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- 『Judith』 に至る道

Hebbel und der Realismus, Teil

Hebbel in den frUhel・en Jahren

- Der W eg zur “Judith”

ヘ ッベル と リア リズム : 1

初期ヘ ッベル

27

序 論

48年の3月革命を間にはさんだ19世紀中期の ドイ ツ文学史50年は,写実主義 ( リア リズム)

の時代と呼ばれている。 そのはじま りの年はフランス7月革命に重な り, 翌年にはヘーゲル,

つづいてゲーテという両巨星が世を去っている。 写実主義の終焉に近い1878年にビスマルク

が強引に議会を通過させた社会主義者鎮圧法は, ドイ ツに帝国主義時代の到来をつげた。 こ

う した時代史的特徴から, ドイ ツ19世紀 リア リズム文学のおおまかな輪郭は, おのずと浮び

上る と ころであろ う。

国内の封建的反動勢力に最後的な没落を もたらした7月革命は, 全ヨーロッパを激し くゆす

ぶり, 神聖同盟に代表される反動時代の弔鐘を打ち鳴ら した。 勿論後進国 ドイ ツとて, その

影響を蒙らなかったわけでは決してない。 ビューヒナ5 ハイネは言うに及ばず, グッコウ,

ベルネ, シャミッソ, グラッベ等多くの作家にこの事件は衝撃を与えj1)ドイツの民主主義運
動に前進のイ ンパク トを加えたのである。 が, このな りゆきを決 してイ デオ ロギー面に限

定して と らえてはなるまい。 この間 ドイ ツでも, 社会的諸条件の変化一 生産の資本主義化,

階級と しての労働者の形成- が進行していたからである。 いわば古典主義的イデオロギー

は, 着々とその現実的土台を掘り崩されていたわげであ り, 前述した両巨星の死は, 新しい

社会的諸条件に対応した時代意識の転換を示す象徴となったのである。

古典主義の理念が現実の中に拠り所を失って瓦解したその場所から, まるで雨後の筒のよ

うに続々と頭を もたげたのは, 政治的な文学作品であった。 エングルスはその様子を, 軽い

祁楡を まじえながら次のように記している。

“1830年の事件によって全ヨーロッパが陥った政治的興奮の影響を, ドイ ツ文学もまぬが

れることはできなかった。粗雑な立憲主義や, さ らに粗雑な共和主義が, この時代のほとん

どすべての作家たちによって説かれたのである。特にレベルの低い文士たちの間では, 評判

を呼ぶことうけあいの政治的な暗示で,作品に欠けている才気を補うこ とが習慣となった。

詩も小説も, 早い話文学全体が 「傾向」 と呼ばれるもので充満していたが, この 「傾向」
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28 谷 口 廣 治

とは多かれ少なかれ, 野党精神のおずおずと した表明だったのである。 ” (2)

ここに示された 「傾向」 め代表者と しては, 青年 ドイ ツ派およびその後を受けた自然主義

の名があげられるだろ う。 ブルジ ョア ・ イデオ ロギーが腐敗過程に入る帝国主義時代に至る

までは, ブルジ ョア文学もまだ自力で前むきの姿勢を保ちえたのである。 勿論これとは逆方

向に, 政治と厳し く一線を画す ビーダーマイヤーの潮流があったことは否めないが, これは

主要な流れではない。

だが, 新 しい時代と人間を映そ う とする新 しい文学的潮流に取 り囲まれながら, フ リー ド

リッ ヒ やヘ ッベルは全く孤独な位置を守った。 ヘ ッベルその人は, 40年代以降は時代の動き

に関心を よせ, ヘーゲル左派, アーノ ル ド ・ ルーゲと親交を重ねる中で空想的社会主義の文

献に触れる機会も持ったし, 特に48年革命には極めて主体的比参加したのだ力ぐ3)その作品に
は 「傾向」 のかげ りも見られず, 勿論 ビーダーマイ ヤー特有の, 閉鎖社会での自足の姿勢も

ない。 ヘッベルが選んだ創作の道は, 19世紀 リア リズムにあって どのよ うな位置を占めてい

るのであろ うか? 彼の生きた時代はその作品の中にどのように反映されているのだろ うか?

さ らに牒, 思弁的性格の強い彼の作品を, はた して リア リズムと呼ぶこ とができるのだろ う

か?

本論文は, 主と して戯曲第一作 『Judith』 に至るまでの初期の短編を扱 うため, 上に提起

した問題は論 じ9 くすべ く もないが, さ しあた り, 後に戯曲世界の中で全面的な展開を とげ

る゛ ツベふの作家的本質の, その萌芽を さ ぐるこ とを課題と したい。

| 前 提

- ヘ ッ ベル と短編小説

1841年 『Judith』 執筆後, 戯曲を 自分の創作の土俵と決めるまでにヘ ッベルが取 り組んだ

ジャ ンルは, 詩と短編小説であった。 1829年の処女作 『Holion』 にはじま り, 41年の『Mat-

teo』 に至る12年間に, 彼は17篇の短編小説を書きあげているj4)批評は, ヘッベルの短編小
説に総 じて無関心, あるいは冷淡である。 これらは, 後の戯曲で完成された芸術的境地には

遠 く及ばず, 作家的修業時代の習作の域を出ない, というのがその主な判断理由である。 ま

たヘ ヅベル自身も, 1850年以後は自分の短編小説をひっ く るめ七 「Jugendtorheit」 (若気

の過) の一語で片づけている。 それにもかかわらず, これらの短編小説の検討と評価づけは,

ヘ ッベルの全体像を知るためには, 2つの意味で不可欠の前提であると思われる。

第一の意味は, 一般的に形成期の作品が作家的資質の独自性や問題意識を, 比較的素朴な

かたちで表わす点にある?) しかも初期ヘッベルの場合には, これらはかなりの部分まで伝記
的事実との密接な連関の下に解明できるように思われる。 作家にと って創作が, 世界に対す

る自己の存在証明であ り, 自己諒解であるかぎ り, どのような形態を とろ う と も, 作品世界

のほのぐらい中枢部分にと ぐろを巻いているのは, かけがえのない自己である。 だが, この

自己の 「かけがえのなさ」 をヘ ッベルほどに強く意識 した作家は, 逆に言えばそれにつきま

とわれた作家は, 数少ないのではないだろ うか。

1813年当時のデンマーク領ホルシュタイ ンのディートマルシェンにある小都市ヴェ ッセルブーレ

ソ|で,| 壁塗り職人の長男と して生まれたヘッベルの生には, すでに幼年時代から貧困がどす黒い影

を投げかけている。ただでさえ実入りの少ない父の仕事はおまけに彼が日雇いだったため不安定で,

母が家計を き りつめても, 作家の弟ヨーハソを入れた一家4人は時には食 うや食わずの生活を続

けた ようである。 食事の時, 作家 と弟を父は 「狼」 と呼んだという。 小学校こそやっとの

ことで通わせてもらえたものの, 卒業後14才で早く も世間の真只中に放 り出され, 転々と居
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を変え生活苦に喘ぎながら独学で身を立てたヘ ッベルは, 文字 どう り裸一貫から叩き上げた

作家であった。 圧倒的に不利な条件の下で, しかもひたす らおのれひと りの腕に頼って, 自

己の可能性を切 り拓いていった人間にあ りがちなエ ゴサソシャルな性格が, 早くから彼の内

部に形成されたとしても, 何の不思議もあるまいj6)したがって, 他のどの作家も言いそうな
ことではあるが, “自分の精神生活と きわめて密接につながっていないよ うなものを書 く こ

とは, 僕には全く不可能だ。?)という創作観も, 彼の筆になる時には独孵の重みを感じさせ
るようである。 ヘ ッベル特有の思弁癖は, 後になると現実の生活的土台と作品間の距離をひ

ろげる方向に働きだすが, 初期にはこのよ うな乖離現象はあま り見られない。 伝記的事実と

関連づけながら作品を論究する方法は, ヘ ッベルの初期を扱う場合には, 決して実証主義的

なかた よ りにつながる ものではないと思われる。

短編小説がもつ第二の意味は, ヘ ッベルが小説と戯曲の各ジャ ンルに, それぞれ別様の創

作原理を適用している事情から生まれている。 彼の戯曲論を少 しばか り引用してみよ う。

“芸術の主要なジャンルとその法則は, それらが生からその時々の場合に抽出し, 消化す

る諸要素のちがいから直接生 じるものである。 生はしかし, 存在と生成という二つの形態

を と ってあらわれるので, こめ両者の間を 自由に動きまわる時, 芸術はその使命を最も完

全に果すのである。 ……戯曲は生の過程そのものを表現する。 それは勿論叙事文学が企て

るよ うに, 生をそのすべてのひろが りにおいて示すという意味にと どまらない。 戯曲は同

時に, 自然のままの連関から解き放たれた個人が, その理解 しがたい自由を もちつつも依

然と して全体の一部であ り, それでいながら全体にはむかう という重要な関係をわれわれ

に示すのである。 ……したがって, 戯曲は最高の芸術形式にふさわし く あろ うとするかぎ

り, 存在と生成に等しくむかわなければたらない。……,t8)
ヘッペルり 「存在」 と 「生成」 をめ ぐる定義は, 叙事文学と戯曲が用いる表現方法のちが

いをそれぞれ 「対象の全体性」 , 「運動の全体性」 にさだめたルカーチの定式(9)に一見非常

に近いよ うに思われる。 ヘ ッベルが戯曲の特質を, 個と全体の弁証法的な関係の再現に置い

ているからである。 だが 「生成」 とい う概念は, ヘ ッベルにあ ってはこれにと どまらない特

殊な意味を付加されているよ うに思われる。

なぜな らば別の場所で, ヘ ッベルは戯曲を次のよ うにも定義 しているからである。

“すべての芸術の先頭をゆ く ものである戯曲は, それぞれの世界と人間の置かれた状況を

理念との関係でー すなわち, われわれが世界の有機体的構成の中にあって, それを維持

するためにと らねばならない, すべてを規定する道徳的中心項との関係であらわさ なけれ

ばならない。……,?(ヵ ∧
したがって, 存在は個と全体を規定する理念によって価値づけを受けて, はじめて「生成」

となる。 すなわち 「Werden」 は 「Erlaubteszuxverden」 の意であ り, 作家が未来に対す

る責任において倫理的な価値判断を下し, それを柱にして再構成した現実像なのである。 つ

ま り戯曲は, 単に運動形式において生活過程を反映するにと どまらず, 倫理的 ・主観的なモ

タントを基軸にすえることによって, 叙事文学と一線を画すこ とになる。 ただでさえ思弁的な

ヘッベルの戯曲を一層難解にし, 解釈の多義性を増幅させているのは, この主観的なモノ ン

トの強さに他な らない。 同じ場所で彼が戯曲を ‘j象徴であ り, 象徴と看倣さなければならな

いぎ)と述べつつ, 他の場所で短編小説にふれて, “事実に即し。, “客観的で。 “簡潔ぎで
なければならないと語 り, 客観性のモ j ソ トを強調してしヽ る こ と も, こ う した事情を裏づけ

て い る 。

だが言うまでもなく , 現実反映と現実への主観の投射とは, 創作過程においていわば表裏
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一体であ り, 両者は本来相対的に切 り離されるもので しかない。 短編小説にかぎって後者の

要素が全く ないなどという ことはあ りえない。 しかし, 作者が意図的に客観的な現実の反映

につとめるそれだけでも, 作品解釈の幅は狭まるだろ う。 したがって短編小説の検討は, い

きな り象徴を相手どる場合の危険性に比べれば, 比較的安全なまわ り道となる。 ここでは17

篇の短編すべてを扱う紙数はないし, またその必要性もなかろ う。 作家的問題意識を典型的

に打ち出した三つの作品に的を しぼって検討してみたい。

2 『Anna』 の場 合

一運命と反逆

1836年に書き下された, 10番目の短編小説 『Anna』は,ヘ ッベル初期の問題意識を最もス ト

レー トに打ち出した作品と思われる。 まず, そのあらす じに触れておきたい。

アイ ヒエソタ ール男爵家の女中アソナは, 好色な主人の誘惑をはねつけたため, これのう

らみをかう。 たまたま開基祭の歳の市の日に上等の食器を割って しまったため, 男爵から平

手打ちを食った末, 祭に遊びに行けないように亜麻をすく夜業を命じられる。 気丈なアソナ

は悲しみを こらえて黙々と夜業に励むが, そこへ恋人フ リー ドリ ッ ヒがあらわれ, ワイ ンを

ひっかけて きた勢で, 一緒にダンスに行こ う と彼女をさそ うが, 彼女は主人の命令にそむ

けない。 腹を立てたフ リー ドリ ッ ヒは, 「今度いつ会えるか, 俺は知っちゃいねえぞ/ 」 と

捨台詞を吐いて, 祭の市にひき返す。 ア ソナはうろたえて恋人をひきとめよう とするが,

不幸はここから始まる。

“彼女は彼り後を追おうと思った。 その時彼女の服が, 床の上のかしの木の台に置かれた

火をかすめた。 火は床に倒れ, あっとい う間に亜麻に燃え移 り, 激 しい炎に変った。 酒と

怒りで頭に血がのぼっていたフ リー ドリ ッ ヒは, こんな場合に人がよくやるように, 歌で

から元気をつけて, と っぷ りと暮れたいやな夜の闇の中に歩きだ していた。 「あ x, どう

しよう / 」 と, 彼女は胸の奥底から溜息をついた。 その時になってようやく , 彼女は部屋

が半分火の海になっているこ とに気がついた。 燃えひろがる炎の中に飛び込んで, 彼女は

手足を使って火を消そ う と したが, 熱 く燃える炎は彼女に手むかい, 身体をこがした。 ち

ょ うどフ リー下 リ ッ ヒの最後のハローが, ずっと遠 くからひびいてきたその時, 彼女は叫

び声をあげた。 「ええい, どうして消せるものか八 いヽさ, 放っておく さ / 」 そして投げ

つけるよ うに力づく で扉を しめて部屋を出, ぞっとするような笑い声をあげながら, われ
̃

知らずフ リー ド リ ッ ヒが歩いていったその伺 じ道をたどって庭を通 りぬけた。 しかし, や

がて庭のす ぐとな りの草地まで く ると, 彼女は力な く倒れ, 気絶 しそ うになるのを こ らえ,

大声で呻きながら, その顔を冷たく濡れた草に押しつけた。……jS
その間に火は, 夏期の渇水, 村の働き手が祭に遊びにいって不在, とい う悪条件が重なっ

たため, あっという間に村全体にひろがり, あた りを修羅場と化す。 通行人の会話からそれ

を知ったアソナは突然力を取 り戻七, “絶望の大胆さで, 泣きわめきながら, 自分の胸をつ

ぶれよとばか りに打ち叩きながら, また再び笑いながら, あ りとあらゆる危険の中に飛び込

み, 人を救い, 火を消しが, 最後にはかけつけだフリードリッヒに, 罪はすべて自分にある
と言い捨てて, 燃えさかる梯子を駆け登って自殺する。 小説は次のように締めく く られてい

る。

“次の朝アンナの身に起ったことを聞き知ると, 男爵は彼女の骨を廃墟から拾い出し, 家

蓄の死体置場に埋めるように命じた。その占うり, とり行われた。ぎ
言うまでもな く この惨事の直接的な原因は, ア ソナが仕事部屋を燃えるがまいこ放置した
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こ とにある。 男爵の屋敷には別の下女ブ リギッテもいれば, 遠ざかるフ リードリ ッヒ も助け

を求める彼女の悲鳴を聞きおけることができたであろ う。 彼女のこのようは挙動は, 突如彼

女が正常な判断能力を失い, 自暴自棄に一 男爵に対するデスペレー トな反抗と考えれば尚

更一 身を委ねたためと しか考えられまい。 いずれにしても合理的な説明がつ く こ とではな

い。 だがまさにそのために, この作品はヘ ッベル独特の運命観の特徴と問題点をはっき りと

打ち出す ところ となっている。

彼の作品には, 偶然に偶然が積み重なって, 本来善良な人間が犯罪や殺人行為に追いこま

れてゆく , いわゆる 「偶然のいたずら」 をテーマにしたもめが非常に多く見られる。 これら

一連の 「運命小説」 の中で 『Anna』 のもつ典型性は次の点に認められよう。『Die Riiuber

Braut』 ( 1932年) 『Der Brudermord』 (1931年) さ らには 『Matteo』( 1841年) 等では,

いたずらな運命が主人公らの思考と行動の及ばない領域で他人を媒体と して着々と準備され

るあいだに, 彼らの行動のもろ もろの可能性は一つづつつぶされてゆき, 突然偶発事が襲い

かかる時, 彼らには自由な決断と行動の余地はもはや残されていない。 これに比べるとア

ソナは決定的な瞬間においてもなお自由であ り, 事態の推移を きめる決断の鍵は彼女の手中

に握られている。 それにもかかわらず, この時に彼女は理性的な決断を自ら放棄する。 ここ

に表明されたものは, 人間の理性や合理的な判断能力は, 本来的に運命とはどんな関係も結

びえない, という認識である。 ヘ ッベルの作品の中ではいずれも運命が魔物じみた相貌を滞

びているのは, これがこのように明確に理性と対置されているからに他ならないで

だがこの作品の真髄は, むしろ背景に燃えひろがる炎さながらに, 宿命論の覆いを激し く っ

き破 り, 虚空におのが身を叩きっける孤独でデスペレー トな反抗精神の方に見出すべきであ

ろ う。 作中のアソナは, いわば四面楚歌である。

仕事仲間と彼女の関係を示す部分を引用してみよう。 男爵から禁足令を中しわたされたあ

と, 昼食の食卓に彼女が着く と,

“ごこで, 彼女は, 疑いな く他人の不幸を楽しんでいる顔つきと, 多かれ少なかれおさえ

た高笑いやにしのび笑いに迎えられた。 彼女が顔を真赤にして目をあげず, 盛り沢山なあ

てこす りに一言も答えなかったので, こ う した笑いはますます大きぐ, 厚かましいものに

なった。 部分的にはも う化粧をすませた女中たちは, すでに見つけ出した り, 今日これか

ら見つけよう と しているボーイ ・ フ レソ下の話でお互いにからかいあったが, これは明ら

かに彼女を意識してのこ とだった。 獅子っ鼻の料理番の小僧が, 御者 と召使頭の目くば

せを受けて図に乗 ってつけあが り, 隊長の下僕頭のフ リー ド リ ッ ヒがク リスマスに彼女

に贈った赤い花模様のエプロンと, 色と りどりのリボンのついた帽子を貸して くれないか,

とア ソナに尋ねた。 亜麻をす く部屋で じっと しているのだから, 彼女にはこんなものはい
らないし, こいつで衣裳のさえない女の子の気をひこ う というのだった。 ……(1’)

ア ソナに対する自分たちの陰湿ないやがらせを一 本質的にはこれは, 上からの差別の補

償を下への差別の中に見出そ う とする, 封建社会の人間の悲しい習性のあらわれに他ならな

いのだが一 彼女が 「学校の先生の娘で」 「傲慢だ」 から と, 召使い連中は合理化してい

る。 だが, むしろこれはアンナの強い倫理感が彼らにけむたがられたからで しかない。 彼女

は同僚の女中フ リーデリケとはちがって, 男爵の誘惑をきっぱりとはねっけ, また男爵のい

やがらせには毅然と耐える。 ここには, 男爵の措置は不当であっても, これを嘆く こ と自体

が敗北だとする一つの意地が感じられるし, フ リー ドリ ッヒの誘いを彼女が断るのも, 夜業

にいそ しむことが, 彼女にと っては抵抗の一つの形だったからだろ う。 火事がひろがってい

ることを知るや, 彼女は自分の罪をつ ぐな うために, 絶望的な勇気をふりしぼって救助活動
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に挺身し, そのまま黙っていれば英雄的な扱いを受けたかも しれないのに, 最後にはすべて

を告白し, 死で自分の責任を果そ うとする。 彼女の自殺はこ う して, 真に人間的なものを守

ろう とする人間の悲劇的没落とな り, 男爵の屋敷を燃え尽した炎は, 非人間的な権力支配に

対する呪いと抗議の象徴にまで高められるのである。

『Anna 』 はこのよ うに, 男爵の姿を借 りて示された腐敗 した支配層に対する抗議が前面

に押し出された, ヘ ッベルの短編には数少ない社会的主張を も った例の一つである。 だがこ

の作品の意義はも う一つ別にある。 それは状況設定が作家の実生活と多く の部分で重な。り合

うこ とである。

36年 『Anna 』 を執筆した頃のヘッベルは, 故郷ヴェ ヅセルブーレンを去り, 文通で知 り

合った女流作家アマーリェ ・ ショ ッペの口ききでハソブルクにおよそ一年の食客生活を送っ

たあと, 勉学を続けるためにハイデルベルクへ移った直後であ った。 その前々年までの最も

多感な青春期の8年は, ヴェ ッセルブーレンの教区代官モーアのもとで, 書記兼従僕の奉公に

費やされた。 1827年まるで生活との闘いにす り切れて しまったかのように父が死んだあと,

途方に暮れていた14才のヘ ッベルに, その才能を惜 しんだ小学校の教師ディ ー ト レフゼンが,

せめて読書に親 しめるようにと配慮して世話した職ではあったが, この仕事は許された読書

と創作のひと と きを除いて彼には苦痛の連続だった ようである。 それは, 貧しい壁塗 り職人

の小倅で小学校 しか出ていないヘ ッベルに, 代官モーアが常に身分のちがいを意識させ, 屈

従的な姿勢を強いたためであ り, またこの仕事と, 自分の才能を伸したいという彼の強い願

望が決して折 り合わなかったからである。

“僕はデ ィ ー トマルシェ ソでは, すでに精神的に高い位置にいたのに (僕は芸術や学問を

今と同じく らいよく知っていた し, 『Die Jungfrau 』 や 『Das Kind』 <詩の題名一 引

用者〉 も制作していた)。それなのに僕のことを よく知っている教区代官のモーアに, 社会的

には低く扱われた。これは僕の人生最大の不幸だったご。
これはミュソヒエン時代の日記からの引用であるが, ヴュッセルブーレン時代の不幸については

この後もヘ ッベルは幾度も繰 り返 して説明を加えている。 よほど骨身に沁みてつらい時代だ

ったのだろ う。 性は違い程度の差はあって・も, 作中ア ソナに加え られた よ うな屈辱をヘ ッベ

ルは幾度もなめさせられた ものと思われる。 た とえばモーアが, 自分が孕ませた女中と結婚

するよ うに彼に強制 した, というエ ピソー ドをあげれば (勿論彼はこれをつっぱねたのだが)

事態は十分に推察されよう。 したがってモーアは, “僕のおどおどした, 当惑した態度はど

こから来るんだろうか? あいつからだ。僕に御著乖馬車審ゐ女中1向U

強制信 ぎりぎりの低みにまで頭をたれさせたあの男ぎ(傍点は引用者) 以外の何物でもな
かったのであ る。

この心情吐露にも られた自意識の強さ と プライ ドの高さには, 確かに常軌はずれなと ころ

がある。 だがそれ以上に重要なのは, 極度の貧困と社会的な差別が個人の前に用意する二つ

の道の一つを一 独力で, 自分ひと りだけ しゃにむに上へ這い上ろ う とする方向をー すでに

はっきりとヘッベルが選択している事情がここに読み取れることであるj 日夜傷うけられる
高い誇 りと, このま1ゆけば自分の才能が田舎で朽ちはててゆ くかもしれないというあせ り,

この二つはあいまって, ヴェ ッセルブーレソ時代のヘ ッベルの胸に外の世界への野放図なまで

め激 しいあこがれをかきたてたのである。 ある時は作家ウーラ ン トに就職斡旋の依頼文を書

き一 勿論これは軽く あしらわれたがー また故郷を出るただそれだけのために劇団の俳優
採用試験に応募した り剛| これでよく も受けにこられたものだ, と監督の失笑をかうに終っ

たのだが一 一故郷脱出のチャンスを求めながらそれを果せず, 深夜下男誕
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とならんでペ ッ トに横たわるヘッベルの心中には, 『Anna』 の御主人の屋敷を燃え尽した

あの紅蓮の炎が, 代官モーアを包みこむ幻覚を伴いながら, 幾度とな く燃えひろがったので

はないだろ うか。

またおのれの願望の実現が冷た く拒まれる度ごとに彼の胸に刻み込まれたのは, 彼がすで

生れの問題までふ く めて
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そののりこえ難さの実感ではなかった

残酷な帰結に対する抗議と反抗

大き くに自己の天職と見ていた作家と しての自立の道に

立ちふさがり彼の努力にことごと く敵対する運命の,

だろ うか。

思春期に受けた傷は長く残るものである。 幼年時代の貧しく暗い家庭的環境は, すでにヘ

ッーヾルの中に古典的な調和や明晰さに背をむけ, 不可解で陰彭なおどろおどろ しいものに傾

く感性を育くんでいた。 思春期の彼を苛んだ存在と意識のはなはだ しい矛盾は, 彼の理論

的な関心を, 自由と必然性をめぐる問題にしばりつけた。この二つが陰惨な雰囲気にいろ どら

れた運命と個人の葛藤を, 彼の作品の主要テーマにしたのである。 したがって一方の極には

個人の努力を空転させあざわら うかのような運命のいたずら,・ 他方の極にはそれがもたらす

戯曲まで含めてヘッベルの作品は常にこの二つの極の間に

織 りなされた生の織物にたとえることができよう。 だがその色あいの独自性と, 糸を重ねる

ごとに しだいに深ま りゆく色調の変化が問題である。

3 『 SCH NOCK 』 の場合

一力への渇望 し

突然合理的な思考能力が機能停止したその瞬間をねらい打ちしたいたずらな運命は, 人間

を愚弄するも う一つの手管を心得ている。 それは人格の形成史に働きかけ, 病んだ性格の種

をその内部に植えつけることである。 このテーマを扱ったものが, 12番目の短編『Schnock』

(1836年) である。 小説は, 大部分が指物師シュノ ックの, 作者を 相手にした告白形式を

と って い る。

彼は, 少年時代に夫婦喧嘩の仲直りを迫った夫の上唇を母親がかみ切る場面を見たショ ッ

クと, 母親の過保護教育のおかげで, 極めて臆病で繊細な性格を持つに到った。ところがこ う

した内面とは全く不釣合に, 彼の体つきは 「熊のように」 大柄で逞しい。 この外見と中味の

みごとなアyバランスが, 自らこれを 「運命の呪い」 と称しているように, シュノ ッ クには

悩みの種となっている。 小説冒頭のエーピソー ドが, 事態を象徴的に示している。 彼は, 一時

脱走に成功して町をパニック状能に陥れた凶悪な強盗を捕えたために, お上から表彰を受け

るが, これとても偶然強盗と鉢合わせして, 殺されるかもしれないという恐怖から相手を投

げとばしただけの話で, 狂暴な犯人からの復讐を考えただけで, 彼の足はす く んで動かな く

なって しまうのである。

自分の臆病さは, 彼には自分の恥部である。 だから他人にこれを指摘されると, 彼は虚勢

を張らざるをえない。 例えば, こんな性格だから家では女房レーネの尻に完全に敷かれてい

るのに, 酒飲み仲間から一度女房をどな りつけてみろとけしかけられると, シュノ ックは後

にはひけず, 酒まで賭けてしまう。 しかし聞き耳を立てている仲間を外に待たせ, いざ女房

を 目の前にすると勇気が出てこず, こ っそ りと彼女に事情を話し協力の約束を と りつけても,

まだ言葉が出てこない。

“俺にどなる理由をおくれ, それから うつむ く んだ。 そ う じゃないと, うまく行きそ う

にないからな。 」 「いいわ」 とかかあは答え, 「あたしの言 う ことを繰 り返すんだよ, 怒

った熊みたいな調子でね。 この浮気女め/ 」 「そいつは言えないよ/ 」 とあっ しはかかあ
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の言葉を さえ ぎ りやした。 「それ じゃあ, まるっき り嘘になっちまう。 」 「そんなら…」

とあいつは続けるんで。 「この喧嘩好きでい じわるな……」 「落着 く んだよ, ねえ / 」 と

あっしはかかあを止めやした。 「も うやれる ? 」 とかかあは言葉を続けると 「この喧嘩好

きでい じわるな魔女め/ 呪われた不平ばばあめ/ 」 あっ しは不安に襲われやした。 だって,

これは夢の中であっ しがかかあに投げっけるきま り文句だったってわけでね。 その時下の

窓を外から叩く音が聞えやした。 あっしはうろたえ, 自分の一番の友達連中を町の子僧っ

子と まちがえたふ りを して, 荒っぽ く ののし りや した。「てめえ ら犬め / いやら しいや く ざ

ものめ/ そ こで何を聞いていたんだ / 」 「ブラボー/ やったぜシュノ ッ ク / 」 と連中が返

事をくれるや, レしネはどっと吹き出し,あっしは死んだような気分でやした。にの作品には,まだ構成上の未熟さ(例えば語り手の存在の不要さ,基本的な筋の展開に
は意味を持たないエ ピソー ドの散在な ど) が数多く見うけられるものの, 結婚をめ ぐるシュ

ノ ッ クのレーネとの心理的かけひきや, 彼が自分に過大な重荷を し ょわせては, よろめいて

膝をつき周囲の笑い物になる様子を描 く , 作者の腕のさえは見事であ り, ヘ ッベルの, 描写

における リア リステ ィ ックな資質の確かさを如実に示 している。

これまでの引用で, シュノ ックを さいなむ矛盾の本質はすでに明らかとなるだろ う。 彼の

場合は外観 どお りに見られるからではな く て, 外観どお りに見られたいから, これに釣合わ

ない中味がもだえ苦 しむのである。 したがって この小説の核心は, 力を渇望 しながらはたせ

ない人間の精神的葛藤であ り, 女々しい内面 と逞 しい外観のコン トラス トは, この葛藤をい

わば視覚的に効果づける役割を担わされているにす ぎない。

さて, 話はこ こまではまだ喜劇と しての健康さを保っている。 同じ娯天下といって も, レ

ーネは 『踏切番テ ィ ール』 の女房などと比べると, まだ可愛げはある し, 臆病さのためにシ

ュノ ックが受ける心の傷も比較的浅いからである。 だが作者がシュノ ックの陥っているジレ

ンマを ます ます拡大しながら話を進め, 共感が成立 し うる領域から彼をつき放す手法を と っ

ているために, 小説の後半部分ではいさ さか異様な雰囲気が漂い始める。 それを端的に示す

のは, シュノ ックが従兄弟のフ ィ ソケルと演 じる 「喧嘩」 のいきさつである。 一度彼はフ ィ

ンケルと一緒にブレーノ ソヘ遊びに行った折に, 動物の見世物小屋に入って大失態を演 じた

ことがある。 呼びこみの説明を聞いただけで彼を と らえだ 自分の墓の前に立っているかの

ような。 恐怖を体面上必死で抑えつけ, 相当の覚悟を きめて中に足を踏み入れたのではある

が, ここで彼はハイエナと接吻する飼育係の姿に悲鳴をあげ, ボア蛇を一瞥するや金切声を

あげながら出口まで逃げ七ゆき, あげく のはてには自分の上着に飛び散った鸚鵡の糞をがら

がら蛇の毒だ と思いこみ, 大騒ぎして周囲の爆笑をかう。 このいきさつを フ ィ ソケルが幾度

も人の集ま りで取 り上げ彼を笑いものにするので, シュノ ッ クもついに腹にすえかね復讐に

着手する。 その準備たるや, まさに周到そのものである。 まず居酒屋でフ ィ ンケルを酔いつ

ぶし, 前へ出てこれないようにテーブルに酒瓶を ぎっ し りとならべ椅子で体を と じこめたの

ち, 元気づけのためにポンス酒を飲みほし, 遂に念願の一発を相手に く らわす と……

“ 「なにい, なにを しやがる / 」 と叫ぶや, グラスが壊れるこ とな ど気にもかけず, 奴は

あっ しに向って突進 してきたんでさあ。 正直にいえばこれはあっ しの計算外で, あっ しは

つつ立つたまX逃げる用意はやらなかった。 奴はあっしの髪をつかむや床にひきず り倒し,

足で蹴るわ蹴るわ, でもこれは本番の下稽古ぐらいに思えやせんでした。 あっ しはひっく

り返ったまま じっ と してたんだが, 胸に浮ぶこ と といえば, この不幸が女房の耳に届かぬ

はずはなかろ う, という予感ばか り。 と う と う酒場の亭主と小作人のニールンホイ トルが

あっ しを助け起そ うと したが, あっ しは体中の力を集めてこれに逆らいやした。 意地っぱ
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りめ, と奴らは考えたかも しれやせんが, あっ しはこれから続 く フ ィ ソケルのののし りの

言葉や乱暴がただも うこわく てこわく て, 立ち上ったらひよっと してあっ しが死んだと思

ってるかもしれないフ ィ ソケルを, またぞろ刺激するかも しれんぞと思ったからでさあ。

だけ ど2人の力にはあっ し もかなわず, 恐いと思 う間もな く また立だされち まった。あっ し

の目にまず入ったのは, むこ うにかかっている鏡で, あっ しは血まみれだ。 ひきず り倒さ

れる時に, テーブルの脚の角に頭をぶつけたってわけでね。 急いであっしは顔の血を拭ったん

だが, おかげで肝をつぶすほどすざま じい顔になっちまった。 その時フ ィ ソケルはあっ し

に気付き, あっ しも奴の顔を見る。 奴があっ しに向って歩いてきたんで, ただも う恐 く て

あっ しは扉から外へ跳び出した。 と ころがこ こで もあっし は足をすべらせ, またまた地面

に転んじまった。 もうちょっとであっしは泣きだすところだったんで……?9
小男のフ ィ ソケルに好き放題に撲られ, そのあと相手からの仲直 りの申し出におめおめと

乗 り, 家まで送って もら う途中さすがにおのれの情なさに打ちのめされるものの, 肩にかけ

られた相手の腕を こっそ りはずすことにすら大変な勇気をふ りしぼらなければならないシュ

ノックの姿に, 作者はあくまでも笑いを求めているようであるごだが似たようなエピソード
が積み重ねられてゆき, これでもか, これでもかとばか りシュノ ッ クの愚鈍さが描き続け ら

れるうちに, 笑いはしだいにこわばり, カイザー流に言えば 「グロテスクな笑い」 に変質し

てゆく。 シュノ ックが外見を取 り繕お うとすればするほど, それがますます彼自身を傷つけ

てゆく過程を執拗に追うヘ ッベルの筆の運びには, ち ょ う ど痛む歯を一層強くかみしめるか

のような, 一種倒錯 した喜びを感 じさせるものがあるからである。

『Anna』 を ヴェ ッセルブー レソ時代に作家が置かれた境遇の反映とするならば, 『Sch-

nok』はそれに続く作家的修業時代の問題意識を織 り込んだものと看倣せよう。

アマーリェ ・ シヨ ッペに市の名士連中のパ ト ロンを見つけても らい, 希望に胸をふ く らま

せてヘ ッベルがハンブルクに移ってきたのは, 1835年の冬の終 り頃だった。 だがおよそ 1年

後に, 彼は再びこの町を去っている。 生活条件はた しかに好転した。 ラテ ン語の勉学をはじ

め, 大学入学の準備にいそ しむ中で彼の知識欲は満された し, 当地の学生ら とのつ きあいも,

彼の視野を広げるのに役立った。 だが, パ トロンに監視されながらの食客生活がもた らす屈

辱は, ヴェ ッセルブーレソ時代に代官モーアから受けたのとはほぼ同じ重さで, 彼を圧しつ

けたのである。 “食客のテーブルに続く道は, いつでも内部にすむ人間の処刑に至る道たっ

た。あ りとあらゆる人々に僕は感謝を義務づけられ, 一回の食事で最後の審判の日にいたるま

で感謝の言葉を要求されるのだ。 こんな状態の下で, どう して喜びや勇気が湧いて く るだろ
う ? 叫

1836年ハイデルベルクに移 りこの地で大学の聴講生になってからは, 精神的な 自立こそ確

保できたものの, たちまち彼は洗うが如き赤貧に見舞われた。 半年後彼は ミュソヒュソにお

もむく が, この旅程を彼は徒歩で敢行 しているほどである。 ハンブルクで知 り合った 9才年

上の女性エ リーゼ ・ レソジングからのわずかな援助と, さ らにわずかな新聞の原稿料で糊 口

を凌 ぐ生活が三年にわた って続いた。

少年時代から貧乏には慣れていたが, と う した不安定な生活条件は, 彼の胸を未来への暗

漕たる不安で満した ようである。 “で も僕は付け加えなければならない。 僕が生きるために

歩んできたこんなにもひどい道のりが, 僕の才能を不利な状態に置いて しまったのだ と。 僕

の力を動かす取っ手やてこは, こわれているのだ……僕は足を片方失った人間のよ うだ。 座

った り寝た りしている時には, 歩く力を溢れるほどに感 じるし, どんな目標を前にしてもた

じろぐことはない。でも立ち上ると, びっこなのでまわりの笑い物に敬る……?゚

9
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苦境のきわみにまで追いこまれた精神が, 自己の力への懐疑に揺すぶられ, 力への渇望に

うずくその有様を, 日記のこのく だ りは有弁に物語っている。 たった一発の打撃で相手を地

面に沈めるまでのすばら しい体力に恵まれながら, しかもそ う したノ ックアウ ト ・ シーンを

いつも夢見ながら, どう しても拳を振 り上げるこ とができないシュノ ッ クの優柔不断さは,

溢れんばか りの豊かな才能によせる確信を唯一頼 りに しながら, それを全面的に発揮する場

を見出せないヘ ッベルが, おのれに感 じたはがゆさにそのまx重なるのではないだろ うか。

勿論作家的修業時代のこ う した辛苦はー ヘ ッベルの場合には彼が社会的最下層の出身者

であったために, その度合いが一層強まってはいるが一 作家の自立をはばむ ドイ ツの文化

的立ち遅れの, さ らには社会的, 政治的後進性の所産であ る。 したがってヘ ッベルを この

当時さいなみ続けた無力感は, ドイ ツ的 ミゼーレの下で多く の市民が置かれていた精神状況

と地下茎で繋ってお り, そのかぎ りにおいてシュノ ックは作家ヘ ッベルの否定的分身であ り

ながら, それを超える意味を獲得 していると言えよう。 それ故に, 同時代人のハイネが嘆き

と怒りをこめてドイツ市民階級をたとえたあの眠れる巨人1- ヒエルの一変種として戸シュ
ノ ッ クを と らえることは可能である。 だが言うまでもな く , ハイネがこのイ タージの中に時

代の市民階級への深い憂慮を こめたのと比べると, ヘ ヅベルでは問題はおのれ一人の次元に

瑳小化されている。 絶対にこ うな ってはいけない存在と して, シュノ ッ クの弱い性格と臆病

さは徹底的に否定されなければな らなかったのであろ う。 これが作者の意図とはう らはらに,

喜劇の成立要件を作品から奪い, 最後には笑 う値打す らない存在と して シュノ ックを冷たく

つき放すこ とになったのである。 まどろむ ミーヒュルには目覚めれば与えられる救いの可能

性が, シュノ ッ クにはもとから閉ざされてお り, その背後に示されるものは強靭な性格と力

への渇望に他ならない。 これを後にニイチエが定式化 した超人思想の予感的先取 りと見る

のは早計であろ うか。

後の文学的潮流との関係で, この作品がもつ意味はも う1つあるように思われる。シュノ ッ

クの弱さは, 本来的には自分の性格を変えることができない点にある。 どのよ うな刺激を受

けよ う と, いかに辱かしめられよ うと, シュツ ッ クが臆病さを克服するきざしすら見せない

ので, 彼の性格形成史は作品の中で一応触れられてはいるものの, 彼が最初からいわば体質

と して不変の性格を与えられていたかのような印象を拭 うこ とはできない。 人間の自覚的な

行為を ほと ん ど評価 しない作者ヘ ッベルの運命観から見て も, シュノ ッ クの性格は不変た

らざるをえないからである。 ここには明らかに個々の人間の思考と行動をすべて遺伝的体質

から説明づけ, 個人の自覚的な自己変革の可能性を封殺する自然主義の人間観につながるも

のがある。ヘッベルをブルジョア・ リアリズムから自然主義への橋渡し役と見る評価は? お
そ ら く こ う した事情をふまえた ものであろ う。

4 『Der Rubin』 の 場 合 ゜

- ロマ ン主義と宿命

『Schnock』 では, 作品の背景をかすめ去る幽霊の姿や, けたたまし く響く狂人の笑い声

は, 本来の筋とは有機的に溶けあわない無用の小道具にすぎなか った。 が, こ こで世界の

たががはずれたような薄気味悪さをまとってあらわれていた非日常的 ・超自然的なものは,

その後甘美で無邪気な童話形式で表現されている。 16番目の小説 『Der Rubin』 ( 1837年完

成) がそれである。

ある日バグダッ ドの都に出てきた若者ア ッサ ドは, 宝石商の店頭に飾られたルビーに心を

奪われる。 突然これを独占したいとい う衝動にかられて, 彼はルビーを奪って逃げるも捕え
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ア ヅサ ドは魔法を解くすべを教えて くれと王女に懇願するが, 彼女は次のような謎を与え

たまx再びルビーの中に姿を消す。

“ 「どんなに教えたいことでし ごう / 」 と彼女は急いで答えた。 「Tでも, あなたの決意が

どんなに固く て も, それを実現するこ とはできません。 難 しす ぎるからではな く て, やさ

しすぎるからです。 ?(カ

この謎が解けないまx, ア ッサ ドは一年を無為に費やす。ある 日町のはずれで, 今は習慣と

なった悲しみに うち沈みながら彼が手の中のルビーを見ている と, 身分の高そ うな一人の老

人が, どんな値段でもいいからルビーを譲って くれとア ッサ ドに頼む。 彼がこれをはねつけ

ると, 老人は家来に命 じて力ずく で宝石を奪わんとする。 死を覚悟 したア ッサ ドが, せめて

ルビーだけは誰の手にも渡らないよ うにとこれを川に投げこむ と, 突然魔法が解け川から王

女が姿を現わす。 この老人は王女の父親だったので, ア ッサ ドは命の恩人と して彼の養子に

むかえ られ, 万事めでた しめでた しで物語は終る。

ルビーに狂お しいまでの情熱を注ぐア ッサ ドの性格には, 先に取 りあげた2人の主人公 と

は全く 異質なものが感 じられる。 シュノ ックならば, ルビーの美しさに見とれて思わず感嘆

の声をあげるこ とはあって も, その声に自負心を く す ぐられた宝石商が顔を見せれば, 宝石

泥棒と間違えられた と思いこんで逃げてゆき, 自分の逃足の速 さに呆れて後でひと り悩iむの

がおちだろ う。 気を よく した宝石商がただで与えた指輪を, ア ッサ ドはしかし不快そ うに投

げすてる。 ルビーを見た瞬間から他の乙切のものは, 自分の生命すら, 彼には価値を失った

のである。 勿論ア ソナも 自分の生命を賭けたが, その代償に彼女が求めたものは自己の蹟罪

であった。 ア ッサ ドの情熱は逆に, ルビーを守るためなら他人の生命を奪 うことす らいとわ

ない激 しさを感 じさせる。 事実, 宝石を盗んだことを何と も思わないのかと問う老人に, ア

ッサ ドは次のよ うに答えている。 “何が私を この宝石に結びつけているのか私は知 りません

が, これが他人の手に渡って しまう前に, 盗みや殺人で自分を 汚して しまうかも しれないと

私は感じています。人を殺すのは, 自分の死と同じほどに恐ろしいことなのに。yすなわち

シュノ ッ クとは全 く正反対に, ア ッサ ドにはあ く までも自己を貫徹してゆこ うとする主体の

強靭な能動性が認められよう。 類難辛苦に耐えながら, 自己の作家的完成を求めてひたむき

に努力するヘ ッベル自身 の姿を ここに重ね合わせるこ とは可能である。

勿論1つの情熱に取 り憑かれた人間は, ヘ ッベルの作品では決して珍ら しい存在ではない。

娘に恋人ができる と半狂乱になる男やもめのツ ィ ッタ ーライ ン ( 『Barbier Zitterlein』 )

や, 周囲の人間に対する嫉妬とねたみを養分にして生きてお り, ハイエナのように他人の幸

福を嗅ぎまわる シュ レーゲル ( 『Der Schneidermeister Nepomuk Sch14 el…』) ら は,

ア ッサ ドと同じよ うに一種の偏執狂である。 言葉を換えて言えば, 現実的諸条件に対 して非

妥協的な闘いを挑む強い性格の持主である。だがこれら二人の病的な情熱は, 作者自身が作中直接

11

られ, 死刑の判決を受ける。 せめてルビーを抱いて死にたいと アッサ ドが懇願すると, 宝石

商もあわれに思いルビーを彼の手に委ねる力い 死刑執行の直前不思議な老人が現われ, ア ッ

サ ドを救い出し, ルビーの秘密を彼に語 り聞かせる。 この宝石の中にはある国の王女が閉 じ

こめられてお り, 深夜すべての思いを集中し七ルビーに三度く ちずけを贈れば, 一時的に魔法

が解け, 王女は外に姿を現わす, とい うのである。 ア ッサ ドはその日のうちに早速王女に会

お う と, 教え られた方法に従 う と, ルビーは軽い色のかXつた香 りと化 し, 現われ出だのは,

“優美な乙女が青い衣裳を まとい, 子供のような愛らしさで頭を少し傾け, あた りを見ま

わし, 「ここはどこ ? 」 と叫んだが, す ぐにその後な ぐさめるすべのない絶望にと らわれ
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批判し, あるいは間接的に抑喩 しているように, 周囲の世界に対する不当な要求でしかない。 これ

に比べるとア ッサ ドの情熱は, 相当に羽目をはずしていても, 絶対的な美や理想にむけられ

た若々しい探求心や, 自己の人間的完成を求めるあ く なき闘いを思わせるものがある。 この

小説が童話形式を と っているのは, 決して偶然ではない。 最高の美を秘めた対象とそれを求

は, バ ルザ ッ クがめる狂気 じみた慾望一 人間の本源的な情熱の極度に劇的な表現形式

これを現実的素材でみごとに肉づけしたのに反してヘ ッベルが置かれていた狭く 貧しい生活

環境の中では決して見出せず, 純粋な観念世界に求められなければな らなかったからである。

したが って 『Der Rubin』 は, 現実的諸関係の中には見出せない ものを空想 と観念の領域に

求める, ヘ ッベルのロマ ン主義的傾向をはっき りと示す作品と言え よ う。

それにもかかわらず, ヘ ッベルが空想世界の逍遥を楽しむ単なる ロマ ン派では全く ないこ

とは, 『Der Rubin』 自体が示す と こ ろ であ る。 謎 のか ら く りを ア ッサ ドに語 る王女の言葉

は同時にこ う した関係を解明している。

“これまであなたは, あなた よ り前の持主だち と同じよ うに, ルビーを頑固に手放さなか

ったのですが, 今進んで自発的にそれを投げすてたので, 私にかけられていた呪いは解け

たのです。 こんないまわ しい条件がついていたので, 誰で も即座にいつでもやれるこ とな

のに, ち ょ う ど怪物や竜を相手の闘いと同じよ うに, 私の救済は難 しいものにな っていた

のです。……・,?の 十
この言葉は, ある情熱に取 り憑かれた人間が世界を相手どる, 非妥協的な闘いの実 りのな

さを明示 している。 その願望の実現を妨むものは, 外的条件の中にではな く , 願望自身の中

に, 願望を懐 く ことの中にすでに含まれているというのだから。 したがって, ある情熱に取

り憑かれた人間の一切の努力は, 自家撞着の輪の中で永遠に空転し続けなければならないこ

とになる。 ア ッサ ドは最後には僥倖に恵まれたが, これとて偶然の賜物にすぎず, 主体の側

からの働きかけは, そ もそ も何の意味ももたらさない。ハッ ピー ・ 土ン ドに終る他の小説rMat-

teo』 や 『 Herr Haidvogel und seine Familie 』 に も , こ れ は共通す る こ と で あ る。 な

ぜならば, 主体と客体の矛盾が絶対化されているからである。 人間に残されたものは, その

努力がすべて空を切る, 全 く不毛な絶望的反抗でしかない。 『Anna』 や 『Schnock』 に重 く

たれこめていた運命感の根は, ここでこれ以上の明晰さは望めないほど理論的に定式化されている

のである。 能動的に現実の中に切り込む人間ほど, 鋭く現実から拒否されるというパラ ドクサルな

形を と っているがために, ヘ ッベルの宿命論は他の作品よ りも一層の重圧感を も って迫って

く るようである。 その幸福な結末とはう らはらに, 『Der Rubin』 を支配 しているのは, こ

の上な く 深いペシ ミズムに他な らない。

5 ま と め

一初期ヘ ッベルと リア リズム

これまで見てきた よ うに, ヘ ッベルの短編小説にはいたると ころに宿命の糸が張 りめ ぐら

されている。 ある時は不意に外部から人間に襲いかか り, ある時は精神の内に不幸の種を植

えつけ, さ らには自らにはむか う人間を好き放題に翻弄 し, 人間の主体的な行為に壊滅的な

打撃を与えながら, 宿命は自己を貫徹 してゆく。

このようなヘ ッベルの宿命観は, それ自体ですでに反 リア リズムの萌芽を内に孕んでいる

ことに注意 しなければならない。 ヘ ッベルと同じ年に生まれたゲオルク ・ ビューヒナーとの

対比が事情を明らかにするであろ う。 ビューヒナーの作品にも, 決定論的な ものが暗い影を

投げかけている。 だが歴史と社会を支配する法則の認識可能性を, 彼は決して否定 していな
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い。 したがって ビューヒナーにあっては, 個人と世界は決して硬直した対立関係にはない。

むしろ彼の決定論とは, 歴史を力強く前進させる人間の主体的行為を評価 しつつも, それも

時代的制約を突破するこ とはできないという合理的認識に他ならず, 作家個人の挫折体験の

ために, 後者に過度に重点が置かれたものでしかないのである。 人間と世界の葛藤を ぎりぎ

りのと ころ まで高め, 両者の運動の緊張感に溢れた ダイナ ミ ッ クな展開を提示する ビューヒ

ーヒナー独特の作品世界の魅力は, 彼の歴史観の弁証法的な性格を十分に物語っている。 こ

れに比べる とヘ ッベルの宿命論には, 人間の主体的行動の入 りこむ余地が全く ない。 人間と

世界とは互いによそ よそ し く対立 しあい, 両者の運動が有機的にからま り合うこ とは決して

ない。 力を渇望し, それにつき動かされる人間が, 最後には運命に征服されるという関係は

有機的なからまりあいが欠けたところでは, 単なる図式と化すおそれが十分にあるし, リアリ

ステ ィ ッ クなものは, ここからは偶然的に しか生まれてこないのである。 なぜならば リア リ

ズムとは, 自然 ・社会 ・歴史の三つを相手ど り, これを変革する人間の主体的行動と現実的

諸条件の葛藤を, 各々の時代が許す最高の高みにまで発展させ, これを描き出す手法に他な

らないから である。

だが短編小説を見るかぎ りは, ヘ ッベルの宿命論は作品の リア リテ ィにさほど否定的な機

能を果していない。 なぜならばここでの主人公たちは大部分が社会の最底辺層に属してお り,

比較的富裕な連中でもせいぜいシュノ ッ クなみの徒弟の親方 レペルにと どまっているからで

ある。 彼らは直接的にはお上や御主人の, よ り広く は社会的な変動の影響と支配の下に生き

ており, 主体的に行動し決断する自由を客観的にもほんのわずかしか持ちあわせ七いないぎ
七かも背景にあるのは, 封建的な徒弟制度や社会関係が序々に解体してゆ く時代である。 こ

のような無力な人々を右へ左へと翻弄する社会的変動をた とえ宿命と名付けよ うと も, 個人

の力では押 しと どめがたいある力への暗示を含むかぎ りは, それは社会的現象の誤った反映

ではない。 自分たちの生活を支配するある種の法則性を見抜けず, これを盲目的に荒れ狂う

宿命と見る主人公ら と全く 同じ レベルに作家が立っていた としても, このこ とは作品に反映

された生活のリアリティを著しくそこなうものとはなりえないからである?) だがヘッベルが
作品のテーマを, 同時代の庶民の生活から過去の英雄たちの世界へと, 創作形式を戯曲に移

しながら変えてゆく につれて/ リア リズムをめ ぐる問題は尖鋭化せざるをえない。 広範な自

由を手中に した英雄たち と世界の葛藤は, このままではヘ ッベルの宿命論の形而上学的性格

をいやがうえにも露呈せざるを得なく なる。 それと同時に, 同時代の現実から遠ざかるのに

比例して, 彼り 思弁癖と ロマン主義的傾向も強 く頭を もたげるからである。

ヘッベルと リアリズムの関係を論究するうえで, 彼の戯曲の評価が決め手とならざるをえない事

情はも う一つある。 ヘ ッベルの宿命観を直接的に形成したのは, すでに見てきた よ うに彼の

特異な生活歴である。 人間が偶然生まれ落ちた生活環境に徹頭徹尾と らわれなければならな

いという認識は, 少年時代から思春期にかけて, またそ こから這い上るための闘いはすべて

不毛なものに終るかも しれないという不安に満ちた予感は, 困窮のうちに過 した作家的修業

時代に, 彼の胸に刻みこまれたものであろ う。 だがそれと同時に, 彼をむしばみ続けた無力

感は, まだ 自己の力を 自覚するにいた らず, ア ンシャ ン ・ レジームの下で屈従を強いられて

いた ドイツ市民階級り 自己意識と決して無縁ではない。 ヘ ッベルは辛苦の甲斐あって, やがて

作家と して認められ社会の上層部に登ってゆ く が, ドイ ツのブルジョ アジーやプ ロレタ リア

ー トが活発に運動を展開しはじめ, 階級と しての自らの力に自信を もちは じめる過程は, こ

の作家の個人的なあゆみとほy重なっているぎしたがってヘッベルの目にも生は, 内と外か
ら しだいに よ り豊かで多様な姿を映し出すよ うになるのである。 ヘッベルOさながら凍 りつ
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註

(1) .Erliillterung 2ur deutschen Literatur, Vormiirz 1830- 1848. Volkseigner Verlag. Berlin 1972

S. 33

(2) FriedrichEngels: RevolutionundKontrerevolution. MEW Bd. 8. DietzVerlag. Berlin1960

S. 15

(3) ウィーンで3月革命を体験したヘッベルは, 大 ドイツ主義の立場からフランクフルト国民議会の代議員に

立候補している。 この選挙には落選したが, その後も彼は作家同盟のリーダーと して, 積極的に事態に関

与した。

Heinrich Steves : Hebbels MIrhiiltnis zu den sozialen und politischen F ragen, lnaugurat-

dissertation der hohen philosophischen Fakultiit der k6niglichen Universitiit Greifswald 1909

SS. 20- 24

(4) 『Matteo』 の後の短編小説としてはただ1つ 『Die Kuh』 ( 1849年) があるが, これはヘッベル中期に属

する作品であ り, テーマ設定との関係上こ こでは取 り上げなかった。

(5) ヘッベルが初期の短編を後から幾度も推敲したという指摘が下記の論文にあるので, これはあく までも

一定の留保う きである。 だが自分の短編を 「若気の過」 と呼んだ1850年以後は, 推敲の筆は入らなかった

と考えてよいだろ う。

Rolf Ebhart : Hebbel als Novelist. Druck von F riedrich Stolberg 1915 S. 13

(6) ヘッベルの自己中心的な性格については, 多くの比評がふれるところである。 例えば, “ヘッベルは敏

感で怒りっぽく , 他人を利用する自己本位な性格の持主であった。 。

Helmet Kreuzer : F riedrich Hebbel in “Deutsche Dichter des 19 Jahrhunderts, herausge-

geben von Benno von W iese。. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1969 . S.390

40 谷 口 廣 治

いたかのよ うな硬直した宿命観も, 少 しづつ揺らぎ, あま りにも遅すぎたとはいえやおらか

い春のきざしが作家の意識の中に立ちめぼるこ ととなるのだから。

Friedrich Hebbel : W erke in 4Bd. Bd. 3. Carl Hanser Verl ag. Miinchen 1965. S. 211

Friedrich Hebbel : W erke Bd. 4 S. 216 丿 .

Georg Lukjics: Der historische Roman. W erke in 12Bd. Bd. 6 Luchterhand Verlag. Frankfurt

S. 184

Friedrich Hebbel: W erke, Bd. 4 S. 278

Friedrich Hebbel: Werke, Bd. 4 S. 205

Friedrich Hebbe1: .Werke, Bd. 4 S. 216

Friedrich Hebbe1: W erke, Bd. 3 S. 346

Friedrich Hebbe1: W erke, Bd. 3 S. 347

R iedrich Hebbel: W erke, Bd. 3 SS. 343 - 344

理性と必然性を対置したヘッベルの運命感は, シェ リングのそれに似ている点が多いが, 直接的な影響
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関係はないら しい。

Robert Petsch: Zur E infUhruhg in das Studium Friedrich Hebbels. Frankfurt 1927 S . 27 参照

(17) FriedrichHebbe1: Werke, Bd. 3 S. 294

(la〉 Friedrich Hebbel: Werke, Bd. 3 S. 306

(19) Friedrich Hebbel: Werke, Bd. 3 S. 327

叫 ヘッベルがもう一つの道を歩めず, 終生プロレタ リア的世界観, 生活観に冷淡な態度をと り続けた原因

は, 個人的な ものだけではない。 ドイ ツにおいて著しい不均等発展の状態にあったプロレタ リアー トの運

動の否定面 しかヘッベルが見るこ とができなかったとい う社会的の制約もあった。

Joachim MU11er: F riedrich Hebbel, B. D. K. Aufbau Verlag. 1971S. 8 参照

剛 Emil Kuh: Biographie Friedrich Hebbels, Bd. 1 Wien 1877. S. 140

戟) Friedrich Hebbel: Werke Bd. 3 SS. 418- 419
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叫 Friedrich H3bbel; WerkeBd. 3 SS. 427- 428

叫 『Schnock』 は, ハンブルク時代からヘッベルが最も力を入れて取り組み, 推敲を重ねた作品であった。

彼はこの作品にふれて 『テイル ・ オイ レンシュピーゲル』 その他一連の代表的な喜劇と肩をならべられ

るものにしたい, と抱負を述べてお り, (Werke Bd. 4 8 128) また喜劇を 「無の形成による存在の嘲弄」

と定義づけている。 (Werke Bd. 3 S. 228)

(叫 Friedrich Hebbel: Werke, Bd. 4 S. 217

叫 Friedrich Hebbel: Werke,Bd. 4 S. 165

幼 “僕は政治年鑑を発行し, 時の利害を述べたて, 革命の願いをたく らみ, 情熱をかきたて, あわれな ド

イツの ミーヒエルが健康な巨人の眠りからさめるよ引こ, その鼻をつまみ続けなければならなかった。 …

…それなのに ミーヒエルはまどろみながら微笑んでいたのだ。

Heinrich Heine: Gesammelte W erke, Bd. 5 Uber Deutschland 1831- 1856 Aufbau Verlkg. Berlin

1956 S. 409

(28〉 Helmut Kreurer : Friedrich Hebbel. a.a. 0. S. 403

(叫 R iedrich Hebbel: Werke Bd. 3 S.389

叫 Friedrich Hebbel: WerkeBd. 3 S.389

剛 Friedrich Hebbel: WerkeBd. 3 S. 387

叫) Friedrich Hebbel: WerkeBd. 3 S. 389

匈) 下層社会をテーマにした作品において, へ,。ベルとビューヒナーが近接しているのは従って偶然ではな

い。 両者の関係を指摘しているものと しては, 次の論文があげられよう。

Fritz Martini: Deutsche L iteratur in BUrgerlichen Realismus 1848- 1898 Carl E rnst Poeschel

Velag Stuttgart. 1964 S. 617

叫 したがって, ヘッベル初期の短編小説に形式と内容の不一致を見たがる次の批評には疑問を提示したい。

Johannes Klein: Geschichte der deutschen Novene. F ranz Steiner Verlag, W iesbaden 1960

S. 211

叫 ドイツのブルジョアジーの運動は1840年に, プロレタ リアートの運動は1844年に開始するが, ( Friedrich

Engels: Revolution und Kon.trerevolution a. a. o. S. 9 ) こ の間 に ヘ ッ ベ ルは 『Judith』 , 『Maria

Magdalena』 『Genoveva』 等の戯曲を完成している。


