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ゼリーナ、あるいは魂の不死性について
（連載第八回・最終回）（1826）（注 1）
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［表面積］（注 2）

［はじめての磁気治療―ヘーンリオンの精霊の語り―身体を悼むことに反対

するカールソン―死体への関心の解明―再会に反対する悪魔の弁護人（注 3）

―認識・幸福・価値の突如なる完成に対する反対―他民族の夢―再会のた

めの記憶の欠乏―記憶の証明］

［第二］区

［再会に反対する悪魔の弁護人―認識・幸福・価値の突如なる完成に対する

反対―他民族の夢―再会のための記憶の欠乏］

　女性たちには、身体とそれを哀悼することに対しての男たちの非難攻撃が、

本当に嬉しそうに勝ち誇ったようにしてなされているようにはみえなかった。

「そうやって彼らは私たちから」、とナンティルデが言った、「肉体を毛虫の皮

みたいに脱皮させ、私たちを服も身に着けない裸の小さな魂として飛び回らせ

るのです。私は天国へ行っても、私の身体を持ち続けるつもりだし、私のゼリー

ナの鼻が、実物よりも 4分の 1ライン（1ラインは 10分の 1な
いし 12分の 1インチ）高くなんかなってほし

くないわ。私の好むところは、復活よ。これなら自分の鼻がまた手に入るので

すもの。しかも変容した鼻がですよ。ねえ、アーレクス。」―「一、二、三千年
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の間ずっと同じ鼻を見ること、これはまだしも我慢するさ」と、彼は応じて言っ

た、「でもいくつもの永遠の間ずっととなると、お前、それは全くもう無理だ

ろう！」

　このように二人の兄妹は、そのお互いへの愛と、その愛する者たちへの愛以

外は、ほとんど何においても意見の一致をみなかったのである。

　女性たちは、とりわけ来るべき再会―彼らの心の基本項目―について何がし

かを私から切に聞きたがった。そしてそれはそもそも、人間の永続の状態につ

いてそうだったのだ。公使館参事官（アーレク
スのこと）は、彼女らの願いに彼の側からも

賛同した。自分は、この点に関して、解決してくれと言う声が聞こえるような

そんな疑問や質問を、まことにたくさん持ち出さねばならないので、なおさら

そうなのだと、彼は言うのだった。私は、力強い歩みと、まとまりをつけてく

れる熱い感激状態が、敵意ある反駁が冷たくごそごそと割り込んでくることで、

いかに色褪せ混乱するものか、そしてしまいにはいかに辛うじて、ずっとその

継ぎ目が外れ続けている一つの全体しか残らないかを知っていたので、彼には

むしろその反駁の全てを、次々と積み重ねて一つの山としてまとめた上で、そ

れをまさに教義全体に異を唱える、ここぞという時に登場する悪魔の弁護人よ

ろしく持ち出してくれるように頼んだ。彼はできる限りそうすると約束した。

　一行は夕方頃、再び雷雨の丘に上った。ゼリーナが、磁気力によるまどろみ

に落ちたところである（注 4）。ナンティルデは、そしてゼリーナさえもが、ヘー

ンリオンの出現を心待ちにしていた。その上悪魔の弁護人の意見への反論のこ

とばを些か語ってくれることすら期待していたのである。ところが予期に反し

て、ゼリーナの神経は、どんな催眠法にも抵抗を示した。それはひょっとした

ら、彼女のそれへの渇望とその観念の炎が激しく燃えすぎてしまったからかも

しれなかった。でなければ、それが没するときにはいつも目を覚ましていた、

その愛しの太陽が、今回はその雲の背後に隠れたままだったこと、なによりも

このせいだったのである。―その分さらに心地よく、アーレクスは、彼のもの、

つまり彼の反駁をもって私たちをけなすことができた。さて彼はこう切り出し

た。
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　「私が混乱を引き起こすとしたらお許し願います。混乱を引き起こせる特許

状を所持しているのは、説教師だけではないのであり、即興で語るものたちも

それを所持しているのです。あなた方自身、どこかで気づいたことがあると思

うのですが、つまり不死性を信じないものたちの大部分は、不死性という考え

とより親密になると、その考えが融けてそうなってしまうあの不明瞭さと曖昧

模糊ぶりによって形成されるのです。しかし私の主張はこうです。つまり、当

初は地球からはまだ輝いて見えていた白い霧が、その中を行けば行くほど厚さ

と暗さを増してきて、ついにそこにもはや何も見えなくなり、自分自身すらも

はや見えなくなってしまうのです。終わりのない生というもの、終わりなしと

いうこと、こんなことがどうして叶いましょうか、耐えられましょうか。人は、

時間が終わりのないことを、代わりに、あらゆる時間を揚棄するものとして永

遠を置くことによって、避けようとします。しかし、私たち終わりのあるもの

にして制約されたものは、ただあの無限のお方のものでしかない無制約性を、

どうやって手に入れるのでしょうか。そもそも私たちは、あの方のみが永遠な

ものと呼ばれるのと同じように、永遠なものと呼ばれるのでしょうか。―時間

から永遠の中に入っていくことは、永遠から時間の中に入っていくこと以上に

考えられることなのでしょうか。―たしかに私たちがかつてほとんど時間的な

ものにならなかったくらいの短い時間の後でだったら永遠なものになっていた

ことでしょう。しかも、永遠というものにふさわしいものは、神というものな

のであり、完全に完成されたもの・変わることなきものなのです。おのれの空

虚を抱えた私たちが、一つの永遠の中にぴったり入り込むには、一体どうした

らいいというのでしょうか。

　ところがしかし、あれほど鋭敏な神学者たちが、こういった永遠の精霊たち

に、永遠の肉体までも付き添わせ、さらにその上その永遠の肉体を、目の細か

な篩にかけられているとはいえ、この地上のものである土で焼成するのです。

彼らが、 も下等な土や木でできたそれから始まって、内在するすべての魂に、

同様の永遠を賦与するのと同じようにです。かくして、聖職賤民たる修道士方

が、第一の世界ではとことんまでの飢えや徹底した鞭打ちや切断をいくら加え
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ても加え足りないその同じ肉体、つまり蛆
し

袋
たい

が、もう一つの世界では、永遠と

変容で報いられるわけです。敬虔な蛆
し

袋
たい

の徳性の方
ほう

が、瀆神のそれより上回っ

ているというわけではないのですが。ただ私が知りたいのは、博識である以上

に鋭敏である神学者たちは、肉体の選択をどのように決断するかということ、

どんな肉体を彼らが、あちらへ行った人のために洋服ダンス全体の中から選び

出して着せてやるのかということなのです。なにしろ人は、普通の生理学者に

よると 11年ごとですが、ライル（注 5）によると何と 4年ごとに、断片的・部分

的に新しい肉体を帯びて、古い甲殻の中からこっそり出てくるというわけです

から。

　そしてそもそも、どのような復活した肉体が、第二の世界を徘徊しているの

でしょうか。もっぱら同じ体つきのそれらだけなのです。昔の神学者ゲルハル

ドゥス（ドイツのルター派神学者ヨーハン・
ゲルハルト（1582-1637）のこと）はその四つ折り版の『神

ロキー・

学 綱
テオロギキー

要 』第 8巻でそれ

について、自己及び余人の考えを、私たちに伝えています。彼自身は、誰もが

死に際に持っていた体つきを想定していますが、他の人たちは、 初の両親

（アダムとイ
ヴ の こ と）のそれを想定するものもあれば―32歳 3か月（その年になっていれば

ですが）に有していたそれを想定するものもあり―傴僂や不具の人たちは、完

全にきちんとした立派な体つきとなって颯爽と歩いており―体の一部が切断

されてしまった殉教者たちは、聖アウグスティヌスが言うところでは、自然研

究家の虫たちのように、切り落とされた部分はどれも再生させますが、傷痕は

勲
めいよのしるし

章 として残されます―子供たち（地上にあるときからもう成長の速いも

のたちですが）は、これまた上述のアウグスティヌスによると、その両親と同

じくらいの背丈と体力があるということですが、胎児については、これはこの

世ではアルコール漬けされてピンに刺されているわけですが、この教父殿は同

じことを主張しなければなりますまいが、そうなるとその肉体という広袖子供

服は全くなすすべがないも同然で、全く新しい肉体が一つ創造されねばならな

いでしょうけれど―半分人間半分動物の奇形のものまでもこの教父殿は復活さ

せてやりますが、ただ彼は、動物部分を人間部分から切り離して、人間部分を

人間として仕上げてやります。
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　ところが、次のことについては、彼らの考えは一つです。つまり、極楽往生

者は、胃も腸も―出蛾後の蝶が結構そのようであるように―身に帯びていず、

乳糜管・爪・髪等々もそうであるということについてはです。しかしそうなる

と、私だったら、血管もまた、これは乳糜管なしではどうしようもないのです

から、また同じ理由から、肺もまた、さらにまた同じ理由から、心臓もまた、

放棄するがいいと言うことでしょう。そしてそうやって、復活した人間全体か

ら内臓を取り出して、中空の蠟人形ないし、すでに復活する前に中味を空にさ

れた状態になっているエジプトのミイラにするといいと言うことでしょう。か

く神学者たちにかかると、肉体の第二の全世界に住めるのは、変容した皮と骨

だけということになることでしょう。つまり、神学の蟋
うるさい

蟀連中の本当の密会の

場は、死の向こうの上方の高所であり、それは丁度蝙蝠にとっては、墳墓の塔

たるピラミッドや、教会墓地に隣接する私たちの鐘塔がそうであるのと同じで

す。つまり 墓
きょうかいのにわ

場 から彼らは、王侯の宮
に わ

廷から農家の中
に わ

庭に至るまですべて

の庭を支配しているのであり、墓地が彼らの三月の野（古代フランク人の
三月議会のこと）兼テリトリー

であり、アルキメデスが地球を動かすために求めた地球の外の点というのは、

まさに墓塚の地
つ ち

球なのです。

　肉体はひとまず脇に置いておいて、あの彼方ないしあの下方ないしあの上方

では、精霊はどんな状態なのかということに目を向けてみましょう。限りなく

すばらしい、と彼らは言います。ラーファーターが、極楽往生者の肉体を貴族

階級に高め、あらゆる勲章の騎士にするように―つまり、極楽往生者は、思い

のままにその肉体を無限に収縮させ無限に拡張させることができます、彼は太

陽から太陽へと歩みを進めることができます、彼は音楽的な調
トーン

子で、しかも同

時にいくつものそれで語るので、その結果どんな話も立派にコンサートになっ

ているわけです―同様に、極楽往生者の魂もまた、地上では並ぶもののない高

徳を、同じく認識を、同じく至福感を授けてもらえるのです。しかし、ただ単

に身体を魂から切り離しもぎ取ること、真
し ん

珠玉
じ ゅ

虫から貝殻をもぎ取ること、突

然それだけで―つまり、これ以上は人間には何も起こらないのです―永久貴族

に叙せられた魂が、純度 高のユニオン・パール（本来は英語の印刷
装飾文字の総称）が、どうして生
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じうるでありましょうか。一瞬が、道徳的努力もなしに、普通の人間を、道徳

的存在へ、道徳的英雄兼勝利者へ、どうやって変えるのでしょうか。この世で

は 10年にわたって徳を身に付けようと格闘してきたものが、自己を形成・強

化し高めてそうなることができなかったのに。

　同様の完成が、極楽往生者の変容した頭に、奇跡的に生じます。ただ地上の

頭を失ったというだけの理由でです。全永遠ずっとにわたってのそのような知

識と知見が、突如精霊の中で、あっという間に出来上がり、そのような壮麗か

つ充実した形で、知恵の木が、竜舌蘭の半世紀抑えられていた開花のように、

一夜でぱっと蕾を開くのです。それは例えば、哲人どもが一生恥じ入らせてい

られた職人の場合なら、死ぬその夜にそうなるわけです―また、思想の誤謬は

あちらでは、ここ私たちにおいて真実がそうであるほど稀というわけのもの

ではなくて、誤りの全ては、あちらでの方がほんのちょっぴり人間的であり、

極楽往生者が誰しも永遠を通じてずっと変わらず正しいということは、 民
ウォク

の
ス・

声
ポプリー

や法王連中と同じくらい思いがけないことなので―　―こういったすべて

のことを主張しているあの鋭敏な神学者方には、死と天国が来るようにきっち

りと願うわけですが、それは 高の証明が、ただもう彼ら自身とこういった主

張そのものにおいてなされるのを見るためです。

　二つの不死への跳躍（サルト・イムモルターレ）、つまり天上での敬虔さと天

上での洞察力への飛躍の後に、第三のそれである天上での至福へのそれが行わ

れます。しかもまたしても、エリアの古い外套を身体から脱ぎ捨て（列王記下
2、8-14）、ファ

ウストの外套を変容した身体からぱっと広げてみせることによってです。さて

こうして、諸民族の中の哀れな奴
あく

原
ま

ども全てが誰しも上方では、喜びが雲に覆

われた生を突き破ることはほんの稀でしかなかった後に、もはやいくばくかの

太陽の眼差しなどではなく、たちどころにまるまる一日完全な北極光の太陽日

に、つまり 高・ 長の歓喜のときに望みをかけるのです。ところで、下
めいかい

界の

人間は、上
このよ

界の反復ないし重複に出会う、あるいはそれを前提としているにす

ぎないのであり、それは丁度、海底が下の方で発見されると、そこでは山や谷

や草地が、それどころか地表の泉までも反復されるのと同じなのですが、そん
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なわけですからもちろん、ラップ人の場合は、天国はトナカイで成り立ってお

り、グリーンランド住民の場合はアザラシで、タヒチ住民の場合はパンの木で、

ただしその実はもう完全に焼き上げられていて食べることができる状態のそれ

で成り立っているわけです―これに対し、キリスト教徒が断食日に富むのと全

く同じように祝祭日に富むユダヤ教徒は、何と全く別の天国をさらに用意する

ことでありましょうか。すなわち 50万のおいしい果実をもぎ取ることができ

る楽園の命の木によって、そしてそこでは、310の世界からの喜びのエキスを

享受できるそんな各賢者それぞれのための二つの特別な天国によってです。―

スウェーデンボリは、極楽往生者の精霊の喜びを、もっとはるかに少なく想

定します。すなわちたった 478種類です。またユダヤ女性は誰もが、ユダヤ

男性のために毎日子供を一人生むのですが（原注）、永遠における日数の多さを

鑑みれば、これでもうちゃんと、一大子孫の、そして一大ユダヤ民族社会の出

現が叶うのです。変容したユダヤ女性の真逆なものとなるのがトルコ人男性の

フーリー（天国で信仰深かったイスラ
ム教徒に授けられる天女）です。すなわち、母ではなく乙女なのです。キリス

ト教国民のみが、無色透明な、地球を反映しない天国を持ち、それは、下賤の

キリスト教国民にとっては、ひとえに歌と祈りと退屈さに満ちた 後のメシア・

ソングでなければならないのです。言い換えると、もう一つの世界は、礼拝ば

かりをしている諸民族に満ちた仮装舞踏会場でなければならないのです。その

せいもあって、下賤の男は、天国の楽しさに鼓舞される以上に、地獄への恐れ

に追い立てられるわけです。その楽しさの中では、彼は、自分のこちらでの祈

りに、あちらでの終わりなき祈りでもって報いられた形で出っくわすのであり、

その信仰の混乱の中では、さらに永遠の休息を期待することによって甘い味付

けをするのがせいぜいのところなのですから。―しかしながら、どういう可能

性があって（そしていかなる権利があって）、いつもはあんなに鋭敏な神学者

たちが、 高にしてさらにその上終わることのない喜びを、未来に想定するの

でしょうか。なにしろ、人間の天性は、もっと大きな喜びは、大きな喜びの後

ではなく、大きな苦しみの後に感じるものなのですから。地上は、私たちに、

喜びが持続することへの心準備を全然させてくれません。こちらでの喜びを通
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しては。しかしながら、幸いなことに、思索力のある葬儀の説教師は、至福の

状態をとても不明瞭・不定形かつとても迂遠なものとして述べるので、その際

限のなさが、それでも人間の心の中に足場を見つけられるほどなのです。そし

てたった一つの永遠の喜び、これのみを彼らは、こちらでの生を模して作った

のです。それは再会することと愛し続けるということです。」

　―「ああ、この愛、神へのこの愛、これさえあれば、それでもう永遠には十

分だわ」、とゼリーナは、話をとぎらせないために小声で言った。

　公使館参事官はそれを聞いていた。しかし構わずに話を続けてこう言った。

「とりわけ再び会い再び愛することが、女性たちの信仰教
カ テ

理問
キ ズ ム

答書の質問部分

の第一条をなしています。つまり、女性の心がその質問部分を作っているわけ

です。再び認め再び会うためには、再び思い起こすことが必要であり、この記

憶のためにはさらにその上にやはり永遠な脳というものが必要です。しかしな

がら、すでに脳の圧迫や充満や就眠や縮小で、こちらでの生が、こちらで忘れ

られるとき、何らかの記憶の脊柱を、全く別の世界で、どこから調達しろとい

うのでしょうか。四つの脳室は全て崩壊・飛散してしまっているのですよ。新

たな状態への大きな転換があると必ず、その状態が以前の状態を覆い隠してし

まいます。丁度表層が下層をそうするようにです。例えば、馴致された野生児

においては、いやもうすでにヨーロッパ的教養を仕込まれた野蛮人において言

えることですが、彼らの過去の全ての思い出は消失してしまいます。さてそこ

で、こちらの生の記憶が、すでにこちらの生自体が引き起こす若干の波に運ば

れた砂に埋もれてしまうとき、その記憶は、どうやって埋められることなく死

者の海を通り抜ければいいというのでしょうか―新たな無拘束状態に満ち満ち

た比類なき全く未知の世界で、どうやって存続していけというのでしょうか。

それができるなら、全く同じように、情熱ある若者なら、胎児のときの自己の

生活史を、その双子の片割れたちとともに生き抜いた楽しかった日々も憂鬱

だった日々も、憶えていられるかもしれません。

　―しかし、再会が行われるとしてみましょう。そうなると、私は、ほとんど

は情けない有様の地上の心や地上の顔を、どうやって永遠の間中ずっと耐えて
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いけるものかわかりません。常に人々は、さっと駆け抜けていくその地上の状

況を第二の世界へ移植する際に、自分たちがそのことによってこういう一
かげろ

日蝿
う

に押しつける永遠の継続ということを、忘れてしまいます。同様に彼らは、自

分たちの狭い生活圏と生活過程を移送し永遠化する際に、幾百万の精霊がいて

幾百万の世界があることを、それでいて高められているのは自分自身なのだと

いうことを、忘れてしまいます。

　地獄に落ちたものたちのことを私はこれまでに、わが悪魔の弁護人役の中で、

完全に触れないでおきました。極楽往生者が存在しなければ、地獄に落ちたも

のたちというのも、どっちみち不要になります。明らかなのはこんな程度のこ

とです。つまり、人は、第二の世界に近づくにつれて、その色と形を失ってい

くわけです。それは丁度、自然上の 空
てんごく

もまた、人が山に登ってそれに近づく

につれて、その晴れ渡った青さを失っていき、ついには黒い棺覆いよろしく、

世界上に張り渡されてしまうのと同じなのです。

　さあ、終わりました」と、アーレクス（注 8）は言った。―このことばとともに、

突如太陽が、雲に覆われた空の中から姿を現して、暖かい別れの眼差しを私た

ちに投げかけながら、没していった。

［第三］区（注 9）

［記憶の証明］

　私は、悪魔の弁護人が、その役割を率直かつ断固として演じていること及び

あらゆる事前・事後の祈りに対して示す抵抗を、意図的に強調したが、それは、

彼が女性たちの沈黙から読みとれた思わしからぬ弁護手数料の埋め合わせを些

かしてあげるためだった。「丁度彼が話し終えたときに」、とナンティルデは言っ

た、「明るくなって、お日様が少し出てきましたね。」―次第に、雲に覆われた

空は全部引っ込んでいき、東の方で次々と折り畳まれていった。そして半月が

明るく私たちの頭上に出ていて、星たちが間近に近づくに任せていたが、それ

らから光を奪ってはいなかった。ゼリーナは、半月を嬉しげに見つめて言った、
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「さあ、あの方がもうじきやって来るわ。私の愛する・・・満月さんが。」彼女は、

ヘーンリオンと言いたかったのだ。つまり、この人物は、たしかにその誕生日

に、すなわち次の満月の日に戻ってくると言っていたのである。

　「われらが友アーレクス（注 8）が」、とヴィルヘルミが口を差し挟んで言った、

「雲に覆われたときの暗闇の王者たる悪魔の面倒をみたことは、まことに見上

げたものです。さあこれからは、ジャン・パウルさん、あなたが我々の前から

彼の暗闇の業を些か払拭してください。なにしろあなたには少なくともあの半

月が光を投げかけてくれているのですから。」―私は応じて言った、「その光も

また太陽から来ているのでして、ただ少々迂回して私たちのところへ来ている

にすぎません。しかし、まずもって結論をもってはじめとするならば、公使兼

弁護人殿が、それでもって同時に私たちから再会をも奪おうとしている記憶と

いうものについて言っていることは全くいただけません。一体全体何
なんぴと

人が、経

験でどんどん膨らんでいく世界全体を、自分のものにして、そしてそれをずっ

と自分のものとし続けるものでしょうか。それにその世界が、丁度地球儀上の

都市の名前のように、脳半球上やその中に載せられていることがあり得ないこ

とは明白です。柔らかな小球で出来たこの塊の中身は学者の語彙の一大コレク

ションなのでしょうか。またそれは、どんなに物知りの脳でも、この上なくも

のを知らない脳と同じように見える以上、何を頼りに辿れるのでしょうか。ど

のようにして、精
せいれい

神が整っていき結ぼれていくのでしょうか。―それに視神経

は、そのあらゆる像を、例えば印刷された単語のそれらを脳の同一場所に荷下

ろしして、いわば積み重ねていくわけですが、それなら、何らかの悟性的な力

が働いて、それらの画
ぞう

の層を取り崩して、整理して並べ広げて画廊にしてやら

なければならないでしょう。なにしろ、脳が自ら記憶するのだという全くの与

太話は、とっくの昔にお払い箱になっているのですから。

　しかし、その与太話の一
ひと

欠
かけら

片が、記憶が脳の損傷や病気や老化によって衰え

たり消えたりするという自然現象において、命脈を保ち続けていいます。しか

し、その現象は、もっと身近なもっと日常的なところにだってあるのでして、

夢は、寝酒の中に、目覚めのための忘
レ テ

却の水
かわ

を入れて私たちに差し出します。
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目覚めの方は目覚めの方でまた、夢のためのそれを注いでくれます。そうやっ

て私たちは、毎日二度忘れるのです。一度は夜を、一度は昼を。しかしそれな

ら、精
せいれい

神からその中身が、全くそんなにもしょっちゅう消え去っていて、全く

そんなにもしょっちゅう戻ってきているのでしょうか。そうなると例えば、完

全な無意識状態というのは、私の魂をすっからかんにしてしまっていて、目を

見開くとその度に、その略奪にあった魂が、方法はどうであれ、再び満タンに

なっているのでしょうか。―そもそも精
せいれい

神そのものは、何ものでもなく、何も

のも有しないのでしょうか。

　しかしそれは、まさしくそれのみで全てを有しているのです。ただしそれは、

それが住んでいる諸観念の地球を、他のいずれの球もまたそうであるように、

眺望はできず、ただ周航しうるのみなのです。この博識家の視界には、その幾

百万の観念の全ての中から、どんな一瞬にも、ただほんの二、三が入っている

にすぎず、他の全ての観念は、地平線下に見えないままでいるのですが、つい

には、それらもまた昇ってくるのです。あるいは、こう言った方が実はもっと

適切かもしれません。つまり、さながら観念の星を鏤められた私たちの精神の

空
そら

から、どんな瞬間にも、私たちの内なる望遠鏡の視野に入ってくるのは、たっ

た一一つの星、いいかえると思考だけなのであり、他のそれらは夜が覆っている

のです。―ところで、多くの一連のことばや名前が、ときに長年の間、あるい

はもはや全く出てこなかったり、あるいはまた、これは時々あることですが、

やっと死の直前になって再び出てきたりするとき、だからといって、それらの

方が、休息している表象からなる全帝国よりも、より精神の中に根付いてはい

ないのでしょうか。―

　ただし脳器官は、魂がそれでもって、かつて存在していた思考の想起に働き

かけるわけですから、健忘症のときは麻痺していたり損傷したりしているので

す。つまり、魂と肉体のあの説明し難い 左
みぶんちがいの

手 結婚、すべてが結合している

か全く何も結合していないかのどちらかであり、 も崇高な思考が も下賤な

衝動と同様に肉体の小部分を動かすそれにおいては、記憶と脳とは、情熱と血

同様に、共同作業を行っているのです。しかしだからといって、器
どうぐ

官は職工長
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ではありません。そして、脳は印象の一大聖遺物コレクションの展示者ではな

いのであり、それは、あらゆる感
きもち

情を刻々と脈動にしていく心臓が、楽しい気

持や憂鬱な気持の一大聖遺物コレクションのそれではないのと同様なのです。

しかし、私たちが意志することによって作り出す筋肉活動は、その意志するこ

ととは別物なのですが、それでも私たちは、私たちが筋肉活動を強化すると、

精神的緊張を感じます。また全く同じように、私たちがものを思い出そうとす

るとき、とりわけそれができなかったとき、私たちは脳器官へ影響作用が働く

のを感じます。

　暗唱していたのに 30年間忘れていたヴェルギリウスの一節が、突如例の説

教師の記憶に蘇ったとき、あるいは例の乙女が、自然によらない眠りに入った

後全てを忘れ、文字から友だちに至るまでの、これまで知っていたことすべて

に再度馴染まなければならなくなったとき、彼女が、二、三か月後、第二の新

たな長い眠りの中で再び忘れてしまったものの、それはしかし、第一回の眠り

の後に習得したものだけで、これに対し、その前に知っていたことはすべて思

い出したとき、そしてこういった記憶の交代が何年も続いたとき、こういった

全てのことが明らかにしてくれるのはむろん、魂こそが記憶内容の保存者なの

だけれども、器官が切り替わった後は、それを、あるときは動員できて、ある

ときは動かないままにしておかなければならなかったということです。そして

とりわけこの乙女は、右手と左手がかわるがわる麻痺することで、あるときは

バスの弦のみを、あるときはソプラノの弦のみを打つことができるピアニスト

に似ていたのです。（注 10）

　幼年時代の花たちが記憶の中で、冷却した老年に至って枯れずに生き生きと

し続け、それでいて老人は自分の周りの晩年の苗床は枯死しているのを目にす

るとき、この常緑は、脳の柔らかな土壌によって保たれているのではありませ

ん。なにせこの土壌は、老年の固くなった土壌の中に紛れ込んでいることはで

きないのですから。そうではなく、アダムの土がいっぱいの、子供のような、

腹をすかした、感受性のある、未占領の精神の中で、全ての感情が、もっと深々

ともっとずっと先の方へ根を下ろしたのです。晩年においては、本来あった興
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味関心はなくなっているものです。しかしそれでも一つだけ興味関心を抱くこ

とができるのは、精神のみであり、身体ではありません。

　ついに、奇跡的記憶力を持った透視女が現れ、私たちに尋ねます。一体、自

分の記憶と自分の忘却は、どこから来るのか、と。自分の生の遥か彼方と夜に

及び、一番奥底の幼年時代といちばん奥底の無力状態のときに及ぶ前者と、眠

りが終わると目が劇場の迫りのように、あるいは地崩れのように開いて、生の

新たな国々を全部飲み込んでしまうその忘却は、と。しかし、沈没してしまっ

た時代を、忘却の海底から想起し引き上げてくることは、いわばさらにもう一

つエーテル的第二の脳が存在することの一つの証明ではないでしょうか。そし

てその脳は、それが精神のもっと細やかなエーテル的刺激に従順に従うには、

ただ単に昼の重々しい抑圧的な脳から解放されていればいいだけなのです。

　さて 後に、それと親戚関係にあるあの現象があります。そこでは、死の直

前に狂人には理性が、病人には長年埋没していた記憶の国が、再び戻って来、

再び開花するのです！―厚くて堅い樹皮に包まれた死につつある身体は、エー

テル的肉体から切り離され、こちらの方はもっと軽々と精
せいれい

神にぐいぐい引かれ

ていくのでないでしょうか。」

（未完）（注 11）

原注

フリュッゲの『不死性信仰史』（注 6）第 1巻。―かくて、ここで再び明らかにな

るのは、私がすでに自分たちの民族神の彼らの記述に接した時に注記しておい

たように（注 7）、あたかも詩的生活は商人的生活であるかのような、単なる数

の単なる熱狂的賛歌における、彼らの乞食根性丸出しの夢想である。

訳注

（1） 『外国語論集』第 18号の連載第 7回の続き。執筆年及び刊行年に関して

は『外国語論集』第 12号の連載第 1回の注（1）を参照のこと。

（2） 『外国語論集』第 14号の連載第 3回の注（6）を参照のこと。
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（3） 『外国語論集』第 15号の連載第 4回、118頁を参照のこと。 

（4） 『外国語論集』第 18号の連載第 7回、98-100頁を参照のこと。

（5） 同上 102頁割注を参照のこと。

（6） 『外国語論集』第 14号の連載第 3回、223頁を参照のこと。

（7） 作品及び場所は不明。

（8） 原文は「アレクシス」と誤記されている。

（9） オットー版は「第三の、しかしながら未完の区」となっている。

（10） この二つのエピソードは誰のものか不明。

（11） この作品はジャン・パウル死後に残され出版された遺稿であり、未完の

作品である。

使用テキスト：Jean  Paul:  Werke,  Hanser-Taschenbuch-Ausgabe, Bd.12, München   

1975。今回は 1105－ 1236ページのうち、1226ページ途中から 後ま

でを訳出。文中の改行・ダッシュは原文どおり。コンマ、ピリオドは訳文

に合わせて変えている。また、原文が斜字体のところは、太字ゴシック体

にしてある。また原注は、本来各ページの欄外に記されており、本文の一

部と考えた方がいい場合が多いので、訳文でも原文にならって各ページの

欄外に置いた方がいいのだが、「大学紀要」ということを考慮して煩雑にな

らないように 後にまとめておいた。

追記

　本作品の成り立ちや解釈についてはすでに『外国語論集』の前身である

『論集』第 30号（1989年 9月刊）所載の「『カンパンの谷』から『ゼー
ママ

リーナ』

へ―ジャン・パウルの『魂の不死性について』の二つの小品―」（197-213
ページ）において述べているので、解題めいたものはそれに譲ります。

　本稿は卒業論文に資料として付した訳稿をほぼ 100パーセント改稿し

たものです。解釈にあまりずれはありませんでしたが、イメージはかなり

膨らみました。
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　この作品は、著者の校閲を経ていないので、ジャン・パウルの方法であ

るパッチワーク的なところがまとまりなくそのまま残ってしまっている感

じがあり、必ずしも論理的に思考が運んでいるわけでもないと思われる箇

所が多々あるように思われます。ただしジャン・パウルの思考のビジュア

ル性はかなり現れているようです。

　原文自体大変読みにくく、したがって訳しづらいものなので、将来もっ

とジャン・パウルを軽々と読んでいけるような感覚の人が出てくる場合の

ことを考えて、なるべく文章のつながりが残るような訳文としました。い

つかどこかの誰かの役に立ってくれることを願いつつ、これにて連載の終

了とあいなります。


