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- その第 1章分析のために

H eines ‘W’interm archen
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一

雄條 正

最愛の友よ。/ ぼく らはプロイセン流の理論を弄んではならないのだ。 「ハレ年鑑」 や 「ライ

ン新聞」 に同調しなければいけない。 ぼくらの政治的共感と社会的反感を, どこにも隠しだて

する必要はない。 劣悪なものを歯に衣着せずに指摘し, 善いものを世俗的考慮など払わずに擁

護しなければならない。 ぼく らは, グッ コー氏が見せかけだけで済まそ うとする事柄に, 誠実

でなければいけないのだー さ もないと, ぼ く らはもっとひどいことになるのだー いずれに

してもぼく らはひどい状態ではあるが。

1842年1:L月7 日 ラウベ宛 H. ハイネ

1. づ

『 ドイツ ・冬物語』 (1844) 第1章に描き出された現実Wirkliqhkeitが, どのような経過

のうちに, ハイネの 「現実」 となったのか。 馬鈴薯の価格に関心を寄せるような, つま り時

代に捕捉された詩人ハイネがどのような経緯を辿って誕生してきたのであろ うか。 拙稿を通

じて提示してみたいの乱 将にこの点を巡る幾つかの事柄, といって差支えない。

下記の各章中で確認することのできた点を要約すると, 次の様になる。 先ず, 若きハイネ

の資質の発露を促し, 彼の芸術概念を形成したものは何であったか, について。 第 2に, 冬

物語第 1章の詩句の暗示に従って, 1840年代, 30年代, 20年代のハイネを回顧する作業。 そ

の中から今回は, 『ルツカ温泉』 (1829年晩秋) にみられる, 芸術に於ける貴族主義的見解と

民主々義的見解との, 及び形式主義的見解と リア リズム的傾向との間の最初の衝突に係わる

プラ ーテン伯との論争。 『 ロマン派』 (1836) , 『 ド イツ宗教, 哲学史考』 ( 1834) 第 2部末尾で

捧げられてい右ク ッシング讃美とレ ッシングへの一体感情, 主観的な立場から客観的価値基

準に よる発言へと 弁証法的発展を辿るハイネのゲーテ観などについて触れることができた。

ハイネに於ける詩の概念を理論化するためには, ハイネの道程0 発端に 「ポエジーの擁護」

とい う詩人ハイネに係わる至上の課題を見てと らねばならない。 この課題ゆえにハイネは不 ’

可避的に種々様々の営為, 活動を試みた。 そ こに於いて達した理解と確信は, (冬物語に多

面的に現われるのであるが) 民衆の社会的自己解放への批評家ハイネの原理的肯定は, ハイ

ネが詩人と しても徹底的解放の展望を肯定し得ること, であった。 文学の解放は人類の進歩

とい う普遍的な事柄の中で 理解されなければならないことを統一的に把握している。 芸術が

脅かされるところでは, 人類も脅かされる, というテーゼに立ってハイネは歌うのである。

ハイネの生きた時代の特徴は, 「19世紀は, 世界の各地で , 偉大なフラ ンスのブルジョ ア

革命家たちが提起し, 部分的に実現七つつあったことをおこなったにすぎず, 彼等が創造し

たものを仕上げたにすぎなかった」 1) とい う こ とができるが, ハイネが自己の生涯の予示さ

れた夢, 文学擁護の究極の意味を何と理解するに到るのか, そ こへのハイネの発展を跡づけ

るこ と, それが拙稿に於ける重要な課題であるといえる。
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一

62 條 正 雄

2 (i)

なお, こ Xでは1837年から44年にかけてのハイネの発展のあとを 『ルテーツィ ア』 等を参

照しつつ検討する筈であったが, 他日を期したい。

1831年に故国ドイツを去らで以来, ・12年振 りにハイネは1843年10月21日にパリを出発し,

10月29日にハムブルクに入 り, ド イツの現状に触れることになった。 12月18日パ リに帰着し

てから翌年 7 月再度 ドイツを訪れることになるが, この聊

母への再会と カッペとの出版交渉とい う目的があった。 併せて ハイネは近代社会発展に関す

る知識で武装して, 故国の大地を踏み, その革命的諸理念に照らした現状判断の規準を携え

てい く のである。 「夜半に ドイツを想う とき, / ぼ く の眠 りは奪われて, / もはや, 瞼も閉

じあえず, / 熱い涙が頬を伝 う」 2) とい う気持をそのままにパリを発ったハイネは, 8万人

のドイツ人亡命者をパ リに送 り込み, 資本主義化の遅れが, 手工業者と農民の困窮者を うみ

出し, 2 ・ 3年後には10万人に及ぶ海外移民者を流出させるような ドイツの現状を眼のあた

りにして, 従来よ り一層決然たる態度で, 成熟を遂げつつある市民革命のイデオi=1ギー的準

備に協力する自己の使命を理解するのである0 .

W . ヅイク ド レによれば, パリに帰着したハイネは, 正確な日附は定められないものの,

43年12月ク リろマスの頃, ルーゲを介してマルクスと初めて知己の間柄になった1) そ して翌

年 1月には, この旅にもとづ く斂事詩の実質部分が書かれる。 この詩が成立するまでの事情

をハイネ書簡から若干拾い出してみよう。 カンペ宛に眼病の悪化を報じたあと, ハイネは,

「帰着してから大いに仕事を しました。 例えば, この上な く ユーモラスな旅の斂事詩- ド

イッヘのぼく の旅ですが, 20編で一圏をなすものですー を書きました。 有難いことに完成

です。 ……ほEく の詩, これは新し く , 全 く新しいジャンルであ り, 詩の形を と った旅の絵で

す。 そ七て, これまでに知られている政治のにおいのする詩よ り逼かに高度の政治を呼吸す

るで し ょ う…2, 20」4) と書き送っている。 「幸いなことに完成」 とは言ったものの, この仕事の

完成は眼病のために春まで遅延する。 4 月17日にハイ示は漸く その印刷原稿を カソペに発送

する こ とになる。 この日の手紙では, また もや眼病のこ とから筆が起こされ, 検閲のこ と,
詩の標題は 『 ドイツ , 冬物語』 とすることなどが報ぜられるがよ 「幸い私の大詩 (Groβes

Gedicht) は殆んど完成していたわけです。……転写に没頭し……今美し く整理された印刷原

稿が私の手元に横たおっているわけです。 この原稿をも う一度拡大鏡を使用して読みかえす

つも りです。 その直後に, Havre経由で直接あなたに送 ります。 これは押韻された詩で, 4

詩節 1頁計算にすると, 160頁を越えるかも知れません。 そして, わがドイツの現状の発酵状

態そっ く りを , 大胆かつ個性的手法で語 り出しています…… (44. 4 17.) 」5) とい う 文面がみ

られる。 4 月末には, 1827年以来の友人で, 自由主義的な ドイツ人新聞記者 G. ゴルフ ( 1798

- 1865) 宛に, 「 ドイ ツの新聞出版界ではレ最も重要な事柄, つま り政治について意見を述

べることが日毎に不可能になっていく のをみるにつけ, ぼく は悲痛な気持ちに襲われます。

それでもぼく は, 自分の望楼台からの忍耐強い観察者にとどま ります」 6) とい うハイネの精

神状態の吐露がみられる。 あらゆる検閲規定にもかxわらず無条件に, かつ将に ドイツ国内

で, ドイツの読者のために無傷の形で出版するという, ハイネの 『冬物語』 出版の要求と当

局の双方を損 うまいとする商人カソペの逡巡によって, 印刷原稿発送後, 興奮状態に置かれ

ていたハイネは遂にいた xまれずに 7月, ハムブルクに馳せつけるこ とになる。 その気魂と

作家的執心ともいえるものは, カソペ 宛の書簡の噛んで言い含めるような文中からも脈々と
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び 遺憾ながらあなたによってと り越し苦労の従順さを説得された昔の出版の際のように,

伝わって く る。 眼が悪いので書き流しのまXだ とい う追伸つきのもので, 「あなたの書簡を受

けとって, つま り5月20日附のことですが, 直ちに印刷原稿を読みかえしました。全章を書き

改め, と もか く も改変可能なものを改め, 更に再度の削除の手も加えました。その痕跡はあな

たにも判別できまし ょ う。 けれども, こ うなった詩形では, もはやこれ以上の改変はできませ

ん。 ですから, 一読されればこの詩が今や極めて従順なものにな り, あなたに と ってはもは

や何も上からの危険に曝されるものがないことに確信を抱く ことでしょ う。 けれども私は再

Heines W intermarchen 63

そして国境へさ しかかった時

胸の鼓動は高鳴って,

まちがいなしに涙さえ

こぼれ始めていたようだ。
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る」

下からの誤解を うける危険に曝されています……「4j . 6. 5よ」7) イ

ハイネは再度のハムブルク行によって, この詩の印刷の現場監督をする ことができたが,

こ う して 9 月末に, ハイネの新刊書は≫NeueGedichte≪ von H. HeinQ, Hamburg, bei

Hoffmann & Campe, 1844 と して漸 く世に出た。 その 1̃ 276頁には, 1828年から44年にか

けての抒情詩的成果の大部分である 『新詩集』 が, 276̃ 421頁には 『 ドイツ ・冬物語』 がそ

れぞれ収録された9) 丿

H. カウフマンもその解題の中で指摘しているよ うに, 『冬物語』 フランス語版序文には,

「従順」 ではない点が多々み うけられる。 また時期的にも 「従順」 ではな く なる要因が序文

執筆前に発生している。 6 月のシレジアの織工の蜂起であ り, 『Vorwarts』 に於ける 8 月10

日附マルクスのこれに対する評価一 蜂起の直接の相手がプ ロイセン王ではな く , ブルジョ

アジーであったこと, 「この蜂起の発端は, プ ロレタ リアー トの本質の自覚から 始まってい

である。 このフランス語版序文 (かな り異本があるが) の中でハイネは, こ うい う

のである。 「これに続く諸頁は, 7月革命期に於ける ドイツの政治的覚醒の炎が燃えあがって

いる 『ヘルゴラン ト便 り』 と対をなすものである。 ドイ ツは改めて眠 り込んで しまった。 二

月革命前, ラインの彼方で支配的であった一般的無関心, 停滞は, ぼく が 『 ドイツ ・冬物語』

と名付けて, このフ ランス語の散文中に公表したユーモ ラスな詩の中に描き出されている…

…… 7・月の嵐を告げる鐘の騒音に, ドイツは突如と して眠 りから揺 り起こされた。 が, ドイ

ツは再び深いまどろみの中へのめ り込み, 昔どお りに寝息をたて Xいた。 けれどもそれはも

はや健康な樫の木のまどろみと 比較されるような静安なそれどころではな く , 恐ろ しい悪夢

に う な されている よ うだ。 ド イ ツの夢みる夢はもはやバ ラ色で はな く な っている。 その耳に

この上な く美しい夢を歌って聴かせていた妖精たちは消え失せてしまった。 けれども過ぎた

時代のこれらの夢が完全に消え去って しまったわけではない。 ぼく らがこれに 続 く 頁で専ら

取組むのは, この民衆の伝統と伝説なのだ。」9) ハイネは 『冬物語』 が出版されるとレ この新

七い書物が世に受け入れられる仕方についでまで, 友人知人に援助を求めつつ, こまごまと

配慮の手を打つのである10)

2. - (ii)

さてこの29章に及ぶ長大詩は, 各章が旅の途上の詩人の告白的語 り口で自然に連結されて

はいるか, 凡そ各章毎に完結した世界を現出している。 第 1章4行詩19詩節を拙訳で示すと

下記の通 りである。

もの悲しげな11月のことだった,

日1 日と暗 くな り ・

風は樹々から木の葉を吹きちぎっていた。

そんな頃ぼくは ドイツへ旅立った。



新しい歌, もっ とよい歌/ ・.

それはフルートやヴァイオ リンのように響 く ./

「お哀み下さい」 は過去のもの,

弔鐘は鳴るのをやめている. 犬

可憐な竪琴ひきの乙女がうたっていた。

彼女は歌っていた , 心を こめて

調子はずれの声で, それでもぼくは

彼女の演奏にとても打たれた。

彼女の歌は恋と恋0悩み,

犠牲と天上での再会だった,

すべての悩みの消え失せる

あのよりよき世界での。

彼女の歌はこの世の涙の谷,

東の間の歓びだった, 十

心満ち足りる彼岸,

永遠の歓喜に輝く彼岸だった。

処女ヨーロッパは し

美しき守護神, 自由と婚約した。

彼らは互の腕の中に身をゆだね

初めての口づけに酔っている。
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それで故国の言葉をききとった時,

ぼ くの気持ちはた とえようがな くなった。

他でもない, ほんとに快 く

胸がぐっ と迫ったのだ。

條コ 正 雄一

死んでぼく らに翼が生えたら,

天国にきみらを訪ねていこ う。

そ こでぼ く らはきみら と共に

恵みのター トとヶ- キを頬張ろ う。

むろん, 誰に。も甘えんどう/

さやが割れれば直ぐわたる/

天国は天使や雀に

任せてやろ う。

その場に僧侶の祝福の言葉はないが,

結婚はまさ し く成立した一

新郎新婦に栄えあれ,

二人の未来の子らに栄えあれ/

この地上で幸せになろ う。

これ以上乏しきに耐えるのはよそ う。

勤勉な人々の手が獲ち得たものを

怠惰なものに浪費はさせない。

ぼくが ドイツの大地を踏みしめてから,

からだを魔法の液がかけめぐる一

巨人は再び母に触れたので,

あらたに力が身うちに湧いてきた。

この地上でパソは

誰にも充分できるのだ。

1バラも ミルテ, 美も楽しみも

甘えんどうも確実に。
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(テキス ト, 第 1巻, 435- 437頁)

結婚の歌がぼくの歌。

よりよき歌, 新しい歌なのだ/

ぼく の心の中に

この上なく澄んだ星 が々昇って く るー

彼女の歌は古い諦めの歌,

偉大な野人の民衆が

むづかる時は, ねむらせる

天国の子守歌だった。

ぼくは知っているその手口, そのテキス ト,

それを書いた人たちも

ぼくには判っているのだ。 あの人たちは

かげではワイ y, おもてでは水で説教する。

新しい歌を , もっとよい歌を

おX友らよ。 ぼ く らはきみらに

創ってあげよう / この地上にきっと

天国をつ く りあげよう。

志たかき星々は, 焔の流れとなって

たけだけし く燃えあがるー

ぼくは不思議にも身に筋金の入った

のを感ずる, 樅の木もひしげそ うな/



この詩には a- b- c= b といった 半韻結合や, ゆる く 組み込まれた 抑揚格4脚詩 -上 -上
1 1

- - - 一
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(つ , つま り民謡調がみうけられる。 「新しい歌」 の部分は明らかにこれを採用して

3

「自由」 な資本

いる。 まさに, 「詩による」 15年前に実証されている 「旅の絵」 と呼ばれるに応わしい。 これ

らの詩節を通じて, ハイネはかっての30年代の自己の社会革命観に結びつけつX, 働 く者の

天賦の生存権をたからかに宣言する11) 彼は 「結婚の歌」 の中で自己紹介を し, 読者との意志

の疎通をはかっているのである6

り・1ぐ

1826年11月中毎のリューネブルクから, ハイネは, 最も古 くからの友人に属し, 青年時代

からハイネの死に到るまで, 変るこ とのない友情の絆で結ばれていた R. ク リスチャーニ,

1851年11月13日のハイネの 「遺書」 では全集発行の指導を委任されることになるこの友人宛

に, 『ル ・ ダ ラソの書』 (1826) に関連 して, 「明日, この小品の形式と内容について, 君の忌

憚のない意見をきかして呉れ給え。 偏見なしに読んでみて呉れ給え。 ぼく の文章の激しさを

論難しないで呉れ給え。 ぼく はど う しても剣を執らざるを得ないのだ。 ‘で乱 あ x ! ぼく に

はよ う く判っている, 剣を執るものは, 剣にイトれる, とい う ことが。 確かにぼく の立場は,

搦々と した変愛歌人向きではなかった一 武器を ! 武器を とれ ! という言葉が絶えずぼく

の耳底に鳴 り響いていたんだー さいは投ぜられている。」12) と書き送っている。 確かに, ノゝ

イネは1790年の末にデュ ッセルドルフに生れたユダヤ人であったとい う 詩人を規定する言葉

は13), 意味深長であると いわねばならない。 ハイネが生れた18世紀のデュッセルドルフは,

プロイセンの軍隊精神と商業資本主義の合流点であった。 ハイネは祖父から識らず識らずの

うちに Widerstandskraft, Trotz, WeltgefUhl, Freiheit昭eist といった傾向を承け継ぐので

ある。 夙に1790年代の末には, ライン地方にフ ランスの法令や訴訟手続が施行されている。

又, ナポレオンの大陸封鎖令はイギ リス製品のドイツ国内への流入を一時的に停止させ, 本

来石炭鉄鋼など, 産業の立地条件に恵まれていた このライン地方には, ドイ ツの各地にさき

がけて, 産業の飛躍的発展が促されるのである。 更に この地方は, 歴史の進歩と反動の波に

く り返し襲われる文字通 り激動する (ナポレオンの帝国主義戦争は多年に渉って 続いて, 一

時代をなし, 民族解放運動と絡みあった帝国主義的諸関係の非常に複雑な網を しめした。 そ

の結果歴史は戦争と悲劇に富んだ, この時代全体を経て, 封建制度から

主義へと前進した14)) 時代を象徴する地方でもあった。 レ

ハイネの書簡が披渥している友への決意の言葉が突破しよう と した障壁とみられるものは

アマーリエとザロモン ・ハイネによって もたらされた諸体験が形成を促した ハイネの芸術概

念であづだろ う。 ハイネの発展に特に重要な意味を もつこの点に関して, 「ハイネは胸中に

横たわるものと小商人の世界との間の矛盾を深刻に感じと っている。 自己の文学と変愛とい

う生命要求によって, 彼は感情的に冷え切った, 文学に敵対する世界と自己を対置してみて

と っている。 心ならずも市民的, 資本主義的状況の中に巻き込まれるとい う こと, あまつさ

え革命的な光芒が一つも発しないような状況の中へ巻き込まれるとい うことは, ハイネから

市民階級に対する最大の批評家の一人が生れでた 根本原因のひとつなのだj 15) と カ ウフマン

は論 じている。 なお, 上述のハイネ書簡が書かれた1826年には, 7月革命の諸因の一つに数

えられる産業恐慌がドイツ国内に発生している。 「武器を ! 」 とハイ ネが記した箇所から,

1792年当時のフ ランスでは, 列強の対仏干渉と国内の反革命の動きの中で民衆の間に拡まっ

ていた 「愛国者」 とい う言葉の中味には, 祖国の擁護者であると同時に民主々義革命の擁護
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者で もある とい う 意味がこめられていた歴史的事実に対する彼の理解を読みとるこ とは, あ

ながち強弁 と もいえない よ うだ16)

「若きマルクスが, 折から編集責任者になっていた ライン新聞 (43年には発禁処分) や,

ハレ年鑑に同調 しなければならないとい う見解に, 1.842年11月はや く も達していた 革命的民

主々義者ハイネは, この時期にあらゆる色合のドイツ自由主義者だちと最終的に訣別してい

た」 17)のであるが, この段階に達するには, ハイネが多岐に渉る芸術的 ・社会的体験を踏ま

えなければな ら なか ったのは言 う まで もない。 これを その出発点 と到達点で概括すれば, 若

きハイネの芸術観を形成 したのは, 先行するふたつの世代の業績, つ ま り, ル ソーに始ま り

レッシング, カソ ト, シ ラーレ ゲーテのそれと, 大学青春時代に於げるフ ィ ヒテとヘーゲル

のそれであ り, 加えて, 新しい条件, つま り政治的抑圧とであった。 そ してラテン語でパリ

を意味する 『ルテーツィ ア』 第55章 (43. 3. 20) の 「芸術に於げる最高○ものとは何か ?」 , 「

人生の他のあ らゆる分野に於いても最高のもの, それは精神の自覚された自由selbstbewリβte

Freiheitだ」18) とい う言葉に逢着する。 更に絵 ときをすれば, ヴァ ルソハーゲソのサロンに

出入するよ う,にな って間もな く , ド イ ツのバイ ロソ と もてはやされ19), やがて文学的創造の

もたらす収入で生活する 男一匹になってい ったハイネは, コ不可避的に商品生産の法則が芸術

創造の世界に作用を及ぼすよ うな 社会関係に組み入れられる。 時代に詩人がひと りで生きる

処方をハイネは放棄するが, 個々人の WUrdeを も交換価値の中に解消して し ま う資本主義,

この中での芸術の果す役割を分析する手法は, このよう な関係を 自覚的に捉えると ころから,

必然的に生れて く る といえる。 「ハイネの satirischE Dichtung はルーゲ及びマル クスな しに

は発生 しなか ったろ う」20) とは F. メ ーリングの言葉であ った。 だがまた, 「予感と記憶, 無

伝統と幻滅の緊張関係の中から, ハイネのイ ロニーは生 じている」, 「ザテ ィ ールは憎悪から

発していて, ハイネの場合で 乱 攻撃の位置と方向のあ らゆる一義性を有している」, 「ハイ

ネのイ ロニーは明らかに解き難い 人間的な二律背反に対 してであ って, 無価値な生活状態に

対 してではない」21) とは H. マイヤーの言葉であった。 自己の美学を貫 く とい う こ とはハイ

ネの場合, Poesieと Politik を統一的に把握し, 文学的に形象化する こ とにな った。 これを

発展せしめた り, 補強したハイネの芸術的社会的体験と 思索の中の二 ・三について照明をあ

ててみ よ う。 一

『19世紀 ド イツ ・ リア リズム作家論』 の序文冒頭で, G. ルカーチは, 「 ドイツ文学の発展

には継続|生に欠ける と ころかお り」, その根拠は, 「 ド イツ的状態のもつ時代錯誤」 であるこ と

を指摘し, 「継続性とい う二定の要素を伴わない飛躍的発展もあ り得ない」 と序文末尾で結論

している。 又, 「客観的に展開された社会的存在に根ざした共属性が, ≫Kunstperiode≪ の

ドイツ文学には欠けている, ……将に ≫芸術時代≪ は, 前述のあらゆる社会的, 歴史的脆弱

性にもかかわらず, 進歩と反動の激突する時代なのだ。 それはイデオ ロギーの領域, つま り

芸術 ・宗教 ・哲学の領域に限っていたけれども。 若し この激突を政治的に解する と, その異

常な鋭さが見えて く る。 これは偶然ではない。 何故な らばレ レ ッシングからハイネに到る進

歩的 ドイ ツ文学は, 将に ドイ ツの民主々義革命の イデオ1=lギー的準備であったからだj22) と

論述している。

この, ハイネに と っての偉大なる先達, レ ッシング (1729パL. 29- 1781. 2. 15) の意義を ,

ハイネはその行動の うちに, つま り論争を通 じて古き ものを論破するために闘い, それと同
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時に新し きもの, よ りよきものを創造する レ ッシングの 「全的人間」23) のうちに見出してい

る。 「レ ッシングは彼の時代の活気溢れた 批評家であった。 だから こそ彼の生涯は論争であ

った。 その批評は, 思想と感情の最も広汎な領域で, 宗教 ・科学 ・芸術の世界で, 力を奮っ

た。 その論争はすべての反対者を論破し, 勝利の度毎に強固なものとな った。 レ ッシングは

自ら告白している よ うに, ほかならぬこの闘争を, 己の 精神の 発展のために 必要と した の

だ」24) とい い イヽネのレ ッシング像は, と りもなおさずハイネがレ ッシングの姿に言寄せて,

自己の肖像画を描き出しているわけである。 ハイネは 『 ロマン派』 第 1章の中で レ ッシング

は全文学史を通 じて, 最愛の文筆家である と述べてから, 彼我の基本的関係を こ う示 してい

る。 「文学史は巨大なモルダだ。 そ こでは誰もが愛する死者たち, 縁故ある死者たちを 探し

求めるものだ。 ぼく がそこで大勢の重要ではない死者たちに混ったレ ッシングやヘルダーを,

彼等の秀れた人間史共々に眺めると, 胸の鼓動が高鳴るのを禁じ得ない。 彼等の色槌せた唇

にか りそめの口づけも しないで, ど う してぼ く は通 り過ぎることができ よう か/ 」25) この冷

厳な時代的制約と敬愛の念とが提示されて初めてレ ハイネの一体感情や, 文学上のアル ミニ

ウスと し てレ ッシングを讃美した り, ド イ ツ演劇を フ ランスの異国支配から解放 した 彼を描

き出すこ と, 更にはレ ッシングの精神の天才的多様性と創造面の人間性を讃嘆する ハイネの

言葉は意味と生彩を帯びて く ると言えよ う。 「レ ッシングが彼の人生の大半を貧困と窮迫のう

ちに過ご さざるを得なかった こと, それは殆んどすべての偉大なる 精神の持主にのしかかる

ひとつの呪いであ り, おそ ら く , 政治的解放を待つ七よ うや く根絶されるものであろ う」 26) と

ハイネはレッシングの生活状態を捉える と共に, レ ッシングが終生 よき意味での Deist_であ

ったとして捉え, 偉大な啓蒙主義者の生存の場に於ける感動的悲劇と土ての 「みるも恐ろし

い孤独, 精神的孤高」 27)を理解するのである。 『 ドイ ツ宗教哲学史考』 (1834) 第 2部は, カ

ソ トの登場を叙 しつつ, レ ッシングについて, 「君らの耳には鐘の音が届いているのであろ う
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か ? 脆き給え

3 (iii)

ひ と りの死にゆ く 神への聖餐が運ばれてい く のだから。」 と結んでいる。

19世紀の世界文化の発展の特徴は, 文化交流の規模の拡大化にみられる。 芸術家の視野は

拡大 し, 国境の障壁は消滅化の方向を辿る。 1820年代のハイネは実に様々の旅行を試みてい

る。 1821年ベル リンに移 り, 1831年パ リに移住するまでに, ポーラン ド旅行 (1822) , ハルツ

紀行 とゲーテ訪問 (1824) , 北海旅行 (1826) , イギ リス旅行 (1827) , イ タ リア旅行 (1828)

及びその間にい く つかの国内旅行, な どがな されている。 その体験からは次々と散文作品が

生れた。 これ らの体験に も とづいて, 現実への深い洞察 と理解, 広い視野を もつ こ と ので き

たハイネは, 社会状態への, 時代の発展方向への, 鋭敏な観察者と しての眼力もそなわって

く る。 「粘土壁の, 細木が トウシソ草に被われた軒の低い納屋の群。 これら の中に ポ ー ラ ン

ドの農民は, 自分たちの家畜や家族と 生活している……」28リ J匈を挾られるよ うなポーラン ド

農民の状況を具さに見, ハイネが激越な調子で暴露したのは, 祖国愛や自由についてのあら

ゆる言説にも拘らず, ポーランド貴族は奴隷制の問題を解決することを 一考だにしていない

こと , 自由の概念とは農民を しぼ り取る自由を意味していること, 29) などであった。 ハイネ

はイギ リスの市民的自由のかげに潜む社会状態を, ロン ドンの通 りの様子の慌し さや動き の

かげにみて と る。 イギ リスの資本主義の発展が発生せ しめた 大衆の貧困を ハイネはさ らげだ

すlO) 踊って, ドイ ツでは, 主要な戦いが未だ封建的秩序に対して, つま り貴族と聖職者に対

して, また封建秩序の大衆的基礎を示す 小市民階級の広汎な層にみられる半俗な 自己満足 と
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自己への慎ましさに対して, おこなわれなければな らないことを彼は理解する。 「…・・・そ して

時代はその大いなる課題を も って迫るのだ。 だがわれわれの時代のこの大いなる課題とは何

か。 それば解放である。 単にアイルラン ド人, ギ リシヤ人, フ ラン クフル トのユダヤ人, 西

イン ドの黒人や同じよ うに抑圧された民族の解放であるばか りか, 全世界の解放である。 特

に, 成年に達し, 今や特権階級である貴族の鉄製歩行バン ドから身を もぎ放ちつつある ヨー

ロッパの解放である……。」31) このようにハイネは, その革命的見解を初めて纒まった形で仕

上げた作品 『 ミ ュソ ヒエ ソからジェ ノ アへの旅』 の中で宣言するのである。

ハイネのこの見解は。 ゲーテがむかっ く よ うな文士のいざこざと して しかみて と らなか っ

たハイネ ・ プ ラーテン論争の本質理解を可能とする。 この論争の直接契機は, インマーマン

の訊刺詩を 『旅の絵』 第 2部にハイネが引用したことにあったF) この論争でハイネが批判し

た点は, プ ラーテン伯の詩が形式的遊戯の傾向をみせ, 時代の現実から遊離していること,

民衆と俗物根性の区別のない貴族主義的立場に結果と しては立っていること, 生活との関連

が欠如していること, ギ リシヤり詩形を 愛国的高揚心を伴わずに形式的に模していることで

あった!3) これらの批判がハイネに可能となったのは, ハイネの精一杯時代に係わらんとする

詩人的存在仕様の結果であったと しても差支えなかろ う。

3. - (iv)

1824年10月のゲーテ訪問を通じて確認されたハイネの従来からのゲーテ観の集約的表現が,

1836年に 『 ロマン派』 の中に示されるゲーテ観へと変遷を辿ってい く過程を要約すると, ノゝ

イネのやx. もすれば主観的基準からのゲーテ観が, ゲーテが生きそして 活動することを強い

られた時代と状況への省察にもとづ く評価, 意義づけとい う客観的基準に拠るゲ ーテ観へと

発展したもの, と表現することができる。 この主観的傾向から客観的価値基準形成へのハイ

ネの発展は, ハイネの内面に於ける彼の芸術的社会的諸体験にもとづ く 精神的発展と相互に

照応 しているこ とはい うまで もない。

ハイネは, 一面では詩人と しての誇を傷つけられたゲーテ訪問の結果を, 半ケ年以上の日

時が経過してから, 友人クリスチャーニ宛に次のように伝える。 「多くの点で, ぼくはゲー

テを識 りました。 彼にと って , 生きるとは生を美化し保持すること, 並びに本来 praktisch

なもの, 最高のものなのです。 そこでぼくは初めて明瞭に, このゲーテの天分と, 生きるこ

とを結局は軽視し, 人生を強情に理念のために捧げたがるぼく の天分, とのコン ト ラス トを

感じと りました。 これはぼく の内部の分裂に相違な く , ぼ く の理性は熱狂への生来の傾向と

の絶えざる葛藤のうちにあ ります。 今とな ってぼくには, ゲーテの文書がぼく の魂の底で,

きまって反撥することがはっき りとわか りました。 ぼ く がゲーテの著作を詩的観点から 大い

に崇めれば, それだけぼく の平常の人生観はゲーテ的思考様式とも 一致するわげです。 要す

るにぼく はゲーテ及び彼の著作との真の戦いの中にいるわけですし, 同じよ うに ぼ く の人生

観も/ ぼ く の生来の傾向や人知れぬ心情の動きとの戦いの場にあるわげです」 34)

この文面からはレ モーザー宛のゲーテ詣決算書共 ,々 若きハイネの明視, 慧眼を読みとる

ことができる。 人間の実際と地上肯定に対するゲーテの健康な関係を, 完全に正し く ハイネ

が把握しているからである。 「ゲーテは徹頭徹尾明る・い生の人間であ り, この人間にと って

は, 生を享受することが最高の事柄なのであ り, 生きることを理念のため理念のうちで, 時

には感じと り, 予感しているのであろ う し, 詩の中に発言しているのだ。 だが, 一度も深刻

に生きる ことを把握した こと もな く , 乏しい生きる体験を積んできたにすぎない。 それに反

40



(本稿で設定した課題に対する考察はこれで尽きる性質のものでは決してないが,

とにし, 他日稿を改めたい。)

Heines W’intermarchen 69

しぼ く は徹頭徹尾熱狂者だ, つま り理念の犠牲になるまで高揚されるのだ。 だから常に理念

の中へ身を沈潜するよ うにせきたて られているのだ。 だが反面ぼく は, 生を享愛することを

理解した し, それを楽しんでいる。……」35)

時代に リアルに生きることへの関心を新しい文学の必須の構成部分と七て 考察すること,

そしてその関心をできるだげ直截に発言する ことを ゲーテは若い世代と 決してわかち合う こ

とができなかったF ハイネがゲーテとの距離を見出したのも将にこの点であ って, 詩人ゲー

テにで はなか った。 1827年10月30日のモ ーザ ー宛の文面に は, 「貴族の下僕 ゲーテ」37) の語句

が見える。 従 って, い く らかの水を ハイネが革命のブ ドー酒 に割らねばな らない 一 時 期 に

は, この距離が判然と しな く なるのも首肯で きる。 一方ハイネはゲーテの文学手法になみな

みな らぬ関心を寄せている。 「われわれはこの書物 ( ゲーテのイ タ リア紀行1816- 29) の中

に, あらゆる面で確乎と した見解と 自然のやすらぎとを認める。 ゲーテは自然に鏡を掲げる

か, 換言すれば, ゲーテ自身が自然の鏡なのだ。 自然は自己がどめよ うな外見を しているか

知 りた く 思い, ゲーテを創 り出したのだ。」38) 十

パリに於ける 7月革命研究と その分析がハイネに理解させたのは, この革命が結局はブル

ジ ョアジーの支配と, さ らにテンポを一段と早めた階級分化を薗たらしたにすぎない, こと

であった。 サソ ・ シモニスムスを越えてハイネは, 新しい革命は全人類を解放しなければな

らない こ とに想到する。 「静ま りかえ った夢の国が活々と した運動を起こすになどとい う こと

が本当に在 り うるのだろ うか ? 1830年 7月以前に誰がこのような ことを考える ことができ

たであろ う / ゲーテは彼の子守歌で, 敬虔主義者たちは彼らの退屈な祈祷書の調べで , 神

秘主義者たちは彼らの催眠術で, ド イツを完全に眠 り込ませていたのだ……」39) とい うゲー

テに対する政治的拒否の言葉が ハイネの口を衝いて出て く る。 こ kで具体的に触れる こ とは

で きないが, 『 ロマン派』 の中でハイネは, その冒頭から, 「ゲーテ的芸術時代」 の本質と構

造を通して, ゲーテの生活と作品を理解し よ う と試みるのである。

このようなハイネに於ける主観主義克服への過程は, 例えば, ユダヤ人共同体の解放を悲

壮感をみなぎらせつつ, その主観的パ トスを うたいあげた, 1824年秋の 『 ラビー』 のための

献呈詩と,40) 20年後の 『冬物語』 第 1章の詩句とを読み較べてみても鮮明に看取される。 第

1章の行間には, 詩人が確乎と して存在し , 描き出されている現実に対する判断の基準を明

示 し七いるからである。 「声高々と悲歎をあげよ/ おまえ, 悲惨な殉教の歌よ, / ……皆の耳

に突き入 って, / 耳から心へ突き入るのだ, / ……婦人も花も泣いて・いる/ 空には星が泣いて

いる。」 (献皇詩から) , 「彼女の歌は古い諦めの歌/ 偉大な野人の民衆が/ むづかる時は, ね

む らせる/ 天国の子守歌だ った。」 (第 1章第 7詩節)

T eχt : H . K aufmann ; H . H eine. W erke u. Briefe. in 10 Banden, Berlin /64

註 1) レーニン全集, Bd. 29 S. 372 レ

2) Kaufmann ; H. Heine, Bd. 1 S. 339(以下巻数, 頁数のみ示す) Zeitgedichte24 Nachtgedanken

(1843)

3) Vgl. W .Victor ; Marx und HeineS. 33

4) Bd. 9 S. 141

5) Bd. 9 S. 143 f.

6) Bd. 9 S. 148 なお, H. Mayer ; Von Lessing bisTh. Mann, S. 24-34 und S. 273-296 では。
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Bd. I S. 565 f.

F . H irth ; Heine-Briefe Bd. 2 S. 501-551

1830年代の初頭に書かれた VerschiedenartigeGeschichtsauffassung, Bd. 5 S. 377-379の結び

の句はこ うである, 「生きることは目的でも手段でもない。生きることは権利なのだ。 生きることが

凝結した死であるところの過去に対して, この権利を主張している。 そしてこの主張が革命なのだ。

この革命を遂行する際に, 歴史家や詩人だもの哀れな無関心主義をしてわれわれのエネルギーを麻

疹せしめてはならない。 この夢想家たちの熱をして, 現在への関心と先ずもって闘い と るべ き人

権, つまり生きる権利を危う くするようにわれわれの道を誤まらせてはならない- Le Pain est

le droit du peuple ( パ ソは人民の権利 ) と言 っ た のは Saint-Justだ 。 そ し て革命全体を 通 じ て語

られてきた最も偉大な言葉なのだ。」

Bd. 8 S. 260

V gl, H . H eines samtliche W erke in 12 Bdn. ( M ax H esses V lg・, 1898) Bd. 1 Biographie

Heines von G. Karpeles S. 64

「H. ハイネは今を盛りのロマン主義の年々に, ライン河畔の一都会に生れたユダヤ人であった/

この三つの要因から, はっき りと矛盾にみちた詩人の個性と彼の文学の方向が説明されよう」

レーニン全集 Bd. 27, S. 39f.

Bd. 10, S. 18

Vgl. Bd. 3, S. 485 Englische Fragmente ( 1828) フ ラ ンス革命の自由平等 と民主的理性に言及 し

てい る。

9)

j

り

0

1

1

1

・ イヽネの輝かしい才能と共に, ハイネを時期遅れの疾風怒濤期人, 時期はずれのジャコバン党員,

人生の出発点で伝統とは無縁の人, ドイツの情勢の観察者として, ≫もはやく と≫未だく の時代の

’間に立つ人と規定し, 1830年以後の時代精神の総体となったハイネヘの考察をすすめている。

7) Bd. 9 S. 153 f・

8) Bd. 9 S. 166 f.

條 正 雄70
一

- - --

19) Vg】. G. Karpeles; a・ a. 0 . S. 46 「Elise von Hohenh3usenには真先きに, 殆んどハイネの詩人

としての偉大さを認めていたという功績かおる。 ハイネを ドイツに於けるバイ ロン卿の後継者とし

て公布したのは彼女であった。」

20) Vgl. F. Mehring ; Gesammelte Schriften Bd. 10 Berlin, 1961 S. 455 Heine-Biographie

(1911. 8)

21) Vgl. H. Mayer : a. a. 0 . S. 290-293・

22) Vgl. Gj.Lukics; W erkeBd. 7, S. 178-200 Vorwort

23) Bd. 5, S. 26

24) Bd. 5, S. 250ff. ”

25) Bd. 5, S. 26

26) Bd. 5, S. 25

27) Bd. 5, S. 253 u. S. 256

28) Bd. 3, S. 559

29) Bd. 3, S, 571

30) Bd. 3, S, 423ff.

31) Bd. 3, S. 259

32) Vgl. P. Reimann ; Hauptstr6mung der deutschen Literatur 1750-1848 (Berlin, 1963)

S. 620f. u, Vgl. Bd. 3, S. 119f.

33) Bd. 3 S. 322-356

34) Bd. 8, S. 191 an R. Christiani (1825, 5. 26)

42

18j¯Bd6LS466

(Z

Q
‥y

H

H

14)

15)

16)

17) Vgl. W .Dietze: JungesDeutschland u. deutscheKlassik S. 65
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35) Bd. 8, S. 198 an M. Moser ( 1825. 7. 1) なお, 上掲書, カルベ レスのハイネ伝55頁には, ペルリ

ソ大学入りしたハイネにとって, 重要な当時の友人モーザーの詳細な 描写がある。 精神的にも物質

的にもハイネは支援されている。 ,

36) Vgl. W . Dietze; a. a. 0 . S. 55

37) Bd. 8 S. 286 ¥

38) Bd. 3 S. 249 DieB記er von Lucca

39) Bd. 4 S. 494 Frar!z6sischeZustande ( 1832, 6. 16)

40) Bd. 8 S. 169 an M. Moser ( 1824, 10. 25)

一 価7. LL. 6.-

Zur Deutung des l. K apitels von H eines VVintermiirchen

XVann und wie ist die XVirklichkeit・ die Heine im l. Kapitel beschreibt, zur H eines eignen

W irklichkeit geworden? Und durch welchen Prozeβist der an der Zeit gefesselteDichter H eine

geboren worden? M an kann sagen, daβ dieser kleine Aufsatz einige von den Sachen darUber

zu zeigen versucht。

Die Betrachtungen, die ich in diesenl Aufsatzchen gemacht habe, sind, erstens das, was eine

Betatigung Heines Natur 錨rderte und seine erste poetische Konzeption bildete ; zweitens die

Versuchungen, auf den Dichter in den zwanziger, dreiβiger und vierziger Jahren des 19. Jahr-

hunderts zurUckzublicken. ( H ier werden nur einige davon berUhrt, z. B . H eines K ritik Uber

den Graf Platen, Lessings Bild bei dem Nachf61ger Heine und diedialektischeEntwicklung von

Goethes Bild bei HeiUe.)

Unabwendbar .gibt sich Heine der Aufgabe 。Verteidigung der Poesie“ hin, und dadurch

erreicht er die Uberzeugung ( die erscheint vielseitig im 。W intermarchen“) , das prinzipielle

Ja des Kritikers Heine zur sozialen Selbstbefreiung des Volksmassens sei die Voraussetzung

dafUr, daβHeine即chalsPoetdiePerspektiveder grUndlichen Emanzipationbejahenk6nne.
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