく

虐行為を解

説する記事の執
しっ

筆
ぴつ

にかかりっきりで，それを意識していなかった。ある日のこと 暦
カレンダー

を見よう

と，ふと眼を上げた時，夏がすでに遠のいていることに気付いたのだった。それに，私は田舎に

出かけていたわけではなかった。例年のように，私は標高千メートルとか 2千メートルのところ
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にいたのではなかった。

　「一番近くの山はどこかしら」― 私は急いで帽子を被
かぶ

りながら，そばにいた人に訊
たず

ねた。

　「マクニャーガ」との返答だった。

　「善は急げ。マクニャーガへ出かけます。では，これで。」

　十月のマクニャーガは誰もいなくて，マクニャーガで凍
こご

えてしまうよと，人は反論したが無
む

駄
だ

だった。

　私は出発した。

　私がそこへたどり着くと，十月の太陽 ― 一年を通して一番美しい太陽が碧
ラピスラズリ

玉色の空に輝い

ていた。モンテ・ローザ山の氷河が，眼がクラクラするくらい湯気を立てていて，巨人たちの

蹴
サッカー

球試合のような轟
ごう

音
おん

とともに，斜面で雪
なだれ

崩が発生して崩
ほう

落
らく

した。

　マクニャーガには誰もいなかった。

　その方が好都合だった。太陽と雪の栄光のすべてが，私ひとりのものだった。

　私は主
あるじ

人不在のまま支払をした。マクニャーガの主
あるじ

人は旅
ホテル

館を閉じていた。もし松林や氷河で

野宿したくなければ，彼と共に平野まで降りていかねばならなかった。

　私は降りていった。でも，できるだけ降りてしなわないことにする。私は山の中腹のチェッポ

村に踏み留まった。そこは，野生の長
チョウノスケソウ

之助艸のように片足を斜面に，もう一方の足を渓
けいりゅう

流に置い

た格
かっ

好
こう

の心地よい僻
へき

村
そん

で，私はマリーア夫人が経営するこじんまりした《阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

館》に宿を

とった。（マリーア夫人，もし貴
あな た

女がこの物語をお読みになれば，私の挨
あい

拶
さつ

のことばを内心に感

じて下さるでしょう。）

　ローラと識
し

り合ったのは，このチェッポ村だった。私が午後に学校のそばを通りかかると，彼

女が二，三十人の子供たちに取り巻かれていて，皆が彼女に何ごとかを大声で叫んでいるのだっ

た。彼女は返事もしないで，熱っぽく大きな黒い眼で私の方をジッと見つめていた。

　私は彼女にことばをかけた。顔を赤くした彼女は，やがて蒼
あお

ざめ，私の名前を呟
つぶや

いた。私には，

彼女の感動が大げさながらも，阿
おも

諛
ねり

のように思えた。

　午後，彼女は私に会いに来た。たくさんの花を持ってきてくれた。痩
や

せている彼女は，興奮し

ていて熱っぽかった。

　村では，「若い女教師だって？ 気の毒に！ すっかりお手上げのはずだ」と噂
うわさ

していた。

　彼女もある日，やや喘
あえ

ぐように私に向かって「参
まい

ってしまうわ」と云った。その口調には，大

きな不安とある種の浪
ロマンチック

漫的な満足感とが同居していた ―「誰もがそう云っている。ミラノの

医
ドクター

師たちも云っていた。私に注射をしてくれる当地の医
ドクター

師もそうだった。何をやっても無
む

駄
だ

！ 私もお手上げなの。」

　私は，大いに同情するとともに心が痛
いた

んだ。山地を駆
か

け巡
めぐ

って太陽と風に向かって上ってゆく

時，私は自分に向かって云った ―「気の毒なローラ。何も出来ない彼女は！ …」樅
モミ

の森で迷
まよ

い，険
けわ

しい氷
ひょうたいせき

堆石を攀
よ

じ登って，渓
けいりゅう

流を渡ってツルツルの岩で滑
すべ

りながら，膝
ひざ

まで凍
こお

るように冷

たい水に濡
ぬ

れて，氷河の十字架のところまで辿
たど

り着き，大空だけを背に眼下にひらける世界を見
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渡す時，私は考えるのだった ―「疲れてはならない気の毒なローラ！ …身動きならないロー

ラは憐
あわ

れだ…」と。

　阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

の道端で祠
ほこら

や十字架を見かける度
たび

に，私は立ち止まって，ローラの病気が治るように

と祈りのことばを唱
とな

えた。陽光と雨で色
いろ

褪
あ

せた碧
あお

い外
マン ト

套にくるまった小さな聖
マリア

母像に出会うと，

私は「聖
マリア

母さま，どうかローラを元気にして下さい」と小声で呟
つぶや

くのだった。

　でも，内心はローラが元気になれないことは分かっていた。

　ローラは，憑
つ

かれたように情熱をこめて私に縋
すが

り付いた。私は出歩く度
たび

に，立ち止まって，例

の潤
うる

んだ眼
まなこ

で私を見つめている彼女に出
で

遭
あ

った。女教師は出かけなければならなかったから，学

校の女
おんなのこ

児たちには，いつもはしゃぐ時間があった。《阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

館》の白い扉
ドアー

の前と緑の窓の下を，

彼女は軽やかにゆっくりと通り過ぎていった。

　そこで，ある日，私は彼女に入って来るようにと声をかけた。

　それからも，彼女を呼び止めて，立ち寄って行きなさいと云った。彼女は長
ソ フ ァ ー

椅子に横になると，

書きものをする私を見ながら午後を過ごした。時には，真
ま

昼
ひる

時
どき

，二人で出
バルコニー

窓に出たりした。私

に話しかけないようにと云った。それは，彼女が発熱に見
み

舞
ま

われる時間帯だった。彼女の頬
ほお

が火
ほ

照
て

って，両手は焼けるようだった。短い黒髪が，汗ばんだ額
ひたい

の上にもつれていた。

　彼女がやって来て去ってゆく時には，いつも私は彼女に挨
あい

拶
さつ

の接
せっぷん

吻をした。そうする度
たび

に，彼

女は私に向かってこう云った。

　「有
あり

難
がと

う！」

　11月になった。太陽はチェッポ村に顔を出さなくなった。太陽が手際よく後退してゆく様
よう

子
す

は，まるで裏切りを画
かく

策
さく

している不実な愛人のようで，日々少しずつ，ゆるやかに村から遠のい

ていった。

　「当地では，これから冬の間はずっとお天
てん

道
とう

様は拝
おが

めませんよ」と，マリーア夫人は云った。

身をかがめて私が手荷物の荷
に

造
づく

りをするのを手伝ってくれながら，彼女は「4月になると，再度

お目にかかれます。その折には，貴
あなた

女にもお目にかかれるように期待しています」と付け加えた。

　「私もそう願っています」― めったなことでは再訪が認められないことを考えながら，私は

そう云って嘆
ため

息
いき

をついた。

　村人たちはこぞって郵便局前に集まり，私の出発を見送ってくれた。ただひとりローラの姿が

なかった。

　私は，すでに岩と樅
モミ

の谷
たに

間
あい

を快適に下
くだ

ってゆく街
かい

道
どう

筋を 10キロないし 12キロほど歩いてゆく

ことに決めていた。私の新しい友人たちの幾
いく

人
にん

かは，途中まで同
どう

道
どう

してくれた。分
ぶん

岐
き

点にさしか

かって，樹の幹に座って私を待っているローラを私が認めた時，皆はすでに村へと引き返してし

まっていた。彼女は腕に花をいっぱい抱
かか

えもって，眼に涙をいっぱい溜
た

めていた。（涙が自分に

向けられている場合や，花が私のために摘まれた場合は，涙も花もご免
めん

だ。）

　「こんなに遠くまで来てはいけないわ。」― 私は大声で諌
いさ

めた ―「どうやって帰るつも

り？」
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　彼女は全身を震
ふる

わせて，「いよいよお別れね，貴
あな た

女のことは決して忘れません」と云った。そ

して，「貴
あなた

女は私にとって…《輝く妖
フェアリー

精》です」とも。

　「何て大げさな！」と，私は笑って，彼女に挨
あい

拶
さつ

の接
せっぷん

吻をした。

　すると，彼女はいつものようにすかさず「有
あり

難
がと

う！」と呟
つぶや

いた。

　「さようなら，ローラ。お帰りなさい。賢明に振る舞うように気を付けてね。卵をたくさん食

べるように。」

　「さようなら，《輝く妖
フェアリー

精》」― 彼女は涙ながらに云った。

　こうして，彼女を一人ぼっち街
かい

道
どう

のただなかに残したまま私は別れたのだった。モンテ・ロー

ザを背にして，彼女の小柄な姿は病と憂
ゆう

鬱
うつ

でくすんで見えた。思い出すのは，花は私が持ってゆ

くのに疲れていたように，運ばれてゆく途中で萎
しお

れ，あちこちに首をブラブラ振っていたが，私

が数キロ進むと，小さな洗
チ ャ ペ ル

礼堂の前を通りかかったことだ。私がそこで立ち止まって，なかを覗
のぞ

いてみると，小さな聖
マリア

母像が，蛇
ヘビ

の頭を誤って踏みつけてしまったことを申し訳なく思っている

ような温和な態度で微
ほほ

笑
え

んでいた。聖
マリア

母は頭に 7つの星を戴
いただ

いていた。

　私は花を祠
ほこら

の前に供
そな

えた。「7つ星の聖
マリ ア

母さま，」― 私は祈りを捧げた ―「ローラの病気を

治
なお

してあげて下さい。」

　そして，私は再び歩き始めた。

　運命は私を遠くへと連れ去った。そして，一枚の絵
ピクチャーカード

葉 書が（それはミラノの住所宛だったが，

私が留守にしていたので，転送されて）巴
パ

里
リ

に届いた時，ローラのことなど，もう忘れてしまっ

ていた。はっきりした達
たっ

筆
ぴつ

の子供らしい大きな文字で，こんなことが書いてあった。

　「《輝く妖
フェアリー

精》に !! …私たち 29人の女
おんなのこ

児は，貴
あな た

女のことを慕
した

っています。私たちの女の先

生は，いつも貴
あなた

女のことを話題にしています。この春には，森へ出かけて，私たちは貴
あなた

女のため

に菫
スミレ

の花を摘
つ

むつもりです。」

　私はくすっと笑った。ローラって，何と感
センチメンタル

傷的で浪
ロマンチック

漫的な女性なのかしら！ …私は一枚の

絵
ピクチャーカード

葉 書を書いて，29人の女
おんなのこ

児全員に感謝のことばを認
したた

めた。それに対して，彼女たちは返事

の絵
ピクチャーカード

葉 書をもう一枚書いて寄こした。その絵
ピクチャーカード

葉 書も同じく達
たっ

筆
ぴつ

の大きなマル字で，いつもの

通りこう始まっていた。

　「《輝く妖
フェアリー

精》に！」

　（旅
ホテル

館の受
カ ウ ン タ ー

付係りは，それを私に持ってくると，ニヤッと微
え

笑
み

を浮かべた様子だった。）

　そして，春になると，私のもとに菫
スミレ

の花が届いた。毎週，色
いろ

褪
あ

せ萎
しお

れてしまった森の菫
スミレ

の花が，

たくさんの苔
コケ

 ― まだ湿り気が残っていることもあったが ― に埋
う

もれて入った拉
ひしゃ

げた包み紙が

届けられた。ミラノから羅
ローマ

馬へ，羅
ローマ

馬からジェノヴァへ，ジェノヴァからモンテカルロへ，モン

テカルロから巴
パ

里
リ

へと，私を追って届けられてきた…黒い霧の一日，惨
みじ

めな愛
アイルランド

蘭土旅行から私が

倫
ロン

敦
ドン

へ戻ってくると，洋
テーブル

卓の上に，いつものほどけかかった包みが置いてあった。中を見ると，

匂
にお

い菫
スミレ

の屍
なきがら

骸が入っていた。そのすべてが，小さな春の名
な

残
ご

りだった！

　私は我慢できずに，その匂
にお

い菫
スミレ

を捨てた。
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　でも，そこはかとない香気は心に留まっていた。

　運命の計
はか

らいで，結果的に私は伊
イ タ リ ア

太利に舞い戻ったのだった。すると，ある日のこと，来客の

知らせがあって，私は胸
むな

騒
さわ

ぎを感じながら，大
サ ロ ン

広間へと入っていった。

　部屋の片隅に，小
こ

柄
がら

な女性が座
すわ

っていた。その姿は細
スリム

身で，大きな縮
フ ェ ル ト

絨獣毛の帽子を被
かぶ

ってい

た。彼女は立ち上がると，私の方へ心もとない感じで歩み寄ってきた。

　「《輝く妖
フェアリー

精》さん，私のことを憶
おぼ

えていて？」

　それはローラだった。しかも，太って血色も良く小麦色に日焼けしたローラだった。

　「ローラじゃない。お元気？ それにしても，とても元気そうね！」

　「病気が治って，」― ローラは云った ―「体重は 49キロなの。」それは，ローラにとっては，

太り過ぎだった。チェッポ村では，37キロの体重だったもの。「《輝く妖
フェアリー

精》のお蔭
かげ

なの。」

　「シッ！ 相変わらず，そんな大げさな云い方はよして。」― 私は厳しく諌
いさ

めるように云った。

そして，彼女を抱き締めた。

　私は，彼女が有
あり

難
がと

うということばを今回は口にしないことに気付いた。

　「病気が治ったの。」― 彼女は云った ―「それは，私のことを勇気づけ慰めて下さった貴
あなた

女

のお蔭
かげ

なの。私を恐れず別れの接
せっぷん

吻をして下さった貴
あなた

女のお蔭
かげ

よ。貴
あなた

女が…」

　「それって，卵のお蔭
かげ

だわ。医
ドクター

師の注射もね。」― 私は付け加えて心中で呟
つぶや

いていた ―「7

つ星の聖
マリア

母さまに感謝。」

　ローラは，学校に 2ヶ月の休
きゅう

暇
か

を申請して許可されていた。そして，私といっしょに 2ヶ月を

過ごしたのだった。

　私に話しかけ，私のことを話題にする時，彼女は相変わらず私のことを《輝く妖
フェアリー

精》と呼ん

だ。どうしてもそれを止めさせることが出来なかった。それに ― 白状しなければならないの

か？ ― 初めから，この渾
あだ

名
な

が私の心を 快
こころよ

くくすぐってはいた。家の中で自分がそう呼ばれ

ると，私は微
び

笑
しょう

を浮かべて，心もウキウキと走り出すのだった。次第次第に，家の他の者ま

で ― ローラのことを笑いものにしようと，また私をからかおうとして ― 皆がその呼び名で私

を呼び始める始
し

末
まつ

だった。

　…それでも，自分がその呼び名のせいで，どのような苦痛と犠牲を強
し

いられているか白状しな

ければならないとしても，信じてもらう自信がない。

　人生には《輝く妖
フェアリー

精》でもなく，またそうありたいとも思わない時が，日によってあるもの

だ。多忙だったり，急いでいたり，生活が順調でなかったり，神経質にイライラしていたりする

と，《輝く妖
フェアリー

精》呼ばわりされることが耐えられなくなって，ムカつくことがある。

　《輝く妖
フェアリー

精！》ローラはこの忌
いま

々
いま

しい二語で，私の存在を悲しいものにしてくれた。それま

での私は，大
おお

方
かた

自分の好きなようにやってきた。朝は好きな時に起きて，好きな服を着て，笑い

たければ笑い，不満ならふくれっ面
つら

をした。今は，そうではない。

　この頃は，夜明けに，まだ私が目覚めていなくて，精神は遥
はる

か遠くの気持ち良い眠りの深みに 

沈
しず

んで惰
だ

眠
みん

を貪
むさぼ

っているというのに，自分の枕もとでは歯切れの良い陽気な挨
あい

拶
さつ

のことばが聞こ
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える始
し

末
まつ

だ。

　「《輝く妖
フェアリー

精》さん，お早う！」

　そうなると，いやでも目覚めて，出来る限り朗
ほが

らかな笑顔をつくるハメになる。不平を鳴
な

らさ

ず， 暁
あかつき

に目覚めた妖
フェアリー

精らしく快
かい

活
かつ

に，お調子よく振る舞うことになる。

　「あっ！ お早う！ お早う！」

　身
から だ

体が冷え切ってもの悲しい気分の私は，朝方の憂
ゆう

鬱
うつ

さの中で仕方なく起き上がると，（身な

りをかまわない）義理の母親から貰
もら

った紡
ネ

毛
ル

地の部
ガ ウ ン

屋着を羽
は

織
お

って，年代物だが（毛の裏打ちは

残っている）上
ス リ ッ パ

履きをつっかけようと考える。こうして髪の毛を無
む

造
ぞう

作
さ

に 簪
ヘアピン

で留めると，自室

の扉
ドアー

を開けて，牛
カフェ・ラッテ

乳珈琲を持って来るように云いつける。ある種の〈安
あん

逸
いつ

〉に浸
ひた

りながら，ひと

りでそれを飲み，新聞を拾い読みする。

　ところが，遠くから私に向かって挨
あい

拶
さつ

してくる家
か

人
じん

の声がする ―「妖
フェアリー

精さん，待っていま

すよ，私たち」と。ローラが，鈴
すず

のように響
ひび

くソプラノの声で叫ぶ。

　「あっ，妖
フェアリー

精さんがやって来る…《輝く妖
フェアリー

精》さん！」

　私は扉
ドアー

を閉めなおす。鏡を覗
のぞ

いてみて，自分が妖
フェアリー

精とは程遠く，むしろ（トスカーナの友人

ピアなら云いかねないように）〈雷を落とす神様〉に似ていると納得する。

　腹が立って，私は紡
フ ラ ノ

毛地の部
ガ ウ ン

屋着を遠くへ脱ぎ捨て，毛の裏打ちの上
ス リ ッ パ

履きを脱いでから，その

片方をもう一方の上にポイと投げつける。服を着て，靴を履
は

き，香水をつける…そして，食
ダイニング

堂の

敷
しき

居
い

でにこやかな表情を作って姿を現す。

　「あっ！ 妖
フェアリー

精だわ！ 《輝く妖
フェアリー

精》！」

　教
きょうくんたん

訓譚？ そう。この物語の冒頭で，私はひとつの教
きょうくんたん

訓譚の約束をしていた。

　もし，私の物
はなし

語を読まれる未知の親愛な友人たる貴
あなた

方の家に，幸運にも女性がいれば ― それ

が妻や姉妹，義理の母親や兄
あに

嫁
よめ

，叔
お

母
ば

や姪
めい

で，彼女が陽
よう

気
き

であれ不
ぶ

愛
あい

想
そう

であれ，鷹
おう

揚
よう

であれ

狭
きょうりょう

量であれ，善良であれ意地悪であれ ― その彼女に向かって絶えず云い続けることになるだ

ろう。しかも，毎日こう云うだろう。

　「ああ，クレーリア（ソーティアでも，ルイーザでも，思い付きの名前でもいいが），貴
あな た

女っ

て，本当に輝く妖
フェアリー

精そのもの！」

　あなたの家を極
パラダイス

楽にするには，この簡単な手立てで十分だ。

　彼女がやや硬
かた

く険
けわ

しい表情をしていたり，あるいは卸
おろしぎょうしゃ

業 者と喧
けん

嘩
か

をしていたり，家
メ イ ド

政婦を怒
ど

鳴
な

りつけたり，料理女を一週間でお払い箱にしようとしたり，五
う る さ

月蠅い子供の頭をパンパンとた

たいたりするところを見かけたりすれば，…順番があなたに回ってくる前に，ここぞとばかり間
かん

髪
ぱつ

を入れず，さっと扉
ドアー

を開
あ

けて，優しい声で，こう呼びかけるのです。

　「輝く妖
フェアリー

精っていうのは，あなたのことでしょ？」

　彼女は「そうよ，それは私のこと」と云うでしょう（だって，彼女は「いいえ，私のことじゃ

ない！」とは云えないもの）。

　すると，十
じゅっちゅうはっく

中八九， 嵐
もめごと

はおさまる。
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　ところが，これでおしまいではない。十
じゅっちゅうはっく

中八九，かかる呼び名は，単にその形容に叶
かな

った表

情を作るように仕
し

向
む

けるだけでなく，彼女の魂まで愛
あいきょう

嬌へと傾
けい

斜
しゃ

させることだろう。

　次第次第に，彼女は慕
した

い愛されるような習慣 ― それを悪習と云ってもよいが ― を身につけ

てゆくだろう。周囲を明るく浮き浮きさせ，いつも口もとに微
ほほ

笑
え

みを浮かべ，手にはいつも抱擁

を，口は《真
シンジュ

珠と薔
バ

薇
ラ

と優しいことばに溢
あふ

れている》自分を感じるようになるだろう。

　…かくして，光と輝きを喚
かん

起
き

するこの二語を発すると，まるで魔法のように，たちまち私たち

の周囲の世界がすべて輝く妖
フェアリー

精で満たされることになるだろう。

V.  ランドリュに殺されなかった女（ Quella che Landru non uccise ）

　巴
パ

里
リ

，11月 26日

　…それは，私が愛想のよいド・ジュヴネルや眩
まぶ

しい存在のコレットに挨
あい

拶
さつ

しようと赴
おもむ

いた

〈朝
マタ ン

刊〉本社から，ちょうど出ようとしている午後のことだった。顔見知りの年老いた案内係り

で笑
え

顔
がお

の 門
コンシエルジュ

番 が，私を引き留め，折しも編集局の部
オフィス

屋を出て階段を降りてくる女性の方を指

さしながら，謎めかして私にこう囁
ささや

くのだった ―「あのご婦人が誰だかご存じかね？」

　何のことだか私には解
わか

らなかった。そこで，彼は一層声をひそめて，こう教えてくれたのだっ

た。

　「ほら…例のランドリュに殺されなかった女さ！」

　「ランドリュですって！ 」― 少なくとも 10名の女性を殺害した嫌
けん

疑
ぎ

をかけられている恐る

べき人物像がサッと私の脳
のう

裏
り

をかすめた。つまらないキセル行為で（彼はちょっと移動するにも

無
キ セ ル

銭乗車をやっていた）逮
たい

捕
ほ

されたのがきっかけで，人類史上前
ぜん

代
だい

未
み

聞
もん

の一連の猟
りょう

奇
き

的犯罪が発
はっ

覚
かく

したのだった。彼と連れだって出
しゅっぽん

奔したある女性は，二度と戻
もど

って来なかった。ガンベにある

彼の別荘へ連れていかれた二番目の女性は，そのまま消
しょうそく

息を絶っていた。彼が結婚を約束してい

た三番目の女性は，行方知れずのままだ…ざっと，こんな具合である。彼の肖
ポー ト レ イ ト

像写真が〈朝
マタ ン

刊〉

に公開されると，巴
パ

里
リ

の方
ほう

々
ぼう

から，新聞社の編集局や警
シ ュ ル テ

察庁部局宛に，微
びしょう

笑の〈青
あお

髭
ひげ

〉と出
しゅっぽん

奔し

たまま戻
もど

って来ないその他の女性の親族からの手紙や電報や捜
そうさくねがい

索願が続々と舞い込んできた。

　（巴
パ

里
リ

から 1時間の）ガンベ村の住民たちは，孤立した別荘で彼が思いやりたっぷりに寛
くつろ

いで

もらおうといつも 新
ニューフェイス

顔 の相手を連れて来る姿を見かけていた。数週間の間，通りかかった

人々は，その女性が無
む

邪
じゃ

気
き

にも楽しそうに庭園内を歩き廻
まわ

っては花を摘
つ

んだり，何百年もの大木

の木
こ

蔭
かげ

に座ったりしている姿を認めていた。

　優に十回も，ランドリュは陽気な連れ合いと巴
パ

里
リ

からガンベに旅をしていた。とりわけ驚くべ

きは，彼が自分用に往復切
チケット

符を，連れ合いには片道切
チケット

符だけを用意していたことだ。こうした若

い女性たちは，揃
そろ

いも揃
そろ

って優雅な身分で，豪
ごう

華
か

な衣装に高価な宝
ジュエリー

石を身に着けていることが多

かった…やがて，日が経
た

つにつれて，彼女たちの姿が見られなくなっていった。

　目撃されるのは，夜の帳
とばり

が下りる頃，もくもくと別荘の煙突から立ち上ってくる黄色味がかっ

た厚い煙の雲だけだった。それが嫌
いや

な刺
さ

すような臭
にお

いの煙だったので，通りかかった百
ひゃくしょう

姓たち
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は，互いに大きな声で云い交
か

わしたほどだった ―「あの家では，何と酷
ひど

い料理を作っているこ

とよ！」（酷
ひど

い料理とは，よく云ったものだ。）目撃されたのは，（あるいは少なくとも目撃した

誰かのことばによれば，）夜中の時間帯に，別荘から出て，ブルギエーレの〈池〉― 隣接する

森の周囲の深い沼地へ向かってゆく扉
ドアー

を閉め切った謎
なぞ

の自
く る ま

動車一台だった。

　「ランドリュに殺されなかった女さ…」― 私はもうそれ以上ジッと聞いていなかった。すで

に階段の屈
コ ー ナ ー

曲部で見えなくなっていた女性の姿を追って，私は素
す

早
ばや

く降りて行った。私は彼女に

見
まみ

えてみたかった。かくも残
ざんぎゃく

虐な死から生
せい

還
かん

した女性が，その顔に過去の恐怖の痕
こん

跡
せき

を留
とど

めてい

るかどうか知りたかった。

　私が控
ひか

えの大
ロ ビ ー

広間に辿
たど

り着くのと彼女が着くのと，ほぼ同時だった。彼女は，そこを出ようと

しながら，こちらを振り向くと，親切にも背後の扉
ドアー

を開けたままに保持してくれていた。

　雨が降っていた。モンマルトル表
ブールヴァール

通りを，通行人たちは傘
かさ

をさして足早に通り過ぎていった。

通りの中央を，どれもこれも満席の乗合馬車が全速力で走り去った。

　私の自
く る ま

動車は，舗
ほ

道
どう

の側
そば

に停車した。

　私は振り返って，〈朝
マタ ン

刊〉社の玄関口に佇
たたず

んで，傘
かさ

も持たずに，そこを出ようかどうしようか

と迷
まよ

っているように思われるその女性の姿を眺
なが

めた。彼女の容
よう

貌
ぼう

はとびきり興
おもむき

趣があって，黒い

二つの大きな眼はほとんど動かなかった。その時の勢いで，私は彼女に話しかけた。

　「お伴
とも

を致
いた

しましょうか…何
どちら

方まで？」

　彼女はやや吃
びっくり

驚した表情で私を見つめ，即
そく

答
とう

はしなかった。それから，彼女は衝
しょうどう

動的に訊
き

いて

きた ―「貴
あなた

女は〈朝
マタン

刊〉編集局の方なの？」

　「私は作家です」― 私は曖
あい

昧
まい

な返答をした。

　「まあ！」― 一瞬の間を置いてから ―「それで…私のことをご存じなの？」

　私はその時ジッと彼女を見つめて， 門
コンシエルジュ

番 の云ったことばをくり返した。

　その女性は咄
とっ

嗟
さ

にクルリと背を向けたが，その顔に名状しがたい表情が過
よぎ

った。それは，瞬時

だが顔の輪
りん

郭
かく

を歪
ゆが

める所
いわ

謂
ゆる

神経性の痙
チック

攣のようなものだった。

　「まあ！」― 彼女はもう一度くり返した。そして，黙
だま

ってしまった。

　私はといえば，心理的探究熱がムクムクと頭をもたげてきて，居
い

ても立っても居
お

れなくなった。

　「豪
グランド・ホテル

華旅館で，お茶をご一緒しましょう」― 未知の魂や未知の経験を前にした作家の抑えが

たい衝
しょうどう

動に駆られ，私はそう云った。

　「変な思い付きだこと！」― 彼女は大きな声でそう云って笑った。その笑顔が実に素敵だっ

たが，決して納得したという微
え

笑
み

ではなかった。むしろ彼女はその場を立ち去ろうと考えている

かのように，表
ブールヴァ̶ㇽ

通りの方をチラチラと覗
うかが

っているのだった。

　不意に，羅
ロー マ

馬である日著名な外交官から聞いた忠
アドヴァイス

告が私の脳
のう

裏
り

をかすめた。「貴
あな た

女がある人

物にある事をしてもらいたければ，」― 彼は私に語ったものだった ―「相手の眼を，それも両

眉
まゆ

毛
げ

の中心をしっかりと見つめることをお忘れなく。そうして，やおら自信たっぷりに貴
あなた

女の要

望を持ち出すのです。そうすると，十中八九は貴
あなた

女の思い通りになるでしょう。」
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　そこで，私は巴
パ

里
リ

の舗
トロトワール

道に身動きもせず，通行人を気にもしないで，催
さい

眠
みん

術的集中力を込め

て，その見ず知らずの女性の方をジッと見つめた。額
ひたい

の黒い両眉
まゆ

毛
げ

の中心をしっかり見つめて，

私は誘
さそ

いのことばをもう一度述べた。

　彼女は，肩で一瞬ためらうような変わった仕
し

種
ぐさ

をした…それから諾
OK

と云った。

　豪
グランドホテル

華旅館の談
ホ ワ イ エ

話室は，香水芬
ふん

芬
ぷん

たるおしゃべりな世
コスモポリタン

界市民で溢
あふ

れていた。楽団は，物
もの

憂
う

げな曲

〈躊
ためらい

躇 Hesitations〉と躍
やく

動
どう

的なジャズ〈シミィ－シェイクス Shimmy-shakes〉を幾度か演奏した。

私たちは，部屋の隅の花と葉陰の間の目立たない席を選んだ。お茶が持ってこられた。

　「ちょっと込み入ったことをおうかがいしたいのだけれど」― 私は云った。

　その女性は興
こう

奮
ふん

気味の視線を私の方に向けて待
ま

った。

　そこで，私は訊
たず

ねた。

　「貴
あなた

女に惚
ほ

れたの…例の男？」

　彼女は，諾
ウイ

という代わりに頷
うなず

いた。

　「彼が人殺しだって判
わか

った時，貴
あなた

女はどう自分に云い聞かせたの？」

　しばしの沈黙。やがて彼女はおもむろに喝
かっ

破
ぱ

した ―「承知の上だった。」

　「承知の上ですって！ …何
い

時
つ

から？」

　「彼のところを訪ねる前から。マルシャディエ嬢
じょう

，彼が…」― 声の調
トー ン

子が急に落ちて… ―

「彼に絞
し

め殺されて焼かれた女性は，私の友人だったから。」

　「貴
あなた

女はご存じだった…彼が殺したってことを？」

　「そう考えたの。彼女は私に打ち明け話などして，変だったもの。やがて，行
ゆくえ

方知れずになっ

たわ。どうなったのか，誰にも分からなくなって。」

　「でも，それなら…」― 続けて云おうとしたが，声が出なかった。

　彼女は興
こう

奮
ふん

した眼
まな

差
ざ

しで私をジッと見
み

据
す

えたが，その表情が実に奇妙だった ―「勿
もち

論
ろん

，それ

でも，彼のところへは行ったわ。」

　「でも，貴
あなた

女って…神
ヒステリー

経症患者なの？ 気が変なのでは？」― 私は大きな声で云った。

　「多分そうね。」― そして，見ず知らずの女性は軽く肩を竦
すく

めるようにしながら ―「今
いま

時
どき

の

女って，みんな多少不
アンバランス

安定じゃないかしら。そう思わない？」

　私は返事をしなかった。私はあっけにとられて，戸
と

惑
まど

うようにこの謎の女性に見とれていた。

彼女の眼をジッと見つめていると，まるで悍
おぞ

ましい秘密をたくさん隠しているブルギエーレの池

の淀
よど

んだ水を覗
のぞ

き込んでいるような気がした。

　その間も，楽団は哀
あいしゅう

愁を帯びた円
ワ ル ツ

舞曲を奏
かな

でていた。 傍
かたわら

の女性はサッと私の方を振り向くと，

こう云った。

　「私の心の中までご覧になりたい？ それでは…」

　蒼
あお

ざめた 唇
くちびる

の彼女は，顫
ふるえ

る両手を 膝
ひざ

の上でギュッと握
にぎ

りしめながら，次のような話をして

くれた。

　「知っておいて頂きたいのは，私がしきたりとか見慣れている卑
テール・ア・テール

俗 なものすべてを常
つね

日
ひ

頃
ごろ
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から毛
け

嫌
ぎら

いしているってことなの。

　私の夢は，普通でない数奇な人生を生きることだった。私は，素晴らしい色
アヴァンチュール

恋沙汰や奇妙な恋

愛関係を夢見ていた。

　ところが，私の人生は，退
たい

屈
くつ

極まりない旧
きゅうへい

弊だらけの灰色の経
けい

路
ろ

を辿
たど

る運命にあるように思え

た。私の父は，小さな村の公
こうしょうにん

証人だった。4人姉妹の長女の私は，音楽的な才能に恵まれている

ように見えた。事実，7歳になった時，母は洋
ピア ノ

琴を私に教え始めた。最初はディアベッリ 1） から

始めて，チェルニー 2） に移り，やがてクラマー 3） を終えて，ショパン 4） のマズルカに進んだとこ

ろ…第 3番目のマズルカに取り組んでいた時に，急に母が亡くなった。

　すぐ下の妹は，当時 8歳だった。その妹に私が音楽の手ほどきをするように，父は望んだ。こ

うして，私はもう一度ディアベッリやクラマーやチェルニーをさらえた…ショパンのマズルカに

入った時，妹は村の薬
やく

剤
ざい

師
し

と結婚してしまった。

　残る二人の妹は，当時 9歳と 10歳だった。そこで，彼女たちともディアベッリとクラマーな

どをさらえなければならなかった。

　今回は，チェルニーに入った時，村長の息子と私は駆け落ちして，巴
パ

里
リ

へ行った。

　そこで，私はあれ程も夢見ていた数奇な冒険人生を始めようと願ったのだった。ところが，村

長の息子は着くが早いか私を捨てた。そこで，私は生活のために，ディアベッリやクラマーや

チェルニーやショパンを習いたいと思っている女の子たちを見つけなければならなくなった。

　人生に嫌
いや

気
け

がさして，私は死にたいと思った。少なくとも，死は自分で選べて，思いのままに

なった。

　《誓うわ！》― ある日，私は友だちのセリーヌ・マルシャディエに向かって云った ―《人

生はご覧
らん

の通り。死は，私たちの思いのままになる。自分の人生のパッとしない芝
ドラマ

居に，意外性

のある決着をつけたいと思うの。》

　彼女は笑った。そして，私が浪
ロマンチック

漫的で興
こう

奮
ふん

しやすい点を非難した。セリーヌはやや有
ブ ル ジ ョ ワ

産階級的

心情の持ち主だった。そのささやかな有
ブ ル ジ ョ ワ

産階級的婚
こん

資
し

を，彼女は結婚生活の静かな幸福の担
たん

保
ぽ

に

していた。

　実際，彼女は夢に見た婚
フィアンセ

約者に出
で

遭
あ

った。それは，頼
たの

もしい髭
ひげ

を置いた礼儀正しい実直な人物

で，田舎に別荘があって…ランドリュと云った！

　セリーヌは，その婚約者と連れだって，ガンベの別荘へ出かけた。一週間後には戻
もど

ると私に告

げた。

　彼女は，杳
よう

として行方知れずのままだ。

　私は，彼女から奇妙な手紙を受け取った。

　《この別荘は，》― 彼女は述べていた ―《薄
うす

気
き

味
み

悪
わる

い。私の部屋の寝
ベッド

台の側の壁全体に，黒

い染
しみ

が一面に付いている…庭はぞっとするほど気
き

味
み

が悪い。どうでしょう，その隅っこの枯葉の

下で，私は 2匹の犬と 1匹の猫の屍
し

体
たい

を見つけたのだもの。3匹とも首に紐
ひも

が巻き付けられてい

て，しかもそれが靴屋の使用する瀝
ピッチ コ ー テ ィ ン グ

青表面加工の紐
ひも

だった…この家には，その類の紐
ひも

ならたくさ
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んある…》

　翌日の日付がある 2番目の手紙は，こんなことを語っていた。

　《この男はきっと偏
へんしゅうきょう

執 狂だと思う。一日中，私に枯葉を集めて台所へ運ばせたりするのだも

の…明日，巴
パ

里
リ

に戻ります。》

　彼女から 3通目の音
メッセージ

信が届けられた。それは，私自身が書いた郵便葉
は

書
がき

で，すっかり皺
しわ

く

ちゃになっていた。彼女は宛先を鉛筆で消して，私の住所に書き直していた。文面は，ほとんど

読めなかった。道
みち

端
ばた

に捨てられていたのを誰かが拾って投
とう

函
かん

したように，紙面は泥まみれだった。

こんなことが書かれている。

　《今すぐやって来て。お願い。彼は狂っている。大きな火を点火している最中で…何だか怖い

の。》

　急
きゅうきょ

遽，私は隣の女性とその息子と一緒にガンベに急行した。別荘は閉ざされていてシーンと静

まり返っていた。村の人は何も知らなかった。

　その翌日も，その次の日も，単身ガンベを訪ねたが，庭園の入り口はいつも閉まったままだっ

た。

　三月の灰色の午後，私は一人で三度目の訪問をした。ちょうど気が滅
め

入
い

ってしょげかえってい

た私が，引き返そうとしていた矢先のことだった。駅へと向かう人気のない道で，私は不意に一

人の男と鉢
はち

合
あ

わせになった。それが，何と彼だったのだ。

　すぐに彼だと，私は察しがついた。セリーヌが特徴を書いて寄こしていた通りだった。

　私は，麻
ま

痺
ひ

の発作に襲
おそ

われたかのように立ち止まった。その男は私を直視したが，私が受けた

印象は，背筋が寒くなると同時にゾクッとするような魅力だった。私は身動きせずに佇
たたず

んで彼を

眺
なが

めていたが，まるで蛇
ヘビ

が背中を這
は

っているかのようなゾクゾクする寒
さむ

気
け

を感じていた。

　〈こんばんは〉― 彼は云った ―〈誰かをお捜
さが

しですか？〉

　奇妙に柔
にゅう

和
わ

な低い声だった。

　〈ええ。〉― 私は口ごもった ―〈捜
さが

しているのは…セリーヌ・マルシャディエの消
しょうそく

息を…掴
つか

みたくて。〉

　一瞬の沈黙。やがて，その男は一歩こちらへ近寄った。

　〈別荘へお越し下さるつもりであれば…〉― 彼は云った ―〈お教えできますとも。〉

　私は叫び声をあげて，逃げ出したくなった。私は，すでにこの悍
おぞ

ましい人殺しの狂人に追いか

けられて，叫びながら人気のない道を走ってゆく自分の姿を思い描いていた…彼は，蠟
カタレプシー

屈症患

者 5） のように私が身動きしないように睨
にら

みつけていた。私は，話すことも動くことも出来ない状

態だった。

　彼は，藪
やぶ

から棒に私の片腕を一方の手で掴
つか

んだ。まるで夢
ソムナンビュリズム

遊 症  6） の女のように，私は彼に

付き従った。

　彼とあの屋敷に閉じ籠
こも

った時に感じた気分は話したくない。私がセリーヌのことをもう一度訊
たず

ねると，彼は云った ―〈ひとまず食事にしましょう〉と。
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　彼自ら夕食の準備をしてくれ，笑いながら〈学生向けですが〉と云った。

　〈お嬢さん，この種の冒険がお好きですか？〉

　そして，私は内心こう考えていた。

　《私を始
し

末
まつ

するのは何
い

時
つ

なのだろう？ その手段は？ …いきなり首を掴
つか

んで，絞
し

め殺すのかし

ら？ あるいは，用意してくれた葡
ワ イ ン

萄酒に，すでに睡眠薬か毒薬を入れたのかしら？ …》

　そうした間も，彼は私に話しかけていたが，それがとりとめもない話題だった。

　私の方は，彼をジッと見つめていた…眼を離さずに。その黒い神経質な手を見つめて…その両

手がセリーヌの華
きゃ

奢
しゃ

な首のまわりにかけられている有
あり

様
さま

を思い描いた…

　すると，彼は彼女のことを語り始めた。彼女は米
アメリカ

国に発
た

ったと云う…

　そのことばを聞くと，私は臓
ヒステリー

躁症発作のようなものに襲われて，痙
けい

攣
れん

性の笑いがこみ上げ，激

しく吹き出してから，すすり泣きをした。ランドリュは，吃
びっくり

驚した様子で，私を眺
なが

めていた。

　彼はいきなり立ち上がると，隣接した部屋 ― それが台
キッチン

所だったが ― へ行って，小さな酒
グラス

杯

に入った薬
リキュール

用酒を一杯もって戻ってきた。

　〈飲みなさい。〉― 彼は命じた。

　私はまだ笑っていた。歯はガチガチと鳴っていた。全身が，ブルブルと激しく震
ふる

えていた。彼

の手から酒
グラス

杯を取って，咄
とっ

嗟
さ

に彼を見
み

据
す

えながら訊
たず

ねた。

　〈毒薬なの？〉

　彼はハッとした。私は，その眼差しに驚
きょうがく

愕と狂気の光を認めた。

　〈あるいは…〉― 私はすすり泣きをしながらも笑って，続けて云った ―〈あるいは絞
し

め殺

すつもり？ そうよ…そうなのだわ…瀝
ピッ チ

青塗りの細
ほそ

紐
ひも

で，私を絞
し

め殺すのでしょう。2匹の犬と

あの猫を絞
し

め殺したように？ …〉

　彼は勢いよく前進すると，私の両手を握
にぎ

った。彼の恐るべき顔が，私の顔のまじかに接近した

…とうとう 最
さい

期
ご

の時が到来したと感じた。これこそ最
さい

期
ご

だとの思いが，パッと閃
ひらめ

いた。望み通

りの変死，破
は

天
てん

荒
こう

な最
さい

期
ご

…

　私は彼に向かって，それを口にした。彼に面と向かって ― おそらくそれだけが自分を救って

くれる手段と本能的に実感して ― 死にたい…それも殺し屋の正体を百も承知している彼の手で

喉
のど

を掻
か

っ切られて死にたいと叫んだのだった。

　〈殺して！ ひと思いに！ …このような死にざまでなければ！ 首に手をかけて…グッと力を

入れなさい！ 絞
し

めるの！ 肉に爪
つめ

を食い込ませて…〉

　そして，私は官能の歓
よろこ

びに喘
あえ

ぎ声を上げた。

　彼はギョッと眼を見張って，後ずさりした。

　〈何て女だ！ 手に負えない！〉― 彼は大きな声で云った ―〈ああ，困った女だ！ …〉

　私は救いを実感した。自分に対する情熱に似た何かが，その悍
おぞ

ましい男の中に芽
め

生
ば

えるのを感

じ取った…

　外は，すっかり夜の帳
とばり

が下りていた。しかも雨が降っていた。庭園にザーッと雨水が流れる音
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や，広壮な邸宅の周囲をビューっと風が舞う音が聞こえた…凶悪な存在は，その悪魔的魂の深
しん

淵
えん

を私に露
あら

わにしていた。

　彼は項
うな

垂
だ

れた格
かっ

好
こう

で，細く黒い手で髭
ひげ

を撫
な

でながら小声で話した。

　〈私のことを解
わか

ってくれたのは君だけだ！〉― 彼は呟
つぶや

いた ―〈女と見ると，他の男なら

《あの女は性
セックス

交中には，どのような姿
ポー ズ

態をとるのだろう？》と自問自答することはご存じの通り

だが，私はそうじゃない。女を見ると，私は《どのような状態になるのだろう…死に際して

は？》と自問自答する。女は必死でもがき，絶叫して噎
む

せ返るのだろうか？ あるいは，痛めつ

けられた仔
こ

犬
いぬ

のように，キャンキャンと鳴き声を上げながら，身を捩
よじ

るのだろうか？ …気に

入った女の最
さい

期
ご

を是非とも見届けなければとの思いが，私に熱狂のように，慾
よく

動
どう

の発作のように

生じて…〉」

　話し手の女性は，恐
ホ ラ ー

怖譚を中断して，顔を覆
おお

った。豪
グランド・ホテル

華旅館の楽団は，《木
シャドウズ

蔭 Shadows》を呟
つぶや

くように演奏していた。

　私は，いきなりヒョイと立ち上がった。

　「よして！」― 私は叫んでいた ―「もうたくさん。聞きたくありません。」

　すると，その見知らぬ女性は立ち上がった。彼女の顔は土
つち

気
け

色
いろ

だったが，微
ほほ

笑
え

んでいた。

　「神経が細いのね。」― 彼女は云った。

　そうして，彼女は曖
あい

昧
まい

な微
え

笑
み

をたたえたまま私に会
え

釈
しゃく

して，旅
ホテル

館から出ていった。

　この出
で

遭
あ

いの最初の感動が去った今，私は自問自答してみる ―《ほんの一瞬だが，おそらく

私は怪物じみた人間の深
しん

淵
えん

を覗
のぞ

き込んだのでは？ …》

　あるいは，《朝
マタ ン

刊》紙編集局からやって来た例の女性は，物語作家なら…たぶん私の同僚であ

り好
ライヴァル

敵手なのでは？

　私には判らない。これからもたぶん判らないだろう。

　彼女のことを，名前だって私はまったく知らないのだもの。

VI.  恋の仲立ち…（ Galeotti.... ）
I.

　「…それから，眩
めまい

暈のような発作に襲われて，倒れないように何かに掴
つか

まっていなければなら

ないの。動
どう

悸
き

がして，息が詰まるような経験を時々する。場合によっては，急に心臓が停止して，

脈が飛んでしまうの…ほら！ 今だって…」

　そして，ヴィーリアは，スッと彼女の女友だちの方に細い手首を差し出した。その手首を，友

人は手袋をはいた指で挟
はさ

んで触れた。

　「感じるはずよ。10回 12回毎
ごと

に，脈が一度は飛ぶでしょ。一瞬，脈が 滞
とどこお

って，呼吸が出来

ないの。」

　「壱
いち

，弐
に

，参
さん

，四，五，…」― 女友だちは数える ―「あら，ほんとだ。途
と

絶
だ

える感じがす

る…」
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　「それに，他にも数限りない障害を抱えているの。時に，途
と

切
ぎ

れ途
と

切
ぎ

れにベースの低音域の耳

鳴りがすることがある。眼の調子も可
お

笑
か

しいときがある。眼の前に黒い揺
ユス

蚊
リカ

が飛んでいるように

見えるもの…」

　「まあ！ こうした病気すべての治療に何を服用しているの？」

　「でも…どうすればね。」― はっきりしないヴィーリアは，溜
ため

息
いき

をついた ―「医
ドクター

師は，沃
ヨウ

素
ソ

膠
コロイド

質溶液治療と高原滞在療法を推
すいしょう

奨してくれた。」

　束
つか

の間
ま

の沈黙が，心地よい広
サロン

間を支配した。洋
テーブル

卓の中央に活けられた大輪の躑
ツツジ

躅の花
はな

弁
びら

が，深
しん

紅
く

の天
ビ ロ ー ド

鵞絨の絨
じゅうたん

毯の上に幾
いく

つか散った。

　「ねえ，」― クラウディアは，伯爵家の紋
もんしょう

章に縁取られた黄
ゴールド

金の紙
シガレット

巻莨容
ケー ス

器を衣
ポケット

囊から出し

ながら云った ―「私の見る限り，貴
あなた

女が必要としているのは，もっと他のものよ。」

　「その治療を信用してくれないの？」― ヴィーリアはやや不安げに訊
たず

ねた。

　クラウディアは紙
シガレット

巻莨を一本選んでから，容
ケース

器で軽く叩
たた

いて，火を点
つ

けると，天井に向かって，

フウッと莨
タバコ

の煙を長く燻
くゆ

らした。

　「結
え

構
え

，結
え

構
え

。高原へ行って，沃
ヨウ

素
ソ

膠
コロイド

質溶液を服用するといいわ。」― クラウディアは云っ

た ―「でも，情
あいじん

夫も連れて行った方が良
よ

くってよ。」

　「何ですって？」― ヴィーリアは身震いをして大きな声で叫んだ。

　「その必要性を感じたはずよ。」― 女友だちは明言した。

　「情
あいじん

夫ですって！ そんなこと！ また，どうして？」

　「聴
き

きなさい，」― 平
リュ・ド・ラ・ぺ

和通りの緑色のトック帽を被
かぶ

った愛らしい顔を背
せ

凭
もた

れで支える姿勢を

とって，クラウディアは云った ―「だって，神
ノイローゼ

経症に効
きき め

能があるし，顔色を改善してくれ，性

格改善にも役立つもの。強
ト ニ ッ ク

壮剤を飲むように，試してみなければ。如
ど

何
う

したいの。沃
ヨウ

素
ソ

治療が有

効な年
ねん

齢
れい

なら，恋愛療法だって有効よ。」

　「皮肉たっぷりね。」― ヴィーリアは両手で顔を覆
おお

って，大きな声で云った ―「貴
あなた

女って，

本当に背
はい

徳
とく

的
てき

で恐ろしい女ね。」

　「そうかしら。」― クラウディアは云った ―「私って正直者で単純な女よ。周囲をご覧
らん

にな

れば，私の云っていることが正しいと納得するでしょう。愛された経験に乏
とぼ

しい女をご覧
らん

なさい。

酷
ひど

い干
ひ

乾
から

びようだから！」― クラウディアは脚
あし

を組んで，見
み

事
ごと

な靴
ストッキング

下の細い片
かた

脚
あし

をブラブラ

させた。

　「恐ろしいことを云うのね！」― 面
めん

喰
くら

ったような視線を女友だちに向けて，ヴィーリアは大

きな声で云った。

　「貴
あなた

女って，病
や

んで干
ひ

乾
から

びてゆくのよ。」― クラウディアは猶
なお

も追い打ちをかけた ―「だっ

て簡単でしょ，愛された経験が乏しいのだから。」

　「それは違うわ。私の夫は…」

　クラウディアは細い片手を挙げ，長い指を全部揃
そろ

えて，古代印
インド

度の偶
ぐう

像
ぞう

の厳
おごそ

かな仕
し

種
ぐさ

をして，

彼女のことばを遮
さえぎ

った ―「貴
あなた

女の檀
ハズバンド

那様の話はよして。貴
あな た

女のことを愛してくれているとおっ
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しゃりたいのでしょ。知ってるわ。でも，それはまったく別次元のお話ね。家族愛のことを問題

にしているのじゃないもの。」

　「分かってるわよ，ジーノが…ってことぐらいは。」

　クラウディアは老いた釈
ブッダ

迦の仕
し

種
ぐさ

をもう一度くり返した。

　「結婚して何年目かしら？ 確か，ルチャーナは 10歳になるわね。」

　「11歳よ。ジーノのお蔭
かげ

で，私は最高に倖
しあわ

せな女になって 13年にもなるもの。」― ムッとし

て，そう云ってのけると，ヴィーリアはやや蒼
あお

白
じろ

い口元を噤
つぐ

んだ。

　「ええ，承知しているわ。」― クラウディアは返事をした ―「ジーノが天
エンジェル

使だってことぐら

いは。だからといって，自然の普遍的法則に変化は生じない。生理学的にみて，恋愛感情という

ものは，用語本来の正確な意味からして，4年以上は持続することはない。とすれば，貴
あな た

女は 9

年この方，不完全で異
アブノーマル

常な生活をしていることになる。」

　「まあ，異
い

端
たん

も馬
バ

鹿
カ

も程
ほど

々
ほど

にして頂
ちょうだい

戴。」

　「馬
バ

鹿
カ

を承知で云ってはいないわ。これって，刀
ド ク タ ー

圭家のことばよ。巴
パ

里
リ

でも獨
ドイツ

逸でも阿
オ ラ ン ダ

蘭陀で

も研究生活を送って，何でも知っている神経病理学者がそう云っている。彼は研究室へ私を案内

して，亞
ア ル コ ー ル

爾箇保兒溶液に保存されている大脳標本を幾つか見せてくれたわ…ともかく，彼が確言

するところでは，神経細胞は 4年経過すると…神経線
せんいしょう

維鞘に…」

　そして，クラウディアは長々と科学的で具体的な議論を展開した。

　ところが，ヴィーリアは聴いていなかった。彼女は夢見るような眼
まな

差
ざ

しで，躑
ツツジ

躅の桃
ピンク

色の花
はな

弁
びら

が時々静かに落下する様子をジッと見
み

詰
つ

めていた。

　「おまけに，」― クラウディアは結論付けて云った ―「貴
あなた

女の周囲には，これといって実例

がないもの。ミリアム・ヴォーリをご覧
らん

。32歳だっていうのに，50歳に見えるわ。ジーナ・デ

ル・ボスコをご覧
らん

。なお若いのに，吝
け

嗇
ち

で，無
ぶ

愛
あい

想
そ

で，信心家ときている。カルロッタ・アッ

レーグリをご覧
らん

。私たちより若いのに，木
ミ イ ラ

乃伊みたいに干
ひ

乾
から

び切っているじゃない。みんな取り

返しのつかない不
ふ

倖
しあわ

せな女性ばかり。自分の姿を直視しなさい。そう，一度とくと鏡に映る自分

の姿を見てみるがいいわ。何て顔をしていることでしょう！ 恋を経験したことのない女性特有

の退
たい

屈
くつ

し切った顔をしているから。」

　ヴィーリアは笑った。彼女はつと立ち上がると，前に進んで暖
マントルピース

爐臺上の鏡に映る自分の姿を覗
のぞ

き見た。クラウディアは彼女に付いて行って，片腕で背
はい

後
ご

から抱きかかえるようにした。

　「正論だってことがお解
わか

り？ 貴
あな た

女には，面
おも

白
しろ

味
み

がない。味
あじ

気
け

ないのよ。生気のない眼つきだ

し，皮膚は弛
たる

んでいて，髪の毛に艶
つや

がない。貴
あなた

女の何
ど

処
こ

に生気や覇
は

気
き

があるの。こんな調子で歳
とし

取ると，5年もすれば，廃
はい

人
じん

同
どう

然
ぜん

ね。」

　ヴィーリアはまだ笑っていたが，底
そこ

抜
ぬ

けに陽
よう

気
き

な笑いではなかった。

　「で，私をご覧
らん

。」― クラウディアは続けて云った ―「どう，退屈な顔をしているかし

ら？ 私の髪の毛を見て！」

　「私が櫛
くし

で髪
かみ

を梳
す

くと，パチパチと音がして，火花が出るの。髪の毛の一本一本が，まるで
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電
バッテリー

池そのもの。ほら，この私の髪の毛！ …それに，私の口，ツルツルでしょ。レンツォ・ガリ

ンベルティがいてくれなければ，私だって今頃は皺
しわ

くちゃ婆
ばばあ

になっていたわ。レンツォの存在こ

そ，私にとって正
しょうしん

真正
しょうめい

銘の 美
アンスティチュ・ド・ボテ

容 院 ってわけ。」

　「そのレンツォ・ガリンベルティって？」― ヴィーリアは吃
びっくり

驚した表情をして，彼女をジッ

と見
み

詰
つ

めた ―「ご免
めん

ね！ …てっきり信じていたもの…私たちの誰もが信じていたもの，アル

シエーリ伯爵が…」

　「昨年，」― クラウディアは真
ま

顔
がお

になって云った ―「私がジューリオ・アルシエーリを情
あいじん

夫

に持ってから，丸 4年が経
た

ったの。そこで，私は彼と別れなければならなくなった。」

　「また，どうして？ あんなにも貴
あなた

女に尽くしてくれているのに。音楽という絆
きずな

があっても…」

　「その理由は云ったでしょ。刀
ド ク タ ー

圭家の理論なの。4年が経
た

っていたもの。だから，私たちの恋

愛療法の…効き目がなくなっていた。そして，ジューリオは治療法としても，強
ト ニ ッ ク

壮剤としても，

蠟
カタレプシー

屈症 5） 予防薬としてもお役目ご免
めん

だったもの。」

　「貴
あなた

女って呆
あき

れた女
ひと

ね！ 」― ヴィーリアは云った。

　相手は笑って立ち上がった。ヴィーリアは玄関口まで送って行った。

　クラウディアは敷居のところでクルリと振り向くと，女友だちの細
ほそおもて

面を両手で挟
はさ

んで，ジッと

彼女の眼を見
み

詰
つ

めた。

　「お願い，私のことを嫌
きら

いにならないでね。お願いよ。」

　「別に嫌
きら

いはしないわ。」― ヴィーリアは云った ―「ただ，貴
あなた

女が云ったことは忘れたいだ

け。」

　「いいわよ。」― クラウディアは応
こた

えて云った ―「色
いろ

香
か

も元気もなくなってしまった貴
あなた

女の

姿だけは見たくないわ。」

　そして，クラウディアは彼女の頬
ほほ

に 接
キ

吻
ス

してから別れた。

II.

　《色
いろ

香
か

も元気もなくなって…》― この気の滅入る科
せり ふ

白に何日もヴィーリアは拘
こだわ

っていた。鏡

を覗
のぞ

き込む度に，自分に向かって《お前は色
いろ

香
か

も元気も失
う

せてゆく》と云ったものだ。やがて，

日々のやりくりにかまけて気が紛
まぎ

れた。彼女はジーノの食事の用意をし，彼のために家の整
せい

頓
とん

を

し，ジーノの書類を整理しなければならなかった。ルチャーナの課
ホームワーク

題の心配をし，彼女を散歩

に連れ出さなければならなかった。散歩に出ると，決まって色
いろ

香
か

も元気も失
う

せてはいないと気付

くのだった。誰もが彼女に注目した。男たちの無
ぶ

遠
えん

慮
りょ

で執
しつ

拗
よう

な視線が彼女に注がれた。女たちは

彼女をジッと眺
なが

めては荒
あら

さがしをして，魚の目鷹
タカ

の目で品
しな

定
さだ

めをした。

　刀
ド ク タ ー

圭家が処方した沃
ヨウ

素
ソ

膠
コロイド

質溶液 7） ― クラウディアが嘲
あざ

笑
わら

った治療 ― は奇
き

蹟
せき

を起こした。

ヴィーリアは，心
しん

悸
き

亢
こう

進
しん

症 8） や不
ふせいみゃく

整脈 9） や眩
めま い

暈にもはや苦しめられることがなくなった。人生は

素晴らしく生きがいがあるように思えた。

　クラウディアは，夫を連れて細
シ シ リ ー

々里へ行ってしまった。ヴィーリアは，彼女を見かけなくなっ
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てホッとしていた。

　ある日のこと，彼女はレンツォ・ガリンベルティにヴィッラ・ボルゲーゼ公園で出
で

遭
あ

った。彼

は疾
しっ

走
そう

馬
ば

場
ば

の柵
さく

に凭
もた

れ掛かって，小走りに通り過ぎてゆく乗馬女性たちを眺
なが

めていた。クラウ

ディアが彼のことを《 美
アンスティチュ・ド・ボテ

容 院 》呼ばわりしたことをふと思い出して，急に笑いたい気分に

なった。

　ガリンベルティ青年は，彼女に気付くと，会
え

釈
しゃく

をした。やがて，彼は血色が良い笑
え

顔
がお

の彼女を

認めて，遠慮がちに近
ちか

寄
よ

ってくると，ご一
いっ

緒
しょ

させて頂いても宜
よろ

しいかと訊
たず

ねた。

　話題は，馬や社交界や現
モダン・ダンス

代舞踊のことだった。彼は，豪
グランド・ホテル

華旅館の演
コンサート

奏会に明
あ

日
す

行くつもりだと

云った。やがて，話題がクラウディアのことになった。すると，ヴィーリアは笑った。ガリンベ

ルティも微
ほほ

笑
え

んだ。

　ルチャーナは幼い女友だちと手を取り合って行
ぎょう

儀
ぎ

よく軽やかに，彼らの前を歩いていた。ガリ

ンベルティは女の子の素晴らしい髪の毛 ― 事実，長く縮
ちぢ

れた赤毛だった ― を観察して，

ヴィーリアの方を振り向いて，こう付け加えて云った。

　「ほら，華
きゃ

奢
しゃ

な女の子をご覧
らん

なさい。もう数年たらずで，貴
あなた

女に気を揉
も

ませることになるから

…」

　何
な

故
ぜ

だか分からないが，ヴィーリアはそうした観察に閉
へい

口
こう

気
ぎ

味
み

だった。そこで，彼女はそそく

さと退
たい

散
さん

しようとした。彼は一瞬スッと背
せ

筋
すじ

を伸
の

ばして，日
ひな た

向に頭を出して，彼女の片手を

ギュッと握
にぎ

った。

　「明
あ

日
す

，私と旅
ホテル

館〈エクセルシオル〉で昼食をご一
いっ

緒
しょ

して頂けませんでしょうか？」

　ヴィーリアは首を振った。

　「ともかく，…私は行くつもりです。」―《 美
アンスティチュ・ド・ボテ

容 院 》はそう云うと，意味ありげな眼
まな

差
ざ

しを向けた。

　ヴィーリアはルチャーナに声をかけてから，挨
あい

拶
さつ

して，帰宅の途についた。

　彼女は鏡を見ながら，帽子を脱いだが，自分のことを美しいと思った。そして，午後の間，顔

の按
マッサージ

摩を行っては，手と爪の手入れに余
よ

念
ねん

がなかった。7時になって，念入りに 化
け

粧
しょう

をし，今

まで着ることがほとんどなかった黄色と黒の衣装を纏
まと

った。（「まるで三
シャンペン

鞭酒の銘
めい

柄
がら

広
ラ ベ ル

告みたい

だ。」― 夫は彼女の姿を初めて見た時，そう云ってから，ルチャーナに解らないように仏
フ ラ ン ス

蘭西

語で，さらに付け加えて云った ―「とっても刺激的なお前には，そそられるよ。Tu es très 

troublante et émoustillante!」）

　ところが，その日の晩，ジーノは帰宅しなかった。彼は事務所から電話をかけてきて，これか

らリッチ宅へ赴
おもむ

いて，おそらく〈土地不動産信用〉に関心を持っている或
あ

る議員に会わなければ

ならないので，食事は待ってくれなくてよいと云ってきた。

　黄色と黒の服を着たヴィーリアは，ルチャーナと二人きりで食事をしたが，ルチャーナはダダ

をこねて泣いたりしたので，果
フルーツ

物が出る前に就
しゅうしん

寝させなければならなかった。

　ヴィーリアは部屋や広
サロ ン

間をしばし歩き廻っては，洋
ピア ノ

琴を少し弾
ひ

いてみたり，『伊
イ タ リ ア

太利新聞』を
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拾い読みしてから，料
コ ッ ク

理女に仕入の清算を任せると，黄色と黒の服を脱いで就
しゅうしん

寝した。彼女は，

人生とは空虚で退屈な制度なのだと独
ひと

り言
ごと

を云った。夜中に，またまた耳鳴りがして，心
しん

悸
き

亢
こう

進
しん

の発作に見舞われた。

　一方，ジーノはジーノで議員がまったく〈土地不動産信用〉に食
しょく

指
し

を動かしてくれなかったの

で，嫌になっていた。リッチ宅の料理が最悪で ― リッチ老人は英国で暮してきたので，いつも

印
インド

度カレー風味のソースを所望した ― ジーノはほとんど手を付けなかったし，食後のこなれが

はかばかしくなくて，暗い顔をして帰ってきた。彼がヴィーリアに慰めてもらおうと，彼女の部

屋へ行くと，彼女は起きていたが，冷淡で侮
ぶ

蔑
べつ

的な態度だった。おまけに，頭から議員の件を

疑っていた。

　「ちょっとお願いがあるの…議員ですって，それが何なの？ 議員の話などしないで。」

　「じゃあ，どのような話題でなければならないのかね？」― ネクタイを取りながら，ジーノ

は口ごもった ―「印
インド

度カレーのことでも？」

　ヴィーリアは背を向けると，枕に顔を沈めた。

　「リッチ夫人のことは知っています。臓
ヒステリー

躁症の女で，貴
あな た

方を戦
せん

利
り

品
ひん

扱いしたいのよ。貴
あな た

方は

チャラチャラして，彼女を元気付け，ご機
き

嫌
げん

をとっているじゃない…」

　印
イン ド

度カレーは，頂
いただ

けなかった。ジーノは扉
ドアー

をバーンと閉めて，部屋から出ていった。彼は，

浴
バスルーム

室に隣接する客
ゲストルーム

間へ行って寝ることにした。扉
ドアー

は開けたままにして，彼は就
しゅうしん

寝した。

　木
キ

蔦
ヅタ

で縁取られた窓から，夜中に〈刺し蟻
アリ

〉という物
もの

々
もの

しい名前の危険な蟲
むし

が一
いっ

匹
ぴき

入ってきた。

暗がりの中を，この蟲
むし

はグルグルと飛び回り，壁面のあちこちに頭をぶつけながら，止まっては

小さく邪
じゃ

悪
あく

な鋏
はさみ

を開
ひら

いたり閉
と

じたりした。浴
バスルーム

室に続く僅
わず

かに開いている扉
ドアー

の 帷
カーテン

の上を這
は

い

廻
まわ

ってから，遍
へん

歴
れき

を続行しつつ，陶
とう

板
ばん

製
せい

の壁だと歩くのに白
はく

堊
あ

の表面が滑
すべ

り易
やす

いことに気付いた。

冷たい陶
とう

板
ばん

を震
ふる

える鋏
はさみ

で探
さぐ

りを入れながら，歩く速
スピード

度を上げて，もっと居心地の良い避難先へと

走って下降した。それは海
スポンジ

綿の中で，ふんわりと気持ちよく，やや湿
しっ

気
け

ていて，暗い通路が沢
たく

山
さん

あった。慌
あわ

ててその中へ潜
もぐ

り込むと，無意識ながら二人の運命の裁
さい

定
てい

者
しゃ

よろしく，そこにどっか

と陣取った。

　翌朝，ヴィーリアは朝早く目覚めたが，すぐ眼を開けなかった。精神は微
まどろみ

睡の中に沈
ちん

潜
せん

したま

まで，彼女は朝の辛
つら

い生活に戻る時間を出来るだけ遅らせようとした。毎日の過酷な即
そく

物
ぶつ

的現実

に立ち戻るために，光仄
ほの

かな夢想から抜け出す気がしなかった。中庭で絨
じゅうたん

毯を叩
はた

く音や階上の住

まいで人が歩き廻る跫
あし

音
おと

や家具を動かす音を聞くと，彼女は気分が悪くなった。これといった訳

もなく，ただ漠
ばく

然
ぜん

と，彼女は目覚めるよりも眠っている方がましだと感じていた。まだ覚
かく

醒
せい

して

いない想念の底には，一日の始まりで自分を待ち構えている厄
やっ

介
かい

な事態を察
さっ

知
ち

する感性のような

ものが存在したのだった。

　イラつく絨
じゅうたん

毯の跫
あし

音
おと

は，執
しつ

拗
よう

に続いていた。隣の住居では，技師の娘がいつものように音
スケール

階練

習の手始めに，くり返し洋
ピアノ

琴の音合わせをやっていた。

　ヴィーリアは嘆
ため

息
いき

をつくと，眼を開けた。彼女は眼が覚めた。
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　思い出すだに不愉快になるのって，何だったっけ？ そうだ，ジーノだった。昨晩，ジーノは

食事に帰ってこなかった。そして，帰ってきても，つっけんどんで不作法だった。リッチ夫人が

…まさにリッチ夫人だった。そして，ヴィーリアだが，彼女は，馬
ば

鹿
か

みたいに，爪
つめ

を磨
みが

いたり，

お顔の手入れをしたり，髪の毛を巻き毛にしたりして午後の時間をやり過ごしていた。やがて，

夕べの時間まで，馬
ば

鹿
か

みたいに一人ぼっちで過ごしてしまったのだった。つまり，彼女は午後 4

時から真夜中に眠ってしまう時間まで，丸 8時間を無
む

為
い

にして化
か

した訳
わけ

だ。虚
こ

空
くう

に投げ込まれて，

奈
な

落
らく

の底に呑
の

み込まれてしまった。二度と取り戻せない 8時間を，彼女は生きずに過ごしたの

だった。何たる浪
ろう

費
ひ

，何たる無
む

駄
だ

使い！ 彼女の年
ねん

齢
れい

を考えると，そうした贅
ぜい

沢
たく

は許されないこ

とだった。彼女の年
と

齢
し

なら，人生の一時間一時間が貴重なもののはずだった。一日の三分の一を，

このように捨てて顧
かえり

みないことは不可能だった。…

　《その年
ねん

齢
れい

を考えると》― 憎
にく

たらしい文句だこと！ まだ人生をやり始めていないかのよう

な云い方。本当に ― 他の人たちなら，きっとそう云っただろうから ― 彼女は自分自身に《年
と

齢
し

を考えれば，こんなことはしない…あのようなことはしない》と云い聞かせなければならな

かった。

　溺
おぼ

れかかっている人が咄
とっ

嗟
さ

の本能として救命板に手を伸ばすように，彼女は思いをジーノに馳
は

せた。ジーノは善良だった。ジーノは彼女を愛していた。ジーノだったら，彼女のことをいつま

でも愛してくれただろう。リッチ夫人のことは，ジーノにまったく興味がなかった。時々，

ちょっぴり痛い目にあわせて，ちょっとした悶
もんちゃく

着を引き起こしたい必要を感じた折に，偶
たま

にしっ

ぺ返しをするには，ヴィーリアに対する口
こう

実
じつ

としてリッチ夫人が役立ったに過ぎなかった。

　ヴィーリアは急いで起き上がると，服を着た。

　ジーノは自分の寝
ベッド

床でなかったのでよく眠れなかったし，議員やカレーやヴィーリアの不公平

を思い出すと胸
むな

糞
くそ

が悪くなった。彼はいつもより遅
おそ

い時間に起き上がって，腹立たしい気分で，

そそくさと浴
バスルーム

室に入っていった。すると，すでに風
ふ

呂
ろ

が用意されていて，瓦
ガ

斯
ス

暖房も効
き

いてお

り，化
オーデコロン

粧水の瓶
ビン

が手の届く処
ところ

にあったので，すぐさま彼の怒りは鎮
しず

まり解
かいしょう

消した。ヴィーリアは

後
こう

悔
かい

していたし，尊敬に値する償
つぐな

いをしてくれていた。ヴィーリアは天使だった。リッチ夫人は

手におえない女
ひ

性
と

だった。彼のために印
インド

度カレーやなお一層印
インド

度的な議員を用意したリッチ夫人

は，もうご免
めん

だ。

　ジーノは上
ス リ ッ パ

履きを，まるでそれがリッチ夫人でもあるかのように遠くへ蹴
け

飛
と

ばし，寝
パ ジ ャ マ

間着を，

まるで議員ででもあるかのように脱ぎ捨てた。彼は入浴を済
す

ませた後で，ヴィーリアのところへ

行って，両手に口づけし，愛の言葉を述べる決心をした。

　例によって彼は入浴する前に，海
スポンジ

綿を掴
つか

んで湯につけ，それを顔にあてがった。急に彼の頬
ほほ

の

上を何かかが走ったように感じた。彼は手で顔を叩
たた

いた。得体の知れないものは，髯
ひげ

やもう一方

の頬
ほほ

の方へと走った。いったい何だったのか？ ジーノは鏡の中を覗
のぞ

き込んだ。それは《鋏
はさみ

》

だった。海
スポンジ

綿から出てきた一匹の刺
さ

し蟻
アリ

だった。

　「不
ふ

潔
けつ

！」― ジーノは海
スポンジ

綿を放り投げながら叫んでいた。そして，耳の方へ走って行こうと
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する蟲
むし

を襟
えり

首から振り払おうとした。ジーノは，素
す

肌
はだ

が突っ張るような感じがした。不快感を

持っただけでなく，彼は不安にもなった。老家
メ イ ド

政婦がかつて彼に語ってくれたが，その蟲
むし

が耳に

侵入すると，人は発狂するのだそうだ。そのゾッとする話は，彼には忘れられないものだった。

　不
ふ

潔
けつ

な昆
む

虫
し

は何
ど

処
こ

へ行った？ 消えてしまったぞ！ 何
ど

処
こ

にいっちゃったのだ？ ジーノは耳の

中を指でほじくった。彼は盛んに罵
ののし

りのことばを並べて，素
す

足
あし

で地
じ

団
だん

太
だ

を踏んだ。家
メ イ ド

政婦を呼ぼ

うと呼び鈴
りん

を鳴らし，締
しめ

切った扉
ドアー

越
ご

しに叫んでいた。

　「この家は豚
ブタ

小
ご

屋
や

だ。それに，蟲
むし

だらけの海
スポンジ

綿ときている…これは恥
はじ

だ。」

　彼は入浴もせず，ヴィーリアの両手に口づけもしなかった。彼は，ヴィーリアがルチャーナ

共々珈
コーヒー

琲を飲もうと待ち構えている 食
ダイニングルーム

堂 へも入って行かなかった。家の出口の扉
ドアー

をバタンと

閉
し

めて，彼は外出すると，喫
バ ー ル

茶店で恨
うら

めしい珈
コーヒー

琲を飲んだ。

　正午になって，彼は心
しん

機
き

一
いっ

転
てん

大
おと な

人しく帰宅した。ヴィーリアは留
る

守
す

だった。

　ウルウルの泪
なみだ

眼をした髪の毛がバサバサのルチャーナしかいなかった。母親は晩までには帰る

と云い残して，11時に出かけてしまっていた。

　刺
さ

し蟻
アリ

は，その使命を果たすと，浴
バスルーム

室の下で熱気を帯びた昼間をやり過ごし，夜になって外

に出て木
キ

蔦
ヅタ

の処
ところ

に舞い戻
もど

った。やれ自分の時間が到来と思いきや，その蟻
アリ

は一羽の仔
こ

雀
スズメ

に啄
ついば

まれ

てしまった。

註および参考文献

　本稿で使用したテキストは，Annie Vivanti ［Anne George Marion Vivanti］ （1866‒1942）, Gioia!

（Firenze, R. Bemporad e figlio 1921）で，本短編集所収の『輝く妖
フェアリー

精』，『ランドリュに殺されな
かった女』，『恋の仲立ち』と題する第 4篇から第 6篇（95頁から 134頁まで）の 3篇を本邦初訳
として試みに邦訳・紹介してみた。
　アン・ジョージ・マリオン・ヴィヴァンティは，ロンドンに生まれた完璧な英語・イタリア語
両
バイリングアル

言語作家。父親はオーストリア軍からガリバルディ一派として死刑の宣告を受け亡命生活を
送ったアンセルモで，母親アンナ・リンダウはユダヤ系のドイツ人。（スイス，米国，英国と）旅
に明け暮れる不安定な少女時代を経験する。ジョージ・マリオンの筆

ペンネーム

名で英国文壇に初
デ ビ ュ ー

登壇し，
やがてローマの雑誌《ドン・キホーテ》の寄稿者になる。1887年，オペラ歌手を目指す決心をし
てイタリアに移住し，歌唱と外国語の教授職に就く。様々な努力を重ねた後で反

ボ

故
ツ

にされてきた詩
集『抒情詩』（1890）によってイタリア文壇に初

デ ビ ュ ー

登壇する。トレヴェス書
しょ

肆
し

が出版の条件として詩
人の紹介を義務付けていたので，カルドゥッチが序文を書いた。カルドゥッチは，「僧

ぼう ず

侶と女は詩
に不向き」とする自身の信念に叛

そむ

いて，それを承諾したのだった。このようにして，アニー・ヴィ
ヴァンティの成功は始まるが，すでに老境の詩人は，彼女の若さと美貌にすっかり魅了されて，彼
女にしきりと書簡をしたため，文学界に推薦する。事実，彼の最良の抒情詩の何篇かは彼女に捧げ
られている。ふたりのあやしい関係は物議を醸した。1892年，アニーは，自伝的な蓬

スカピリアトゥーラ

髪 派風長
編小説『カフェ・コンセールの芸人マリオン』を出版する。米国人記者ジョン・チャターズと知り
合って，結婚し，米国へ移住するが，カルドゥッチとは頻繁に文通を続けた。定期的にイタリアに
戻って来てはいたが，やがて定住するにいたる。ユダヤ系の血を引いている廉

かど

で弾圧を受け，第二
次世界大戦中は，他の英国市民たちとともにアレッツォに軟禁されていた。しかし，彼女にとって
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最大の痛手は，ロンドン空襲による天才的ヴァイオリニストだった娘ヴィヴィアン・シャルトルの
非業の死（1941年）だった。やがてトリノに移り，1942年 4月 20日，困窮のうちに亡くなる。幾
篇かの長編小説を残したが，そこに批評家たちはどのような文学的モデルにも属さない直

ちょくせつ

截的で自
発的で理想的な女

フェミ ニ ズ ム

性解放の姿勢を認めている。

1） Anton Diabelli（1781－1858）当初M.ハイドンに作曲を師事して，J.ハイドンの後押しで音楽
教師をしながら音楽出版に従事した。家庭用練習曲集『ピアノのためのソナチネ Sonatine』
op. 151，op. 163，op. 168や『ピアノ連弾用ソナチネ曲集 Sonatine』op. 24‒1，op. 24‒2，op. 54，
op. 58，op. 60および『旋律的練習曲集Melodische Übungsstücke』op. 149が知られている。
ディアベッリ当時のウィーン・アントン・ヴァルター（1752－1826）社製ピアノの音色を知ら
なければ，ニューヨーク・スタインウェイ社製現代ピアノでいくら練達の名人の演奏を聴いて
も意味がない。軽いアクションのアントン・ヴァルター社製ピアノは，歯切れのよさと奥行あ
る響きを特徴とする。

2） Carl Czerny（1791－1857）ロマン派初期様式の開拓者にしてピアニストのヴィルトゥオーゾ。
ベートーヴェンに師事して，F. vonリストや S.タールベルクなどを門下生として輩出。ピア
ノ練習曲集『熟練の手引き Die Schule der Geläuftigkeit』op. 299『ヴィルトゥオーゾの手引き
Die Schule der Virtuosen』op. 365『指使いの技法 Die Kunst der Fingerfirtigkeit』op. 740『技
巧の練習曲 Die Schule der Geläuftigkeit』op. 849で知られている。美しい音色で評判の 19世
紀ウィーン・シュトライヒャー一族のピアノで，チェルニー時代の響きを知る必要がある。

3） Johann Baptist Cramer（1771－1858）ムーツィオ・クレメンティ（1752－1832）にピアノを師
事，パリで暮した後，ロンドンに定住して優れたピアノ教師として名声を博した。練習曲集
『実践的ピアノ教本 Grosse praktische Piano-Shule』全 5巻など多くの作品がある。英国ブロー
ドウッド社製ピアノで，高均一な音色とダイナミズムを特徴とするクラマー時代の響きを聴か
なければ意味がない。

4） Fryderyk Franciszek Chopin（1810－1849）フランスのピアノ製作者カミーユ・プレイエルの
名器でショパン時代の響きを現代によみがえらせた CD『浜松市楽器博物館コレクションシ
リーズ 10ノクターン』を聞けば，ニューヨーク・スタインウェイ社製現代ピアノによって一
掃されてしまったショパン芸術の神髄に触れることができる。

5） 蠟
カタレプシー

屈症（強梗症）catalepsy［G. katalepsis < kata, down＋lepsis, seizure］四肢がさまざまな位置
にしばらくの間固定されてしまう蠟

ろうようごうちょく

様強直の状態のことで，刺激に対して無反応・無言・無活
動となる。特にカタトニー性統合失調症などの精神病で起こる。

6） 夢
ソムナンビュリズム

遊 症 somnambulism［L. somnus, sleep＋ ambulo, to walk］ somnambulance, oneirodynia 

activa複雑な運動性行為も絡んだ一種の睡眠障害で，主として夜中の前半の三分の一ぐらいま
でに起こり，急性眼球運動期には起こらないとされている。

7） 沃
ヨウ

素
ソ

膠
コロイド

質溶液 Jodarsol　伊
イブキジャコウソウ

吹麝香艸の葉に含有される結晶性フェノールを沃
ヨウ

化した膠
コロイド

質状溶液
（沃
ヨウ

化チモール thymole iodide［thymolis iodidum］（C6H2CH3C3H7OI）2）
8） 心

しん

悸
き

亢
こう

進
しん

症 palpitazioni（動
どう

悸
き

tachysystole, palpitation, Herzklopfen）心臓の拍動を自覚する状
態のことで，心拍数の増加ないし心拍の増強や不整脈が原因の場合もある。症候性と器質的心
疾患性，薬剤や酒，莨，珈琲の過剰摂取および不安神経症由来などに分類される。

9） 不
ふせいみゃく

整脈 aritmie, arrhythmia, pulsus irregularis　健常者では心拍数は毎分70前後で，ペースメー
カーの洞結節の興奮が両心房と心室に刺激伝導系により伝えられ極めて規則正しい調律すなわ
ち正常洞調律を示す。緩急は交感神経と迷走神経によって調節されるが，何らかの原因によっ
て正常洞調律以外の心収縮や調律を呈するものを不整脈と称する。一般に心電図により原因は
判明する。
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小倉貴久子著『カラー図解　ピアノの歴史 ― 作曲家が愛した当時のピアノで奏でる CD付』河出
書房新社 2009

南山堂『医学大辞典　MANZANDO’S Medical Dictionary』MANZANDO Co., Ltd. Tokyo 1985

『最新　医学大辞典　ISHIYAKU SHUPPAN’S Medical Dictionary』医歯薬出版株式会社 1990

『ステッドマン医学大辞典 STEDMAN’S English-Japanese Medical Dictionary』（株）メジカル
ビュー　Medical View社 2004
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影　浦　亮　平 本学嘱託研究員 哲学
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機関誌執筆規程
 （平成 9年 10月 25日制定）

1  ．投稿資格者は，京都外国語大学，京都外国語短期大学の専任教員及び国際言語平和研究所
（以下「研究所」という。）の客員研究員，嘱託研究員のみとする。ただし，依頼原稿で機関誌
編集委員会（以下「委員会」という。）が特に認めた場合は，この限りではない。

2  ．依頼原稿とは，次の場合をいう。
 ⑴  機関誌を特集号として編集，刊行する際，既に優れた実績を有する学外の研究者に，委員
会が原稿の執筆を依頼した場合

 ⑵  本学の卒業者で非常勤講師として勤務している，将来に優れた業績を期待し得る研究者に，
委員会が学科推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

 ⑶  優れた実績を有する本学職員に，委員会が原稿の執筆を依頼した場合
3  ．原則として，『研究論叢』は語学，文学関連分野等の，『COSMICA』は地域研究及びその他
の関連分野等の機関誌とする。

4  ．原稿は，未発表の学術論文又は学術資料に限る。なお，原稿の分類，配列は
 ⑴ 研究　⑵ 資料・翻訳　⑶ 研究ノートとする。
5  ．原稿の採否は，すべて委員会が決定する。なお，原稿は採否にかかわらず原則として返却し
ない。

6  ．原稿は，本学機関誌原稿執筆要領に従って執筆された完全原稿でなければならない。ただし，
専門分野によって縦組みを必要とする場合は，縦書き原稿とする。

7  ．原稿の掲載は，当該年度の投稿論文数，その他の事情により次号に繰り越す場合がある。そ
の場合は，委員会は投稿者に連絡し協議するものとする。著しい長文及び特殊印刷の場合，委
員会は，執筆者との協議を通じ，内容の変更を求めることができる。

8  ．原稿の編集著作権（翻案権）は本学に属し，著作を電子化して公開利用等に供することがで
きる。

9  ．原稿の体裁の統一，活字の指定，記載順序の決定等は委員会において行なう。
10 ．校正は執筆者に依頼するが，期限内に返送しなければならない。
11 ．執筆者には抜刷 50部を進呈する。それ以上の部数を必要とする場合には，執筆者の自己負
担とし，必要な部数を投稿締切日までに申し込まなければならない。

12 ．原稿申し込み期限は 7月 31日，原稿提出期限は 9月 30日とする。ただし，『研究論叢』が
年 2回刊行される場合，2回目の投稿申し込み期限は 1月 31日，原稿提出期限は 3月 31日と
する。

13 ．原稿の提出先，校正原稿の返送先は研究所とする。
14 ．この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会で決定する。
15 ．この規程の改廃は，委員会の議を経て，これを行う。

   附　則
1．この規程は，平成 15年 7月 3日から施行する。
2  ．本規程の施行により，機関誌投稿規程（昭和 34年 4月 1日，平成 6年 4月 1日）は廃止す
る。

   附　則
　この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。
   附　則
　この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。
　（平成 15年 7月 3日改正，平成 17年 4月 14日改正，平成 22年 2月 25日改正）
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De l’Empire latin en tant qu’Etat universel et homogène ……………………………… Reimon SAKAI

Eine Sprache mittels einer anderen Sprache verfremden.
 ― Yoko Tawadas Exophonie und Sijong Gimms Wieder-Übersetzung
  ………………………………………………………………………………… Shigehito SASAKI

Imigração portuguesa para o Brasil no século XIX ………………………………………… Akihito ITO

Things, otherness and sacrality in Heidegger’s concept of fourfold …………… Andrea LEONARDI
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（References・Translations）
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