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1 は じめ に

ハソザ都市 リューベックの 「ある家系の没落」 を と う して, ドイ ツ市民階級の衰退を描い

た トーマス ・ マソの小説 「ブ ッデンブローク家の人 」々 は, トーマス ・ ブ ッデンブロークの

祖父であ り, ハソノ ー少年には祖々父にあたる老ヨーハソ ・ ブ ッデンブロークが, 孫娘 トー

ニーを して問答示教書を誼誦させる情景から始まる。 しかし敬虔なキ リス ト教徒である息子

の名誉領事ヨーハンが穏やかではあるが抗議しておく必要を覚えたように, 問答示教書をから

かうことに老ブ ッデンブロークの意図があ り, 諸誦もかれによって仕組まれな遊びであるこ

とが明らかになる。 問答示教書に対するこのような振舞にうかがわれる老ブノッデソブl==・- ク

の現実的な考え方は, こ族め古い記録や文書に対してかれが示す無関心ぶ りにも現われてい

る。 金縁の家族簿を開けば, 代々の出産, 病気, 事故, 死亡の一つ一つが蘇え り, 感謝と畏

敬に うたれる息子とは対照的に, かれは 「現在というものを しっか りと踏まえていて, 一家

の過去などにはあまり心をわずらわさなかった11)のである。かれの, なによりも現にあるも
のを信頼する合理精神, それに裏打ちされた楽天的な世界観は, 台頭期の市民階級の精神の

典型といえる。 「商人たちは, 職業柄, 取 り引きする商品の物質的価値につねにと り憑かれ

てお り, つねに正し く判断し, 正 し く計量し, 正し く評価するよう習慣づけられている。 か

れらは, 他の誰よりも具体的な価値評価にたけているのである。夕)ルネ・ユイダは, ヨーロ
ッパ美術史における レア リスムの変遷を辿るなかで, 北ヨーロッパにおける レア リスムの発

展を支えた社会的要因と して, 市民階級が獲得した物質的価値観の優位を指摘する。 市民階

級の現実感覚は, 現にあるものを, それまで物質を見落してきた中世キ リス ト教的世界観か

ら解き放ち, みずみずしい関心と信頼の眼と手で眺め,触れ うることを知った。彼岸における

救済もさ るこ とながら, 現世における生の享受をかれらは選ぶ。 かれらにと り, 家具, 調度

類, 美食, 壁に掛る絵画の数々 は(現世の勝利の栄光を象徴する夕)積極的な意味をもってく
る。 しかし人間が中世キ リス ト教的世界観から救い出したものは人間自身に他ならない。「そ

の時以来, 神に対する信仰の如何にかかわらず, 人間は何よりも自己に信頼を置く ようにな

った。j)オランダのファン・アイク兄弟をはじめ, ルネッサンスの画家たちが肖像画に画筆
をふるったのも, キ リス ト教的 ドグマから解放された人間の個性尊重の情熱が感覚への信頼

と結びついたことと, 市民階級の自我意識の成長とが,相剰的に肖像画への関心を高めたこと

による。 「うつろいやすい個別的な存在を絵画によって不朽のものにしたいという願望」5)が
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2 「遅咲 きのバ ラ 」

40回目の誕生日の朝, ルー ドルフは家人の誰よ りも早 く 目覚めると, 庭にお りてい く。 前

夜かれはゴ トフ リー ト ・ フ ォン ・ シュ トラースブルクの 「 ト リスタ ンとイ ゾルデ」 に読みふ

けっていた。 かれが 「 ト リスタ ン」 を開く のはそれが初めてではな く , 数年前自分でも説明

のつかぬ理由からこの古書の世界に触れる機会があ り, その時かれは 「生活によって眠らさ

れていたあるものが, この詩によってぼくの内にも動いてきた」 のを感じていた。 その 「あ

るもの」 とは, 「その固有の峻巌な掟を強いる恋の世界」 , (詩人自身が……それと共に滅

び, それと共に栄えることを願っているこの別の世界よ)に属する事柄であることにかれは気
づいていた。 妻の美しさを指摘されても, かれはそ う考えたことがない。 恋の至上を うた う

詩の世界から現実にかえったかれは, 青春のかお りをなお頬にとどめる妻の美 しさをはじめ

て認め, ( ああい う恋の狂乱を生みだすためには, 実際に不思議な飲みものが必要だったろ

うかご)と自問する。 「トリスタン」 によって, 眠っていた妻に対する恋愛感情が突き動かさ
れるが, 完全に解き放たれることなく , 恋の世界は現実の生活にとって相変らず「別の世界」

であるにとどまった。 恋愛感情の息吹きを覚えながら, 仕事が日 要々求する活動に忙殺され,

かれはそれを現実の結婚生活に実現させることができずにいたのである。 かれらの生活は元

の平静にかえ り, 年と共にかれの若々しい妻は色琵せていく一方で, かれには, (かの女の

精神的な面夕)がいよいよ意識されてきて, ますますかの女を尊敬せずにはいられなくなる。
仕事が順調に進行し, 生活に他のことをかえ り見る余裕がでて く ると, 「人間が生れながら

にして持っている美への衝動ずがおいてくる。ルードルフは妻の好きなバラの庭園を作ら
せ, また, 「オデュヅセイア」や「ニーベルングンの歌」を読む。同好者の集まった家庭音楽も

行われる。 こ う してかれは40才の誕生日を迎えたのである。 前夜再び読んだ 「 ト リスタ ン」

は一夜明けてもまだかれを捉へて離さない。 庭にお りたかれは 「自然のゆたけさ」 を感じ,

「青春の感じ」 がかれを襲う。 書斎に入ると, 机の上に掛かる少女の肖像画がかれの眼にと

まる。 それは, 妻の少女時代のもので, かの女の祖父母のために描かれたのだが, その頃妻

の手に返 り, 夫の誕生日の贈物と して書斎に掛けられたのである。 そ して, 肖像画を 目にし

た瞬間に一切が明確になる。 「一方でぼくの胸は悔恨と空しい憧れに引き裂かれながら, 一

方ではぼくは急にその時, 疑いのない, 言いようのない幸福感に襲われた。yこうしてかれは
「恋の盃から」 , 「深い心からの一飲みツを飲んだのである。
この作品は, 20年ぶ りに再会した友人の願いにこたえてルー ドルフがかれの結婚生活の転

機を語るという枠物語の形式を とっている。 書斎に掛かる若き日の妻の肖像を見る夫の顔に。
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生みだ した肖像画が, 市民階級の台頭期におけるほど, 人間の現世に生きることの自信と喜

びの表現であ りえたことは, 他の時代に見られぬ現象である。 「ブッデンブローク家の人 」々

の冒頭をなす問答示教書遊びは, 繁栄するブッデンブローク商会がその頃買い取ったばかり

の 「宏壮な古い邸の二階にある 『風景の間』 」で行われる。壁に掛かる厚手の弾力ある壁掛け

は, ぶどう摘みの男たち, 農夫, 半飼いの乙女などのいる (……十八世紀ふうの牧歌の, 広

大な景色を示していた……j)。勢揃いした一族の者たちが, 豪華な壁掛けの掛かる立派な部
屋で談笑するさまは, 現在に自信をもつ安定した市民生活の風景である。

テーオ ドーア ・ シュ トルムの作品には肖像画の形象が多く現われる。 多いばか りではな く ,

特定の意味を含んでいるように思われるのだが, 少な く と も, 肖像画のある風景に, 現在へ

の自信, 信頼は見い出されない。 ここではシュ トルムの三編の作品を取 り上げて, その意味

を探るこ とに したい。
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痛ましいよ うな切愛の表情の浮ぶのが納得いかず, 友人はかれに事情の説明を求めていた。

油絵の少女がルードルフの妻とな り, 現にかれを幸福にしているのを知るだけに, 友人はか

れの表情の理解に苦しんだのである。 仕事が順調に進展し, 他のことをかえ りみるだけの余

裕が生まれるなかで, と く に 「 ト リスタ ン」 の恋愛至上の世界に触れるこ とによって妻に対

する恋愛感情は刺激されたのだが, それが現実の生活に現出せぬ うちに妻の容色は年ととも

に衰えていく。 予感された恋愛感情を一挙に発現せしめたのが, 若き日の妻の肖像画なので

ある。 かれらの結婚生活に欠けるのが何であるのかを次第に感じ取 りながら, なお手を こま

ねいて現実のなかに実現できずにいるルー ドルフに, かつての妻の姿をつきっけることによ

って衝撃を与え, 結果的にかれを助けて幸福な結婚生活を可能にする契機となるのが肖像画

である。 ふー ドふ7 にと り幸福な結婚生活とは, 相互信頼と感性とを兼ねそなえてはじめて実

現される。 「精神的な面」 でのつながりにもとず く結婚生活に満足していたかに見えたルー

ドルフが内心求めていたのは感覚の解放であったのだ。 ここにはシュ トルムの結婚観が強く

反映している。 シュ トルムは結婚生活における感覚的な側面を重視し, 不可欠の補完物と考

えていた。 婚約者コンスタ ンツェ ・ エスマルシュに向ってかれは 「ぼく はきみの心だけでは

満足しない。 ぼくはきみの若々しい肉体を も欲している。 なぜって, 二つと もそろってはじ

めて本当のきみなのだから。ずと書いている。I ・シュースタしによれば, 結婚において感覚
を重視するシュ トルムのこのような考え方は, 当時の一般的な倫理観にはそ ぐわないもので

ある。 「感覚的な愛は, 1859栄お市民層では, 不道徳, いまわしいものと受けとられていた。
『品位ある婦人』 というものはどのような感情のたかぶ りも感じることはなかった。 そ して

男性のそのような感情によって卑 しめられたのである。 」 ジュースターは19世紀の ドイ ツ市

民階級における倫理観をこう説明しているご
ルードルフが数年の隔た りの後にも う一度 「 卜。リスタ ソ」 を開くのは, 自分の求める対象

が何であるかをかれが無意識に感じ取っていたためであろ う。 肖像画は, 対象を しっか りと

把握できずにいるかれを覚醒させるのだが, それと併せて警告ともなっている。 かれは現在

の幸福な結婚生活に至るまでめ何年間かをいたずらにや りすごしてきたのである。 周囲の指

摘にもかかわらず, 若い妻の美しさ も認められぬまま, したがって妻が若々しさ と美しさを

失ってい くのも見過 してきた。 若き日の妻の姿をつきっけることによって, 肖像画は現実に

は妻がかつての若々しさ, 美しさを失っている事実を一瞬のうちに照ら し出すのである。 ル

ードルフが 「悔恨と空しい憧れに引き裂かれ」 る一方で 「言いようのない幸福感に襲われた」

のも, 妻の美しさを認められなかったことによって生じた過去と現在との間の落差を目の当

た りに したからであ り, それにもかかわらず, かつての妻と現在の妻との同一性に気づいた

ためである。 「かつてはこう だったかの女- そのかの女はいまも生きている。 そ七て自分

のすぐそばにいる。自分は今のこの瞬間にも, かの女のそばにいられるのだ。ず
肖像画は過去と現在との間の落差を一瞬のうちに照ら し出し, 結果と してルー ドルフを覚

醒せしめたのだが, まさ し く ここに, つま り, 現実の生活に転機を もたらすのが, 当事者の

意志や行為に係わ りのない肖像画という無機物であること, 言いかえれば, 問題の解決が偶

然に委ねられる点に, この作品の不徹底さがある。 ルー ドルフには問題解決への積極性がき

わめて薄弱であ り, そもそもかれの問題意識自体が具体的, 現実的に根拠づけられていない。

そのため肖像画という偶然による覚醒を と う して実現した幸福な結婚生活には, 必然性のな

い解決, 非現実的な牧歌のうらみが残るのである。
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3 「左 どな りの家」

「遅咲きのバラ」 で, 若々しい美しさをそなえた少女の肖像画は, それがすでに失われた

現在というものを浮き彫りにした。 肖像画を見る人間は過去と現在との間の落差の衝撃を と

う してその間の同一性を認識することで生活の転機を迎えるこ とができた。 これとは逆に,

肖像画が過去と現在との間の同一性の確信を打破し, 落差そのものの認識をせまるこ ともあ

ろ う。 ここでは人間は現実の変化を認め,受け入れることを拒み,かつてといまの間の非同一

性, 断絶を超越するのである。 「左どな りの家」 で事態はそのように展開している。 この物

語の主人公である老婆ボテ ィ ラ ・ヤンセンの悲喜劇は, かの女の超越ぶりの激しさにある。

人間は何らかの支えなしにこの超越を維持していくわけにはいかないが, ヤンセンの場合,

過去の栄光の記憶と, 夜な夜な人々が寝しずまった頃, 大きな家のここかしこに隠された金

貨の山にふれる楽しみが, 超越の最大の支えになっている。 これらの支えが奪われるこ とで

もあれば, 超越によって回避してきた現在の空虚に耐えきれず, かの女は崩壊するこ とであ

ろ う。 かの女の 「美 しいさか り」 の姿を と どめる肖像画による過去と現在との対比は, それ

を と う して超越の不毛を認識 し, 現実の変化を認め, 受け入れる手だてとな りうるのである。

過去と現在の落差を認めるとき, はじめてかの女は自己の真の同一性を回復できたはずであ

る。

「左どな りの家」 も, ある人物によって物語られるという枠物語の形式を とっている。 語

り手をつとめる書記官は子供の頃, 「魅惑的に愛らしい娘の顔」 の描かれた微細画を祖父に

見せてもらったこ とがあった。 その絵はかの女の花嫁のときのものであったが, かの女は祖

父の遊び友だちなのであった。 祖父は少年にその絵を一度見せただけで, その時も 「なにか

妙におごそかな様子」 で絵を 「たくさんの絹の紙に」 くるむしぐさには「象徴的な埋葬でを
思わせるふしがあった。ただ少年は「かの女はほんとうはもうその頃から無慈悲な子だったで
という祖父の言葉を覚えていた。 祖父の死後, 娘がかれの遊び友達であったばかりではな く ,

「真剣な初恋の相手」 でもあったことを少年は父親から聞く。 のちに少年は以前祖父が住ん

でいた 「 りっぱな商業都市」 に市の書記官と して赴任する。 両 どな りの一方の 「高い陰気な

家」 には商人の未亡人で大変な年寄 りが住んでいるのだが, 玄関の ドアはいつもかた く 閉ざ

され, かの女と外界との交渉といえば, 早朝訪れるパソ売 リ ) 女に限られている。 冬の朝,

老婆が凍死状態で発見されたのがきっかけで, かの女の財産管理人が必要というこ とにな り,

書記官はかの女を訪問する。 身体の衰弱を否定するかの女も結局かれの説得を聞き入れ, か

れを財産管理人に指名する。 数日後, 夜までかかって有価証券 と現金の記載を終えて帰る時

に, 忘れ物に気づいたかれが引き返してみると, 老婆は机の上にばらまいた金貨の山を掻き

回している。 遺言状によれば, かの女の財産の四分の一は市に, 残 りはすべて兵隊 ・海員養

老院に寄付されることになっている。 しかし前者は亡夫の遺言状に縛られたためであ り, 後

者にいたっては創立者の寄付がたっぷ りあ り, かの女の財産はそこのブランデーと化するだ

けで, 「がらくた箱から別のがらくた箱に移すでにすぎないのである。老姿にはノヒティル
トとい う姪がいて, かの女は貴族の士官と恋仲であるが双方が貧し く結婚できずにいる。 し

かし老婆は一文た りと もかの女に譲ろ う とはしない。 ところ がふと したことで老婆はかの女

を財産相続人に指定する。 老婆は姪のために開放しようと して書記官を二階の広間に案内す

る。 広間の壁に美しい娘の肖像画が掛かっているのだが, この娘ならかれは知っている。 こ

の老婆が祖父の初恋の相手だったのである。 かつての美しさ と現在の老醜, 「現象の世界が

揺らぎはじめ,ぼくはそばに立っている老婆がほとんど恐しくさえなった。ず荒廃した広間も
かの女に言わせれば, 「何もかもすっか り昔のまま保存が行き とどいてい」 るのである。 書
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記官は「まるでとっくに現実性を失った妖怪の世界にいるような気夕がする。老婆はかつて
若い ドイ ツの商人の求婚を退けたことを話し, かれや, その孫の消息がわかればかれらに全

財産を残し, たとえ姪でも 「ほう りだ して しまうで し ょ う」 と 口走る。 そのため書記官は沈

黙せざるをえない。 翌朝かの女は死体で発見され, 全財産は養老院に寄付される。

ボデ ィ ラ・ヤンセ ンは権勢欲と独善を具現している。かの女の示す二度の善意の背後にもそ

れは潜んでいる。ヤンセ ンは, 姪のタ ヒテ ィル トをかの女の相続人とする決意を と うとつに固

める。 すきあらばかの女の財産を掠め取ろ うとするものと して周囲の人間をヤンセンは憎悪

し, 自ら招いた「憎悪の孤独ゲのなかで生きていた。それゆえ姪を相続人とする決意は考え
られなかった変化であ り, 自ら 「憎悪の孤独」 から歩み出て, 周囲の人間との関係を回復す

る試みを表わす明るいきざしであるかに見えた。 「私は遺言状を変更する全権を持っている

のですよ。f と, かの女は決意を確認する。 しかしこれが真の善意に裏づけられたものでな
いこ とがす ぐに明らかになる。 つま り, ある舞踏会に招かれた金持の商人の娘が, そこで知 り

合った貴族と婚約したと伝え聞いた老婆の競争意識があおられた結果なのである。 「私の相

続人もなぜ伯爵の冠をさずかってはいけないのか, 私にはわかりませんわ。yという言葉が
それを裏書きする。金持の息子や貴族と遊んだ娘時代, 結婚後の「伯爵や外国の総領事」だちと

の交際を きのうのことのよ うに誇ら しげに語るかの女はいさ さかも変っ七いないのである。

ヤンセ ンはまた, 袖にした若いま じめな商人を思い出し, かれや, その孫の消息を知 りた

い素振を見せた。 「目の見える人間が最上の幸福を足で蹴とばした」 悔恨と も受けとれる。

しか しかれらのことがわかれば, 財産をかれらに残し, 姪へめ遺産相続のあらたな意志をこ

と もなげに撤回できるのである。 この見事な二者択一ぶ りがかの女の本領であろ う。 悔恨に

もとずく行為も, 従来とは異なるかの女を示すこ とにはならない。 その独善性においてやは

りかの女は一貫 しているのである。

凄惨な孤独のうちに果てるかの女の性格は, もって生まれた資質に求められている。 かの

女は少女時代から 「無慈悲な子」 であったと説明されていた し, 作者自身かの女に 「美 しい

女って, やはり美しい猛獣でもあるんじゃないかしら?ずと言わせている。生来の資質に由
来するものであれば, かの女はそれに対して戦った り, 克服するすべはな く , 不可避的に従

わざるをえず, かの女の自由はない。 それゆえ問題は個人に発 し, 個人の うちに完結するこ

とにな る。 しか し こ こ には19世紀 ドイ ツの社会情勢 と作者の社会認識が反映 して いる。 48年

革命の挫折後, 市民階級は政治権力を奪取するよ りは, 貴族階級と和睦するほうを選んだ。

貴族階級と市民階級との間に利害の一致が生 じたのである。 前者は一族の健康保持, そ して

何よ りも経済的な理由から, 後者は台頭する労働者階級との戦いで手を結んでおく必要から,

双方が互いに接近した。 その一つの形が, 貴族による富裕な市民の娘との結婚, あるいは富

裕な市民の家庭への 「入夫」 であった。 「 『商人のお嬢さんたち ももちろん何人か招待する

んだけれど, そんなこ と何でもないわ』 ……そいつはまった く 素敵だ, と言った。 そんな風

に踊って……相手が金持だったら結婚する, どうしてそうしていけないわけがあろうノゲボ
ティ ラ ・ヤ ンセンの性格は個人的なものであるが, 19世紀 ドイ ツの社会情勢と無縁ではない。

シュ トルムに と ってかの女は, 市民社会における一つの否定的な典型なのである。

「生命の火花を散らす」 娘の肖像画は, 老婆ヤンセンが, 祖父の遊び友だち, 初恋の人で

あったこ とを書記官に明かしたのであったが, むしろそれは, 現在のヤンセンの老醜と凄惨

な孤独を際立たせ, 過去に固執 して生きるかの女と現実との間のもはや埋めよ うのない落差

を一挙に照ら し出すのである。

20
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4 「水 に沈 り 」

過去と現在との間の落差を照射する点で, 「水に沈む」 における肖像画も同じ役割をにな

っている。 女主人公カタ リーナの肖像がそれなのだが, その前にシュ トルムにおける肖像の

より一般的な機能に触れておかねばならない。 この作品で言えば, 村の教会の内陣に掛かる

「死んだ子供のあどけない画像」 である。 その額縁には1666年という年号が記されているが,

少年時代の語り手はこの画像の前に立つと, 「 うち勝ちがたい同情に襲われ」 , 「空想のと

りことなって, よしどのような簡単な話であるにせよ, この子供の生活と死んだ事情とを,

もっと知りたいものだ, と願うまでになっていた。y後に語り手は偶然にも, 肖像画を描い
た画家の手記を発見し, 語 り手によって紹介されるこの手記が, 埋もれていた秘密を明かす

ことになるのである。 忘れ去られた人間の営為の存在を, 現在に生きる人間に告げるものと

しての肖像画は, 同時にそれを再度発掘して明るみに引き出すことを要求する。C. A. ベルン

トは, シュ トルムにおける肖像画のこのよ うな機能を指摘する。 「聖ユルゲソにて」 の分析

のなかで, ベルソ トは, 生命を持たない事物 (時計と肖像画……筆者) がここで意味を持っ

てくるのは, 時間の空しさを克服しようとする試みだからである, と説明するぎ肖像画は,
忘れ去られた過去における人間の営為を忘却のなかから救い出さねばならぬという意志のあ

らわれなのである。 逆に言えば, 残された肖像画という偶然がなければ, 人間の営為は他者,

他の時代に対して閉ざされたままで消滅することになる。 人間の営為の持続性, 継続性への

信頼は, 偶然に依存せねばならぬほど動揺している。 歴史への確信を喪失した心情の無常感

の反映なのである○
/

「水に沈む」 の舞台は17世紀中葉, 封建時代の北 ドイ ツである。 平民出身の画家ヨハネス

はオランダで五年間修業をつんで故郷のホルシュタイ ンに帰って く る。 よ り自由なオランダ

では芸術家の地位も高く , かれにして もオラ ンダでは 「さま」 を添えて呼ばれていた。 ヨハ

ネスが画家と しての力量と自信をそなえて, 庇護者である貴族ゲルハルドゥスの居城に帰る

と, ゲルハル ドゥスはすでに故人とな り, 息子のユンカー ・ ヴルフが城主になっている。 か

れは身分的偏見もあからさまにヨハネスを冷た く迎えると, 妹カタ リーナ姫の肖像を描く よ

う命を下す。 かの女は近隣に居住するユンカT ・ タル トと結婚することになっていた。 「貴

族の娘が嫁ぐさいはは, 肖像をあとに残さればならぬのだ。ず相愛のヨハネスとカタリーナ
は一室にこも り, かれが肖像を描く間, 城を脱出する方策を相談する。 しかし二人の計画は

発覚し, 追われたヨハネスはカタ リーナの居室に逃げ込む。 二人は, 翌日城の外で落ち合い,

故人の妹の尼僧に保護を求めることにするが, かれが姫のもとにいたことが露呈し, かの女

は現れない。 城に引き返したヨハネスはヴルフに射ち倒される。 オランダで体力を回復した

あと, かれは八方手を尽してかの女を探すが徒労に終る。 数年後傷心のかれは北海のほと り

にある町に移 り住む。 ここでかれは村の牧師の肖像を描く 依頼を受ける。 村に対して特別の

功績があるわけではないが, 三人の先任者がみなその肖像を教会に持っているため, 赴任し

てまもない牧師についてもその肖像を教会に寄進 したいという信者の意向なのであった。 こ

の牧師の妻がカタ リーナであった。 無理失理嫁がされていたのである。「魔女」の火刑に人々が

押しかけ, 牧師も学校を休みにして見物に出かけて留守の間, 二人は再会する。 かれらが互

いにかき抱く さなかに, かれらの間に生まれた子供が溺死する。 牧師は子供の肖像を描く よ

うかれに依頼し, かれの仕事のために牧師館の一室をあてがう。 死んだわが子を描く仕事が

一段落して空腹を覚えたかれは, 食物の用意された別室に足を踏み入れたとたん立ちす く

む。 そこに, 「幸福と愛情以外には女の顔に与えることのできない, 見とれるばか りのあでや
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かさをたたえたjrカタリーナが立っているのであるoしかしそれはカタリーナモの人ではな
く , かつて ヴルフの命でかれ自身が描いたかの女の肖像であった。 「そこはかとな く昔のこ

とどもが浮び上り, わたしの心を苦しめた。y仕事部屋に戻ると, かれは画像のかたすみに
「Culpa Patris Aquis Submersus」 ( 父 の罪 に よ り て 水 に 沈 む ) の意 味 のC. P. A. S. を 描

き込む。

「す ぐれた画家の地位は, ドイ ツの貴族にも劣 りはしません。 アムステルダムにあるファ

ン・ダイク卿の館には, たとえ高貴なお方といえども, そうやすやすと通れないのです。y
五年間にわたるオラ ンダでの修業でヨハネスは画家と しての自負心を身につけた。 身分の差

を こえて貴族の娘を愛するかれには, オラ ンダで養ったこの画家と しての自負心が力となっ

ている。 恋仇ユンカー・タルトとちがって, かれが貴族でないことを惜 しみながら, 「もちろん,

神様のお定め下さったとうり満足して, 余計なことは考えないよ引こいたしましょう。yとい
う老いた友人の意見に, かれはかな らず し も同意 しない。 ヴルフの放った猛犬に追われたか

れが, カタ リーナの部屋で一夜を明かした時も, 自らの行為に対する責任を引き受ける自覚

と 自信をそなえてぃた。 城に引き返 したかれが, 直接ヴルフに面会 し, 憶するこ とな く妹と

の結婚の承諾を請うのも, 画家と しての自信のためである。 「ご承知のと う り, わた しは貴

族でも何で もあ りません。 しかしもの描 く業にかけましては, 世に劣るものとは考えてお り

ません。 いつかはひとかどの者にな りまして, そ。の道の達人たちにひけを とるまいと, 心ひ

そかに期しているしだいでございます。yしかしかれはヴルフの銃弾を胸に受けて倒れるの
である。 数年後に, カタ リーナに再会 したかれは, 子供の所へ帰ろ うとするかの女を引きと

める。 子供を守る義務をかれは忘れたのである。 のちにシュ トルムは手記 「その日の与える

もの」 のなかで, 「 『水に沈む』 において, 存在する しきた りを当然のこ とながらに無視す

る二人の献身ぶ りに, 作品の落度を求めよ う と しても うまく ぃ く まい。 た とえば 『ロ ミオと

ジュ リエ ッ ト』 のシェ イ ク ス ピアと同 じよ うに, 詩人にはそんなつも りは少 しもなかった。

落度は, この名称を捨てたく なければだが, 別の側に, つま り後者なら家と家との非情な憎

み合い, ここでは社会の一握 りの部分のごう慢にあるのだ。 それは, 何の功績もないのに,

先祖がどうぃ うふうにかして手に入れた特別な地位を騎 り, おのれを よ り優れた血統と己惚

れ, 人間的に美 しいものや正当な ものを, 相続 した暴力で踏みに じるのだ。 二人をぽとんど

前後の見境もな く互いの腕のなかにおい立てるのが, まさにこの敵対する暴力であるこ とを

見過すべきではない。yと書いた。二人の罪は個人的なものなのだが, それ以上に封建制度
そのものが必然的に生み出す社会的な ものである というのが, シュ トルムの考えなのである。

ヨハネスがカタ リーナの肖像を描 く 間, ふた りの語らいを妨げるものはほとんどな く , か

れらの夢は実現可能に見えたのだが, ヴルフによって打ち砕かれ, 二人は引き離される。 失

意の数年後に訪れた再会のさなかに, かれらの子供 が池に落 ち , 両親の手によると同然の

死に方をする。 別室に掛かるかの女の肖像画は, 幸福の希望が存在した過去と, 絶望の他何

もない現在との間の落差を一瞬のうちに照ら し出す。 肖像画は, 過去と現在との間の落差の

目に見え る形なのである。

カタ リーナの夫である牧師は「どだいマ リアり像から してだ, 肉欲と ローマ教崇拝の乳母に

ほかならぬではないかじ?咀考えて,マリアの木彫りの像を教会から取りはずさせた人物である。
そのかれが妻の肖像を 自宅にかかげてお く ものか, 疑問が残る。 なぜなら, かの女の肖像は,

制作の終る頃これを一瞥 した老婆が, 「お嬢さ まは, この絵のよ うな 目つきを して, お前さ

まをご覧あそばしたのかい?ずと問いたださずにはいられなかったようなたぐぃの画像だか
らである。 また, 「神の息吹が消え去ったあとの世に, 塵の姿を残そ うなど, 夢にも望んで
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5 お わ り に

すでに「イム」 ソ湖」において, 肖像画は, 老人が青春時代を回想する契機になっていた。 壁

をはう月の光が女性の肖像を照らし出すと, 時間は逆戻 りして老人は少年時代にいる。ただ老

人は折にふれ青春時代を回想していたと思われ, ここでは肖像画と回想との間に直接の因果関

係は認めがたく , 老人が若き日 を々蘇えらせる偶然の引き金となったにすぎない。 しかしシ

ュ トルムにおける肖像画は, それを見る者に, それが当事者や関係者であれば過去の回想を

うながし, 無縁の者であれば, その肖像にからまる過去の出来事の存在を伝えることにおい

て変 りない。 その意味では 「イム」 ソ湖」 の肖像画についても同じことが言える。 シュ トル

ムの肖像画は, 失われた ものを現在にと どめるほぼ唯一のものなのである。 人間の営為は,

その人間が死ぬと同時に営為自体も消滅するという無常感がここには働いている。 現実のな

かに生き, 現実に働きかけながら人間は時間とともに発展, 成長するという信念は揺らぎ,

時間は不安の対象となる。 時間は人間を捉え, その時点時点に置き去りにして進行する。 あ

る時間はそレの前の時間を内包することがない。 シュ トルムにおける肖像画は概して無常感の

あらわれなのであるが, ここで取 り上げた三編に現われる肖像画には上の概括に含み込まれ

えない, それだけで独立する部分がある。 た しかに, 失われたものを現在にと どめるものと

しての肖像画に変 りはないのだが, ただ無常感のあらわれと言いきれない独自の色ど りを も

っている。 それはこの三編において肖像画が, 過去と現在との間の落差を一瞬のうちに照射

する, あるいは, その落差の目に見える形である, とい う点にある。 照射の一瞬において時

間の流れは止揚せられ, 過去と現在が同時存在する状態が出現し, この時落差は大きな崩壊

感をもって感じとられる。 その崩壊感は, 一種の美意識にまでたかめられた無常感といえよ
闘
う。

「水に沈む」 の書かれたのは1876年であるが, ほぼ1870年代中頃から1888年の遺作 「白馬

の騎士」 に到るまで, シュ トルムは対象をいっそ う リアルに描き出すようにな り, それとと

もに肖像画の形象は弱まり, 肖像画は現われたと しても, 本来の, 情景の背景に後退する。

註
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いない。でと, 自分の肖像を描かせることに否定的であったかれならば, 妻の肖像画にどれ
ほど寛大であ りうるかについても疑わし く , したがって, 別室の場面設定自体, その蓋然性

に欠けるきらいがないではない。 それに, 二人の希望から絶望への移行は, 具体的に根拠づ

けられて語られてきたのであ り, 別室での出来事が物語の展開からみると不可欠な設定であ

るとは思われない。 しかしそれゆえにかえって別室の場面設定には, 過去と現実の落差を 目

に見える形で一瞬に固定させたいという意志が働いている, と言えるのである。
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「遅咲きのバラ」 発刊の年。 ¥

ジュースターはこの作品における結婚観に, シュ トルムの時代批判があると している。

Theodor Storm L Band S. 471

片 2 . B a n d S . 2 0 4

ebd. S. 205 ‥

ebd. S. 200

ebd. S. 219

ebd. S. 220

ebd. S. 221

ebd. S. 217

ebd.

ebd. S. 210

ebd. S. 215

Theodor Storm 3. Band S. 10

C°A’ Bernd・Theodor Stoi`m・ ln “ Deutsche Dichter des 19 . Jahrhunderts” F . Schmidt Verlag 1969

Theodor ` Storm 3. Band S. 22

ebd. S. 70

ebd.

ebd. S. 41

ebd. S. 26

ebd. S. 47

Peter Goldammer, Theodor Storm, E ine E infUhrung in Leben ulld W erk, W rlag Philipp Recl1111

1968 S. 185f .

Theodor Storm 3. Band S. 58

ebd. S. 33

ebd. S. 57

美意識と しての無常感に。は, 美意識のもつ自足のいとわしさがつきまと う。 シュ トルムにおける肖像画

について も, それはぬ ぐいきれないものがある。


