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はじめ に
十九世紀フランスの詩人にして作家、シュルレアリスム
の先 駆者とし て再評価 されたジェ ラール ・ド・ネル
Surréalisme

ヴァ ル
は 、 一八〇八 年ナポレ オン・ボナ パル
Gérard
de
Nerval
ト
に 従軍し ていた医師の 子として生 まれ
Napoléon Bonaparte
た。 同行した 母はほどな く病没 したため、 亡き母の 面影を生 涯
追い求め ることにな った。ま た、幼い 頃に過ご したヴァ ロア地
方の思い出と、大叔父の蔵書から得た神秘主義の知識が
こんぜんいったい
渾然一体となって、ネルヴァルの文学を生み出す源泉となった。
生 前のネル ヴァルは、 ヨハン ・ヴォルフ ガング・ フォン・ ゲ
ーテ Johann Wolfgang von Goethe
の 『ファウスト』 Faust
第一 部

を フランス語 に翻訳 し、実力は ゲーテか らも認めら れていた と
いう。一 八四一 年初めて狂 気の発作 に襲われ る。翌年、 古代文
明 を探究する ため、 カイロ、ベ イルート 、コンス タンチノー プ
ル（イ スタンブ ール）を 旅した。し ばらく売 文生活を 送るが、
一八四九年頃 から入 退院を繰り 返すよう になり、 夢と現実の 間
をさま よいなが ら、理性 がよみがえ った合間 に、詩や 小説、旅
行記を発表 していっ た。
ネル ヴァルの 重要な作 品の大半は 、死が差 し迫りつ つある時
期に書かれた。一九五一年の『東方の旅』 Voyage en Orientに

始 ま り、 死 の 前 年の 五 四 年に は 、「 シ ル ヴ ィ 」 Sylvie
な どを含
む短編集『火の娘たち』
、「 廃 嫡 者 」 EL
Les
Filles
du
feu
などを含む『幻想詩篇』 Les Chimères
を 発表 し
DESDICHADO
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た。遺作となった『オーレリア、あるいは夢と人生』 Aurélia ou
は 、一九五五 年に前半 が生前に 、後半が 死後に
le rêve et la vie
発表 された。
ここ では、僕 自身が実 際に読んで 感じたこ とを、思 いつくま
まに記す ことにしよ う。オリ エントを 旅した長 大な旅行 記『東
方の 旅』には 、実際に中 東で見 聞きしたり 、書物か ら得た膨 大
な知識が 詰め込まれ ており、 それを十 分に鑑賞 するため には、
ネル ヴァル自 身に匹敵す る知識 が必要だろ う。評価 の高い『 幻
想詩篇』 にしても 、背景とな る知識 がなければ 、象徴的 な詩句
に込 められた 意味を知 ることは できない 。
最初に 「シルヴ ィ」や『オ ーレリ ア』につい て触れた のは、

いりさわやすお

若 い頃から愛 読して いたからと いうだけ でなく、ネ ルヴァル の
全作品の中で、もっとも重要な作品だと考えられるからである。
「 シルヴィ」 を翻訳 で読むなら 、入沢康 夫氏のも のをお勧め す
る。ネ ルヴァル の繊細な 言葉遣いが 美しい日 本語で再 現されて
いのうひさし
い る 。『オ ー レリ ア 』 に 関し ては 、膨 大 な 注 釈 が つい た 稲 生 永
訳 を ま ず読 ん だ。 そ れによ っ て 、『オ ーレ リ ア 』 とい う 難 解 な
しの だ ち わ き
作品の理解 を深める ことがで きた。その 後、篠 田知和基訳 も読
んで みた。こち らは注釈 がないの で、作品に 集中し て読むこと
ができた 。ネルヴァ ルの作品 を鑑賞する ために は、注釈を 見な
がら の精読と、 本文のみ の味読が ともに大切 である 。
続いて触れた「緑の怪物」 Le Monstre Vert
は 、僕が 初めて読
んだ ネルヴァ ルの短編で 、しか もフランス 語でだっ たので、 強
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あるい は社会主 義の先駆 者たち』

烈な印 象を若い 心に刻ん だ。ごく短 い作品な ので、自 分自身で
も翻訳して みたほど 思い入れ がある。
ネル ヴァルに は『幻視 者
と い う奇妙な 題名
Les Illuminés ou les precurseurs du socialisme
の 伝 記 集が あ る 。 こ の中 で 日 本人に 知ら れ て いる の は 、『 悪 魔
の恋』 Le Diable amoureux
を書いたジャック・カゾット Jacques
と、魔術師のアレッサンドロ・ディ・カリオストロ
Cazotte
、『ニコラ氏、または解き明かされた人
Alessandro di Cagliostro

間の 心』
の レチ フ
Monsieur
Nicolas,
ou
Le
Cœur
humain
dévoilé
・ド・ラ・ブルトンヌ Restif de La Bretonne
ぐ ら いではな いか 。
この 中でフラ ンス革命 について 語り、自 身も処刑台 の露と消 え
たカゾッ トにつ いての記述が 、僕の 心をもっと もとらえ た。

そ のほか、 神秘主義 と詩人の 関わりや 、ネルヴァ ルとマル セ
ル・プル ースト
の テキス ト比較、 無意識の 世界
Marcel Proust
を 探究する方 法につ いてのエッ セイも収 録した。 ネルヴァル の
時代とは異なり、現代では夢の世界は、方法さえ誤らなければ 、
より安全に探 究でき るようにな ったが、 狂気の世 界と隣り合 わ
せであ ることは 、やはり 忘れてはな らないだ ろう。
二〇 一七年八 月八日
髙野敦志
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ネルヴ ァルの 「シルヴィ 」につい て
夢と 現実の間 で揺れる 心は、文学 にとって 永遠のテ ーマであ
る。夢の 世界に生き てきた子 どもが、現 実の社 会とぶつか るこ

ふけ

とで 、青春期の 苦悩が生 まれるわ けだが、大 抵の人 間は現実し
か見えな くなってい く。いつ までも純 真な魂を 持ち続け 、若者
のよ うな夢想 に耽る人間 は、あ いつは詩人 だよと、 皮肉交じ り
で呼ばれ るようにな る。
ジ ェラール・ ド・ネル ヴァルは 、まさしく そうし た詩人であ
の
り、最後 は夢の世 界に呑み込 まれて 、首をくく って死ん だので
ある 。死の直 前に書か れた『オ ーレリア 』は、神秘 的な美し さ
にあふれ ている が、狂気と死 の影を 感じるから 、人によ っては

受 け付けない だろう 。しかし、 短編集『 火の娘たち 』に収め ら
しょうけい
いだ
れた 「シル ヴィ」 は、子 供の 頃や青春時代に憧 憬を抱く者 な
ら 、誰でも心 を打た れるに違い ない。
語り手の私はパリで出て、女優オーレリーに入れあげている。
帰ってベッド に入る と、寝入り ばなに幼 い頃の記 憶がよみが え

まつえい

ってく る。幼友 達のシル ヴィのこと しか心に なかった のに、ア
ドリエンヌ という美 しい金髪 の女の子に 心を引 かれる。彼 女に
は王 家の末裔の 血が流れ ていたこ とに、村娘 のシル ヴィにはな
い高貴な 美しさを感 じたのだ ろう。
やが て帰郷し た私は、 美しい女性 となった シルヴィ と再会し
て心を躍 らせる。シ ルヴィと なら結婚 してもい いと感じ る。あ
る日 、シルヴ ィの年老い た伯母 の家を訪れ た二人は 、伯母の 衣
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めい

装箱から結婚衣装を見つけ出す。シルヴィはそれを身にまとい、
私は狩場番人の花婿衣装を着て、いきなり伯母の前に姿を現す 。
伯母 は自分自身 の若かっ た頃の姿 を姪のシル ヴィに 見て、懐か
しさに涙を流す。私とシルヴィはその日限りの花婿花嫁となる 。
私は優柔 不断なま まで、求 めれば結婚 できた はずのシル ヴィ
を放 っておく 。かつてア ドリエ ンヌが現れ た場所に シルヴィ を
連れて行 き、アドリ エンヌの 幻と現実 のシルヴ ィが一つ である
ことを語ろうとするが、シルヴィにはすでに恋人ができていた。
ちきょうだい
私の乳兄 弟にあた る青年だっ た。
女 優オーレ リーと交際 し始め た私は、ア ドリエン ヌとの思 い
出の場所に連れて行き、幼い頃に見た幻について語る。しかし 、

オ ー レリ ー は 憤 然と して答 え る 。「 あ なた が 求 め てい ら っし ゃ
るのはド ラマよ 」アドリエ ンヌの影 を、オー レーリーに 求めて
い るに過ぎな いとい うことを、 女優に見 抜かれて しまうので あ
る。
語り手の私 にとっ て、アドリ エンヌは 永遠の理想 であり、 イ
デアと も言うべ き存在で ある。現実 の幸せを 得ようと すれば得
られたはず なのに、 夢の世界 に生きたば かりに 、私はオー レリ
ーも シルヴィも 失うので ある。し かも、シル ヴィの 口から、修
道女とな ったアドリ エンヌが すでにこの 世を去 っているこ とを
知ら される。
この作品 には牧歌 的な美し さがある。 語り手 の私は現実 には
幸せ になれな かったけれ ども、 このように 美しい思 い出に浸 れ
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はぐく

ただけ でも幸せ である。 しかも、こ れはネル ヴァル自 身の体験
そのもので はない。 錬金術の ように、い ったん 過去の思い 出を
元素 レベル に還 元し、 そこか ら新たに 育 んだ幻の思い出 、こ
のように 有り得たか もしれな い夢なので ある。

参考 文献
ジ ェ ラー ル ・ド ・ ネ ルヴ ァ ル「 シ ルヴ ィ」（ 入沢 康 夫訳 講 談
社『世界 文学全集 ネル ヴァル ロートレ アモン』所 収）

ネ ルヴァル の『オー レリア』
夢を扱った文学は多いが、フィクションとしての夢ではなく、
作家自 身が実際 に見た夢 が、そのま まに近い 形で扱わ れている
ものは、それ ほど多 くないと思 われる。 というの は、そのま ま
の夢は 断片的だ し、前日 の出来事や ら、個人 的なこだ わりやら
が大部分で 、他人が 読んでも さっぱり面 白くな いからだ。 島尾
敏雄 に『夢の中 での日常 』という 本があるけ れども 、何だか灰
か け ろ ま じま
色の印象 しかない。 特攻隊の 隊員として 、加計 呂麻島で過 ごし
た体 験を記した 短編と比 べて、何 という淡泊 な描写 だろう。
フランス 後期ロマ ン派の作 家ネルヴァ ルが、 精神病を患 って
いた というの は事実であ る。錯 乱状態に陥 って、何 度も病院 に
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収容さ れている からであ る。その一 方で、錬 金術やエ ジプトの
神話にはまり、中東を実際に旅しただけではなく、ゲーテの『フ
ァウ スト』をフ ランス語 に訳し、 原作者のゲ ーテか らも賞賛さ
れている 。そのよう な詩人が 正気に戻っ た時に 、錯乱した 自分
自身 を分析しな がら、夢 の内容を 記したとい う特異 な記録が、
遺稿とな った問題作 『オーレ リア』な のである 。

つ

現 実の世界と 夢の世界 が、平行 して存在す ると仮 定してみよ
う。夢の 世界が現実 に流入し てきた時 、ネルヴ ァルは夜 空の星
を見 て、取り 憑かれたよ うに歩 き出す。ど こへ行く のかと友 人
に 問 わ れ 、「 オ リ エン ト の方へ 」 と つぶ や く 。 実 際の ネ ルヴ ァ
ルは 、現実か ら逃れよ うとして 服を脱ぎ 捨て、駆け つけた警 官
に取り押 さえら れそうになる と、超 人的な力が 出で来る ように

感 じて、大暴 れする のである。 外部の人 間から見れ ば、単な る
狂人に過 ぎず、 しまいに精 神病院に 閉じ込め られてしま う。し
か し、正気が 戻ると 退院を許さ れて、幼 時に育っ たヴァロア 地
はいかい
方を旅 したり、 パリの街 を徘徊した りしなが ら、短編 集『火の
娘たち』や『 オーレ リア』を書 いていく のである 。
この作 品は第 一部と第二 部に分け られ、前 半は生前に 発表さ
れている。 ここに登 場する夢 は、色のつ いた異 様な、生々 しい
映像 ばかりであ る。地球 の内部に 呑み込まれ ていっ た語り手の
私は、今 は亡き人々 と再会を 果たし、人 間の魂 が死後も続 くと
いう 慰めを得る 。ドレス を着た女 性が腕を広 げると 、ルイス・
キャロル
の『不思議の国のアリス』
Lewis
Carroll
Alice's
み たいに 、彼女の体 が巨大 化してい
Adventures in Wonderland
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いばら

く。庭園自体 と化した彼女は 、私の手から逃れ てしまう。 茨
の中に女の 胸像を発 見し、そ こが墓地で あるこ とに気づい て、
私の 求めてきた 女性、オ ーレリア が死んだこ とを悟 る。
このオー レリアは 、エジプ トの女神イ シスと 、聖母マリア 、
ネル ヴァルが幼 い時に死 んだ母、 かつての恋 人でネ ルヴァルを
こんこう
捨てた後 に死んだ女 優、ジェ ニー・コ ロンが混 淆した女 性であ
る。 このオー レリアとの 再会を 求めて、私 は正気と 狂気の間 を
さまよう のである。
第一部 ではまだ、 夢の内容 を分析し ようとい う意識が 働いて
おり 、鮮明で 奇妙な夢 を楽しみ ながら追 っていく余 裕がある 。
しかし、 第二部 では正気が狂 気に打 ち負かされ つつある 。ヨハ

ネ の黙示録の ような 、世界の終 末を感じ させる陰惨 な空気が 漂
っている 。神話 的な怪物が 現れたり 、多くの 人が殺され る映像
がよぎったり。地球が軌道を外れてしまい、黒い太陽が現れて、
神さま である太 陽が死ん でしまった と思い込 んだり。 読んでい
るこちらも、 かなり つらくなっ てくる。 異様な緊 張がいつま で
も続い ていく… …。
どこかで感じたことがあるような…… 。芥川龍之介の「歯車 」
を読 んだ時の印 象に似て いる。息 詰まる空気 が、絶 え間なく胸
を締めつ けていくの だ。自殺 しようとし ている 人間が書く 文章
に 共 通し て いる 。 確 か に、『 オ ー レ リア』 の 語 り 手も 、 命 を 絶
とうとい う衝動に駆 られてい る。
結 末にオーレ リアと思 われる女 神が現れ、 試練の 終わったこ
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わすれなぐさ

とが告 げられる 。その時 に夢で見た 映像が「 記憶すべ きことが
ら」として、巻末にまとめられている。その中で印象的なのが、
ヒマ ラヤに咲く 小さな草 、勿忘草 である。私 を忘れ ないで、と
いう言葉 が耳の底に 響く。オ ーレリアの 声であ ると、解釈 する
こと も可能であ る。死が 避けられ なくなった 人間が 、死の恐怖
まつご
いや
を和らげ 、死と和解 するため の、末期 の癒しの ように思 えてな
らな い。死後 にオーレリ アと再 会できる、 という慰 めを得て 、
い し
ネルヴァ ルはついに 縊死する のである 。

参考 文献

ジ ェ ラー ル ・ ド ・ ネ ルヴ ァ ル「 オ ーレ リア 」（ 稲生 永 訳 講 談
社『世界 文学全 集 ネ ルヴァル ロート レアモン』 所収）
ジ ェ ラー ル ・ ド ・ ネ ルヴ ァ ル『 オ ーレ リア 』（ 篠田 知 和基 訳
思潮社 ）
島尾敏雄『その夏の今は・夢の中での日常』（講談社）
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ネルヴ ァルの 「緑の怪物 」につい て
僕が 大学で選 択した外 国語は、フ ランス語 だった。 一年生は
文法や簡 単な読み物 だけだっ たが、二年 生にな ると、いき なり
フラ ンス文学の 作品を読 まされた 。そのうち の一篇 が、ジェラ
ール・ド ・ネルヴァ ルの「緑 の怪物」 だった。 執筆され たのは
一八 四九年で 、死の六年 前であ る。
これが 初めて読む ネルヴァ ルの作品で 、しか もフランス 語で
だった。読み終えたとき、何ともへんてこりんな話だと思った。
にもかか わらず、 不思議と心 をとら えて放さな かった。 ネルヴ
ァル は散文作 家という よりは詩 人である 。詩人であ るという こ
とは、描 かれる 内容以上に、 言葉の 使い方やイ メージに 神経を

使 っていると いうこ とだ。
詩人のピエール・ルヴェルディ Pierre Reverdy
が 語っ たよう
に 、互いに隔 たった 意味を持つ 二つの語 を、的確 に近づける こ
とによ って、詩 的な驚異 というもの は生まれ る。シュ ルレアリ
スムの先駆けとされる詩人ロートレアモン Lautréamont
は、
『マ
ルドロ ールの歌 』
の 中で「手術 台の上で の
Chants de Maldoror
雨傘とミシ ンの偶然 の出会い のように美 しい」 と書いたが 、ネ
ルヴ ァルの文章 は、あり 得ないよ うな出会い の驚異 に満ちてい
る。
物語は「 ヴォヴェ ールの悪 魔」に関す る慣用 句の解説か ら始
まり 、その悪 魔にまつわ る史実 が記述され る。語源 や歴史と い
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カ タ コ ン ベ

った学 問の話と 、超自然 的な悪魔の 伝説が結 びつけら れている
のである。
次い で、空き 家や地下 墓地から、 けたたま しい笑い 声や、グ
ラスのカ チカチいう 音が聞こ えてくる。 しかし 、地下には 酒の
瓶し かないはず だから、 それは悪 魔のしわざ に違い ないという
ことにな る。

ほうしょうきん

そ こでようや く主人公 の伍長が 登場する。 小説の 作法からす
れば、こ こまで主人 公が出て こないの は破格で ある。し かも、
この 伍長 が怪物 退治に 名乗り を上げ たのは、褒 賞 金 でご執心
ふうてん
の縫子と 結婚する ためだった 。瘋癲 という語を 冠したく なるよ
うな 人物なの である。
さかぐら
「神も悪 魔も信 じない」と言 い放っ て、酒蔵で 伍長が目 にした

の は、優雅な 姿で踊 る瓶たちだ った。伍 長が見た物 が悪魔の し
わざか幻 かは分 からない。 精神の病 を患って いたネルヴ ァルが
描 く幻覚は、 鮮明に 視覚に訴え てくる。 伍長は瓶 を抱き寄せ た
が、う っかり落 として割 ってしまう 。飛び散 ったワイ ンは、女
の血を連想さ せる。 それが裸体 の女の死 体のイメ ージにつな が
る。連 想が連想 を生む幻 覚の生々し さに、鬼 気迫るも のを感じ
たものであ る。
話は褒賞 金を得た 伍長と縫 子の後日譚 へと続 く。結婚した 二

かんしゃく

人が 授かった子 は、体が 緑色でし っぽが生え ていた のである。
酒蔵での 出来事は幻 覚と解釈 できるが 、我が子 が「緑の 怪物」
では 、悪 夢から 逃れる ことが できない。怪物 は癇 癪持ち のい
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たずら っ子に成 長したの で、夫婦は 救いが得 られず、 苦しみか
ら逃れるた めに酒浸 りになる 。

こつぜん

ここ へ至ると 、どこか らどこまで が現実で 、どこか らが幻覚
なのか分 からなくな る。二人 は酒蔵に住 まう悪 魔の夢に、 夜な
夜な 悩まされ続 ける。そ して、十 三歳になる と怪物 は忽然と消
える。不 信心で罰せ られたと いう、と ってつけ たような 教訓を
添え て、投げ 出すように 物語を 終えてしま う。
物語の 一貫性をこ れほど無 視した作品 も珍し い。各場面 のイ
メー ジが、思 いがけない 形で結 びつけられ ている。 さまざま な
宝石の破 片を見せ られている ようで 、各場面の つながり は乏し
い 。 要す る に 、 ネ ル ヴァル は怪 奇 譚 の形 で 、「 手術 台 の 上 で の
雨傘とミ シンの 偶然の出会い 」をや ったのであ る。

思 い入れ のあ る作 品であるた め、拙訳 を
に アップ ロ
podcast
ー ドしてあり ます。 よろしけれ ば、ダウ ンロード してご覧下 さ
い。
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ネルヴ ァルに よるカゾッ ト
ジェ ラール・ ド・ネル ヴァル 一
( 八〇 八～一八 五五 は
) 、二十
歳の頃に 『ファウス ト』の第 一部を翻訳 し、原 作者のゲー テか
ら激 賞されてい る。その 一方で、 重要と評価 されて いる作品の
大半は、 一八五〇年 代の晩年 に集中し ている。 中東を旅 した記
録 『 東 方 の 旅 』（ 一 八 五 一 ） を 皮 切 り に 、「 シ ル ヴ ィ 」 な ど の
短編を集めた『 火の娘たち』 一
( 八五四 、
)「 廃嫡 者 」 な どが 収
めら れた『幻 想詩篇』 一
( 八 五四 、
) 神秘的 な夢と狂 気に彩ら れ
た遺作『 オーレリ ア』 一
(八五五 な)どを発表した。
『幻 視者 あ るいは社 会主義の 先駆者た ち』も、書 物として 刊
行された のは、 一八五二年の ことで ある。扱わ れた人物 で、日

本 でも知られ ている のは、カゾ ットとカ リオストロ 、レチフ ぐ
らいかも しれな い。ジャン ルとして は、いわ ゆる史伝に 属する
も のである。 副題の 「社会主義 の先駆者 たち」が 、ぴんと来 な

よし

いかもしれないが、シャルル・フーリエ Charles Fourier
流 の空
想的 社会 主義 を 連想 すれ ば いい だろ う 。ユ ート ピ ア
utopiaを
夢見て いる幻視 者ととら えれば納得 がいく。 二十世紀 に出現し
た社会主義 国家が、 アンチ・ ユートピア の最た るものにな ると

ひょうぼう

は、 十九世紀を 生きたネ ルヴァル には知る由 もない のだが、そ
の可能性 には気づい ていただ ろう。
理 性の世 紀と言 われた 十八 世紀、愛と自由と 平等を標 榜し
たはずの フランス革 命が、反 革命とレ ッテルを 貼った者 を、次
々に ギロチン にかけてい った史 実を知って いたから である。 そ
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の犠牲 者の一人 が、この 作品でも扱 われたジ ャック・ カゾット
一(七一九～一七九二 で
) ある 。
カゾット はフラン スのディ ジョンで生 まれ、 海軍省の役人 と
して 働きながら 、文筆活 動を続け ていた。フ ランス 幻想文学の
祖とされ、代表作の『悪魔の恋 』は日本語にも翻訳されている。
『幻 視者 あ るいは社会 主義の 先駆者たち 』に収録 されてい る
カゾット 論は 、
『悪魔の恋』の序文として書かれたものである 。
こ の作品をカ ゾットが 書いたの は、五十代 になっ てからのこ
とである 。その直 後、カゾッ トは秘 密結社のメ ンバーの 訪問を
受け 、悪魔を 呼び出す 方法など の秘儀を 公開したこ とと、空 気
あやま
の精 などの無 害な 存在を 悪魔とした 過 ちを 責められる。カ ゾ

まてき

ッ トは秘教組 織に属 したことな どはなく 、秘儀に関 する知識 も
書物から 得て、 想像力で補 ったに過 ぎないと 答えた。こ の辺り
は オ ペ ラ 『 魔 笛 』 を 作 曲 し た モ ー ツ ァル ト
が 、フリー
Mozart
メイソン Freemasonry
の 秘儀を もらした として毒 殺されたと い
う説を想起さ せる。
ネルヴ ァルの カゾット論 は、史実 を元にし ながら、関 係者の
対話を含め るなどし て脚色し てあり、歴 史小説 を読んでい るよ

ぼっぱつ

うに 面白い。神 秘学へと のめり込 みながらも 、役人 としての仕
事はきち んとこなし 、温和な 老人として 平穏な 晩年を過ご すは
ずだ った。その 運命を変 えてしま ったのは、 一七八 九年に勃発
したフラ ンス革命で ある。
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その数 年前、 大貴族の食 卓で、カ ゾットは 不吉な予言 をした
とされる。 会食して いた人々 の多くが、 革命に よって処刑 され
ると 告げたので ある。こ れが史実 かどうかは 分から ない。革命
後に作ら れた話だっ た可能性 はある。し かし、 歴史小説と して
読む なら、史実 かどうか にこだわ る必要はな い。処 刑を予言さ
れた人々 の動揺が、 目に見え るように 描かれて いる。

あ

王党派のカゾットは、ルイ十六世 Louis XVI
の 逃亡を 助けよ
が
うとした 。逃亡中の 廃王に対 し、自宅 を隠れ家 として提 供しよ

でんぱ

うと までした 。ところが 、国王 に宛てた手 紙が革命 軍側に発 見
され、重 大な罪と して逮捕さ れてし まうのであ る。
革 命が自国 にも伝播す るのを 恐れたドイ ツが、フ ランスに 侵
入しよう として いるという噂 が伝わ り、怒り狂 った民衆 は捕ら

よわい

こうしん

えられていた王党派の人々を、人民裁判で次々に処刑していく。
ネルヴァ ルの筆 が振るわれ ているの は、カゾ ットの娘が 老父の
命 乞いを する 場面で ある。 齢 八 十に近い父を思 う孝心を示す
ことで 、自宅に 戻ること が許された のである 。
しかし、カ ゾット はこのまま では済ま ないだろう と語る。 自
身の死 を見通し ているよ うな、諦め の境地に 至ってい る。案の
定、カゾッ トは再び 逮捕され る。一七九 二年九 月二五日午 後七
時 、 家 族 宛の 短い 遺 書を 残 す と 、「私 は 、 生 き て き た 時 と 同 じ
ように、 神とわが王 とに忠実 に死んでい くのだ 」と死刑台 で叫
んだ 後、ギロチ ンによっ て命を絶 たれた。
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参考文 献
ジェ ラール・ド ・ネルヴ ァル『幻 視者 ある いは社 会主義の先
駆者たち』（入沢康夫訳 現代思潮社）

詩 人の反抗

のっと

しいか

宗 教が芸術 家にイン スピレー ションを 与える、と いうのは 、
る ふ
過去の歴史を顧みれば明らかなことである。ただし 、一般に流布
けんぎょう
している 顕 教 は、 日々の 戒律を 守らせることに 終始して、単
なる倫理道徳に堕する恐れがある。教義に 則 って書かれた詩歌
も、単なる プロパガ ンダに過 ぎぬ場合す らある 。

そこ で、宗教 にモチー フを借りる 詩人は、 正統な教 義には反
するよう な、異端的 な象徴の 用い方をす るよう になる。世 の中
の常 識にとらわ れない自 由な魂は 、独自の世 界を築 き上げてい
くわけだ が、むしろ 、宗教の 隠れたよ り深い部 分と通底 してい
る。 というの も、宗教も 芸術も 、本来は個 人の枠を 越えた、 心

31
32

の深層 に触れる ものだか らである。
イスラ ム教 の神秘 主義、スー フィズム
Sufismにおいて は、
いちぐう
こう した神秘詩 が逆に、 秘教的世 界の一隅を 形作っ ているので
ある。
例えば
酒 ……忘我・ 臨在する 絶対者
釣人… …導師
酒 場……聖域
泥酔者 ……存在一 性の大海 に溺れ、 現世の変 転を意識 しない

は 次のよ うに謡 っている。
Rūmī

スー フィー
といった 具合に である。ペル シャに おけるスー フィーの 代表的

な 詩人、ルー ミー
愛 する人々 よ、
なんじ
汝 自身を過去 より解き 放て。
狂うのだ！
蝶にな れ、
汝の燃える 心の中 で！
家を 去り
おのれ
在りし日 の 己 を 捨てよ。
そこ で同じ波 に乗る者 らと会え。
内なる己 を清めて
清 らかになる のだ。
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そこで 「かの 」お方の御 手より来 る
ぶどうしゅ
愛の葡萄酒 を飲む がよい。
酔う のだ
「愛する 者」と溶 け合って 。
一つ になれ、
汝自身と 。
詩人と 秘教とのこ うした関 係は、ネル ヴァル の『幻想詩 篇』
を錬 金術から 解釈すべき ではな い、という アントナ ン・アル ト
ー Antonin Artaud
の 主張 を連想させ る。
つまり 、ジェラ ール・ド・ ネルヴ ァルが神話 体系と錬 金術と

に よって解 釈される のを見る よりは、 私は むし ろ、ジェ ラ
ール・ ド・ネル ヴァルの詩 によっ て錬金術と その神話 が解明
さ れるのを 見たい。
アントナン ・アルト ー
「『幻想詩篇』論」（田村毅訳）

いんぴがく

ひも と

アル トーの言 わんとし ていること は、既成 の象徴体 系に対す
る詩人の 抵抗であり 、ネルヴ ァルの詩は 錬金術 的な外観を 呈し

ふかつ

てい ても、過去 の隠秘学 の書を紐 解いても理 解され るものでは
ない、と いう点であ る。言い 換えるな ら、宗教 と文学は 対等の
位置 にあって 、互いに双 方を賦 活し合うと ともに、 真の詩人 が

35
36

語る言 葉は、新 たな宗教 を創造する ように魂 を激変さ せる力を
持っている 、という のである 。

参考 文献

平凡社）

アントナン・アルトー「『幻想詩篇』論」
（田村毅訳 冬樹社『カ
イエ特集 ・ネルヴァ ル』一九 七九年二 月号 所収）
ラレ・バフテイヤル『スーフィー』（竹下政孝訳

テ キスト相 互関連性 について
東京お茶の水のアテネ・フランセ Athénée Français
で 、フラ
ンス文 学の講義 を受けて いた頃のこ とである 。マルセ ル・プル
ーストの『失 われた 時を求めて 』
À la recherche du temps perdu
の一節 を原文で 読んでい た。この作 品は遠い 記憶をよ みがえら
せることが 、中心的 なテーマ となってい るが、 象徴的な表 現が

あつれき

冒 頭 に出 て く る。 読 書を しな がら う とう と し て い る と 、「 本 に
出てきた 教会とか、 四重奏と か、フラン ソワ一 世とカルル 五世
との 軋轢などと いったこ とが、ま るで、わが 身のこ とのように
思える」 と書いた後 、語り手 の私は意 識を保ち ながら夢 を見続
ける 。
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列車の汽笛 が聞え る。それは 、遠くま た近く、 森の小鳥の 歌
のよ うに距離 を教えな がら、つぎ の駅に向 って旅客 の急ぎた
どってゆ く曠野の ひろがり を描いてみ せる。 そしてその旅 人
のた どりにゆ くささや かな路は、 新しい土 地や、し つけぬ行
為や、今 もなお夜 のしじま のなかを追 っかけ てくる見な れぬ
明 りのもとで 交わした さっきの 雑談やら別 れの挨 拶やら、目
前に迫 った帰宅の 楽しさな ど、およそ そうし たものから くる
興 奮のために 、彼の思 い出のな か深くに刻 みつけ られること
だろう。 淀(野隆三・井上究一郎訳 )
語り手の私は、実際に汽笛を聞いたのかもしれない。しかし 、

視界に現れたのは、聴覚に刺激された想像上のイメージである。
音に色を 感じた りする「共 感覚」と 、きわめ て近い知覚 の作用
と 思われる。 意識の レベルを低 下させて いき、現 れた断片の イ
メージ を、ある 対象にな ぞらえるこ とで、次 第に映像 は現実味
を増して動き 出す。 目覚めなが ら夢を見 ることは 可能なので あ
る。い わゆる「 入眠時幻 覚」である 。私が懐 中時計を 確かめる
と、まだ真 夜中だっ た。
その一節を読みながら、僕は講師のジェラール・シアリ
氏に、ネルヴァルの「シルヴィ」の原文を見せた。
Gérard Siary
僕はプル ーストがネ ルヴァル の影響を 受けて、 この有名 な冒頭
を 描 い た ので は ない か と思 っ たの で あ る。「 シル ヴ ィ 」 の 場 合
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も、語 り手の私 がベッド の中で「夢 うつつの 境でうと うとして
いると、幼 い頃のす べてが記 憶のうちを 去来」 し始める。
私の眼の 前によみ がえって きたのは、 スレー トぶきの尖っ た
屋根 があり、 そして角 の所は黄色 い石を交 互に組み 上げた赤
さびた正 面を持つ アンリ四 世の時代の 一つの 城館と、楡 や菩
提 樹に囲まれ た大きな 緑の広場 だった。樹 々の葉 むらを、夕
そ や
陽の燃 える征矢が 貫いてい た。若い娘 たちが 、芝生の上 で、
母 たちから伝 えられた 古い唄を うたいなが ら輪に なって踊っ
ていた 。実に自然 で純粋な フランス 語で綴ら れたその 唄を聞
い ていると 、千年以上 ものあ いだフラン スの心臓 が鼓動し て
いたこ のヴァロ アという古 い土地 に自分が今 まさに身 をおい

て い る こ と が 、 し み じみ と感 じ られ てく る の だっ た 。（ 入 沢
康夫訳 ）
シアリ 氏は二 つの文を見 比べなが ら、しば らく考えて から答
えた。両者は 似てい るけれども 、直接の 影響があ ったかどう か
は分 から ない 。こ れは アン テル テク スチュ アリ テ
intertextualité
だねと答え た。ブル ガリア出 身の記号論 学者ジ ュリア・ク リス
テヴァ Julia Kristeva
の定義によれば 、「すべてのテキストは引
用のモザ イクとして 作られて おり、他の テキス トを取り込 み変
形 し た もの 」 と いう こ と になる 。「間 テ キ ス ト 性 」と 訳 さ れ る
こ と があ る が 、何 の こ とやら 分 か らな いだ ろ う 。「テ キ スト 相
互関 連性」と 言った方が いい。
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すべてのテキストは関連があり、個別の影響を考える以前に、
そもそもつ ながり合 っている というので ある。 全くの独創 など
あり えず、新し さが感じ られるも のも、既存 の作品 が組み合わ
され、作 り替えられ たものに 過ぎない。 筆者が それを意識 して

講談

いな くても、そ うしたこ とは起こ っている。 なぜな ら、人類に
よって書 かれなかっ た物語は なく、表 面的な違 いはあっ たとし
ても 、テーマ 自体は通底 してい るからであ る。

参考文献
ジ ェ ラー ル ・ド ・ ネ ル ヴ ァ ル「 シ ルヴ ィ 」（ 入沢 康 夫 訳

新潮社 ）

社 『世界文学 全集 ネルヴァ ル ロー トレアモ ン』所収 ）
マ ル セル ・ プル ー ス ト『 失 わ れた時を 求 め て 』（ 淀野 隆 三 ・ 井
上 究一郎訳
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物自体 ・想像 力・意識
ギリシャの哲学者プラトン Plátōn
は、イデア idea
とい う真
の実在を 想定した。 イデアは 感性を超え た存在 で、理性の みが
認識 できるとし た。一方 、ドイツ の哲学者イ マヌエ ル・カント
は 、認識す る主体から 独立し た「物自体 」は、
Immanuel Kant
認識 できない と考えた。 素朴な 実在論は否 定されて いる。
人 間 は感 覚 を通 じ て 世 界の 現 象 を知 覚し て い る 。「 物 自 体 」
は不 十分な情 報としてし か意識 に到達しな いため、 現象とし て
現れた時 点ですで に解釈を受 けてい る。プラト ンの主張 するよ
うな 、理性の みが認識 できる実 在を想定 すること自 体、イデ ア
が 空 想の 産 物 に し か過 ぎ な いこ と を物 語 っ て い る 。「 物 自 体 」

の 存在は想定 できて も、認識で きないと いうカント の考え方 の
方が説得 力があ る。
視覚の科学的実験によると、動く物体の正確な位置と形態は、
人間の 網膜には とらえら れていない という。 液晶モニ ターが速
く動く物を、 ぶれた 形でしか映 し出せな いのと同 じである。 視
覚から 入ってく る情報が 不足してい る場合、 前後する 情報から
推測し補完することで、なめらかな動きが知覚されるのである 。
そこ には広義の 想像力が 働いてい ると言える だろう 。
それ では 、
「物自体」と切り離された想像力とは何だろうか。
現実の対 象に依らな い映像と しては、 まず夢が 挙げられ る。夢
には 前日得た 情報を記憶 として 残すかどう か、取捨 選択する 働
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きがあ るとされ る。さら に心の深層 には、個 人の無意 識という
枠を超えた イメージ の宝庫が あって、心 理学者 のカール・ グス
タフ ・ユング
は 、そ れを「 集合的無意 識」
Carl
Gustav
Jung
と 呼ん でいる。こ れは民 族の文化や 宗
Kollektives Unbewusstes
教を 生み出す源 泉となっ ている。
二十世紀フランスに生まれたシュルレアリスム（超現実主義）
の運動は、現実と夢を統合した全体性を志向した。文学にせよ、
美術にせ よ、無意識 に眠って いるイメ ージを活 用し、そ れを芸
術に 生かそう という熱意 は、想 像力とコン タクトを とる方法 を
探索させる。アンドレ・ブルトン André Breton
や フィリ ップ・
スーポー
が 行 っ た 「 自 動 筆 記 」 écriture
Philippe Soupault
は、シュルレアリスムの理論を築く上では欠かせ
automatique

な かったが、 意識に 統御されな い言葉の 羅列を示す のみで、 大
きな文学 的成果 が得られた とは言え ない。意 識の底にあ るイメ
ー ジを導き出 すのが 重要であっ て、それ を他人に も理解可能 な
言語に するのは 、あくま でも意識だ からであ る。
では、意識 の底に あるイメー ジは、ど のようにと らえられ る
だろう か。夢を 記録する 方法もその 一つであ るが、イ メージを
自在に統御 する方法 が、秘教 と呼ばれる 宗派に は伝えられ てい
る。 高校から大 学にかけ ての時代 、僕はその 種の実 験に耽って
いた。Ｗ・Ｅ・バトラー Walter Ernest Butler
の 『魔 法入門』

や 『 オカルト 入門』
Magic,Its Ritual,Power and Purpose
How to
Read the Aura and Practice Psychometry,Telepathy & Clairvoyance
には 、この種 の本にあり がちな はったりは 感じられ ない。人 間
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の意識 について 、心理学 的な知見に 基づいて 、客観的 に記述す
ひらめ
る と と も に 、 実 践 的 な 方 法 に も 触 れ て い る の で あ る 。「 閃 く
色彩 」という赤 と緑、紫 と黄色な ど補色の関 係にな った幾何学
的模様を 眺めている と、その 残像を容易 に白い 壁に映し出 せる
よう になる。こ れは生理 的な現象 であり、現 実に存 在しないも
のを、意 識的に見る 技法の一 つである 。慣れて くれば、 残像の

ふどうみょうおう

大き さも自由 に変えられ るよう になる。こ の種のイ メージ変 換
ぼんじ
は、例え ば真言密教 でも行わ れており 、梵字を 利剣に変 え、さ
らに 不動明王 の姿に変え たりす る。これら は意識に よって、 映
像を統御 する方法 である。
い ま一つは 、無意識に ある未 知のイメー ジを意識 がとらえ る
実験で、 水晶玉 を眺めるうち に、そ れらが映し 出される という

もや

も のであるが 、何も 水晶玉など 用意する 必要はなく 、黒い画 用
紙に白い 円形の 紙を貼るだ けでいい 。薄暗い 部屋でリラ ックス
し た状態で、 白い円 盤を眺めて いると、 しだいに 靄のような も
かいま
のがか かってく る。その うちに宝石 のような きらめき が垣間見
られ、夢の断 片も目 にすること ができる ようにな る。
無意識のイ メージ を活性化す ることは 、特に絵 画などを制 作

た

する 際には有効 だと考え られる。 この種の幻 覚を見 る実験で、
全く何も 見えないと いう人は 、むしろ安 全なの かもしれな い。
いく ら能力に長 けていて も、無意 識の力をコ ントロ ールできな
い場合、 狂気に陥る 可能性が 高い。目 覚めてい る間も、 幻覚に
悩ま される恐 れがあるの だ。ネ ルヴァルの 『オーレ リア』は 、
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け

う

夢の世 界を言語 化した稀 有な美しい 作品であ るが、作 者をバリ
い し
の裏町で縊 死させた 。
私はま ことに 甘美 な夢か ら覚め た。そ れは 、かつて私が

パルドン

愛 してい た女性 が、 姿を変 え光り 輝いて いる のに再会する
とい う夢だ った。 空はす っか り栄光 につつ まれ、そ こに私
は 、イエ ス・ キリス トの血 で記さ れた「 赦免 」という言葉
を読 みとっ た。そ の時突 然一 つの星 が空に またたき 、この
世 と他の さま ざまな 世界の 秘密を 私に 洩らし てくれるのだ
った 。（ネルヴァル『オーレリア』稲生永訳）
比較的 安全な方 法としては 、ユン グが紹介し ている「 入眠時

幻 覚」がある 。寝床 に入った段 階で、意 識のレベル を低下さ せ
ていき、 覚醒と 眠りの間の 中間状態 にとどま るようにす る。や

つぼみ

が て線や図形 の一部 が見えるか ら、それ を何かの 一部だとい う
暗示を かけると 、夢の断 片が姿を現 して勝手 な動きを 始める。
それを観察し ていく のである。
ゲ ーテなど は 蕾 の 花が開 花していくさま を、この種の方 法
きんもつ
で目にしていたという。ただし、過度に行うことは禁物である 。
夜道 を歩いてい る夢を見 ている間 、私は冷や やかな 空気の流れ
や、路面 を踏む靴の 感触まで 感じられ、 余りの 現実感に驚 嘆さ
せら れた。夜ゆ っくり休 むことは 、日常生活 を健全 に送る上で
欠かせな い。一晩中 起きてい るような 疲れを感 じたら、 しばら
くの 間は中止 した方がい い。
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ここま で想像 力を活性化 する方法 について 述べてきた 。画家
のゴッホは 幻覚作用 があると いう、ニガ ヨモギ 入りのアブ サン
酒を 飲んでいた と言われ るが、何 も薬物に頼 る必要 などないの
である。 ただし、幻 覚が見ら れたからと いって 、すぐに芸 術が
生ま れるわけで はなく、 それを意 識が統御し て、絵 画や文字で
表現する 過程が重要 であり、 そのため の技法も 知らなけ ればな
らな い。
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