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アソナ ・ ゼーガース : 『鍵』

初 見 昇

象 徴 と 弁 証 法 の 結 実
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Noboru HATSUM I

Anna Seghers : “Der SchlUsse1”

岐阜大学教養学部 ドイツ語研究室

( 1983年10月11日受理)

Die Frueht des Symbols und der Dialektik

ドイツ民主共和国の代表的作家, アソナ ・ ゼーガース (1900年生れ) が1983年 6月 1 日,

82歳でその生涯を閉じた。 1926年に処女作 『グルーベチュ』 (Grubetsch) を発表して以来,

逝去にいたるまで68篇におよぶ長 ・中 ・短篇の作品を遺した。 1980年に80歳で発表した 『八

イチの三人の女』 (Drei FrauenausHaiti) は彼女の最後の作品となった。 これは3つの作

品からなる短篇集である。 これらについてはすでに世界文学会篇 「世界文学」 58号 (1982 ・

8) に, ゼーガースの最新の作品と して紹介したが, 限られた紙数で十分に論述し得るもの

ではなかった。 『ハイチの三人の女』に収められた短篇は, いずれも晩年における作者の完熟

を示すすぐれた作品であるが, と く に第 2話の 『鍵』 (SchlUssel) は新書版型23ページの小品

ながら, 短篇小説として完成された形式をもつ感動的な作品である。 この短篇を, 象徴と弁

証法 とが統一 された作品と七て捉える視点から分折を試みるのが本稿の目的である。

短篇小説 と しての技法

本論にはいるまえに, ドイツ文学史における短篇小説の技法理論の代表的なふたつの傾向

に触れ, ゼーガースの短篇小説がいずれのタ イプに属するものであるかを明らかにしておき

たい。 このこ とが, ゼーガースめ作品のもつ 「象徴性」 とい う特徴と深 くかかわっているか

らであ る。

短篇小説の構成技法としては, アウグス ト・ヴィルヘルム・シュレーゲル(AugustWilhelm

Schlegel, 1767- 1845) とルー ト ヴィ ヒ ・ テ ィ ーク ( Ludwig Tieck, 1773- 1853) が主張 し

た 「転換点」 (Wendepunkt) の理論 とパウル・ハイゼ (Paul Heyse, 1830- 1914) の 「鷹の理

論」 ( Falkentheorie) とが対立した流れと して大きな影響を与えている。 シュレーゲルは,

名声を博した著名な講議『文芸について』 (Ubersch6neLiteraturundKunst) のなかで “Die

Novelle bedarf entscheid6nder W endepunkte, so daB die H auptmassen der Geschichte

deutlich in dieAugen fallen(1)” 「短篇小説 には物語の主要部分が鮮明に 目を惹 く よ う に, 決

定的な転換点が必要である」 と主張している。 テ ィ ークの主張については, ベンノ ・フ ォン・

ヴィ ーゼ (BennovonWiese) が著書 『短篇小説論』 (Novelle) で要約しているので, それ

を引用するこ ととする。 “UndLudwigTieck fordert : dieNovellemUsseeinen <Sonder-

baren auffallenden W endepunkt〉 haben, くder sie von allen andern Gattungen der
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Erzahlung unterscheidet〉 , einen Punkt, <von W elchem aus sie sich unerwartet v6111g

umkehrt(2),〉” 「そ してルー トヴィ ヒ ・テ ィ ークは次のように要求している。 短篇小説は, <物

語の他のすべてのジャンルと異なる〉 ある <独特な目立つ転換点〉 を もたねばならぬ。 <そ こ

から物語が意外に, まった く ひっ く り返えるよ うな〉ひとつの点を もたねばならぬのである」。

一方ハイゼは, “SohatdieNovelleineinemeinzigenKreiseeineneinzelnenConflict(3),”

「そ こで短篇小説は唯一の活動圏において単一の葛藤をもつ」と述べる。 短篇小説にぱ der-

enGrundmotivsichamdeutlichstenabrundetundetwasEigenartiges, Specifischesschon

in der bloBen Anlageverrath(4)。” 「そ の基 本 と な る モ チ ー フ が きわ め て 明確 に完成 さ れ , そ

の独自性がはっき り と した構想と して表われている」こ とが不可欠だ と主張し, ボ ッカ ッチ ョ

(Giovanni Boccacc10, 1313- 75) のデカ メ ロン (Decameron) の第 5 日第 9課の 「フ/エデ

リゴの鷹」 の話を典型的な例と して挙げ, 短篇小説の作者ぱ Wo≪der Falke≫sei, das

Specifische, dasGeschichtevontausendanderenunterscheidet(5)” 「≪鷹≫は ど こ にい るの

か, つま りある物語を他の多 くの物語から区別する独特のものが, どこにあるのか」 という

問いに答えねばならぬと述べている。

「転換点」 の技法は, いわゆる 「どんでん返えし」 の理論であ り, 『デカ メ ロン』 の第 1日

第 1話の「チャペレッ トの話」 にその源泉を求める型の小説で, モーパ ッサン (Maupassant)

の有名な短篇 『首飾り』 (Laparure) などもこの型に属し, 意外性によって読者を引きつけ

る手法であ り, 阿部知二が短篇小説において有効な手段と して指摘している 「驚き(6)」 の手法

とあい通じている。 ゼーガースの作品にはこの手法はほとんど見あたらない。 長篇小説 『第

七の十字架』 (dassiebteKreuz, 1942) にしてもr死者はいつまでも若い』 (DieTotenbleiben

jung, 1949) にしても, 題名となっている 「十字架」 や 「死者」 が冒頭に現われて, ある暗示

を与え, 結末でふたたび 「十字架」, 「死者」 で締め く く るとい う, モチーフに集中する型の

作品で, 短篇小説もほとんどこのタ イ プに属している。社会の真相に迫 り, これを描き出そ う

とする作品には 「転換点」 の技法は向いていないものと思われる。 ハイゼは短篇小説におけ

る 「単一の葛藤」 の必要性を説いているが, ゼーガースもまだ KeinepackendeFabel ist

denkbar ohne Konflikte. AIle BUcher, die M enschen packen, packen sie durch Fabeln,

durch die Konflikte, auf denen die Fabeln beruhen.” 「感動 さ せ る筋 と い う も のは葛藤 な く

しては考えられない。 人びとに感動を与える本とい う ものはすべて, 筋によって, その筋が

基礎をおいている葛藤によって, 人びとを感動させるのである」 と言って葛藤の重要性を説い

ている。 短篇集 『弱者の力』 (DieKraftder Schwachen, 1965) をはじめと してゼーガース

の短篇小説にはハイゼの理論に近い傾斜を示しているものが多いが, と く に 『鍵』 において

は, ライ トモチーフになっている 「鍵」 がハイゼのい う 「鷹」 とな り, 「鷹の理論」 の技法がす

ぐれた象徴性と結合して短篇小説と して, みごとな完成をなし遂げている。

歴 史 的 背 景

ハイチ島での歴史的事件を題材と してす ぐれた短篇小説を完成させるためには, カ リブ海

域の奴隷解放運動を扱った三連作。 つま り 『ハイチの宴』 (HochzeitvonHaiti, 1949) , 『ガ

デループにおける奴隷制の復活』 (W iedereinfUhrungder Sklaverei inGuadeloupe, 1948)

および 『絞首台上の光』 (DasLichtaufdemGalgen, 1961) という蓄積が基礎となっている

ことを見落すこ とはできない。 ゼーガースがこれら西イン ド諸島での事件に関心をもった動

機については, 『アンナ・ゼーガースの文学世界』 所収の拙稿で述べたように, 1941年にパリ

からメ キシコへ亡命の途中, マルチェ ク島とハイチ島に約 6週間滞在し, その間にこの地域
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の歴史に関心を もったこ とによるが, 晩年に発表した作品でふたたびハイチを舞台として選

んだのは, エーフ ア・カ ウフマン (EvaKaufmann) が指摘するよ うに(8), コ ロンブスによる

新大陸の発見がハイチではじま り, 原住民インディオが絶滅され, アフ リカからの黒人奴隷

制がここではじまったこ と, そしてやはりこの島で最初に奴隷制が廃止され, 世界で初めて

の黒人共和国が出現したこ となどで, ハイチが旧時代と新時代, 旧大陸と新大陸との回転軸

とな り, 民族, 人種, 階級の問題をめぐって高度な象徴力をもっているこ とにもよる。 した

がって この作品を理解するためには, 題材となっている事件の歴史的背景を知ってお く こ と

が前提となる。

コロンブスによって発見されたハイチ島(9)は約200年の間スペインの植民地であった。17世

紀末にフランス領とな り, 砂糖とコーヒーの生産地として重要な地位を占めていた。 その生

産を支えたのは奴隷貿易を通じてアフ リカから大量に連れこまれた黒人奴隷であった。 フラ

ンス革命当時, ハイチの人口は白人4万にたいして黒人は50万であった(lo)。 苛酷な労働と白

人による虐待に耐えかねた黒人たちのなかには逃亡して山中にこもる者がでた。 ゲリラ化し

て散在していた, これらの黒人たちを組織化したのは ト ゥサソ・ルヴェルチ ュール(Toussaint

L’Ouverture, 1743- 1803) であった。 ト ゥサソは黒人奴隷 と して中流貴族の屋敷で御者を し

ていたが, 温情的な主人のもとで文字の読み書きを覚え, 黒人奴隷解放運動の指導者となった。

一方フランスでは, 1788年 2月19日に人道的な立場から, 奴隷貿易と黒人奴隷制の廃止を

目的と した 「黒人の友の会」 が設立された りして, ジャコバン派が中心となって奴隷解放の

運動が盛んになっていた。 しかし, 共和国が成立してからも, 「植民地の保持」と「人権宣言」

との板ばさみとな り国民議会は奴隷解放に踏みきれないでいた。1791年 8月22日から23日未明

にかけてハイチ島北部の5つの農園の黒人奴隷がいっせいに蜂起し, 数日で北部州の東半分

を焼きつ く した。 このとき砂糖園200, コ ーヒー園1200が破壊された。 この蜂起はフランス本

国に決定的な影響を与え, 93年 8月29日, 国民議会は 「奴隷状態にあるすべての黒人, 混血

人は自由であ り, フ ランス市民たる権利を享受するものである」 旨を宣言した。

しかし国民議会が 「黒人解放」 に向かわざるを得なかったのは, 黒人蜂起のほかにも うひ

とつの契機があった。 それは本国の革命に動揺した保守的貴族層の動向である。 植民地農園

の所有者であった貴族階級は, 本国での革命に不安を覚え, 自分たちの利益を守るためにイ

ギリス ・ スペインと手を結び, その軍隊をハイチに引き入れたのである。 フ ランス革命政府

は3人の委員を 1万 4千の国民軍と ともにハイチに送った。 ト ゥサソはこのとき黒人部隊を

率いて委員に協力し, ハイチを外国に売ることから守った。 こう して ト ゥサソ と革命政府と

の完全な協力関係が成立した。

1800年に ト ゥサソはハイチにおける政治の最高責任者とな り, 繁栄と平和は2年間つづい

た。 しかし 「植民地の保持」 と 「人権宣言」 との対立は, あいかわらず生れたばかりのブル

ジ ョ アジー政権の内部予盾として残っていた。独裁権力を握った皇帝ナポレオンは, 「植民地

の保持」 を選び, ハイチの黒人主権に攻撃を加えた。 このためハイチ全島はふたたび戦場と

化し, 平和と繁栄はくずれ, 農園は原始林化していった。 ナポレオン軍の攻撃は黒人軍の執

拗な抵抗にあい, ジャングル戦と熱帯地方特有の熱病との挾み撃ちのなかで 3万の軍隊は全

滅の危機に瀕 し た。 フ ラ ンス軍の指揮官は, ト ゥサソ と会 っ て話 し たい と提案 し, 出

てきた ト ゥサソを逮捕し, フランスに連行して しまった。 怒った黒人たちは激しい抵抗をつ

づけ, ハイチ島での戦いは泥沼化した。 しかし黒人軍を屈服させるこ とはできず, ハイチは

独立国と して残ったのである。 フランスに連行された ト ゥサソは, ジュラ山脈にあるジュー

城塞で獄死した。



昇

概梗

108 初 見

短篇小説「鍵」は18世紀末から19世紀初葉にかけて, カ リブ海に浮かぶひとつの島で起った前

述の事件を背景と して成 り立っている。 ハイゼが短篇小説において要求した「鷹」にあたるも

のは, この作品では「鍵」である。23ページから成る短篇のなかで「鍵」(SchIUssel) とい う語は,

物語の展開の要所々々に17回現われている。「鍵」を中心に物語の筋を辿ってみるこ と とする。

まず冒頭の, 通行人がたる型を したかまで炒った木の実を黒人夫婦から買って立ち去る場

面で 「鍵」 が紹介される。

“Ein SchIUssel?”sondern ein SchlUssel.”

“Er tragt ein K reuz an der Schnur um seinen H alsグ “Das war kein K reuz,

“Gehmal naher heran, dannwirst

「十字架 じ ゃない, 鍵だ よ」

こ こで, ひと りの黒人が, ク リスチャンが首にかけている十字架のかわ りに鍵を首にかけ

ている姿が浮かんで く る。 「鍵」 は 「十字架」 と対等であるこ とが暗示される。

次の段落では, この鍵をつけた男, アメ デがジュラ山脈の道路建設工事に加わったいきさ

つが説明される。 黒人奴隷解放運動の指導者であった ト ゥサソが, ナポレオンの軍隊によっ

て捕われて ジ ュラ山脈のジ ュー城塞に幽閉されているこ とを知ったアメ デは, この山脈に通

されるこ と になった道路の建設工事に加わ り, 時間をつ く っては ト ゥサソのいる監房の窓を

眺めていた。

- 「鍵だって? 」 - 「まあ, も っ と近よって見ればわかるさ, 鍵だって こ とがさ / 」

du sehen : ein SchlUssel!”

「あの男, 首にまいた紐に十字架をかけていたな」

“A 11unsereSchwarzen durchrasten johlend dasGutshaus. K einer gab auf mich

acht, mich einzelne. lch rUttelteanmeinem Gitter, ich schrie, ichheulte, sieaber, die

im Begriff waren, alle Schwarzen auf der lnsel zu befreifen, bemerkten mich gar

nicht(13).”

アメ デは, ひそかに ト ゥサソを尊敬 している白人兵士シャンと も親し く な り, ト ゥサソに関

する情報を得るのだった。

アメ デが ト ゥサソの監房の窓を眺めていて帰 りが遅 く なった とき妻のク ロディ ーヌは, 工事

夫の宿泊所 と して指定された地下室で, やはり西イ ン ド諸島から きている黒人の女性 と,

以前の奴隷時代の体験を語 り合 う。 この体験談のなかで「鍵」の由来が明らかにされる。 伯爵

家の奴隷と して仕えていたク ロディ ー刈 よ花びんを落したため壁を く り抜いた小さな穴の中に

閉じ こめられた。その頃, 農場を没収して土地所有者にたいする支配権を民衆に与える とい う

任務を携えて本国の革命政府から派遣されてきた委員が, 黒人奴隷解放運動の指導者 ト ゥサソ

と連絡を と り, 黒人の叛乱が起こる。 ク ロデ ,イースの主人の農園屋敷にも黒人が襲ってきた。

Es war ihm zumute, als wUBte Toussaint in seiner Zelle, daB einer ieiner

treuesten A nhanger standig sein F enster beobachtete.

監房の中の ト ゥサソが, 自分のもっ と も忠実な信奉者のひと りが絶えず監房の窓を眺

めている こ とを知っていて く れる よ うな気がするのだ った。



“W enn ichvor dir sterbe, nimm mir den SchlUssel nichtweg. LaB ihnanmeinem

Hals hangen(14)。”

「も しおれがおまえよ り先に死んだ ら, 鍵をおれからはずさないで くれ。 おれの首に

かけたままにしておいて くれ」

司令官の意図に反して ト ゥサソの死は噂となって広まった。 ト ゥサソの隠れた支持者, フ

ランス人兵士シャンはアメデに言 う。
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「黒人たちはみな, わめきながら農園の屋敷を暴れまわりました。 わたしに, ひと り

ぼっちでいるわたしに気がついて くれる人はだれひと りとしていませんでした。 わたし

は格子をゆさぶ りました。 叫び, 泣きわめきました。 でも, 島のすべての黒人を解放し

よう としているのに, 彼らはわたしにはまった く気がつきませんでした」

ついに黒人の集団のなかのひと りの男が彼女に気づき, 牢の鍵を手にいれて救い出して く

れた。 その男とは混乱のさなかで言葉をまじえるこ ともな く別れてしまうが, 後日ト ゥサソ

を歓迎する群衆の中にレその鍵を首につけた男と再会する。 それが現在夫となっているアメ

デであるこ とがク ロデ ィ ーヌによって語 られる。

4月のある晩, アメデは宿泊所に帰ってきて, ト ゥサソが死に, 城塞の司令官は ト ゥサソ

がどういう人物であったかを隠したまま兵士墓地に埋めたこ とを クロディ ー対こ知らせる。

アメ デぱそのあ とでポッ リと次の言葉をつけ加えた。

Vor seinem Tod hatte Am6d6e erlebt, daB N ap01eons Armee in der Beresina

zugrunde gegangen war. Vielen M enschen erschien diese N iederlage unfaBbar.

Am6d6everglichsiemitder Niederlageauf Haiti, dadiefranz6sischenKriegsschiffe

die lnsel nicht einzunehmen vermochten(16)。

アメ デはナポレオンの軍隊がベレジナ河で壊滅したことを, 死を前にして知った。 多

く の人びとにと って この敗北は信じ られないこ とだった。 アメ デはその敗北を, フ ラン

スの艦隊が島を奪取できなかったハイチでの敗北になぞらえた。

ト ゥサソの近 く に埋められることが, アノデの最後の望みであった。 埋葬するにあたって

胸から鍵がはずされた。 友人たちは銀のネ ック レスを買ってきて, これからはその鍵を クロ

“GefUrchtet war er in Ketten, er bleibt es auch im Grab(15).”

「鎖でつながれていたときに恐れられていたが, 墓に入ってからもあいかわらず恐れ

られてい る」

ト ゥサソが生きている ときには, 彼が幽閉されている監房の窓を眺めるこ とを 日課と して

いたアメデは, 今は ト ゥサソの墓を訪れるこ とだけを望んだ。

ト ゥサソの息子が中心となって運動し, ト ゥサソの墓はボル ドーに移される こ とになった。

そのあ とを追って, アノ デと ク ロディ ーフは木の実を炒るかまを引きずってボル ドーにい く。

ボル ドーの ト ゥサソの墓地で知 り合った市民を通じて, ふた りは 「黒人の友の会」 の旧会員

だち と交際するよ うになった。



110 初 見 昇

ディ ーズがそのネックレスに結んでつけるように要請した。

だ。 「いいえ, 世界のすべての奴隷が解放(18)されるまでは, アメ デがその鍵をつけて

Claudine, dieman alsschUchtern und zaghaft kannte, fuhr zornig dazwischen :

“Nein, Am6d6e soll ihn tragen bis zur Auferstehung aller Sklaven der W elt(17).”

はにかみやで, ひっ こみ思案な女と思われていたク 1==lディ ーズが憤然と口をさ し挾ん

いなければならないのです」

こ う してアフデは胸に鍵をつけたまま葬られた。 埋葬式の際, ひと掴みの砂を墓の中にま

きながら, 人びとは自分が死者と結びついているのを感ずるのだった。

分 析

この作品を筋の展開から分けるならば,

1 . ジ ュ ラ 山脈 の道路建設工 事 に加わ り , ト ゥ サ ソ の忠 実 な信奉者 と し て城 塞 の監房 の

窓を眺めて暮らすアメデとその妻のクロディ ーフの紹介。(原文 : 33ページから37ペー

ジ 6行目まで)

2. ク ロディ ーヌの奴隷時代の体験談を とおしてのハイチでの黒人蜂起から奴隷解放の

経過と鍵の由来の説明。 (原文 : 37ページ 7行目から46ページ 7行目まで)

3 . ト ゥ サ ソ の死 か ら ア メブ が ボル ド ーに移 り住む こ と を 決心す る ま で 。 ( 原文 : 46ペ ー

ジ 8行 目から52ページ17行 目まで)

4. 夫妻がボルドーに着いてからアタデの埋葬まで。(原文 : 52ページ18行目から最後ま

で)

以上の四つの部分から成っている。 それぞれの部分において 「鍵」 は高い象徴性をもって

中心的な存在として現われて く る。

まずアメデの首にかかっている鍵は, 通行人によってキ リス ト教徒の神へ完全な従順と人

間への愛の象徴である十字架と見誤られることによって読者の注意を惹きつける。その鍵は,

も とは貴族屋敷の女中頭が, ク ロディースを壁を く り抜いて設けられた穴牢の中に閉じこめ

て, 首にさげていたものであった。 ここでは鍵は支配者が被支配者の自由を圧殺する道具と

な っ て い る。

みずからを解放しよう と して蜂起した黒人集団は農園の屋敷を襲撃するが, 壁牢に監禁さ

れている黒人奴隷に気づかずに通 り過ぎてしま う。ただひと りアノ デだけが彼女に気づき, 群

衆の流れに逆らって戻り, 鍵を手に入れて彼女を救い出した。 支配者の手中にあるときには

自由圧殺の手段であった 「鍵」 はこ こでは, 被支配者を解放するための手段に転化している。

支配の手段と解放の手段とい う鍵のもつ二面性については, あらためてあとで触れるこ と と

する。 壁穴の中に閉じこめられ見過ごされた女性を解放した「鍵」, それは同時に, 人間を解

放するための革命とい うものは, た とえ混乱のなかにあってもただひと りの弱者を も見過ご

してはな らぬ, とい う作者の主張の象徴ともなっている。

暴動のなかでアメデとク ロディ ーフは言葉をかわすこ とな く別れるが, 後日ト ゥサソを歓

迎する群衆のなかで, ク ロディ ー列ま 「鍵」 が目印となってアメデと再会する。 ふた りは結

ばれて夫婦となった。 ここでは 「鍵」 はふた りの男女を結びつける愛の象徴ともなるわげで

ある。 ア メデがボル ドーに移された ト ゥサソの墓へ行 く こ とを決心した とき, ク ロディ ース

はただちにその困難な旅に出る覚悟をきめた。



支配者から受けた苛酷な扱いがひどいものであれば, それだけまた解放された感謝の念も

深い。 「鍵」によって表わされた愛は, 感謝の念と誠実さによって支えられているものなので

ある。

アメデが死んだとき, 同志の市民たちは, その鍵をアメデにかわってクロディ ースがつけ

るこ とを提案するが, ク ロディ ー利ま 「いいえ, 世界のすべての奴隷が解放されるまでは,

アメ デがその鍵をつけていなければならないのです」 といって拒絶する。 ここで鍵は 「世界

のすべての奴隷の解放」 とい う歴史的課題の象徴にまで高められる。 同時にそれは, 反動

化したブルジ ョア政権のもとで忘れかけている 「自由, 平等, 博愛」 というフランス革命の

理念を最後まで追求しつづけるものは, 差別され, 迫害されている人種, 民族であるこ とを

示 している。

これまで考察してきたように, この短篇小説は, 「鍵」とい う ラ イ トモチーフによって貫か

れてお り, 同時に「鍵」はふた りの人間を結びつける愛, 感謝, 誠実, 人間解放の象徴となっ

ている。 しかし さ らに, 「鍵」 に内在しているふたつの側面を見落すこ とはできない。 「鍵」

は支配者の側か持つならば, 被支配者を閉じこめ, 束縛する道具 となるが, ひとたび被支配

者の手にわたれば, これは牢に閉じこめられていた弱者を解放す る道具ともな り得るのであ

る。 「鍵」はまた, 政治権力がもつふたつの側面を も象徴してもいるのである。 政治権力もま

た古い支配階級が握っているときには, 民衆を束縛し苦しめるが, 被支配階級が握ればみず

からが解放される。 ト ゥサソを持つ群衆の中でアメデと ク ロデ ィ ースが再会し, アメ デは群

衆にむかってク ロディ ーヌがあやう く監禁されたままと り残されそ うになった様子を話し

た。 いつの間にか ト ゥサンがその場にきていて, ア メ デの話に耳を傾けていたが, ア メ デの

すぐ近 く まで歩み寄 り, アメ デの胸にかかっている鍵を手にとって眺めた(20)。 この情景の描

写と, ナポレオンが黒人を嫌い, 権力を握っている ト ゥサンに反感を もった とい う以下の文

章は無関係ではない。 こ
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Als er ihn 〔seinen EntschluB〕 Claudine mitteilte, war sie sofort zu der

schwierigen Reisebereit. DiefurchtbarenStunden indem W andgefangnis, vor vielen

Jahren, gingen ihr nieausdem Kopf, sowenigwieihreDankbarkeit fUr Am6d6e(19)。

その決心をク ロディ ーフに打ち明けると, 彼女はす ぐにその困難な旅に出る覚悟をき

めた。何年も前の壁牢での恐ろしい時間は, けっ して彼女の頭から去るこ とはなかった。

同様にアメデにたいする感謝の念も, 脳裏から消えることはなかったのだ。

アyデを埋葬する際ク r1・テ ィ ー刈よ, なぜアノデの鍵を自分の首につけることを拒んだの

であろ うか。 「鍵」は彼女を牢から解放して くれたし, ふた りを結びつけた愛の象徴でもあっ

た。最愛の夫の死後, それをいわば形見の品として妻が持つことは自然である。作者ゼーガー

スはこ こでは, 「鍵」を解放運動の前面に立つ行動者の象徴としているのである。 ク ロデ ィー

Er〔Bonaparte〕 ertrug keine Negerherrschft in Haiti. lhm waren die Neger

zuwider. Toussaint, der auf Haiti dieM achthatte, undsiemitW eisheitgebrauchte,

war ihm erst recht zuwider(21)。

ボナパル トはハイチの黒人主権に我慢がならなかった。 黒人が嫌いだったのだ。 ハイ

チ島で権力を握ってお り, しかもその権力を賢明に行使している ト ゥサソは, 彼にとっ

てはますます不愉快な存在であった。



クロディ ー刻ま, いわゆる政治意識に目覚めた人間ではな く , 救い出されたとい う感謝の

念を忘れずに, アメデに誠実をつ く し, その生活を支えている。 一方アメデは, 多 く の人び

とにと ってナポレオンの敗北は信じ られないこ とであったが, ハイチでの解放闘争に加わっ

た経験から, ナポレオンが不敗でないこ とを見抜いている。 ゼーガースはこの二者をはっき

り区別している。 これは作者自身ヒ トラーに反対し, 亡命を してなお抵抗をつづけた とい う

厳しい体験からきているものであろ う。 ゼーガースは短篇集 『弱者の力』 などの作品で, 無

名の民衆にも, 内部には権力によって侵され得ないものが秘められてお り, その力が思わぬ

強さ となって噴出するこ とを描いている。 それにもかかわらず, 民衆の先頭に立って闘う人

びと と, 生活を とおしてその人たちに信頼を寄ぜ, 支持する民衆とを区別している。 ここに

は社会主義 リア リズム作家と してのゼーガースの冷徹な眼差を感ずる。 「鍵」はやはり行動者

として クおディーズを解放し, 思想的先達でもあるアメデに帰属するものなのである。

この作品で高い象徴性を具えているものは 「鍵」 と, 「鋳物のたる型のかま」 である。

Es hieB, uns hiitte die Franz6sische Revolution befreit, wer das war, was das

war, verstanden wir damaIs noch nicht. lch hielt die Revolution fUr eine Uberaus

machtige Frau, um die wir singend tanzen(22)。

フ ランス革命がわたしたちを解放して くれたんだ と言われていました。 それが誰なの

か, また何なのか, わたしたちはその頃まだわかっていませんでした。 わたしは革命と

い うのは, わたしたちがその人のまわ りを歌いながら踊った, なみはずれて大きな女の

人のこ とだ と思っていま した。
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利よ 「革命」 とは何かとい う こ とさえ理解できぬ人間であった。

lndieser Stadtgabesendlichwieder K astanien, und sieernahrtensichdurchdas

Ofchen, dassie irgendwiemitgeschleppt hatten. Ein Grundmehr fUr Claudine, die

EntschlUsse ihrQs M annes zu billigen(26)。

この都市まで く る とやっ とまたク リがあった。 なんとか引きずって持ってきたかまの

お陰で, ふた りは暮らしがたてられた。このこ とがまたクロディ ー対こと っては, 夫の決

この物語自体, この書出しではじまっているのだが, ク ロディ ー刈まこの 「かま」 で トウ

モロコシや木の実を炒って通行人に売 り, 副収入を得ている。ト ゥサソの監房の窓を眺めてい

て工事現場に遅れてい く ときに, 仲間の恨みをかわないように トウモロコシや木の実をもっ

てい く (24)が, これもク ロディ ーヌが 「かま」 で炒ったものだ。 道路工事が終了し, 他の仲間

がはいってきてもなお, ト ゥサソの墓を訪れるために, アノデとクロディ ースが宿泊所に残

ることができたのも 「かま」 のおかげである。 残留している代償として, 「かま」 を暖房とし

て利用したからだ(25)。 ふた りがボル ドーに移 り住んだ と きに, と りあえず当座の生活を支え

て く れたのも , この 「かま」 である。

DieguBeiserne Tonne war ausgekUhlt, in der man in Paris Kastanien gerijstet

hatte(23)。

パ リにいた頃はク リの実を炒っていた鋳物めたる型のかまはすっかり冷えきってい

た 。



心を是認す るも うひとつの根拠になっていた。
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「かま」 はアyデが ト ゥサンにたいして守る誠実さの物質的支えであり, クロディ ーフの,

アタデにたいする感謝, 愛の物質的で支えでもある。 「鍵」 は思想性を象徴しているが, 「か

ま」 はその思想を支える物質的基礎を象徴している。 貧しい夫婦の所持品といえば 「鍵」 と

「かま」 だけである。 この作品では, このふたつの物がす ぐれた象徴性を も って思想と, そ

れを支える生活とを統一している。

象徴的な表現 と しては 「花びん」 もまたそのひとつ といえよ う。

ク ロディ ーヌは花びんを落した罪によって壁牢に閉じ こめられた。 このこ とは, 花ぴんと

人間との対比において貴族階級の残虐さを表わしているが, 黒人蜂起の騒ぎのなかで奴隷女

の20人分以上の値段の花びんや・ が割れて, 白人たちは一目散に宴会場から飛び出してい く

のである(27)。 た ったひとつの花びんを落しだだけで, 苛酷な刑を加え, 危険にさ らされれば,

多 く の高価な花びんや皿を割って逃げてい く様は, 貴族階級の利己的な気ままさ と同時に,

その支配の終焉を表わしている。

さきに 「鍵」 の象徴性を述べた際, 「自由・平等 ・博愛」 とい うフランス革命の理念を最後

まで追求し得るものは, 差別され, 迫害されている民族, 人種であることを示していると述

べたが, 誤解を避げるため, ゼーガースは 「人間解放」 の問題をけっして人種の対立や争い

に解消してい るのではないこ とをつけ加えてお く。 ク ロディ ーヌを, 直接に牢に監禁したの

は黒人女の女中頭であり, 彼女は黒人であるが奥方の寵愛を受けている。 また白人のなかに

も ト ゥサソの支持者はいる。 白人兵士ジ十ソ ・ ヴィオレは ト ゥサソを尊敬し, アノデにいろ

いろな情報を洩らして くれる。 奴隷解放を 目的とする団体 「黒人の友の会」 は活動を禁止さ

れ解散していたが, ボル ドーにきた黒人夫婦に援助の手をさ しのべる。

Es ist unerliiBlich, eines unserer Grundgesetze, die Entwicklung in

これはクロディ ーフがハイチでの事件について話しているなかに出て く る説明であるが,

ゼーガースはこのなかで, 迫害されているがゆえに真実を見るこ とができない者や, 臆病な

者が多いことを述べている。 そ して奴隷解放を成就させたのはフランス革命を推進する勢力

と黒人のなかの抵抗者との結びつきが成功したこ とによるとい う歴史的真実を描いている。

最後に, ゼーガースの弁証法的手法について考えてみたい。 ゼーガースは1956年 1月に開

催された第 4回 ドイツ民主共和国第 4回作家大会の基調講演において述べている。

Der neue franz6sische K ommissar war gelandet. Er hatte den Auftrag, die

GUter zu enteignenunddem V01k HerrschaftUber dieGutsbesitzer zugeben. Unter

den Negern und M ulatten, lauter Verblendete, angstv011e Leute, hatte er keinen

Beistand gefunden. Er hatte sich schlieBlichan Toussaint gehalten, der sich darauf

verstand, in M enschen W iederstand zu entzUnden(28)。

新任のフランスの政府委員が上陸していたのね。 委員は農場を没収し, 土地所有者に

たいする支配権を民衆に与えるとい う任務をもっていたのです。 黒人や混血児のなかに

は, 真相が見えない者や臆病な者たちばかりいて, 助力者はいませんでした。 委員は最

終的に, ト ゥサソを頼 りました。 ト ゥサソ こそ人間の中に反抗心を燃えあがらせるすべ

を心得ている人だったのです。



ここで「われわれの基本法則」といっているのは, もちろん弁証法を指している。 ゼーガー

スはこの作品においても弁証法的手法を駆使している。 「鍵」 の象徴性を論じた際にも 「鍵」

の二面性について触れたが, 「鍵」ぱ束縛の道具でもあるが, ひとたび被支配者の側にわたる

と, それは解放の道具と して対立物に転化する。 また, 壁の穴の中に閉じ こめられたク ロ

ディ ーヌは, 宴会の客たちにとってひとつの見せ物であった。

lch konnte kaum ein Glied in dem Loch bewegen. I ch krUmmtemich, und ich

st6hnte. Zuerst starrten die Gお te am T isch, manche neugierig, manche villeicht

sogarmitleidig(30)。
わたしは穴の中でほとんど身動きがとれませんでした。 体を丸 く折って, うめいてい

ました。 はじめのうち, 席についている客たちはじっ と見ていました。 もの珍しげに見

ている人もいましたし, こ とに よると同情しで見ている人もいたかも知れません。

ディーズは, 黒人の襲撃という時間の経過のなかで 「見る者」

W idersprUchen, auf die Darstenung in der Kunst anzuwenden(29)

矛盾の中での発展とい うわれわれの基本法則のひとつを芸術上の描写に適用するこ と

は不可欠です。
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この 「見られる者」 ク ロ

立場に転化してい く。

● ● ●

ク ロデ ィ ーフの 「見られる者」 から 「見る者」 への転化を通じて, 形勢が逆転して動揺,

混乱に陥いる貴族たちの姿がリアステ ィ ックに描き出されている。

ゼーガースは前述の基調講演のなかで 「現実の暗い, 否定的な面」 を書 く こ とを恐れては

ならぬ, 発展の方向を明らかにするこ とが重要なのだ と説いている(32)。 彼女の作品には主要

な登場人物の死で終るものが多い。 ハイチの同じ事件を扱った 『ハイチの宴』 では, ト ゥサ

ソに協力した白人青年 ミ・シアエルは, 繁栄を誇ったハイチがナポレオン軍の攻撃によって混

乱し, 原始林化したことを悲しみながら死んでい く。

Bei diesen zwei T oten fanen einem¥die Baume ein, die, 111ngs der HeerstraBen

quer durch Europa gepflanzt, zusammen krank werden und verkommen. lhr Tod,

91eichzeitig an verschiedenen Enden der W elt, erscheint einem weniger ratselhaft,

wenn manweiB, daBsiederselbenAussaat entstammen(33)。

ふた りの死は, ヨーロッパを横切る大道に沿って植えられた木が, と もに病んで朽ち

たよ うな感をいだかせる。 それらの木が, 同じひと粒の種から芽生えたことを知るなら

ば, 世界の異なった果てで同時に起こったふた りの死は, げっして不可解には思われな

いのだ。

プ;

の

Obwohl meineRippen zerquetschtwaren, verfolgteichrasendgespannt, wasda

p16tzlich vorging. Die Grafin Evremont stand schlieBlich auf(31い ‥

あばら骨がゆがむほど締めつけられていましたが, わたしは突然に起ったこ とを,

だかたずをのんで目で追いつづけました。 エヴルモソ伯爵夫人もついに立ちあがり,



長篇小説 『死者はいつまでも若い』 では, 革命戦のさなかに捕えられたエルヴィ ソも, ヒ

トラーに反対した息子のハソスも殺される。 しかし 「死者」 と 「若い」 とい う矛盾する慨念

を表わす語を並べて題名とするこ とで, 抵抗精神の不滅性を謳いあげている。

ひたすら ト ゥサソを慕って放浪した黒人アメデは異郷の地で死んでい く。しかし ト ゥサソ,

つま り共和国の理念にたいする信仰は, 周囲の人びとを感動させずにはおかない。

XVer bei der Beerdigung eine H andvoII Sand in dasGrab warf, fUhlte sich mit

dem Toten verbunden(34)。

埋葬式の際, ひと掴みの砂を墓の中にまきながら, 人びとは自分が死者と結びついて

いるのを感ずるのだった。
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共和国の理念の不滅性と黒 ・ 白の人種を超えた連帯の勝利をたたえてこの結びの文章は,

い る 。

この結びの文章は死者の精神の不滅性と, 人種を超えた連帯の勝利を展望している。

ゼーガースの作品においては, 「死」 は生の否定であると同時に 「死」 もまた否定されて抵

抗精神が光を放って く る。 弁証法の 「否定の否定」 の適用である。 ゼーガースの短篇 『鍵』

には 「どんでん返し」 とか奇抜な転換によって読者を魅了するとい う技巧は見られない。 終

始一貫したモチーフによって 「人間の解放」 とい うテーマが浮かびあかって く るのであるが,

象徴手法と弁証法を結合するこ とによって味わい深い作品となっている。
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