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- トーマス ・ マソの 『 ト リスタ ン』 ¯

意 識 と 存 在

104

は じ め に

1940年にプ リンス ト ン大学で行った講演のなかで, マソは 『 トーニオ ・ク レーガー』 を

振 り返って, “これは, ハムレッ トの憂 うつと 「認識の嘔吐」 を織 りまぜた典型的な青春の作

品なのです。 そこには, 世界の低俗な現実性に反抗する‥‥‥精神的にも道徳的にも鋭い感

受性が盛られていまず と述べたあと, “これと同時に成立した, 個人的色彩の薄い短編 『 ト

リスタ ン』 も, これを扱った同じ主題のヴァ リエーシ ョ ンにほかな りません。 つま り, 平凡

な健康な生に対する精神的なものの面映ゆい愛が主題となっているのです。 「憧憬と憂うつな

嫉妬と極 くわずかな軽蔑……」とが混ざり合った愛が(1)”と続けている。 ところで, この“ヴァ

リエーシ ョ ン とい う語にある程度留意しておく ほうがよいと思われる。 とい うのは, ここ

に力点をおいてマソの発言を聞かないと, 『 トーニオ・クレーガー』 と 『 ト リスタン』 とは同

一の主題をめぐる二つの作品で, 相異ぱ 個人的色彩” の濃淡にのみあるかのような印象を

受けかねないからである。 と ころがこの印象ぼ 『 ト リスタ ン』 に関する限 り, 作品そのもの

によって覆される。 マソの説明は 『 トーニオ ・ ク レーガー』 に妥当しても 『 ト リスタ ン』 に

ついてはどうだろ うか。 マソ流に言えば, 後者の場合主題ぱ 平凡な健康な生に対する精神

的なものの面映ゆい愛” というよりぱ 憎しみ” であ り, その結果と しての, 作中人物の言

葉を借 りると, “復讐行為” の展開が物語を構成している, と考える方が作品の実体に即して

いるのではないか。 “憎しみ” ぱ 愛” の “ヴァ リエーシ ョ ン と言 うのであれば, 後年のマ

ソ自身による主題説明にこだわるこどもない。 ただ, 『 ト リスタ ン』 では, 中心人物のなかで

前者は後者から峻別され, 肥大して彼を規定している。 彼は自己を “弱者” と呼び, “生その

ものを憎んでいる”と言 う。 彼の内面世界は, “も し何かあるものに, 文士を詩人に変える力

があるならば, それはほかならぬ人間的なもの, 生命あるもの, 平凡なものへの, この私の

市民的愛情なのです……(2)” と語る 卜- ニオ・ク レーガーのそれとは自ずと異なる。 二つの作

品で, 生への “愛” な り “憎しみ” が誰にとって問題になるのかと言えば, それは芸術家で

あ り, マソの説明する主題について, 芸術家の生との関係, といいかえるこ とができる。 生
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意 識 と 存 在 105

もし くは現実 との関係のあり方によって, 芸術家の一つのタ イプに懐疑の眼が向けられ, そ

のタイプの芸術家が戯画的にまで誇張され, 決着をつけられるのが 『 ト リスタン』 であると

すれば√そこでの否定をも包括しつつ, ありうべき芸術家像の解答を試みるのが 『 トーニオ・

ク レーガー』 であった。

I

1901年 2月の, 兄にあてた手紙のなかで, マソは第二短編集におさめられる作品を伝えて

いて, 『 ト リスタ ン』 についで 仕事中の, たぶん 「 ト リスタ ン」 とい う名にするつも りの滑

稽物。 (本当です/ 『 ト リスタン』 とい う名の滑稽物です。/(3)) ” と書いている。 J・N= ベイ

ドは, “この感嘆符は, この仕事が彼には楽しいものであったことを明かしている……(4)” と

述べているが, 必ずし も当を得ていない。 『 ト リスタ ン』に描かれる芸術家像が, マソにと り

用済みの, 否定されるだけのタ イプであれば, 愉快な “仕事” だったかもしれない。 けれど

も第一に生に対する関係でいえば, 『 ト リスタン』の中心人物には, 同時期の, つまり 1900年

前後の諸短編に登場する人物たちの在り方を引きずっている面があり, 第二に中心人物が戯

画的にまで誇張されて描かれていても, かれの生に向ける倫理的抗議に作者マソが同意して

いると思われるふしがあ り(5), 第三に作者がかれに若干の正当性を認めながら, なおこれを否

定せざるをえない, とい う多層の構造を考えると, J・N= ペイ ドの見解は必ずしも適切ではな

い。 語 り手のアイ ロニカルな語 り口, 描写の戯画的調子はご泰然と した作者の冷静さから来

だのではな く , むしろ対象をできるだけ突き離すことで客観性を得よう とする, 客観性を求

めるマソの姿勢に起因する。 ではどうして戯画的誇張の調子をと り入れて対象からの客観性

を保持しよう としたのだろ うか。それは, 一つの芸術家のタイプへの一定の懐疑, 不信があっ

て, その懐疑, 不信の最終的な正当性をマソが自らに明らかにする必要があ り, そのための

方法と して, 一つの芸術家のタイ プを戯画的に描 く こ とが選ばれたのであろ う。 いいかえる

と, その芸術家のタイプとは, 若きマソに無縁のものではな く , かれの作家気質とかかわっ

ているのであ る。 1903年に発刊された 『 ト リスタ ン』をその標題 とする短編集は, “詩作する

こ と, それは自分自身に対する裁きの日を もつこ と(6)”とい うイプセンのモ ッ トーを掲げてい

る。 自己を剔出し, 客観化して, 懲戒する方法として戯画化の方法がとられたのであるが,

懲戒の意志が働きすぎると, すべてが滑稽とな り, 滑稽化されたものに含まれていた若干の

正当性までもが見えな く なる危険がある。 その正当性を滑稽化することまでは作者の意図に

なかった, と い う場合もあろ う。 ある手紙の中でマソは, 『 ト リスタ ン』 を “疑わしい物語”

とが 三文小説(7)”と呼んでいる。作品がなかなか出版社に受け入れられなかった事情もある。

当初予定されていた 「ノ イエ ・ ドイ ッチ エ ・ルソ トシャウ」 誌, 次いでイソゼル社にも断ら

れている。 それゆえマソが作品に懐疑的になるのも無理はないのだが, ここでは作品の意図

せざる内実, 結果に作者がためらいを覚えた とも受けとれるのである。 このこ とはずっ との

ちにマソが 『 ト リスタ ン』 の中心人物は, “決定的に滑稽な人物です。 しかしこれは, 作家が

彼をまるっき り軽蔑すべきだ と言お う と しているのだ, とい う こ とを意味するのではあ りま

せん(8)”と念を押していることにも うかがわれる。 つま り, 作品全体の調子が中心人物のすべ

てを規定して しま う こ と, いいかえれば全的否定となるこ とへのためらいをマソ自身作品完

了時から抱き続けていたのではあるまいか。 すなわち, 一つの芸術家のタ イプがあって, そ

れは最終的には否定されねばならないのだが, とはいえ全面的に否定し さるべきではない部

分をそなえた存在なのだ。 では相対的な正当性を もちながら, 方向性と しては否定されねば

ならぬ芸術家存在とはどのような存在なのだろ うか。 ここで 『 ト リスタ ン』 の中心人物, 作
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家デー トレフ ・ シュピネルの問題性を明らかにせねばならない。 そのためにまず, 彼がどり

ような作家と して設定されているか, 次に彼が生を どう把握し, それにどう対応する作家で

あるのかを検討することになる。 ところで本来第一の点は第二の点を包摂しているはずのも

のであろ う。 現実もし く は生をどう捉えるかが, 広い意味で作家の実質を規定するといえる

のだが, シュピネルの場合切 り離され, 一体となっていない。 つま り第一の点は第二の点の

一部しか実現していないと予想される。 したがってここでも個別に扱 うことになる。 なお後

者では, シュピネルとほぼ同時期の作品中の登場人物との親縁性が問題になる。

II

デー ト レフ・シュピネルは一章の終 りで紹介される。 語 り手の語 り口は, “現に文士だって

ひと り泊っている。何か鉱物のような名を名乗 り, こ こでのんべんだら りと 日を過している,

風変 りな人物であるが……(。9)” と, そ っげない。 “ある宝石名と同じ ような名前の, 気味の悪

い変 り者(10)” と, あとで繰 り返される。かれぱ 堂々たる体格を した, 褐色の髪の男” なのだ

が, “ち ょっ とはれぼったい白い丸顔には, 髭らしいものの生えた跡がすこしも見られない”。

そして 大きな前歯はむしばみかけて, 珍し く大足だった 。 “意地悪 く , また当ってもいな

かった と弁護の様子を見せながらも語り手はシュピネルにつけられた緯名 “腐った赤ん

坊(11)” を紹介するこ とも忘れない。 つ ま り, “『 ト リスタ ン』 は大部分, 市民的読者の観点か

ら書かれている。 はじめ語 り手は, 芸術家= ディ レッタ ン ト ・ シュピネルを少しも知らぬ素

振 りをする。 そ う しておいて語 り手はかれのグロテスクな特徴を 目立たせる(12)” と, H・レー
”

ネル トの指摘するとお りである。 彼の病室の机の上にこれ見よがしに置いてある “中編の小

説” が彼の唯一の作品なのだが, その “小説の舞台は, 流行の尖端をきるサロンとか, 豪奢

な婦人の居間などで, ゴブラン織とか, 時代がかった家具, 高価な陶器, 金では買えない布

地とか, さ まざまの美術的な装身具な どがふんだんに配されて, いたると ころよ りぬきの逸

品に満ちている” といった具合で, 語 り手の判断すると ころでは, “これらの描写に最も大切

な価値が置かれている(13)” らしい。 一人の看護婦が 15分で読み終えで 「おそろ し く退屈」”

と感じた作品に, 作者自身はどうやら倦むこ とな く繰 り返し読み耽っている(14)。 なお, 彼は

ほとんど毎日のよ うに手紙を出すのだが, 奇妙なこ とに返事を受け取ることはほとんどない。

彼は他人と交わるこ とがな く , 孤高を守る。 と ころが自ら孤独の殼を破 り, 反対に “男女を

問わず, どのように身分の高い方であろ う と見境なしに, 相手の首に平気で抱きつ ぐ こと

があ り, それぱ たとえばふたつの色の調和とか, 気品のある形を した花瓶, 落日の射す山

脈など, なにか美しいものを見て心を奪われ, ただ驚嘆を覚えるときかぎっで つま り “か

れが美的状態に陥っているとき に起るのである。(15)

語 り手の報告によって浮び上るのは, エゴイスティ ックな唯美主義者としての作家像であ

る。 彼が美を感ずるものに人間が介在 していないのが特徴で, このことは彼の他人と交わら

ない生活と符号する。 人間を排除した と ころでの美への耽溺とい う点で, 彼の作品は彼の存

在と見事に一致している。 彼のエゴイズムは, 他人に対して彼の腕が開かれるのが, 彼のそ

の時の気分次第であるとい う と ころにある。 それが “なんだか人なつこい, 情にもろい, あ

ふれるような気分” であるとしても, 彼の行為はモノ ローグにすぎない。 感動の瞬間が過ぎ

去れば, 彼は恥じ入って元の孤独に戻 るほかないだろ う。 トーニオ・ク レーガーは, 興に乗っ

て自作の詩を朗読する少尉や, 星空に感嘆する若い商人を例にして, 気分への盲従をディ レッ

タ ンテ ィ ズムとして厳し く戒めた(16)。 “概 して気分とい うものをあまり信じない。気分と呼ば

れているものは, 真の創作道とは殆ど関係のない, かな りディ レッタ ン ト的なものだ と思わ
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れる。 障張が取 り除かれ, 自己批評が曇らされ, 立派な芸術家的態度が疑わし く なる状態,

見かけは何事でもできるような偽 りの容易さの, 無思慮な結核症の状態は, 私の眼には極め

て疑わしいものである(17)” とい うマソの見解を トーニオ ・ ク レーガーは継承している。 ひる

がえってデー トレフ ・ シュピネルは, エゴイスティ ックな唯美主義的ディ レッタ ン ト的芸術

家として設定されているのである。

“それでは, シュピネルさま, チュニスとシュピッツベルゲソ(18)のあいだはすべてご覧に

なっておられることになるではありませんか(19)” と, その見聞の広さを感心されたように,

シュピネルはヨーロッパの各地を旅行している。 しかし彼の旅は彼の行動力とか知識欲とか

を証明しない。 『幸福への意志』 のパーオロ ・ ホフマン, 「幻滅」 の “未知の男”, 『道化者』

の “わたじ , 『衣裳戸棚』 のアルブレヒ ト ・ フ ァン ・ デル ・ クヴァーレソ, 彼らはみな旅行

者, いや放浪者なのである。 パーオロは幸福への道が閉ざされたと感じた時旅に出る。 幻滅

に終ることのない感動を求めで 未知の男” はさすらう。 全 くの生活忌避者であるフ ァン ・

デル ・ クヴァーレソ。 多少とも積極さを認められるのは 『道化者』 の “わたじ で, かれは

“いよいよ世間の一切の絆からはまぬかれた(20)”こ とを喜び, “むさぼるような感受性で, 無

数の新しい, めまぐるし く千変万化する印象に身を委ねた(21)” のだったが, 彼の積極性とて,

その背後には, 定住べの不安, “自由なもの, 可能なものを限定されたもの, 現実的なものへ

向って調整し, 訓練してゆ く道徳(22)”, 意志め欠如があった(23)。 シュピネルは, かれら放浪者

の同輩なのだ。 一つの土地ぱ ほらね, とてもすてきじゃないですか(24)” と言わしめる美的

感動を彼に恒常的に約束して くれない。 定住は彼に内心の空虚をかいま見させるだけであろ

う。 彼は旅せざるをえないのである。

“一篇の中編小説” の印税が, 多 くの旅やサナ ト リウムでの逗留を保証するとは思えない。

それでも “シュピネルも金銭に事欠く こ とはないらしt ‥ヽ…。(25)” と ころから, かれが年金生

活者であるこ とは想像に難 く ない。“しかし決定的なのは, 主人公の多数が職業さえもたぬこ

とではな く , 多かれ少なかれかな りの年金で生活していることだ。 われわれが出会うのは,

優雅な, 広 く旅をした紳士 ( 『衣裳戸棚』, 『幻滅』) としての, また, す りきれた上着を身に

まと う裏部屋生活者 ( 『 トービアス ・ ミングーニッケル』, 『墓地への道』) と しての年金生活

者なのだ(26)”とい う, 初期短編の主人公たちの, この点での共通点はすでに指摘されている。

『幸福への意志』 のパーオロぱ 旅を しながら, いつも旅をしながら暮してきた……(27)” の

だが, 彼の旅の生活は, おそら く両親の援助に支えられていた。 彼らは生活のために働く必

要がない ( もっ とも 『墓地への道』 のロープゴッ ド ・ ピープザームは, 相次いで妻子を失う

不幸がも とで, 仕事の上で失敗し, 解雇されたのだが) とい う事情が, 彼らを 日常生活の枠

外に置き, 観察者ないしは傍観者の位置を許す一つの根拠になっている。

シュピネルはまだ 上等な流行の服装(28)” を していた。 『小男フ リーデ々ソ氏』, 彼も “明

るい色のオーバーを着て, ぴかぴかに輝 く シルクハッ トをかぶり一 妙なことに彼は少しお

しゃれたったー (29)。” フ ァン ・ デル ・ ク ヴァーレソは, “ビロー下の襟のついた裾の短い焦

茶色の冬外套を着た紳士” であ り, “彼の靴は……しかも上品な感じに欠けてはいなかっ

た(30)。” シュピネルを含め, この時期の作品の登場人物には, きちんとした身な りをする, と

い う共通点もある。 女流画家リザウェータ ・ イワーノ ウナに, その “貴族的なお召しもの”

をからかわれた トーニオ・ク レーガーは, “一体この芸術家って奴は内面的にはいつも相当な

いかさま師ですからね, うわべだけは, 仕方がない, 服でもきちんと整えているべきなんで

すよ(31)” と弁明する。 トーマス ・ ブ ッデンブロークは自己の服装への配慮を トーニオ ・ ク レ
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一ガーほど客観的に語れる状況にはいない。 かれの一分の隙もない服装は内心の動揺を覆い

隠すための仮装であった。 ただ皮肉にも息子のハソ ノーは, 父の仮装の奥の疲労を見抜いて

しま うのだが。

トーマス ・ ブ ッデンブ ロークが歯を冒されていたのと同様に, シュピネルはむしばんだ歯

の持ち主であった。 シュピネルの “上等な流行の服装” も, 彼の内面と関係があるのだが,

それは他の事情のも とで明らかにされる。 つま り, ど う してサナ ト リウム「アイソ フ リー ト」

に滞在するのかと聞かれた彼の回答ぱ 様式のため” であった。 すなわち, “「アイソフ リー

ト」 は全 く アンピール様式なのです……ところでぼく にとってはこのアンピール様式が決し

て欠かせない時期があるのです。 また, 快適のほどよい程度な りとも達し よう と思えば, こ

うした時期を過すことがぼく には絶対必要なわけです。 柔和で安逸な, ときには淫蕩な感じ

さえもする家具のあいだに身を置いているのと, ここの直線的なテーブルや椅子や掛布にか

こまれているのとでは, 明らかに気分がまるき り違います……この明るさ と堅さ, この冷た

い, すげない簡素さ と控え目な厳格さが……1f く に姿勢と威厳を与えて くれるのです。 また

その結果, 久しきにわたって内面の浄化と回復が行われ, ぼ く を道徳的に高めて くれます(32)。”

これが, 彼がサナ ト リウムに居る理由である。 あるがままの自分では放縦に流れるとい う反

省があって, “姿勢と威厳” を取 り戻す契機が外に求められているのである。 放縦に対する潔

癖さへの倫理的要請によるもりだ, とシュピネルは説明する。 同じことは, どう して早起き

なのかとい う問いへの答え “本来寝坊なんだからです(33)” についても, 彼の冷水浴, 雪中の

散歩についても言える。 語 り手はすでに唯美主義的ディ レッタ ン ト的作家と してのシュピネ

ル像を造 り上げていたが, シュピネルの語る倫理的要請への決意は, その像を修正し, 真の

シュピネルとい うものを開示するのだろ うか。 実際にはそ うはなっていない。 彼は作品を書

く こ とによって作家なのだが, 彼の作品には彼の決意は何ら実現されていない。 彼の意識と

作家と しての存在との間には懸隔がある。 彼は自分の早起きを “偽善” と呼び, 相手ぱ 克

己” と評価する。 まさに “偽善か克己かですな(34)” なのだが, ではどち らなのだろ う。 ある

いはどちらでもあるのだろ うか。 後に見るように, 彼の, 他者に向ける倫理的要請の激しさ

が一方にあ り, 彼のそのような意識が彼の存在にいさ さかも反映していない事実が他方にあ

る。 倫理的要請は, 彼自身について言えば, 自己満足に終っているのだ。 “偽善か克己が は,

シュピネル的芸術家そのものの評価にかかわって く る。

初期の作品の多く には, 健康で, 快活で, 無理解な, したがって無慈悲な生に対する生活

無能力者の呻吟が聞かれたのだが, そ こには生への倫理的制裁の願望( 『墓地への道』, 『神の

剣』) , 私的復讐心 ( 『 トービアス ・ ミングーニッケル』) , 平凡で, 偏狭で, “これらの乾いた

空想もなにもない連中(35)” への “「距離の情熱」 (36)”, 反感, 侮蔑の念 ( 『道化者』, 『幸福への

意志』) , また生を醜悪としてし りぞけ, 超越する唯美主義 ( 『死』, 『衣裳戸棚』) が同時に介

在していた。 シュピネルは語る。 “ぼ く らは, ぼ く にしても, ぼ く の同類にして も, 無用の長

物なんです。 ……自分たちが無用であるとの意識をたえずひきずり歩いて, ぼ く らは傷つい

た り病気になった りするのが常です。” しかし彼らはまだ 有用なものを嫌います。 そ うした

ものが下劣で, 美し く ないこ とを知っているわけです。 そしてこの真理を, 世人が絶対必要

な真理を しか擁護しないように, ぼく らは擁護するのです。” とはいえ “それでもやはり良心

の呵責にすっかり食い破られて, もはや身体のどこにも無傷の個所がない有様です(37)。” 無用

な存在と しての芸術家, 対極には実利主義があ り, 芸術家は実利主義を排する。 なぜなら,

現実的な利害にとらわれていて高い理想を知らず醜悪だからである(38)。 と ころが芸術家はそ

の無用性に安住できず, 良心の呵責にさいなまれる。 しかし, “それで もやはり良心の呵責に
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……” はシュピネルの言葉としてはふさわし く ない。 良心の呵責は彼の場合形骸化し, 日常

茶飯事と化していて, 彼の自己肯定の契機になっている。 “下劣で美し く ない”がゆえに実利

主義を退け, 無用性を真理として高 く掲げるのがシュピネルなのである。

シュピネルにとって生を代表するのは大商人クレークーヤーソ とその息子アソ トーソであ

り, かれら生の代表者への憤怒のありったけが, 10章の手紙(39)に込められている。 この手紙

についで 内容的には一風変った, 不可解な場合すらしばしばある, 曖昧な性格を帯びてい

ると しても, 流暢にして生彩ある印象を呼びさまさずにおかなかったこ とは, 誰 し も認めざ

るを得ないのである” と語 り手は述べている。 つま り語 り手はあらかじめ価値判断を下して

いて, 共感を表わしておく ことで, 読者の注意を喚起しようとするかに見えるのである。 事

実この手紙は, トーニオ ・ ク レーガー, もし く はマソ自身を思わせる言葉で書かれている。

“忘れがた く燃えるような適切な言葉”, “この物語が貴殿にとって初めてまっ と うな体験の

意義にまで高められますのは, ひとえに小生の言葉のおかげにほかなりません,” “事物をそ

れとはっき り名ざし, 事物を して語らしめ, 自覚されてないものを究明するのが, 現世にお

ける小生の不可避な天職でもあるからでず , “つま り小生は, まわりの存在すべてを一 自

分の力の及ぶかぎり一 解明し, 歯に衣着せずに表現して, 自覚に導いてやりたいという思

いに…・イ , “弱者の崇高な武器であ り復讐の道具であるところの, 精神と言葉(40)” 等々が,

その独断的調子を無視すれば, それである。

そしてこれらの言葉によって表明された思想は, やはり同時期の作品に表わされた思想と

共通し, それを先鋭化すると ころがある。 “厚顔にして自信強 く , 強健にして愚鈍な(41)”生へ

の恨み, 憎しみは 『 トービアス ・ ミングーニッケル』, 『墓地への道』, 『神の剣』 から発展し

て 『フ ィ オレソツァ』 の倫理的独裁者, 『マーリオと魔術師』 中の, 市民を翻弄する催眠術師

に至るのだが, 『 ト リスタ ン』 においてもそれは一つの頂点に達している。シュピネルは言う。

“この手紙力匹 そ うです。 この点においても小生は正直ですが一 復讐行為にほかならない

からです(42)。” しかし彼は十分正直ではない。 “復讐行為” はすでに完了しているのであ り,

手紙はそのいわれの説明にすぎないからである。 事態が彼の意図のもとに進められたこと,

行為者が彼であ り, 彼の行為が “復讐” であるこ とを, それが向けられた当の相手に知らせ

たいがための事後通告にすぎない。 シュピネルの行為の目的は, “美” を “生” から守ること

にあった。 “あなたに代表されるこの下劣な滑稽ではあるが, 凱歌をあげる生, 美の永遠の対

立であり, 不倶戴天の敵(43)” と彼は言 う。 そして作中, 彼がその守護者を自認する “美” は

クレーターヤーソ夫人ガブ リェ レである。 彼の “復讐” が, かれの “天職” とする作家とし

ての領域, つま り作品の世界に昇華されるのではないこ と, すなわち生の現実生活のさなか

で行われること, “天職” の意識, “精神と言葉” が, かれの作家としての存在に何ら実現さ

れていず, したがって手紙の中でのみ築かれた砂上の楼閣にすぎぬことは注目してよい。“美”

ガブ リェ レは, かれの守る行為の目的であると ともに, その犠牲者に他ならない。 客観的に

は, 彼の行為は, 憎むべき相手からその愛する者を奪うことで完結する。 “精神と言葉”では

な く , ガブ リェ レがかれの “復讐の道具(44)” なのである。 “美” ガブ リェ レを卑しめる者への

“復讐” の完遂のみ彼の念頭にあ り, “美” ガブ リェ レを同時に “道具” と して使用したこと

に思い到らない独善に, 意識を生のまま現実生活に露出させるその急進さに, シュピネルと

い う人物のおぞましさ, おそろ し さがある。 自己の意識と存在の無媒介ぶ りに気づかぬ作家,

彼はそもそも作家なのだろ うか。 シュピネルぱ 文学者気取 りのろ くでなし(45)” と呼ばれて

致し方あるまい。
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物語の展開の中で, シュピネルの唯美的傾向をあらわに示す二つのエピソー ドがある。 い

ずれも彼の現実へのかかお り方をめぐるもので, 一つは, 散歩の途中で見かけたとい う “す

てきな婦人”についてである。 彼は言 う。 “ぼ く は通 りがかりにその婦人をち ら と横目を くれ

ただけなのです。 ほんと うに見たわけではありません。 でも, そのとき受け取った彼女のお

ぼろな幻影が, 十分にぼくの空想力を剌激して, ぼく にすてきな姿を持たせて, 帰して くれ

ました……。” それが美しい女性を観察するやり方なのかと問われて, かれぱ ぼく は, 無作

法にも現実をむさぼるようにご婦人がたの顔を見つめて, まちがった事実の印象を受けて帰

るよ りは, ましなや り方だ と思っています(46)” と答える。 その婦人を よ く見れば何か欠点を

見出す結果になっただろ う。 なぜなら事実とぱ まちがった ものなのだから。 “現実をむさ

ぼるように”見つめて現実の欠陥を知るよりは知らない方がよい, “幻影” をも とに, 空想力

で完全無欠の心象を得る方がよい, とい うのである。 これは, トーニオ ・ ク レーガーがすべ

ての事物の背後に見だ 滑稽と悲惨(47)”, あるいぱ 認識の嘔吐”, “ある事柄を見ぬくだけで

も うそれが死ぬほどいやになってしま う( しかもそれを許すなんて気持にはなれない) , そん

な状態(48)”に似て非なるものであろ う。 美が彼の現実をはかる尺度であ り, トーニオ・ク レー

ガーの “認識の苦脳(49)” は彼にはほど遠い。 彼が対象を見つめることは決してない。

いま一つは, ガブ リェ レが語る独身時代における噴水の情景をめぐってである。 彼はここ

でも現実の似姿を構築する。 ガブ リェ レをはじめとする 7人の少女ぱ 歌っていた こ とに

なり, 彼女ぱ 言わば女王のよ うにお仲間からきわだっておいででした…まった く 目立たぬ

ように, しかも意味深重そ うに, 小さな黄金の冠があなたのお髪のなかにあって, ぴかぴか

と輝いていた(51)” こ とになる。

しかし これらの美化は, “浮世のいかなる縁の糸も届かないような雲の祷の上に, そっ と彼

女の身を横たえ” させる誘惑の試みでもあった。 そして彼女ぱ 五体の衰弱と感情の高揚の

ままに, シュピネル氏が献身的に用意して くれた雲の裾の上に, 休ら うのだった(52)”。 事実彼

女は次第に夫や子供に関心を失ってい く。 シュピネルの生から死への誘惑は8章のピアノの

場面で完成する。 ピアノの演奏をかた く禁じ られたガブ リェ レは固辞するのだが, シュピネ

ルは言葉巧みに彼女をさそ う。 シ ョパンの夜想曲を弾いたのも, 二人は偶然一冊の譜本を見

いだす。 それは 『 ト リスタ ンとイ ゾルデ』 のピアノのための楽譜であった。

Ⅲ

『 ト リスタ ン』 の名は, ワーグナーの楽劇 『 ト リスタ ンとイゾルデ』 に由来する。 物語の

舞台であるサナ ト リウムの名 「アイソフ リー ト」 す らワーグナーに関係づけられている。 “こ

の物語の中で, サナ ト リウムの名 ( アイソフ リー ト= ヴァーソフ リー ト) から決定的な場面

に至るまで ワーグナーは遍在する(53)” のである。 8章での ト リスタ ン音楽の叙述における楽

劇からの引用についてはW ・ベーレソ トゾーソの報告がある。 “詩人が受け継いだのは, だか

ら, 個々の語のみならず, 脚韻と頭韻をもう 言い回し全体, そればかりか文全体だったのだ。

おそら く叙述が音楽の精神の近 くに位置せんがためだった(54)” と彼は述べている。 また, マ

ソの作品の登場人物と, 楽劇中のそれとの対応関係, ならびに楽劇の “ トラヴェスディー化”

についてはJ・N= ペイ ドの検証がある(55)。 つま り 『 ト リスタ ン』 は擬似ワーダナー的と く に

『 ト リスタ ンとイ ゾルデ』 的世界を模しているのだが, この作品とワーグナーとの関係を取

り上げるのは, こ こでの課題ではない。 ただ, ピア ノ用楽譜を発見した時の二人の反応と,

ガブ リェ レのピアノ演奏後のそれを見てお く こ とにする。 “「まさか……嘘みたいだ……」

………そしてすっかり顔蒼めたまま, 本を持った手を力な く おろす と, 唇を震わせながらじっ
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と彼女を見つめだ シュピネルの狼狽ぶ りに比べて, ガブ リェ レぱ 「妙ですわね。 ………そ

れではこち らへお渡し下さいな」 (57)” とあっ さ りしたものである。 彼女を死に赴かせるに,

昼を逃れて夜を憧れ, 愛死をたたえる ト リスタ ン音楽にまさるものはない。 シュピネルは偶

然の恩恵に狼狽したのである。ガブ リェ レの平静は, 彼女が何も予感していないこ とを示す。

そして彼女が弾き終った時, 遠出から帰る椴の音が聞えて く る。“ふた りは耳を澄ました。「あ

れは鈴の音ですわ」 と, 彼女は言った。 「確かに椴の音です」 と, 彼は言った(57)。” ガブ リェ

レぱ 鈴の音” と, 耳に聞えだものだけを言 うにすぎないのに, シュピネルは何の鈴の音で

あるかを指摘できるのである。 今冷静なのは彼の方であり, 彼女はト リスタン音楽に沈潜し

ている。 彼はガブ リェ レの演奏に耳を傾けながらも, それに没頭することな く慎重に身を持

していた こ とがわかる。

ところでシュピネルがガブ リェ レを愛していないのかと言えば, そ うではない。 “ぼ く の

知っている顔と言えば, ただひとつしかありません。 その顔は, ぼくの空想力で修正し よう

と思うことさえも罪ぶかいと感じ られるような, 洗練された現実なのです。” これは, 彼女に

対する遠回しの告白でもある。だからこそ, 彼女がいともあっさりと受け流したたぺ8) “彼の

眼は困却と苦痛のいろを浮べ(59)” ることになる。 肩すかしを食わされたシュピネルの無言の

表情が, 彼の隠された感情の何であるかを物語る。彼が自己の感情を抑えるがために, かえっ

てそれを露呈する結果となるのはこの時に限らない。 ピアノ演奏後唐突に暇を告げ, しかも

立ち去らない彼である。“そして奥のほう の戸口のところで立ち どまると, 後ろへ振 り向いて,

一瞬そわそわと足踏みしていたが, 何を思ったのか, 彼女から十五歩か二十歩ばかり離れた

と ころで, 無言のまま, くずおれるよ うに両膝を突いてひざまずいてし まったのである。

………その肩が痙旱している(60)。” “困却 と苦痛のいろ” を浮べる眼, ひざまずいた男の肩の

痙旱, ここに現われているのはまぎれもな く恋愛の感情なのだが, それは抑圧された感情な

のだ。恋愛感情を誠実に実現し。ようとする者ならば, 告白をあらぬ方向に受けとられよ/うが,

女性の気まぐれと笑 うだけかもしれない。 まして, 死のかなたでの汝と我の合一を うた う ト

リスタ ン音楽のあとで, た とえ第三者の介入が予想されるとはいえ, 女性を一人残して, 唐

突な, しかも優柔不断な立ち去り方はするまい。 “曖昧な, 困り果てたような微笑みが彼女の

顔にただよう(61)” のも無理はない。

ではシュピネルのガブ リェ レに対する態度のこの点での未分明は何に由来するのだろ う

か。 彼女が結婚した女性である事実にその原因を求めても説得力に欠けるようである。 少な

く とも彼は, クレーターヤーソが彼女を妻としたことに最大の怒 りを覚えているのだから。

問題は, 彼が何故にこ こにいたってなお自己の感情を抑圧せねばならないのかとい う こ とに

なる。彼は前述の告白を続けてこ う言う。 “ぼく はその顔を眺め, いつまでもその顔に眼を留

めていたい, 数分間とか, 数時間とかではな く て, ずっ と一生の間。 すっかりその顔に心を

奪われて, この世のことをすっかり忘れていたいのです。” ガブリェ レは美的圀忽の状態を持続させ

てくれる契機として見なされている。 彼が願望するのは自己と他者の忘却であり, その願望の実現

を彼はガブ リェ レに夢見ているのである。 ここでは結婚が問題になる余地はない。

“ぼく は一度と して幸福をなにか容易で, 晴れやかなものと思ったこ とはな く , いつも生

そのもののようにとても厳粛で困難で, 厳しいものと思ってきましたー そしてひょっ とし

たら生そのものかも しれない, とぼ く は思うのです(62)。” マソは, カーチヤとの婚約に関して

こ う書いている。 マソにとって結婚は, 生への決意と同義であ り, ボヘ ミアン気質への訣別

であった。 トーニオ ・ ク レーガーは平凡な生への愛情を “善良な, みのり豊か(63)” な愛情と
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呼び, 生を忌避する芸術家に, 芸術家として, 人間として貧困化する危険を感じていたのだ

が, シュピネルはそ う したタ イプの一人なのだ。 マソにとってカーチャとの結婚は, 生の一

員となる重大な決意を経てのことであった。 この点でシュピネルは生みの親マソの対極にい

る。 とい うのも彼は生を “憎む” からである。 かれぱ 結婚につ くすべてのこと, すなわち,

持続, 建設, 生殖, 血統の連続, 責任とい うもの” を厭 うだけであろ う。 なぜなら, “徳と道

徳とは生の領域内のことであ り, 生の至上命令, つま り生の命令にほかならない(64)”のだが,

一方 “美的なものは, 道徳の外にあって, 倫理学や生活の命令を相手にせず, 実利性や生産

性の理念とも無関係な観点”であ り, “美の概念が優位を占めているところでは, 生活の命令

はその絶対性を害われる(65)” からである。 唯美主義者シュピネルは確かにガブ リェ レを愛し

ているのだが, その主要な動機は現実の忘却の願望にあり, その意味で彼はエゴイスティ ッ

クとも言えるほどの個人主義者なのだ。 結婚のもたらすさまざまな現実的要求に応えていけ

ぬこ とをかれはよ く知っているだろ う。 かれは現実の生にかかおるよ りは, 唯美的生活にと

どまることを選ばざるをえない。 ここに彼の態度の未分明の原因は求められる。

ト リスタ ン失きガブ リェ レ= イ ゾルデ, 一人イ ゾルデのみ死に至らしめ, 生きのびる ト リ

スタ ン= シュピネル。 伝説上の役割を忠実に演じ通すイ ゾルデと, 翼々として衣裳を脱ぎ捨

てる ト リスタ ン。 問題は ト リスタ ンの側にある。終章でシュピネルが“ひとぶしの短い調べ,

おずおずと切な く上昇してゆ く音形, つま り, 憧憬のモチーフ(66)” を 口ずさむのはむしろ滑

稽であ り, 自己偽隔でさえある。 ガブ リェ レは, 致命的吐血の寸前に同じ「憧憬のモチーフ」

を口ずさんでいたのだが, もはや二重唱は成立しない。 ト リスタ ンなきイゾルデの 「憧憬の

モチーフ」 とは何なのか。 「愛死」 を放滑にも免れる ト リスタ ンの口ずさむ「憧憬のモチーフ」

は何であ り うるのか。 かたやそれに応えるものな く , かたや死の床に横たわる恋人に眉一つ

動かすでな く , あらぬ方向に口ずさまれるのである。

IV

シュピネルが “美の永遠の対立であり, 不惧戴天の敵” と呼んだ生を代表するのがクレー

ターヤーソなのだが, かれぱ 卑しい美食家”, “口の肥えた土百姓(67)” と例の手紙のなかで

ののし られる。 この手紙でガブ リェ レぽ, “疲れて物怖じ しながらも, 崇高な美の無用性のう

ちに華やいでいる, との死の美” と呼ばれる。 “死の美” が “無残にも賤女のように” 低劣な

日常のなかで卑しめられたと感じた時から, ク レーターヤーソヘの “復讐”, ガブ リェ レに対

する死への誘惑がはじまった。“彼女が下賤の身のまま死出の旅につかないで, 屈辱のどん底

から最後に立ち上って, 美の致死的接吻を受けながら誇らかに極楽往生することができ る

ようにするのが, かれの “配慮(68)” であった。 手紙を受け取ったク レーターヤーソがかれの

部屋を訪れ, 激して叱責するさなかに, ガブ リェ レが多量の血を吐いたとい う知らせが届 く。

“「………死んじまったわけじゃないで し ょ う………ガブ リェ レ」 と, 彼は眼から涙があふれ

るにまかせながら, 急に妻の名を言った。』

き彼の内部にこみあげてきているのがはたの眼にもよ くわかった(69)。” それにひきかえ, 一人

残ったシュ ピネルは, コニャ ックを一杯あおって長椅子に横にな り, ク レーターヤーソが犯

した, 手紙の語句の言い間違いに悪寒を覚えるばかりなのである。 “暖かい, 善良な, 人間ら

しい, 誠実な感情” は, 作家デー ト レフ ・ シュピネルにではな く , ク レーターヤーソ, つま

り生の側に認められたのである。

“浮世の縁の糸” から次第に解き離されつつあったガブ リェ レは, 夫の “気をつけて歩 く

んだよ, ガブ リェ レ, テイ ク・ケアだ よ, いいかね, そ して 口を閉じてな(70)” を思いだ した。
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夫の言葉は, それ自体は気取った常套文句にすぎないのだが, それが不意に, ガブ リェ レを

生に呼び戻そ う とする声として響いたのである。 そしてその声が, 他ならぬ “下劣な” 生の

側から響いてきたものであるこ とも重要であろ う。

この作品で生の概念が変貌を とげているのである(71)。生はもはや下劣であるだけではない。

この生の変貌の相を見とどけてはじめて, 冒頭に引用しだ 平凡な健康な生に対する精神的

なものの面映ゆい愛が主題……” が理解されることになる。 しかしこの説明は後年のマソに

して言えたことであ り, 1901年の時点では作品だけが実現していることなのだ。 マソは終章

で, 乳母らしい豊満な婦人が軽 くゆする乳母車の中で, “動物的快感の発作”に襲われたかの

ように笑い興じるアソ トーソ坊やを提示している。 この乳児のイメージは, 無邪気さを通 り

こえて, 実際 “身の毛がよだつよう(72)” であ り, グロテスクである。 最後に至って生は再び,

健康で, 無理解で, 無慈悲とい う特性で染め上げられたのである。先の主題の真の展開は『 トー

ニオ ・ ク レーガー』 を待たぬばならない。
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(1) On Myself TGW X III S.145

(2) TonioKr6ger TGW VⅢS.338

(3) ThomasMann Heinrich Mann Briefwechsel ,S.Fischer Verlag S.14
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Grundmann S.42

(5) 事実, マ ソは後年にも, “滑稽な美的感情を持った シュピネルが, “平凡なクレーターヤーソに比べで
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(9) Tristan TGIV VⅢ S.217
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(16) vgl. ebd. S.303̃ 304, S.321̃ 322
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(詣 SUBer Schlaf TGW XI S.338

(23) 『道化者』 についてはHellmut Haug S.5̃ 23のす ぐれた分析がある。

㈲ シ ュ ピネルの決 り文句

(25) HanjoKesting, KrankheitzumTode, Musikundldeologiein: Text十KritikThomasMann, edition

text十kritik S.32

(26) lngeDiersen, Untersuchungen zu ThomasMann Riitten & Loening S.13
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(28) ebd. S.223

(29) Der kleineHerr Friedemann ebd. S.82
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(43) ebd. S.254
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人物の対応関係について言えば, ト リスタ ン= シュピネル, イ ゾルデ= ガブ リェ レ, マルケ王= ク レーター

ヤーソ, ブラソゲーネ= シュパッツ市参事会員夫人となる。なお J・N= ベイ ドは, ト リスタ ンとシュピネル

を結びつける具体例と して, シュピネルの決 り文句 “何てすてきなんで し ょ う” (W iesch6n!) と楽劇の第

三章, ト リスタ ンの “ああイゾルデ, イ ゾルデ。/ そなたは何と美しい こ とか。/ ” (Wiesch6nbistdu!)

を挙げている (S.46) が, これはやや強引といえる。 むしろW .ラ ッシュの指摘するA・ホ リチャーの作品『美

に寄せる』 の主人公の台詞との共通性が意味深い。
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ホ リチャーは, シュピネルがかれをモデルと していると感じて怒 り, 以後マソ との友好が断たれたのはよく
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について述べる時に使った形容詞を思わせる。 すなわぢ ……つま り, やはりまだぼくの内部に, 誠実で。

暖かで, 善良なものがあるとい う こ と……” ただ じ 誠実な” redlich は手紙では ehrich。

Thomas M ann Heinrich M ann BriefwechseI S.13
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(71) H ・ハウクはこの点を強調している。 そ して上述の “感情” を与えられたク レーターヤーソを, 『魔の山』
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He11血ut H aug S.145̃ 147

頗 TGW V111S.262

23

なお楽劇と 『 ト リスタ ン』 の人物の対応関係については, メ ロッ ト

がある。
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