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潜伏するレヴィアタン
―ヨーゼフ・ロートの陸と海―

吉　中　俊　貴

「これから長い長いあいだ、私たちは神話を持つことができません。

物事は神話化されるにはあまりにも早く変化しすぎているので。」

ジョーゼフ・キャンベル 1

1

ヨーゼフ・ロートの『レヴィアタン』は、「昔プログロディという小さな町にひ

とりの珊瑚商人が住んでいた 2」という一文をもって始まる。これは、きわめ

てメルヒェン的な書き出しである。実際、この小説にはメルヒェン的な要素が

少なくないのだが、一般にメルヒェンという形式は、物語世界の時空を特定す

ることに、さほど関心がない。「昔あるところに」というメルヒェンの様式は、「い

つ・どこで」に関してことさら穿鑿するつもりはないということの表明に外な

らない。ロートの書き出しも、この様式に忠実であるかにみえる。少なくとも

意識的であるようにみえる。というのも、プログロディとは架空の町であって、

どうやらそれは作者の出生地ブロディ（現西ウクライナ）を下敷きにしている

1 ジョーゼフ・キャンベル／ビル・モイヤーズ『神話の力』（飛田茂雄訳、早川書

房 2010年）93頁。

2 Joseph Roth: Der Leviathan. Novelle, hg. von Konstanze Fliedl, Stuttgart 2010, S.5. 1938
年 Pariser Tageszeitung 掲載の初版に拠った本書からの引用は以下、頁数のみを本文中

に表記する。
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らしいといったことがわかるのは、あくまで読み手による伝記上の穿鑿の結果

にすぎないからである。したがって、「プログロディ」もやはり、地図の作成で

あるよりは、その耳慣れない響きによってむしろメルヒェン的異世界をたちあ

げるのに貢献しているようだといわなければならない。

　とはいえその一方で、小説が進むにつれ、読者になじみの地名が散見される

のも事実であり、現実の地図に対応した読みが求められてもいる。ロシア、ヴォ

ルイン、オデッサ、ハンブルクなどがそれである。ならばいつの話か、という

ことになると、小説はふたたびメルヒェン然とした無関心を装いはじめる。は

たして満足のゆく年表の作成はかなわないわけだが、そんななか、唯一の手が

かりとして与えられているのは、一つの戦争である。

すべてのユダヤ人と同様、珊瑚商人もまた【中略】人々と歓談したものだ、

政治について、日露戦争について、およそ新聞に載ったり世界を動かして

いるものについてなら、何でも話した。しかし、珊瑚の故郷である海への

あこがれとなれば、彼はこれを胸の中にしまっていた。【14f.】

東欧からロシアにまたがる辺境の大地にあって密かに海にあこがれる人物が小

説の主人公とされるのに並んで、世界を動かすものとしてここで日露戦争が名

指されていることの意味は、けっして小さくはないだろう。なぜなら、それは

まさしく、巨大なる大陸国家ロシアと極東の海洋国家とのあいだで争われた戦

いだからである。その意味で、日露戦争 3  は、小説の時代背景を明かすだけ

でなく、作品がかかえる問題のありかそのものを暗示してもいるということが

できる。

　ヨーゼフ・ロートの『レヴィアタン』が、こうして陸と海を主題とし、その

タイトルも、ホッブズのあまりにも有名な政治哲学書へと注意をさしむけてや

3 ヨーゼフ・ロートと日露戦争、とは興味を引くテーマだが本稿では扱えない。こ

こでは、スクリーンに映し出された日露戦争が幼き日のロートにいかに危機的な体

験を強いたかは彼の『反キリスト者』に詳しいということだけ指摘しておく。
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まないこと、さらには、この小説が公にされたのがオーストリア併合から約半

年後の 1938年初冬、作家の亡命先であるパリにおいてであることなどを考量

するとき、ここでカール・シュミットの名が浮上してくるのは自然でもあり、

前例のあることでもある 4。ホッブズのインテンシヴな読み手であり、『リヴァ

イアサン』を座右の書とし、1942年のベルリンにあって、外ならぬ陸と海と

の闘いに「世界を動かすもの」をみたのが、『陸と海』のカール・シュミットであっ

た。

世界史は、陸軍国にたいする海軍国の闘いの歴史であり、海軍国にたいす

る陸軍国の闘いの歴史である。5

攻略をしかけるシュミットの手さばきは、ここでも冴えきっているといわねば

ならない。人間の歴史は階級闘争の歴史であるという断言を巧みに乗っ取るこ

とにより、マルクス主義に敵対しつつ、この一文はそれ自体が引用言及されて

やまない成句となっている。いうまでもなく、レヴィアタンという神話的イ

メージも、ここにいう海軍国、とくにイギリスを象徴するものとしてやがて呼

び出されるのである。

　本稿は、ロートの『レヴィアタン』を、シュミットの『陸と海』の隣で読むこ

とを企図している。無論それは、小説をシュミットの理論にあわせて解釈する

ことを意味しない。亡命文学と反ユダヤ主義 6  というふうに、あらかじめ設

けた図式にそれぞれを回収することではさらにない。そのような「政治的な」

4 Wolfgang Müller-Funk: Landnahme und Schiffbruch. Carl Schmitt, Theodor Herzl, Joseph 
Roth, in: Anne Betten, Konstanze Fliedl (Hg.): Judentum und Antisemitismus. Studien zur 
Literatur und Germanistik in Österreich, Berlin 2003, S.32-47.
5 Carl Schmitt: Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, 7. Aufl., Stuttgart 
2011, S.16.
6 望むなら、かかる対比はロートの小説とシュミットの 1938年のレヴィアタン論

文においてであれば可能かもしれない。この 1938年論文でのレヴィアタンと『陸と

海』におけるレヴィアタンとではその像が大きく食いちがっており、シュミットに

おけるレヴィアタン像の変遷・比較は別に論じられねばならない。
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対比が両者にとっていかに粗雑であるかということは、作品自体がいずれ示し

てくれるだろう。少し先回りしていうと、『レヴィアタン』が政治理論的な小説

であり、『陸と海』がきわめて物語的な政治思想史である点において、両者は一

つの場所を共有している。試みたいのは、この磁場の検証である。同じ場を共

有していながら、にも係わらず二人が決定的にすれちがってしまう地点を、で

き得るかぎりテクストの細部に触れながら突きとめること。以下ではこれを手

掛けたい。

2

珊瑚商人ニッセン・ピチェニクの物語は八つの章からなるのだが、全体の概要

を記せば以下のようである。45歳になるニッセン・ピチェニクは、20年来珊

瑚を商って、その実直さと商品の確かさから、顧客からも住人からも信頼を集

めていた。生まれてこのかたプログロディの町を離れたことはなく、純朴なユ

ダヤ教徒で通っていた。あるとき、息子ほどの年齢の水兵が、休暇を利用して

プログロディに帰ってくる。すると、珊瑚とその故郷である海に焦がれるピ

チェニクは、水兵にここぞとばかり張り付いてあれこれ聞きだすのだが、それ

により海へのあこがれは鎮まるどころか、かえっていっそう掻き立てられるの

だった。そして、休暇を終えた水兵に（ほんの数日のつもりでではあるにせよ）

同行することをいよいよ決心するピチェニクからは、商売や信仰といったこと

がらが、僅かずつでも疎かにされてゆくのだった。やがて港都オデッサに到着。

生まれて初めて目にする海、そしてロシアの装甲巡洋艦。水兵が帰艦してゆく

一方で、ピチェニクの身には、ある変化が訪れる。

それは大陸の地プログロディからやってきたニッセン・ピチェニクではな

くて、まったく新しい人間だった【中略】、海洋の人ニッセン・ピチェニ

クだった。【29f.】
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実際、ここでのピチェニクの新生は、あたかも幼児が未知の言語を習得してゆ

くかのように語られており、マスト、船首、救命帯、ボート、はしけ船、帆

船、汽船、巡洋艦、商船、デッキ、船尾、竜骨といった言葉たちが彼に新しい

世界を拓いてゆくくだりは、小説中もっとも印象的かつみずみずしい場面であ

るといえる。とまれ、不承不承にもどってきたプログロディでは、ある異様な

出来事が彼をまちうけていた。ラカトシュとか名乗るいかがわしい男が隣町に

店を開き、セルロイドでできた安価な珊瑚を、大量に売りさばき始めたのであ

る。ラカトシュにそそのかされて偽の珊瑚を本物にまぜて売りだした結果、ピ

チェニクは客の信用はおろか、プログロディでの生活そのものまでを、急速に

うしなってしまう。ラカトシュの店に押しかける旧知の人々を尻目に、彼はつ

いに郷里を去ることを決意する。大量に売れ残った偽の珊瑚を焼却した彼はハ

ンブルクからカナダへ向かう船に乗りこむが、出航から 4日後、船は、ピチェ

ニクもろとも沈没するのだった。しかし、

彼はむしろ―安んじてそう物語ってよいのだが―珊瑚のもとへ帰郷したの

である、強大なレヴィアタンがとぐろを巻く、海底に。【中略】私はそれを

よろこんで信ずる。というのも私はニッセン・ピチェニクを知っていたか

らで、彼が珊瑚の一部であり海底が彼の唯一の故郷であったことを、私は

保証する。／メシアの降臨まで彼がレヴィアタンの隣で安らかに眠ります

ように。【45】

小説はこのように締めくくられて、にがにがしさと同時に、ある種の明るさが

後には残される。それはこの結末が、主人公の没落、試練と克服、いずれの線

をも回避しているからだろう。それは単なる失意でもなければ悲願の成就でも

ない。もう一つ大事なのは、ニッセン・ピチェニクの物語が語り手によって「信

じ」られ、「保証」されている、ということである。つまり、『レヴィアタン』と

はニッセン・ピチェニクの物語であるばかりではない、彼を知らない者からは

ありそうもない話だと撥ねつけられることがあってもそれでもそれを信じ、保



－ 102－

吉　中　俊　貴

証する「私」が確かにいてそれが語り手その人であるということ、この「私」を

物語る小説なのだということは忘れずにおきたい。

　ところで、ピチェニクがレヴィアタンの横で憩えるのはなぜだろう。それは

彼がある独自な「理論」の持ち主だからである。

彼は珊瑚について独自の、大変めずらしい理論をもっていた。彼の意見に

よれば珊瑚は、すでに触れたように海の動物であり、サメに攻撃されたり

食べられてしまわぬよう、いわばもっぱら賢明なるつつましさから木や植

物を装っているのだった。珊瑚があこがれているのは、潜水夫に摘みとら

れ地球の表面に運ばれて、カットされ、磨かれ糸に通されて、 終的には

その本来の存在目的に仕えることだった。すなわち美しい農婦たちの装身

具になるという目的である。【中略】たしかに旧約の神ヤハウェはすべてを

みずから創造したのだった、この大地とそこにすむ動物、海とそこにすむ

いっさいの生き物をである。それでも、すべての水の根源でとぐろを巻く

レヴィアタンには、神はみずからしばらくの間、とはつまりメシアの降臨

まで、海洋の動植物、とりわけ珊瑚の管理を託したのだった。【8f.】

読まれる通り、レヴィアタンはここでは珊瑚の守護者であって、だから珊瑚に

帰るとはレヴィアタンの庇護のもとへ帰ることと同義なのである。

　それにしても、珊瑚を守るのがレヴィアタンの仕事であるとは、これは何と

も奇妙な「理論」ではないだろうか。少なくとも一般的とはいいがたいのであっ

て、レヴィアタンのイメージはここでは相当な異化を受けている。それは、狂

暴なる巨体を大海原にくねらせて、混沌とか破壊とか、とにかくある種の戦慄

とともに語られてきたあの怪物でもないし、ホッブズによる表象、すなわち絶

対的な国家主権をいうのに呼び出された巨獣ともちがっている。目もあやな珊

瑚たちを、とぐろを巻いて見守るレヴィアタン、それはどこかコミカルな風貌

をすら思わせるのであり、実際、この大魚は、ピチェニクによって「うっかり

もの」（10）と形容されもするのだった。小説が切羽詰まった展開のなかにも明
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るさを湛えて終わるのは、このようなレヴィアタン像に起因するところが大き

い。

　しかしながら、ピチェニクのレヴィアタンが聖書からもホッブズからも離れ

ているからといって、彼の「理論」が宗教的でも政治的でもないということに

はならない。むしろ逆なので、たしかに彼のレヴィアタンは厳格でもなければ

絶大な力を揮うわけでもない、だがレヴィアタンの名を唱える以上はその神話

が過去に帯びてきた宗教・政治性から自由ではいられず、一旦はそれを引き受

けるほか道はないということに作者ロートが意識的でなかったはずはない。作

家とは神話の力を畏れつつ書く者のことをいう。1934年の時点で『珊瑚商人』

という仮題を与えられていた小説に、 終的には『レヴィアタン』という表題

を択んでつけたとき、作者ロートは彼なりの政治性を作品に込めたことになる。

メシア到来の日まで海底で珊瑚を守るという像でもって対抗する、という政治

性である。

　みずから珊瑚を加工して商う人であるからには、ピチェニクの生存はひとえ

に珊瑚にかかっている。小説に描かれているような家内制手工業にあっては生

産者と商品のあいだに縁とも呼ぶべき交流がなおも息づいているのが常である

から、ピチェニクがその糧である珊瑚に無類の愛着をいだくのも、別段不思議

はないだろう。であるにしても、なぜそれは珊瑚なのか。なぜ、例えば真珠で

あってはならないのか。それは、植物を装うという珊瑚の擬態の能力による。

ミュラー = フンクは、この擬態がユダヤ人のそれに酷似していると指摘して

いる 7。試みに、上に引用したピチェニクの「理論」にさかのぼって「珊瑚」を

ユダヤに、「サメ」を非ユダヤ人に、「農婦たち」をキリスト教徒などに読み替え

てみればよい。そうすれば、おとぎ話かと見えた珊瑚の理論が「ユダヤ人が生

きのびるための戦略」に豹変するのを目撃することになるだろう。この読みに

沿うなら、珊瑚への帰郷とはユダヤ的なるものへの帰郷であり、そのユダヤ的

なるものを護っているのがレヴィアタンという構図になる。このレヴィアタン

7 Müller-Funk, S.45.
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はホッブズのとは違って剣もパストラルスタッフもかざしてはいないが、固有

の土地を陸上にもつことがない民族のために、海底という場をつかさどってい

るのだった。

　そうしてみると、ラカトシュという存在についても、彼を単なる商売敵とみ

なすわけにはゆかないのである。悪魔ないしそれに類する人物が配置されて主

人公を誘惑するというパターンはメルヒェンの好むところであり、事実、小説

も、ラカトシュを悪魔と呼ぶことをためらってはいない。しかしながら、この

悪魔の臨場感（それはこの男が放つ強烈なにおいに顕著なのだが）は、誘惑者

や敵対者といったメルヒェン的要素には収まりきらないものをもっている。ピ

チェニクが敗れたのはセルロイド製の珊瑚に対してだが、ラカトシュによれば

これはアフリカ産のゴムを原料として造られたものであり、会社は、海を渡っ

たニューヨークにある。つまり珊瑚は大量生産された摸造品に敗れたのであっ

て、複数の言語を操ってはこの人工物を世界各地に送り込む企業者に対し、ピ

チェニクは物質的に敗れたのである。ここにあるのは家内制手工業が資本主義

体制によって淘汰される景色だが、小説がそれを、危ういかたちではあれ確か

に成立していたユダヤ教徒とキリスト教徒のぎりぎりの融和を外から解体する

力としても描いていることに注意したい。経済構造を一変させる力は、ひいて

は民族のあいだに敵対関係を持ち込む力ともなって、外から押し寄せている。

この力の背景には何があるのか。悪魔ラカトシュはいう、「技術に反対を表明

するのはどうかご勘弁ねがいます！」（36）。ピチェニクを追いやったのは魔術

ではなく「技術」だったのであり、栽培と加工と流通とを世界規模で可能にす

る機械化が、経済、政治の問題と連動して、メルヒェンの世界に喰い込んでい

るのである。

3

経済、政治、そして技術。これらが成すフォーメーションの時代ごとの特徴と

変遷を描くのが、カール・シュミットの世界史である。それも、従来の史学が
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採ってきたような陸地的な観点からではなく、陸を海の側から純粋に海洋的に

見ることをもってそうするというのがシュミットの意図であった。

　『陸と海』の刊行から約 40年後の 1981年、シュミットは同書に、ごく短い

あとがきを加えている。そこには、ヘーゲルの次のような言葉が引用されてい

る。

家庭生活の原則にとっては大地が、すなわち、確固とした土地と土壌が条

件であるように、産業にとっては外へとこれを活性化させるエレメントは

海である。8

一つの詩句を思わせるような圧縮と格調を有するこの文章を、読者は本書全体

のライトモティーフと捉えることができるだろう。というのもシュミットはこ

れに続けて、『陸と海』はこの一節を仔細に「展開」する試みであると述べてい

るからで、本書の趣旨はもはやこの一節に尽きているといってもよいほどであ

る。少なくとも『陸と海』全体は、ヘーゲルを受け継いだシュミットの語り直

しとして、ヘーゲルから汲んだエッセンスをシュミットが語り展くものとして、

読むことができる。

　さて、『陸と海』は古代から現代まで、じつに幅広いスパンの歴史を一筆書き

してみせる著作だが、それが生まれた背景すなわち 1942年ドイツということ

を考えるなら、なかでもイギリスの興隆が択ばれクローズアップされるのも自

然という気がする。いったい祖国はいかなる相手と世界大戦を戦った・戦って

いるのか、自分たちは本当は何に対して戦っているのか、この敵の背後にある

ものは何かといった現実的な問いが作品の動機としてなかったと考えることの

ほうがむしろ難しい。したがって『陸と海』では現に、レヴィアタンはほとん

どイギリスにだけ繋がれた形象であって、他の海洋国家にではない。

　では、イギリスの比類なさ、他の海洋諸国との決定的なちがいは奈辺にある

8 Schmitt, S.108.
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か。それは、この国がみずからの生存を、陸を離れて海のエレメントへ移し替

えたという変化にある。これには、単に陸から海へ目を向けるがごとき志向に

は及びもつかない可動性が孕まれていた。牧羊の民が住まう一つの島国は、一

頭の巨大魚へとすがたを変えたのである。以来、外洋へ乗り出したレヴィアタ

ンは全世界の海を自由に泳ぎまわり、その支配を拡げてゆく。そして、さらに

一つの出来事がこれに加わる。産業革命である。「いまやレヴィアタンは大き

な魚から機械へとすがたを変えたのだった 9」。かくして条件は出揃ったこと

になる。植民地経営を中心とする海上貿易・世界貿易・自由貿易（経済）、文

明ないし価値観を異にする者への敵対、大陸国家への敵対（政治）、そして一

基の機械装置・世界の工場と化したレヴィアタン（技術）。大英帝国の覇権は、

ここに完成をみる。

　シュミットのドイツが敗れた、そうしていま再び敗れつつあるのは、このよ

うなイギリスに対してである。ヘーゲルからの引用に戻るなら、英独両国をそ

こに読み込まないわけにはゆかないだろう。大地に領土を求める国と、産業を

外へ押しひろげた海国とであり、ゆきつくところ、「血と土」の神話はレヴィア

タンに敗れたのだった。

　ところで、『陸と海』をそのように状況分析の書として読んでいったときに、

どうしても違和が残る箇所がある。とはつまり世界情勢の中のドイツという大

がかりな文脈に置かれてはそぐわない一語がヘーゲルからの引用には含まれて

いて、「家庭生活」というのがそれである。このいささか居心地の悪そうな言葉

に本稿ではとくに注目したいのだが、それは『陸と海』が物語的な政治思想史

であると先に述べていたことと関係している。

　シュミットのここでの政治思想史が「物語的」であるといえるのは、海賊や

探検家や捕鯨者といった冒険譚につきものの登場人物たちがいかにも魅力的に

語られるからばかりではない。また、ゲーテ、ハイネ、メルヴィル、シラー、

グリルパルツァー、シェイクスピアらが名を連ねることで文学的趣向を添えて

9 Schmitt, S.98.
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いるのはたしかだとしても、それが第一の理由というのでもない。そうではな

くて、鍵は献辞にあるように思われる。シュミットは、『陸と海』のエントラン

スに、ごく短く次のように記している。「わたしの娘アニマに物語る 10」。

　世界史をシュミットが物語ったのは、一人の父親としてであった。イデオ

ローグとしてではなく、ましてや政治に中立的な学者としてでもなく、そこに

あるのは戦争の渦中にあって自分たちの位置を確かめ（orientieren）伝えようと

する語り手のすがたである。現実として、「du」と呼びかけながら本文は進むの

であり、娘アニマに物語るという状況を形式の面でよく示しているのみならず、

内容もしかつめらしい理論的裏づけなどは排して比喩とエピソードにあふれ、

それが生む速度、興味はといえば簡にして要を得たノヴェレを見る思いがする。

　くり返せば、『陸と海』はヘーゲルの一節を世界史へと展開したものであり、

そうして展開された世界史から同じ一節に立ち戻るときに周囲からどうにも

浮いて見えるのが「家庭生活」なる言葉だった。しかしいまシュミットの献辞

に留意し、飽きさせることのない 20の短章を通過した上であとがきの「家庭

生活」を読むならば、そこに立ち上がる別の文脈にこれがなじんで遊離が解消

するのを人は目にするのではないか。1942年という渦中、シュミットはわが

子に宛てて物語りした。敗戦と冷戦がこれに続く。あとがきの日付は 1981年
4月 10日である。それはけっして短い時間、短い歴史ではない。すでに四人

の子供を産んでいた愛娘アニマはこのとき 50歳を迎えようとしていた。つま

り、かのあとがきはシュミットの「家庭生活」がともかくも途切れずに受け継

がれたことの証として記されたのではないか。国は敗れ、冷戦で分断されても

シュミットには住むべき「大地」があったことになる。父の語る世界史の内容

が、早熟であったとはいっても 1931年生まれのアニマに当時よく伝わったの

かどうかはわからないし、そのことが重要なのでもない。ただ、『陸と海』とい

う書物においてゆるぎないのは、本文に語られた世界史とはべつに、それを始

10 シュミットの「海への転向」と、「アニマ」という意味深長な命名については以

下 を 参 照。Nicolaus Sombart: Die deutschen Männer und ihre Feinde. Carl Schmitt – ein 
deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos, München 1991.
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まりと終わりで支える献辞とあとがき自体が一つの歴史になっているというこ

とである。献辞から約 40年の月日を経たのちのあとがきは、戦争と敗戦後の

ドイツを縫いながらも「家庭生活」がたしかに持続したことを告げ知らせてい

る。その意味で、カール・シュミットの世界史はきわめて私的な物語の面を併

せもっているのである。

4

ロートの物語が政治的でありシュミットの世界史が物語的であることをそれぞ

れ上に見てきたけれども、両者にとっての本当の敵が別々の存在でないことは

すでに明らかと思われる。ピチェニクの神話とシュミットのドイツが敗れたの

は同一のものに対してだが、ラカトシュに倣って「技術」というのはあまりに

陳腐かつ不十分でもあり、いまならそれを機械化されたレヴィアタンと呼ぶこ

とができるだろう。しかしながら、かすがいである物語ということに戻ると、

両者におけるそのありようにはなにか根本的に相容れないものがあって、その

ことを示すためにまずは補助線を引きたい。

　フォルカー・クロッツは物語るという人間のいとなみを古今の世界文学を

題材に論じた著書のなかで、物語ることの原理の一つとして「航行すること」

（navigieren）を挙げている。『オデュッセイア』から船乗りシンドバッドの物語、

ジャック・ロンドンの航海譚、『海底二万里』、『白鯨』にいたるまで航海の物語

は枚挙にいとまがなく、航海と物語のいにしえよりの結びつきはもちろんのこ

と、物語るとは航行することであり語り手とはストーリーの荒波のなかで舵を

とる航海士に外ならないことを例証するのがクロッツの眼目なのだが、個々の

作品においてどんなかたちをとっているにもせよ、この「航行としての語り」

にはある原風景が潜んでいるという。それは、遠洋を旅してきた船乗りがふる

さとに帰って（heimgekehrt）信じがたくも魅惑的な話、尾ひれがついているこ

ともしばしばの体験談をそこに集う好奇心旺盛な人々相手に話して聞かせると

いうものである 11。
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　この物語の原型とでもいうべきものを前にするときにロートとシュミットの

ちがいは決定的となる。この原型への『陸と海』の親和性は明瞭だろう。語ら

れるのはレヴィアタンを追ってのまさしく航行だからだが、それにもまして重

要なポイントはこの叙事詩を支える物語状況すなわち「帰郷して話して聞かせ

る」というところにある。それが娘アニマを聞き手として公にされたのであっ

てみれば語り手には戻るべきハイムが、その地続きには同胞の住むハイマート

があった。ロートにそれはないのである。

　少し詳しく見てみよう。ピチェニクのオデッサ行き（そこで彼は海洋の人と

なるのだった）にきっかけを与えたのは既述のように水兵の帰省であって、遠

洋から戻ったこの船乗りが虚実入り混じっているとしか思えない話を酒場に

集った郷里の人々に聞かせる場面は、上にみた物語のプロトタイプを一言一句

再現している。一方ピチェニクの航海はこの郷里（といってもそれは彼の由来

からすればはじめから屈折した意味しかもたないのだが）を永久に立ち去ると

ころからようやく始まるのであり、それも束の間、船は沈んで航海は挫折して

しまう。たしかにそれは語り手が信じ保証するとおり珊瑚のもとへの独自の帰

郷ではありえても、しかしマストに船首に救命帯にと続くこれら新しく覚えた

言葉を語って聞かせるべき人々を、ピチェニクはそこにもたない。

　ただし『レヴィアタン』は、物語の原型の単純な転覆を狙ったようないわば

反物語たろうとしているのではない。もしそうであったなら珊瑚への帰郷がで

はなく、新大陸に移住したピチェニクの新しい生活が別に語られていたことだ

ろう。事態はたいへんに込み入っているのであって、まずロートが物語の原型

を十二分に意識して水兵を配置しただろうことは疑いがない。その上で作家は

ピチェニクの生活がある力に曝されていること、かの原型をなぞれなくさせる

力に曝されていることを難破による 期まで追ってゆく。難破はしかし帰郷で

ある。帰郷ではあるが彼を出迎える人々はいない。出迎える人々のいないとこ

11 Vgl. Volker Klotz: Erzählen. Von Homer zu Boccaccio, von Cervantes zu Faulkner, 
München 2006, S.119ff.



－ 110－

吉　中　俊　貴

ろで本作も書かれた。『レヴィアタン』がオーストリア併合直後に亡命先で著わ

されたという事実をここにくり返そう。ピチェニクが沈黙を強いられた人だっ

たように、ちょうどそのようにロートには語りかけるべきゲマインシャフトが

郷里の意味の屈折において二重に不在だった。にも係わらず、ピチェニクの物

語は「私」という語り手ロートによって確信されているのである。

　ここでは留まること、往くこと、還ることが錯綜をきわめている。この錯綜

だけからいっても、ロートの文学を「故郷なきユダヤ人」といったような耳通

りのよい用語で片づけることは慎まなければならないのだろう。物語の原型に

忠実な、例の水兵自身が一ユダヤ人であるというまだ指摘しなかった事実もこ

こにつけ加えておきたい。また、「ユダヤ人の故郷のなさ」などという流通した

観念ではこの小説にとても応接できそうにないと思われるのは、ピチェニクの

家庭生活を描出する筆のなかに、ある過剰さが目立つからでもある。

　小説を読むうちに気づかされるのは主要人物だけでなくおよそどんな端役に

も名前が与えられているということであり、それは酒場の主人にすら及んでい

て、なくもがなの印象すら受けるほどである。ところが、ピチェニクには結婚

して 10年になる妻がいて小説中いくども言及されているというのに、ひとり

彼女だけがピチェニクはおろか語り手からも、ただの一度も名前で呼ばれるこ

とがない。早朝、目を覚まそうとしない妻にピチェニクが投げかけるのはまず

は無関心なまなざしである。

彼女は彼に一人の子供ももたらさなかった―それだけが彼女の務めだった

のに。多産な女を彼は必要としていたのに。たくさんの珊瑚がその底で育

つ、あの海のように多産な。それなのに彼の妻は干上がった池のようだっ

た。眠るがいい、ひとりで、幾晩でも好きなだけ！【10f.】

そうしていまや子供にも女にも無関心になって胸には「旅愁」のようなものが

萌していたと続くところだけを読めば、男のエゴが気にかかる物言いだとはい

え、その分だけ珊瑚を愛する主人公なのだろうと納得できないこともない。「旅
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愁」は夫としての諦念の代償なのであると。しかしやがて無関心は嫌悪に、さ

らには憎しみに昂じて妻のみだれた薄い頭髪、黄ばんだ目やに、醜く肥えた脚

さえ描写されたあとに読まれるのは、つぎの箇所である。場所はオデッサ。

自分には子供がいないということが、彼の心に重くのしかかった。こうい

うとき彼は息子たちや孫たちがいればいいのにと思った。【中略】一方、う

まずめで醜い彼の妻は自宅に居るのだった、プログロディに。彼女はきょ

うは彼の代わりに珊瑚を売っている。いったい彼女にそれが務まるだろう

か？　珊瑚が何を意味しているか、彼女にはわかっているのか？【32】

妻に対する根本的な不信と敵意は覆うべくもない。自分を滅ぼしたラカトシュ

が相手でもここまでの感情表出はなかっただけに、いっそう取り上げるに値す

る。オデッサから自宅に戻っての、つぎの箇所はどうだろう。

彼には子供がおらずしたがって子孫のことを気にかける必要はなかった。

だったらどうして数ある港のうちのどこか一つへまた旅をしてはならんの

だ？【34】

ここではもはや、海めざしての旅出というおのれの欲求を前に、妻はそもそも

顧慮の対象にすらなっていない。妻はピチェニクの中から消されかかっている

のであり、のちに彼女が脳震盪で倒れるや、彼女に生きていて欲しいと願う人

間がいないから彼女は死んでしまったのだと、死は当然の帰結であるかに書か

れている。現実として、テクスト上で妻の死はアスタリスクひとつ（それは機

械的に一区切りをつけるものとしてあってここ以外でアスタリスクが使われる

ことはない）を挟んで処理されており、それに並行するかたちでピチェニクも、

あたかもルーティンワークかなにかのように無感動に追悼を済ませている。

　期待が裏切られた結果一転して負の感情と化すというのはままあることだと

しても、ここでの妻の描かれ方にはなにか度を過ぎたものがあるといわなけれ
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ばならない。小説の始めではその実直さが強調され、終わりではレヴィアタン

のふところでの安息が祈願されるのがピチェニクであるならばなおさら、奇異

の感は強まらざるをえないのである。

　妻の固有名の不在と、それに見合うように彼女の存在が執拗に消されてゆく

のはなぜなのか。そう問うのはピチェニクの女性観に兆候を見出してミソジニ

ストの系列にこれを加えようとするからではない。上の三つの引用箇所ではい

ずれも子供のない状態が問題になっている。つまり妻は一貫して「子孫のなさ」

に結びつけられていて、母にはなれない人として彼女が描かれている点を見過

ごすわけにはゆかない。また、これらの引用箇所にもうひとつ共通するのは体

験話法が用いられているということであり、当該人物の声に語り手の声を共鳴

させるのがその意図された効果なのだから、感嘆符と疑問符はピチェニクのも

のであると同時に語り手ロートから発されたものということになる。

　したがって再度問えばこうである。どうしてロートはピチェニクの家庭生活

をこのように表現しなければならなかったか。ロートが子をもつことはなかっ

たという伝記的事実がそこになにがしかの影を落としていないとはいいきれな

いだろう。けれどもそう考えたいのはなにも私小説的関心からではなくて、「子

孫のなさ」、妻の固有名の消去ということのなかに、作家個人の私生活には決

して回収しきれないはずの歴史が刻まれているとみるからである。ヨーゼフ・

ロートの文学に関してカッチャーリは「オーストリアの魂は辺境に宿る 12」と

書いている。この辺境に生まれこの辺境を書き続けてきた作家には、大陸の奥

地で危うくもしかし連綿とつながってきたものが1938年の亡命先といういま・

ここで本当に絶たれてしまうということ、オーストリアの魂が外ならぬ自分に

おいて途切れるのだという意識があったのではないか。「子孫のなさ」とは、そ

のデスパレートなあらわれではないのか。母にはなれない妻を破壊すること。

それとひきかえにしてしか書かれえなかったのが潜伏するレヴィアタンの物語

12 マッシモ・カッチャーリ『死後に生きる者たち』（上村忠男訳、みすず書房 2013年）

147頁。
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だった。

5

新大陸にわたるはずの「フェニックス号」にピチェニクが乗船したのは、「4月
21日」のことだとされている。小説では出来事は総じて日時をとくに定められ

ることなく生起しており、これもまたメルヒェンに近しい叙法だということが

できる。ある日のこと水兵は帰省してくるのであり、ラカトシュが現れるのも

ある時なのであって、出来事はいわば外からやってくる力としてピチェニクの

身に起こるのだった。そうした中にあって大西洋への船出にかぎって上のよう

な日付がはっきりと与えられているのは、やはりそれが純粋にピチェニクの内

面に根ざす特別な行動だからであり、もっと正確にいうなら語り手によってそ

う認識されているからであろう。陸に留まろうとする力と海に往かせようとす

る力がのべつ小説空間にひしめき合っていて、それでも 終的には海底に還る

ことを主人公は択ぶのだから。そして語り手によってそう信じ保証されている

のだから。いったんは陸から海への人間として提示されたピチェニクだった

が、物語が閉じられるためには彼は海底の人に成りゆく必要があったのである。

　海底とはいうまでもなく陸と海を結びつけるもの、海の大地（Meeresboden）

に外ならない。ピチェニクはここへ降り立たなければならないがゆえに、海

洋の人であるだけでは足りなかった。そこはしかしどういう場所なのだろう。

ミュラー = フンクは、この海底はシオニズムのネガなのだと述べている 13。テ

オドール・ヘルツルにとってユダヤ国家の建設は、はたして陸と海を結びつけ

るものとしてあった。それが約束の地への海をのりこえての帰還だったからだ

が、ひとりそれだけにとどまらない。彼のシオニズムは社会主義と資本主義、

過去と近代、身をもって生きられたゲマインシャフトと隈なく技術化されたゲ

ゼルシャフト、ヨーロッパとアメリカ、陸地的存在と海洋的存在の弁証法とし

13 Müller-Funk, S.47.
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て構想されているからであり、この第三の道が「旧くて新しい国」という彼の

プロジェクトの内容だった。ヨーゼフ・ロートの海底は、同じオーストリアか

ら生まれたこの理念への反対物としてここにある。彼がヘルツルのシオニズム

に与することはたえてなかった。そこに解決を信ずることはできなかった。「旧

くて新しい国」というユートピアを後方から支援してバルフォア宣言を発した

のはイギリスではなかったか。イギリスに後押しされたシオニズムにせよ、あ

るいは北アメリカ（そこにラカトシュの会社もある）への移住にせよ、それは

すべて水平方向への力の移動としてあって、この運動があらゆる土地占取なら

びにセルロイド製の珊瑚を可能にしてきたのだとすれば、これをこそロートは

批評している。メシアが降臨すべき海底という垂直のクロスをもってして。

　メシアと海底を結ぶ線が、水平線に対して垂直に走るのをここにみるとき、

一つ連想されることがある。シュミットの『陸と海』のライトモティーフがイ

ギリス、この機械化されたレヴィアタンの洋上追跡にあることはすでに述べた

とおりなのであるが、しかし単なる敵国分析などに終始することのないような

拡がりある射程をそれが持っていることは今さら強調するまでもなくて、終盤、

それにふさわしくシュミットは、機械化されたレヴィアタンを超える事態とで

もいうべきものを暗示してその著作を閉じている。第一次大戦以降の「現代」

を指してシュミットは、そこには陸と海に新たに加わるべき二つのエレメント

が予感されるという。電波はひっきりなしに凄まじいスピードで大気中を駆け

抜け、陸上洋上を問わず飛びまわるのが航空機であるならばそこには「空」が、

そしてそれらの動力源を考えるならばそこには「火」が前景化しているのでは

ないかと確認しながら、シュミットは断定を避けた接続法でこう述べる。

そうすればレヴィアタンとベヒモスという両神話的動物にいま第三の動

物、巨大な鳥が、加わることになるだろう。14

14 Schmitt, S.105.
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そうしてこれを享けてはイギリスによる海洋取得の基盤も崩れざるをえないの

だと終わりに短く言い残すとき、過去の歴史に向けられてきたシュミットの眼

がここにかぎって前方を仰いでいることに人は気づかされるだろう。

　締めくくりにあたってはシュミットの眼がヴァーティカルな方を向いてい

るのは明瞭だと思われる。視線の先にあるのは「空と火」のエレメントであり、

ロートがメシアを見るところ、シュミットは「巨大な鳥」を見るだろう。私に

はこの符合が偶然だとは思えない。かといってシュミットはロートを読んだ

にちがいないと主張するのでもない。ただ、二人によってここに発想されたも

ののかぎりない近さと決定的なすれちがいを指摘したいだけである。コンスタ

ンツェ・フリートゥルは時代背景などからピチェニクが 後に乗り込んだ船は

タイタニックのことだろうと推測しているけれども（62）それはちがう。「フェ

ニックス号」は、書かれたとおりに「フェニックス号」でなければならない。こ

の船は、空と火とをつかさどる鳥をその名にもつ以上は新大陸に辿りついては

ならなかった。たしかにそれは大空を飛翔することもなく、娘アニマへの物語

にはみられない曲折と皮肉さをもって逆方向に沈没してゆく。しかしフェニッ

クスが主人公を海底に送り届けるのは、跳躍のための後退さながらそこからメ

シアを振り仰ぐためなのである。ちょうどシュミットがこの不死鳥を予断を避

けての畏れとともに仰ぎ見たように。

　海底への帰郷ということにロマンティシズムや子宮への回帰願望を見出して

これを嗤うのがたやすいのは、U ボートがそこをほしいままに行き交っている

のが現実だからである。ピチェニクもロートも現実に政治的に敗れたのであ

り、また、彼らのロマン主義とシオニズムのどちらが「世界」の世論を動かし

得たかはイスラエル共和国の成立という後の事実をみれば判然としている。『レ

ヴィアタン』はリアルポリティクスを戦う武器にはならないのかもしれない。

だが、ユーモラスな筆致からなるレヴィアタン像そしてなにより本物の珊瑚に

馳せるこの「あこがれ」は、ドン・キホーテと無縁だろうか。「オーストリアの

魂は辺境に宿る」。海底が、この辺境なのである。この辺境がこの世からは失

われた以上、ロートはそれを書いて在らしめねばならない。逃避のためにでは
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ない。海底とは、ラカトシュ的世界に対する真の抵抗というものがありうると

すればそれはそこに潜伏することでしか果たされない、そういう場所として存

在する。かつてノーチラス号もまた海中深く潜航することで「世界」への抵抗

を試みたものの、その継続には挫折した。ならばオーストリアの魂は潜伏する

レヴィアタン、この機械化されないレヴィアタンによって守られねばならない

のである。徒党を組むことのないその抵抗は、不断にいまも続いている。

　それでも一つの謎があとにはやはり残されていて、なぜピチェニクは珊瑚を

商うようになったのか、彼の「海」との係わりはそもそもどこから来ているの

かという素朴な疑問である。その答えを、おそらくは小説の語り手も知らな

かっただろう。答えとまではいえないにしろその手がかりはピチェニクの名に

隠されているはずなのだが、語り手は彼のことを始めから仕舞まで「ニッセン・

ピチェニク」としか呼んでいないからである（それ自体不自然なことではおよ

そないのだが）。ところが、ある日のことニッセン・ピチェニクのもとを訪れ

たひとりの農夫がごくごく無造作に彼にこう呼びかけるシーンが、小説のなか

に一箇所だけある。直接話法である。

ニッセン・セミョーノヴィチ【35】

セミョーンの息子ニッセン、すなわちシモンの息子ニッセンということをこれ

は意味している。シモンの息子。シモンはペテロの本名である。したがってピ

チェニクはガリラヤの漁師の息子だったのであり、そのことを知っていたのは

語り手ではなくて、そんなことはなんでもないことだとばかりにそう呼びかけ

た、辺境に住むひとりの農夫だったのである。


