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今の男性たちの秘かな哀歌（1801）（連載第 1回）
作：ジャン・パウル（1763－ 1825）

飯　塚　公　夫　訳

まえがきたちへまえがき

　まえがきが告知すべきことは他でもない、文学史研究家と文学新聞に、後
あと

に

続く『都市物語』（本の扉の表題にだけ副題と
して「ある都市物語」とある）の執筆史をそうする以外にない。もともと

はそういったものが、「愉快な生活と家庭の幸福のための休憩時間」（ブレーメンのヴィ
ルマンス社が発

行してい
た 雑 誌）のために起草され投函されたのである。―程なくして著者に、あの長の

病の雑誌（前記の雑
誌のこと）のゲート閉

シュペレ

鎖及び穀物輸入禁
シュペレ

止が通告され、その際『都市物語』

の特別な単
ソ ロ

一印刷が大いに望まれた。―彼は全くためらうことなく、その成り

行きにまかせたわけだが―たぶん誰もが是認してくれることだろうが―彼の

『秘かな哀歌』を再びブレーメンから送り返してもらったのだ。それは、当初

は完全な一定期雑誌という総譜の中で聴かれることなく消えていく運命であっ

たのに、今や特にそこから抜き出された声部として、伴奏という有利なもの

なしでなければならぬと同時に、注目が分散されないという不利な点も予期し

なければならなくなったこの歌を、新たにセッティングし直して、より豊かな

フーガ調のものにするためだった―この作曲家はこのことを、章にばらすこと

によってやりおおせたと思っている。それはこの作品には、聖書にそうであっ

たように、当初はなかったのだ。そして彼は犬歯と学部と声部に倣って、その

四つを組み込んだのである。この歌はもっと章能力はあったことだろうが。彼

はこの章を休憩時間と名付けた。いうなれば、哀歌の、歌われねばならなかっ

た聖務日課である。

　これが私がこの歌の執筆史から調達したすべてである。この本そのものを読
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む人たちには、ほんとうは至ってどうでもいいことだ。しかし誠実を旨とする

文学史研究家には決して取るに足らぬことではない。彼にとっては「本の歴史」

は―レッシングがまえがきをそう定義しているように（その『寓話』（1759
年刊）のまえがきで）―本その

ものなのである。そういう研究家は、その胃の噴
く ち

門に、クローバー飼料及びカ

ナリア飼料よろしく、博士号取得の祝宴及び鹿の幼角よろしく（注 1）、打撃を

与える無味乾燥な原稿に関する事実が、刻み藁及びワインの絞り粕以上にあり

がたいものではない人々を、ほとんど羨むことがないのである。

　私はそれゆえ（しきたりに反して、しかしながらよく考えた上で）このまえが

きが本からもぎ離されて個別に書肆によってきれいな仮綴の小冊子としても配

布されることを実行に移した。（ページを切ったものは返品してもらうわけには

いかないのである。）本の歴史だけが気がかりでそのテクストはそうではないモ

イゼル的文学者（ヨーハン・ゲオルク・モイゼル（1743－ 1820）。当時の文学研
究家で、いくつものの作品や作家の「辞典」の編纂を行っていた）に、まえがきにおいては

や完全に見つかる歴史に加えて、その作品の長く伸びた付属物及び農舎をさら

に自ら購入するように強要しようとするならば、それは暴力行為及び辻強盗と

思われるのが落ちである。誰
クー

の
イ・

た
ボ

め
ノ

か
ー

？（キケロ『ミロ
弁護論』より）と彼は語気強く尋ね、まえ

がきを、アルファベットないしアルファベット記号と言われている abc から z

までの文
ス

字の
ブ・

下
リッ

に
テ

あ
ラ

る本という長い付属品なしで要求するのだ。

　その上批評家―文学史家の先駆け兼広め役―となると、本とまえがきのこの

イギリス連合王国においては、ほとんど没落してしまう。彼は自分の殴り書き

を即座に単なる新聞（「文学新聞」とか「学者新聞」（原注 1）とかその他の新聞）と

して、告知する。さていかにして彼、断じて考課表
リスト

ではないことはもちろんで

ある出生登録簿
リスト

のこの記録係は、生まれたものの出現と数と両親以外に、さら

にその天才性を喧伝して、まえがきという歴史的領域から、本の実体的部分へ

と追放の身となってやろうということに至りつくのだろうか。

　都市の学者席に属している文学都市―王城都市が騎士席に属しているように

―においては、つまり大学都市（例えばイエナやエルランゲン等々）においては、

それゆえとっくの昔に、次のような結構な仕組みが実行に移されている。つま

り、何がしかのささやかな書籍販売業者がただのまえがきの貸出図書館を設け
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るのである。するとこのまえがきが、後に学者仲間の間で広まるのだ。都市で

も地方でもだ。まえがきのない作品（ゲーテやシラーによくあるように）はそ

れゆえ（それは判決可能記録ではない）、判定困難であるか、あるいはそのタ

イトルが流通するかのどちらかなのだ。

　実のところ普通一般の殴り書きの場合は―このときはイデーが、普段のよう

に、動かないまま頭の中に留まっていることはもはやなく、思考物質は痛風物

質と同じように、普通はより活動的な筋肉に、つまり肘及び手首の関節に沈殿

するわけだから、そしてそれだから、この関節はその物質を運動によってさら

に追い立てて噴出させて、それを受けて筆を運ぶのであるが―そして今述べた

分泌の内容物がわずかである場合は、実は一人の学者の歴史の方がその人自身

以上であることかなりのものであり、本の目録の方が、もし万一そこにそうい

うものがあるとするならば、その内容よりも重要なのである。それゆえまえが

き―作品のこの歴史的部分―は、本の精華として、丸屋根として、執筆者によっ

て全くの 後に、彼がすでにより成熟してきたときに（私だってあとに続く本

の方はヴァイマルで執筆したのだが、まえがきはベルリンに来てはじめて執筆

しているように）起草されるのである。それはローストされた食用雄鶏のおい

しい臀部なのである。事前に第一日目に―本の中で―光が創造され、 後の日

に－まえがきの中で―人間が創造されるのである。つまり著者がである。彼は

古代ローマの 高指揮官と同じように、凱旋のときは一番 後にはじめて自ら

乗り付けてきて、（彼は花冠を戴いてまえがきという凱旋車に座っているのだ

が）同時に彼を罵る民衆として並んで歩き、彼に絶えず歓呼の声を掛け続ける

男として後ろにも立っているのである（つまり彼はこの全てを一人で演じなけ

ればならないのだ）。君が一人の人間であることを思い出してほしい。すると

その人間が、良い歴史家がいずれもそうであるように、我々に人間の弱さを、

その虚栄と偽善を、奥底まで十分に覗き見させてくれる。するとそれを全ての

文学史家やプログラム作者や告
し ん ぶ ん

発者や教育者やフマニストたちが漁って、おか

しな皮たる人間の心を探るのである。そしてふざけたいたずら者どもがそのあ

とで、まえがき作者の尻をその人自身がやるのとは全く違ったかたちでたたく
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のだ。

　この小冊子の第二部、『夜の珍客』（注 2）に関しては、できればこのまえがき

において、追って良い数言を述べてそのまえがきにすることを、心から願う

ところなのだが、それは、そのまえがきとともに良い一言が手に入ればの話

しだ。―

ベルリン、1801年 1月 10日
ジャン・パウル・Fr.・リヒター

今の男性たちの秘かな哀歌

第一休憩時間
登場人物たちの説明カタログ―四月馬鹿

　もし私がこの「休憩時間」に芝居のプログラムの装いをさせるとしたら、も

ちろんこう切り出すだろう。舞台はクレーヴィンケル、フラクセンフィンゲン

（ジャン・パウルの長編『ヘスペルス』
（1795年刊）の舞台となっている架空の地）の、かわいらしくはあれど、泥濘と石ころ多き田舎町。

ここから市門の下で、道標はないかと見回すものあれば、きまって色つきの縞

の入った木製の肘の形をしたものが三つの方向へと送り出すものなり、と。し

かしながら、「休憩時間」は、芝居のプログラムというよりは、むしろ一つの芝

居なのであり、クレーヴィンケルは、芝居の舞台であるとともに、芝居の一座

なのである。何年も前からすでにこの町は、巻き毛美しき宗務局長官ペレフィ

クス（注 3）が、実は鉱山監督官夫人マダム・トラウペルと姦通しているという

ことの 重
ネルヴィス・

要 証
プロバンディ

拠 及び完全に決定的な推論をフェスティノとデラプティとバ

ロッコとフェリソン（アリストテレス論理学の
19の格式のうちの 4つ）で手に入れようと努めていた。それを推

量することは誰もができたのである。ただ女性にだけは、女性たちは疑いを

抱いてはいなかった。彼らは当たり前の選択を行って（新しく子犬が生まれた

ときにやるように）、 女
うつくしいほうのせい

性 の方を水の中に投げ込んだのである。クレー
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ヴィンケルの女性は困ったときはいつも助けになってあげたい、特に誕生の助

けになってあげたい思いだったが、ただ命という王位を要求するものの父親の

名前のみならず、この青虫の従兄弟・従姉妹・異父母兄弟姉妹・継父母の名も

また全部明らかになるまでの間は、助けを拒んでいたのである。そもそも小

さな町において、これ以上に癪に触りこれ以上に風当たりの強い場所といえば

―これに比べると晒し台は遊戯のスタンドだ―その記念銘板、このポータブル

の見せしめ用回転格子鉄籠以外にはないのであって、これをいつもどの家庭で

もソファーの上いっぱいに設置して回転させているのである。忘れな草―これ

はすでに植物学者たちが毒薬の仲間に加えていて、愛によってもっと容易にそ

うなってしまうものだが―これは、小さな町という手から渡されるときは、被
あわ

死
れ な

刑宣
つ み び と

告者の体に付けられる花束なのだ。それでいて害を与える気は誰もない

のである。なぜなら誰もが、この晒し台のその他大勢の一人の噂は、町ではい

つも、事前にそうであったのと同じくらい、事後も十分に流通して回ることが

わかっているからである。それは、金貨を分
しょ

金
う

液
さん

でふやけさせて、その重量は

変えようとするものの、その刻印は変えようとせず、むしろもっと遠くまで流

通することを心から求めるユダヤ人と同じである。

　さてそこで―丁度ニュートンやベルヌーイやライプニッツが難しい問題や解

答を、ライプツィヒの『学
アークタ・

者 の
エルディ

仕
トールム

事』誌（ドイツ 初の学術誌で、ライプニッツとトマジウスの協力でオッ
トー・メンケが創刊。100号以上出たこの雑誌で、ライプニッツ

やニュートンなどの大部分の重
要論文がはじめて公となった）で公開して、全ヨーロッパの数学界がそれに合理的に答えて

くれるようにしたように―まさにそのように、ベレフィクス長官とトラウペル

監督官夫人が、クレーヴィンケルの『聖
アークタ・

人 の
サンク

仕
トールム

事』（本来はベルギーのイエズス会士ジャン・ド・
ボランが 1643年から始めた聖人伝のこと）

の中で、この小さな町に、彼ら相互の姦通について、町が結論を下してくれる

ように提示した問題は、次のように起草されていたのであり、およそこのストー

リー全体もまた、次のように始まるのである。

　宗務局長官ペレフィクスは―夏にヌースマン家の庭園での淑女クラブに姿を

現すときは、若者の眼差しで、鬘なしの晴れやかな額を見せて、如才ない上品

な立居振舞でもって、座っている第一愛人たちの一座の気楽な演出家然として

いるわけだが、そんなときは―宗務官だとは考え難い、まして秘かな哀歌の第
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一歌手だとは思いもよらぬ、そんな男だった。彼は鉛より水銀の方が多いせい

で、ドイツでは重みのない人たちに属していた。水銀の比重は 13.568なのだ

が、鉛のそれは 11.352であるにもかかわらずである。彼においては全てがク

レーヴィンケルの人々には素早すぎるように見え、またそうだった。彼の言葉

も彼の動きも彼の愛も好意もである。それに加えて、強烈過ぎた。誰であれ見

ず知らずの男性は、いともすこぶる彼の興味を引き、誰であれ見ず知らずの女

性はすこぶる彼の興味を引きすぎた。この鉛のような町は、男が見ず知らずの

女性の手を握ったら 15シリング金の罰金を科すサリカ法（5世紀後半に記録され
たフランク族の部族法）がも

しまだ支配していたら、彼は乞食の杖を持つ身になることだろうということ

を証明するつもりでいる。それにこの町は、このルター派の宗務局長官自身の

口から、自分は一介の―枢機卿になりたいが、それはただ、そうなったらどん

な侯妃・王妃であれ（原注 2）、その口に接吻する権利を享受できるからなのだ、

ということばを聞いた人々をストックしているのである。道化じみた男だ！   

しかしあとの方の願望に関しては、このご時世では、彼を大目に見てやらねば

ならないのであり、私だったら、赤い帽子を被って喜んでいるだろう。

　もちろんそれゆえ彼はフランス人のようであり―またその名から見てたしか

に移住民の一員なのであるが―一人の女性に対してギャラントなのではなく、

全ての女性に対してギャラントなのだ。それに彼は―イタリア人が作品の各巻

を別々の後援者にそうするように―30分をそれぞれ別の女パトロンに献呈す

るのである。しかし町が見過ごすことがないのは、マダム・トラウペルへの

彼の際立った愛とその夫宅への彼の訪問である。彼女がその愚かな名をそこか

ら得ているこの人物は、鉱山監督官であり、地上より地下で知られている。低

い鼻と額を持ったこの山の精神ないし山の肉体は、おそらく私がそれを描こう

としているものよりは上等かつ多才であるかもしれないが―彼の魂は、『世
オルビス・

界

絵
ピクトゥス

図』のそれのように 点
ピリオド

でではなく（注 4）、何もはじめず何も終えないコン

マで殴り書きされていて－彼の狭い額の厚い落し格子（防御用に城門に備
え付けられたもの）は他人の意

見は一切入れず、彼が読んで影響を受けるわずかなものは、鉱夫の書記役が起

草したものであり―主根が坑道の中に伸びて行かない月桂樹だったら、彼の考
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えでは自分は吹き倒せるのであり、Ａ革（抗夫の尻
当 て 革）のみが彼には唯一のロッジ・

エプロン（フリーメースンのロッジの集会で団員
は石工の名残りのエプロンをつける）であり、人間の真の色つき鞘翅であり―他人

の驕慢は彼を完全に逆上させるのである。「おれは他の多くのものと同じよう

に威張ろうと思えば威張れるんだぞ」（と彼は言うのだ）「だがな、おれの方が

もっとそれが当然なんだぞ。」―同様に彼は他人の愚かさを容赦しない。「言っ

とくが」と彼は言う、「単純馬鹿はおれは大嫌いだ。はっきり言うが、単純な馬

鹿野郎ってのはおれは我慢できん。そんなのは折りがあれば泣きたくなるくら

いいじめてやる。」―彼はドイツの作家たちの持っている良い習慣を持ってい

て、それはどんな思いつきも、為替を南欧の国へそうするときと同じように、

常に二度立て続けに発送することだ。このことは私には脳というもの―そうい

うものが育つところである―からちゃんと理解できる。なぜなら各部分及び各

丘（上丘・下丘がそれ
ぞれ 1対づつある）がダブルで存在しているからだ。―　―

　驚くべきことはただ、彼が一人の女性を摑まえ手に入れたやり方だ。彼女は

彼より 15夏若く―つまり彼は彼女より 15冬年上というわけだ―およそその

美しさと賢明さとはねっかえりぶりと学識は、彼には 寄りの坑道の中へ彼女

の前で潜ってしまっていた方が、そこから花婿のジャケットに身を包んで彼女

に向かって上がってくるよりもよかったろうにと思われるくらいだった。たし

かにどんなけちん坊にも、時には愛が商 品
アーティクル

から信仰 箇
アーティクル

条 になるときがあ

るし、どんな荒くれ者にも、元に戻るとまた酢っぱくなるにしても、ここだと

いう熱さの一線を越えると甘くなる酢に手を伸ばすときがある。しかしここで

言っているのはそうではなかったのであり、昔の人たちが一つの花でそれを描

いていた四月、ただこれのみがわれらがトラウペルに一人の女
フラウ

性、すなわち彼

の妻
フラウ

を授けてくれたのである。それはこんな具合に運んだ。

　四月一日に彼女はこの鉱山労働者に、一人の女友達と一緒に彼の大邸宅から

年の市を見物する許可と、そこで彼を四月の中に送り込む（「四月の中に送り込む」というの
は「一杯食わせる」という意味）

許可を、ダブルで請い求めた。これは彼の内
こ

なる
こ

人
ろ

間にとってはまちがいなく

新鮮な餌だった。たしかに彼は、人は自分と全く同じくらい賢くありうるとい

うことは認めていたが、自分以上に賢くありうるということは認めていなかっ
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た。自分がわからないことは、彼には馬鹿なことだったのだ。自分の瞼のこち

ら側の闇は、その向う側のそれだったのだ。彼は四月馬鹿の家（「馬鹿の家」とは本来
は「精神病院」のこと）

に迷い込まないために、彼女が切望することは何もしないぞと秘かに誓った。

彼女はやってくると、自分は彼をそこへ送り込むと、挑発的に太鼓判を押して

言い切った。彼は応じて言った。もし彼女が成功したら、彼女が生きている限

り毎年カールスバートへ費用こちら持ちで行ってもらいましょう、と。する

と、「私は」と彼女は言った、「私自身を賭けますわ。あなたと結婚してあげま

す」。―

　市場ではいろいろなものを見ることができ、全く同じくらいそれについて語

ることができる。しかしトラウペルは後者は警戒して行わないようにしてい

た。彼はニネッテ（トラウペル
夫 人 の 名）の方を観察しがちだった。そして、自分が入り込ん

でいく簗の周りに必ず立つどんな身振りの大波も、彼のカワカマス頭にとって

は受難の道具（注 5）となりうる釣針の、そのどんな浮子の羽根をもうかがって

いた。ニネッテもまた、市場のごちゃごちゃした動きよりも、彼の表情の方を

よく見ていた。当初はいたずら心から、 後には心を寄せて、である。突然彼

女は窓から身を引いた。作業用空中ベンチという歩行補助バンドの中の一人の

スレート屋根葺きが、近くのロレンツ塔をさかさまに滑り落ちるのを見つけた

のだ。空中でこんなにわずかな麻糸に吊るされている歩行補助器は、彼女を怖

がらせた。トラウペルは彼女とともにソファーに座った。女友達の方、中に詰

め物をしたみたいにちょっと太った 45歳のオールドミスの方は、窓敷居から

動こうとしなかった。なぜなら彼女がこの世でやりたかったことといえば―見

ること以上のものはなく、それはすでに、聞く耳を欠いていたからというより

も、聴覚を欠いていたからだった。繊細なトラウペルの頭にはエプリルフール

しかなく、自分の言うことはすべてとくと考えていた。ニネッタ（ニネッテとも書か
れている。同じ人

物である。原文通りに書いておくが、表
記の違いに別に意味はないと思われる）はきっぱりと言った。自分は彼のことが本当によくわ

かっているのだ、彼はただ温泉旅行費用を出さずに済ませたいのであり、彼

と自分の自由を犠牲にしてまでそうしようとしているのである、しかしそれは

きっと彼にはそんなにいい結果とはなってくれないだろう、と。さてそこで
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丁々発止の切り結びとなった―彼はもちろん彼女の四月の賭けの中に自分への

素敵な意図を見出して、こう思った。自分の像ないし小像が、彼女の心の中に

あって、それがつま先立ちをして、彼女の暖かな目から、小さな顔を窓の外に

覗かしているのだ、と―彼は、自分の賭けに勝って栄誉を勝ち取って、それに

よって彼女そのものをかちえる決断をさらに強めていった―彼は愛の毒蜘蛛ダ

ンス・アルマンドで敬意を表し、パ・バランセを、顔面四分の一ステップを、

単純な両手チェンジを、二分の一拍子ステップを、四分の三拍子ステップを、

全顔面回転ステップを行い、ついには揃
パ・ア

いス
ム ボ ア テ

テップつきのドイツ式二分の一拍

子奴隷ダンスを行い（注 6）、われと四月を忘れ、この時間のグリュックアウフ

（無事に上がって来ましょうという
意味の、鉱山労働者の挨拶の言葉）の気持ちを語り（彼は手ずから彼女の首に懸かった時鐘

付き時計にこの時間を打たせた）、まだ他の諸々のこと以外に、おのれの愛を

告白したのだった。―すると彼女は笑いながらひょいと立ちあがって言った、

「それ以上やると、耳の聞こえない 45歳のあの方が気分を害しますよ」と。「エ

プリルフールよ、エプリルフール！一体誰があなたを愛しますか。私はいやで

すよ。」鉱山監督官は半ば死んだも同然だった。それゆえ、幸い半ば生きても

いた―これはまあ冷たくあしらわれたもんだ、と彼は言った―酢に浸けられ、

また砂糖を加えられた―しかし数日したら、彼女は二人とも負けたことにしま

しょう、自分は結婚を、彼は毎年の温泉旅行を取られてしまったことにしましょ

うというところまで折れてきたのだ。

　神さまの思し召しがあれば、私は当時結婚仲介所を開設していただろう。そ

して、この鉱山監督官夫人は私のカウンターに入ってきていたことだろう。私

は彼女に全く別の男を、贅沢暮らしをしている男とか伯爵等々をあてがってい

たことだろう。彼女は 高のフランス人の作品を読まないのだろうか。話しか

けるフランス人は得られないのだろうか。われらがペレフィクス氏以外には。

―彼女は文化によって、一種の人工的素朴さと想像力を獲得したのではないか。

そしてきめ細かく精製されたオイルによって自然の花の香りを塗り込まれてい

る枯れることのないイタリアの花ではないのか。―彼女は恐ろしくたくさんの

お金を必要としていて、それで彼女の 鉱
やまのおとこ

夫 は、彼女には人差し指を金脈の方
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へ伸ばしている白髪の山の 精
こおとこ

として姿を見せているだけではないのか。―彼

女は 高のヒステリーの発作と痙攣をわがものとしていて、その中で鉱山監督

官に対して、この上なく厳しい懺悔を求める演説を行っていたのではないか。

そしてこのヒステリックな論難的説法の方が、我々が受けるどんな見事な閨中

説法よりも良しとされるのではないか。―一言でいうと、彼女は高貴でご先祖

豊富な結婚生活を必要としているのではないか。高官を目指す大使たちの会議

室のように、ドアはいっぱいあるが暖炉はない、そんな結婚生活を。―要する

に、彼女は天使と悪魔が、一人の人間の中に宿っているそんな人ではないのか。

　もちろんトラウペルが時々自分の四
い え

本柱に戻って来て、五本目の柱となると

きに、彼女と何をしているか、これを私に明らかにしてもらえるというわけに

はなかなかいかないだろう。ペレフィクスの場合はそれが少し違っていて、そ

れが私の『都市物語』の核心をなすのである。

　クレーヴィンケルの人で、そうしょっちゅう鉱夫のようにしっかりしたソ

ファーに座っていられるものは―一番ありえないのは、鉱山の安息日である土

曜日にだけ、そしてこの日はペレフィクスは業務上家にいるわけだが、この日

だけ帰宅するトラウペルであるが―他ならぬ宗務官その人以外ありえない。彼

は易々と話し相手の役を摑みとり、そこから家族の友の地位を得たのであり、

そうなると残りはせいぜい 高の位だけ、つまり家族の敵というそれしか目の

前にはないという状態になったのである。トラウペルは、自分の妻とおしゃ

べりをしてくれ、その「わけ知り顔の馬鹿話」（彼女は女哲学者だった）に入り

込んでくれる一人の男が助任司祭という形で見つかって、これはよかったと言

えたのである。なにしろ彼女ときたら、他のクレーヴィンケルのものは誰であ

れ、あらゆる小都市的なものに対する嫌悪感から、誇り高く自己の 魔
みりょくのはんい

圏 か

ら追い払っていたのだから。彼女が、他ならぬ止まり木上の固定された木製の

鳥を撃つことが一番好きだった夫に、小さな射撃クラブを作ってプライベート

な射撃会に来てもらうことを許したときでさえ、射撃手たちは半分人馬半分射

撃手である詩的ケンタウロス、つまり近隣の教養ある貴人たちでなければなら

なかったのだ。つまり彼女が言うには、何しろ何もかも結局私の荷になるので
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すから、というわけだった。すなわちお歴々は、この鉱夫のこの常設鳥猟に対

する情
パッション

熱を知っていたのである。それゆえ誰もが楽しみを（そのものは射撃

の間は夫人と話をしていたのである）この監督官に一人で射撃をさせておくこ

とに求めたのだった。その結果監督官が射撃仲間の代表組織として及びその郡

会議席保有身分兼中心点として、常に郡
サークル

会の中心にあって、そうやって全権委

任された代表射撃手として（各人の名においてかつまた自らの名において）鳥

をまるごと一人で撃ち落とすのだった。―

　どうやって私はこの話に辿り着いたのだろうか。―要はこれがまた次のよう

になってしまった 大の要因だったわけである。つまり、どっちみち開錠用の

鍵の爪の部分はとっくの昔に捩じり取ってしまっていた聖職者全員と、従者全

員とホテル・ド・クレーヴィンケルの主人は、宗務官は正しい道を行かないで、

「特
エクストラ

別」な道を行っていることは間違いない、それが間違っていたらたたき殺

されても構わないと言い―こういった男たちの女房連（これまたシミ取りとい

う以上にシミ作りなのだが）は、監督官夫人を、結婚生活の境界猟区の猟獣は

何ものであれ色気で密漁するものとして受け止めて、ただニネッタだけが悪魔

なのであって、その視線の釣針に善良な若者を引っかけて水中から引き揚げて

いることは間違いない、間違っていたら死んでやると挙って言っていたのだ。

　ただ一人の女性だけが、彼についてもっと高貴な考えを抱いていた。彼自身

の妻である。ヨゼフィーネは、人を信頼する神業の力をもっていた。彼女は、

その中で家族全員が突如（紅茶ないしコーヒーが灰汁として注ぎ足されるが）

非常に見事に浸けられ操作されこすられるような大きな人工の洗濯機は、決し

て自分の部屋には置かせなかった。彼のゼ
ゼ フ ィ レ

フィロス従
ッ ト

者的性質は、彼女のキリ

スト者的生真面目さと彼女の女性としての思慮深さの秤によってやんわりと抑

止され、あらゆる面々との彼の同盟の祭典は、彼女の裁判官の目の下でより素

面の状態で執り行われた。そして同様にまた逆に人生行路上の彼の軽い足取り

と彼が全ての巡礼者に彼の手とその手の中にあるものを提供してあげた人の好

さが、この孤独で誇り高い魂を他の魂のもっと近くへと導きもしたのだった。

　彼女はニネッテのもとに彼が訪れるのは、彼女は当地で一番素敵な女性で、



－ 154－

飯　塚　公　夫

彼は一番素敵な男性である以上、彼らの文化と読書が似通っているからなのだ

ということにしていた。彼はニネッテの化粧を大目に見てあげることができ、

彼女がヌードにおける無能を衣服によってカモフラージュするような下手くそ

な画家たちを完全に見下していることを評価することを心得ていたクレーヴィ

ンケル唯一の聖職者だったのだ。ところがヨゼフィーネが自分の信頼の根拠と

して挙げることができたのは、彼のこれまでの釈明と、自分の心から彼の心に

対して下した結論と、説教壇のみならずどんな高みからでも、心
こころを

臓 破
はりさくような

り ・

結
か ん

婚破
つ う

りのだらしない世紀に向けて彼が放つ雷神の石矢以上のものではなかっ

たのである。彼はよくこんな証明に努めたものだった。つまりこうだ。未来の

世紀が普段でも人間の病床をもっと柔らかく設えるようになるとしても、それ

でもそれは人間の不整脈を増大させることだろう―一般的な無力化と種抜き空

洞化への準備となるものが多すぎる、と彼は証明したのだ―贅沢が富とともに

増えていき、富は贅沢とともに増えていき、貧困がこの両者とともに増えてい

き、未婚と晩婚がこの三者全てとともに増えていき、早期成熟もまたしかりで

あり、このことと先のこととともにさらにまた放埓が増え、放埓とともにさら

にまた例の害悪の全てが増え、そうやって人間は、こういった互いに食い込み

あっていく獣の前足めいたものの間で、丁度いつまでも小さくなりながらお互

いの姿を繰り返し続ける二枚の鏡の間でそうなるように、ますますやせ細った

形へと、恐ろしい極みの崩壊を続けていく―そうなると、はやもう耄碌した老

年の縮小版として腰が曲がっている若者たちから、何を期待できようか、はた

またむしろ何を案じるべきなのか。こんなことを自分は体験したくはない、と

いうわけだった。しかしもっと情熱的に、心を動かし動かされつつ彼は子供の

敵たちに向き直った。彼らは今や完全な群れをなして地上を占拠し、アブラハ

ムとは真逆に、おのれらのイサクを屠殺し、羊毛豊かな雄羊の方を救うものた

ちなのである。それから彼は泣きながら、生きている父親たちのたくさんの父

親なしの孤児たちに目を向けた。この人生の鉗子分娩・肩
かた

甲
ぶん

難
べ ん

産・膝
ひ

位
ざ

分娩の

子らにである。将来自分たちが血を流し担い跪くようになるその自己象徴たる

ものたちであり、彼らはその 高 長の睡眠時に藁とクッションを抜き取られ
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た人生の固い揺りかごの中で凍えて手足をばたばたさせるのである―彼はそれ

からはもはや話を続けることができなかった。

　読者方は、こういう演説の 源
みなもと

は先刻ご承知だが、ヨゼフィーネは、女性は

みなそうであるように、男性の話し手の方を信頼しすぎたのである―男性の行

動以上にである―なぜなら女性たちの場合、ファンタジーの 鞴
ふいご

が、その心
こ こ ろ

臓

に密着してひゅうひゅう音を立てており、だからしてその鞴を動かし踏むこと

を心得ているものは、そうやって容易に鞴を吹いて赤熱させることができるの

である。もちろん、善良なる女房殿、君の御主人が偽善者ということはありえ

なかったが、それでも罪人であるということはありえたのである。しかし、罪

を償い悔い改めるつもりでいる悔悛したそれである。それにそもそも人間の首

からは、あのこの上なく長い天使の翼は垂れ下がっていないのはもちろんだが、

その踝に、いまいましいくらい太い足枷が垂れ下がっているということ、これ

もないのだろうか。その結果人間は、品を作って男の気を引く女と同じように、

上の方はコルク玉がぷかぷか状態にそれを保っているものの、鉛片がそれを泥

土に繋ぎとめておく漁網と紙一重ではないのか。

　一つのことだけが地に足の着いた人であるこのヨゼフィーネを時々苦しめて

いた。すなわち、何が彼を苦しめているのだろうという問いである。つまり彼

は、その表
ツーク

情に、雲の動
ツーク

きをまるまる一つ浮かべることなくトラウペルの家か

ら戻ってくるとは稀だったのだ。そしてその雲は、幸少ない結婚生活を送って

いれば、女性の表情にふんわりした羊雲よろしく定着してしまっていたであろ

うようなものだった。首を傾げさせられたのは、この不機嫌の煙霧が、ニネッ

タがカールスバートへ行っている間は、表に現れてこないということだった。

後にヨゼフィーネは、彼があるとき突然泣き出したことも思い出した。晩の

11時にトラウペルの家の前を通りかかると、夜回りが門前で声をバスにして

祝詞を歌い切ったときのことである。そうやって夜回りは、クレーヴィンケル

の風習通り、鉱夫の生まれたばかりの娘を、めでたい人生の門口で祝福しよう

というのだった。この善良なる女房殿は、嘘をつく能力がなく、控えている能

力すらなかったので、彼にやんわりと彼の悶々たる様子について度々尋ねてい
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た。彼の答はいつもこうだった。つまり自分の心をものすごく暗くしているの

は、ニネッタが娘のカーラに施す心が痛くなるようなお色気教育なのだという

のだった。ヨゼフィーネは彼に対する義務と信頼からそれを信じていた。それ

はとりわけ、そうしていれば夫が携えて帰ってくるあの雲が溶解して、彼女自

身と自分の子供のための実りある温かな注ぎ水となってくれることに気づいて

いたからである。

　これをお読みになっている方は今や、宗務局長官が合唱団員としてともに

歌った今の男性たちの秘かな哀歌について、もっと詳しいことを知る完全な権

利が与えられている。それも今すぐにである。―そのために次の、ないしは第

二の休憩時間が置かれているのであり、そこで私は再び読者を撫でさすり操作

しつつ磁気催眠の眠りの中へ導き入れていきたいと思っているが、その眠りは、

読者と書き手たるこの磁気催眠術師とのつながりを、いたく深いものにしてく

れるのである。

第二休憩時間
月光―ニキル－美容上の飢餓療法―父の拷問

　私が読者に四月一日の中へもうこれまでにぐぐっと入り込んでもらった年の

三月のど真ん中のこと、ペレフィクスがフラクセンフィンゲンの仮面舞踏会で、

如才なくて陽気な長身の仮面の女と踊るということがあった。休憩中の会話で

彼はその若者みたいな人を疑わぬ率直さで、自分のことを彼女に知ってもらう

より先に、彼女のことを自分が知るようにした。彼女は自分はウィーンへの旅

の途上にある歌手で、ニキル（注 7）という名を自称をした。運よく―一日後に

は人は、運悪く、とよく言うものだが―二人は同じ宿に宿泊していて、同じ戸

口前で車を降りたのだった。ニキルはフランス語とイタリア語しかできず、彼

が彼女と宿のドイツ人の使用人たちとの間の仲介役だった。もう明日行われる

旅立ちによってよりは、ある種の月光、特に描かれたそれは、日光の下で検証

することができないということによって免責されうることだが、彼女はこの日
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の夜のうちに、宗務官に何点かのイタリアの透かし絵、つまり月光画、そうい

うものは、とても見ていられないような代物をいくつか見たことがあるけれど

も、それらの吟味を懇願したのである。これらの絵を単なるアウクスブルク

の命題画（注 8）及びそれらのテーマのカットイラストと見ること、このことは、

彼は、仮装舞踏会に行ったことのない、ましてそのカウンターに立ったことも

ないような人と同じくらいにできた。しかし―ニキルはとても大胆かつ哲学的

に考える人で、あらゆる愛の禁漁に形而上的に反対を表明し、もし万一情熱に

駆られたならば、どんな禁漁でも解いてやると言ったので―それで彼は、見て

みようと思ったのである。そもそも彼女をあの―悪魔が苦しめるものかどうか

を。それはたいしてありがたいものではないということを詳述している二つ折

版の本が複数存在している。部屋は、鐘が真
くうきなし

空にされるように、明かりなし

にされ―緋色の月光の素朴な赤ペンスケッチの―つまり夜の魔術的な銀婚式

は、夕焼けのこの硫黄鋳型上ではほとんど確認できないのである―登場となり、

それが照らし出されたのである。親密な薄暗がりは、月光ないし北極光に向か

い合うと、次第に一ダースないし数ダースの数の悪魔をおびき寄せた。つまり

雀
うすくら

蛾
がりのとり

どもであり、続いてこれらが一番したがることは餌に向かって飛び

立つことなのだ。彼は言うべきかつ考慮すべきさまざまなことを思いついた。

例えば、今日は春の始まりですねとかだが、これを彼は意味深げにこのときに

応用した―はたまた、これらの梱絵（発送準備のできた商
品の梱上の印のこと）はラファエロの寝室（注 9）を

思い出させますねとか―さらにまた、ニキルは一介の歌手にすぎないが、日中

にはもう二度と会うことがないそれであり、ましてこのイタリア的北極光の下

ではなおのことそうだ、とかである。―一分の奴隷である人は結構いるものだ

が、男性たちは一日のそれである。彼らの心の中の情熱は、船中の火事なので

ある。一言で言うとこうだ。司祭が剃髪後、その階段を上ってはじめて司祭の

地位に至る七つのより小さな役職へと、ほど経ずして、例えば守門から読師へ、

そこから祓魔師へ、それから侍祭へ、それから副助祭へ、助祭へ、そしてつい

に司祭へと、ひょいひょいと上っていくように―この歌手は、雀蛾どもと結託

して、宗務官に、愛人の七つの 下
オールディネース・

級 聖
ミノーレース

品 を上っていく省級を、すなわ
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ちため息を吐くそれ、見つめるそれ、手を握るそれ等々の役職をいとも素早く

次々と進ませてあげたため、彼は、余人がカトリックのそれになるのと同じく

らいの短期間で、彼女の司祭となったのである。

　哀れな奴だ！　クレーヴィンケルに戻った彼は、そのことについて非常に深

く考えた。彼は即座に、 初の忘我の眠りから、そっと小さな握り拳で突つか

れて呼び起こされた。ニキルはこの教区司祭が、告
たご

解
ん

守秘
む

義
よ う

務だと言って彼女

の前に立ったとき、自分の名を名乗った―　―ニネッタと。そしてウィーンへ

の旅をクレーヴィンケルへの旅に訳し変えた。しかし驚愕させられた男の方も

また座り変えて、恐
きょうふ

怖政
の お と こ

治家になった。彼はヨゼフィーネとの婚約のカーテン

を引き開けた。そしてニネッテの司祭は―宣誓なしの司祭でありつづけたので

ある。

　そのすぐ後とその後にどんな嵐がざわめき、どんな 小
ディゼルターティーウンクラエ

論 文 が互いに

印刷されたかは、しかるべき市史執筆者に詳述してもらいたい。私には次の事実

で十分である。つまり悪魔が短いシエスタ中に、宗務官が眠ってしまってその良

心を失ってしまったこのときに、彼の全生涯に及ぶように、太い 毒
ユーパス

樹（注 10）の

種を蒔く機会を選び出したというそれである。彼の後悔の心が、永遠に彼のヨ

ゼフィーネの高貴な心に服していたにもかかわらず、この好ましからざる心に

一つの聖なる絆によって繋ぎとめられてしまったのである―つまりカーラに

よって。彼は精神的人相学的な細かな類似をまず数え直してみる必要はなかっ

た。それらはこの哀れな存
も の

在が養父のものだということを否定していたのだ。

つまりことほいでいた夜回りの前を通りかかったとき、彼はすでに父親の涙を

流していたのである。しかしそれは苦い涙に過ぎなかった。

　我々はみなまだ記憶している。ニネッタが、自分自身四月という月から登場

し、その後監督官を、そのみやげとしてこの月のカレンダーの標
カット

章である美し

い花を一人の花
ジェ

飾
ニ ・

りの
フル

精
ロ ン ネ

霊（原注 3）つきでもらってくるという幸福を得るとい

う方向へ送り出してくれたということをである。すなわち彼のニネッタであ

る。だから彼女は彼のことをお馬鹿さんと呼ぶことを も好み、あの四月はな

いものとした。何といってもそれは一年の 12分の 1のことでしかないからで
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ある。彼女ならずとも女房連中は言いたがるものだ、お馬鹿さん！と。―さて

そこで、私は物語の過去から物語の現在へ戻るのである。

　ペレフィクスは自分の結婚生活においては息子一人しか作っていず、トラウ

ペルもまたその結婚生活においてはこのカーラ以外は何ら手に入れてはいな

かった。そこで父親のうちの前者の方はそれだけよけい情熱的にかわいい子供

ペアーに執着していた。いやそれどころか、その刺を彼と娘の心の間に太く伸

ばしている生垣はだだ、彼自身の心
こころ

臓がそれだけよけいに父親らしく、この近

さとこの隔たりの中で、もぎ取られた心
こころ

臓に向かってドキドキするようにした

だけだった。さてそのことによってニネッタは、彼の生活と心の柄及び取っ手

を摑み、彼をその誤謬に繋ぎとめていた―復讐と見栄からである。彼女は、自

分が彼の娘の胸目がけて弓にあてがうどんな矢によっても、彼を苦しめ支配す

ることができたのである。要するに彼は―ただ娘を見るためだけに―かわいそ

うな役回りを演じなければならなかった。常に新たな替え馬がその前を速歩し

ている勝ち誇り飛び跳ね女の後ろに立って、馬丁の革紐を手にして突き動かさ

れるというそれをである。

　彼は、おとなしいカーラがそれにとっては静かすぎ、控え目すぎ、お人よし

で心を開きすぎであるこのお色気女猟師が、こういった開かれた花たちは全て

捩じって押し潰して切り取ってしまい、そこからより若いニネッタを引っ張り

出そうとするさまを傍観していなければならなかった。彼は、彼女が肉体を研

磨用碾臼で押し潰して、娘が母になるようにしようとさえするのを傍観してい

なければならなかった。カーラの血の静かな海は、常にその穏やかな 空
てんごく

を映

し出していて、ニネッテにとっては、脂肪を沈澱させすぎるように見えたので、

彼女はその海に時々必要この上ない嵐を送り込んだのだった。スパルタ人のよ

うに、こういう母親たちは、女性の脂肪を厳禁する―ファンニウス法（注 11）が、

鶏の肥育をそうしたように（原注 4）―なぜなら、戦の遂行がそれで難儀するか

らである。それゆえに彼女は、その 女
むすめの

学
がっこう

校に 高のコック―飢え―を、彫

刻家及び造形芸術家として雇って、落ち着いた健康な存
も の

在を煮詰めてカリス

（優美の
三女神）にしようとしたのである。丁度植物が栄養不足によって、さまざまな色
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彩へと花開いていくようにである。上質の酢と長く起きていることがなしえた

ことが、美しい腰という金の針金を、この針金引き抜き台上でますます細かく

して引き抜いていくべく適用されたのだ。哀れな柔な被
も の

造物よ！斧が剪定ばさ

みの代わりにその形を整え、枝の代わりにその根が切断されているのだ。おか

しくもありまた同時に心動かされもしたが、若い娘の反り返った不自然な格好

は、大きく見開いた明るい目から笑いかけてくる子供の天真爛漫さに負けてい

たし、見習えとばかりに礼儀作法にこだわる態度は、人懐っこさに溢れたへり

くだった心に負けていたものだ。

　ところで、ペレフィクスがこの教育組織において耐え忍んでいた拷問を哀歌

と呼ぶ私のタイトルは、正しかったのではないだろうか。そして、彼はその歌

を秘かにぶつぶつと歌うことしか叶わなかったのだから、全てがそれだけ一層

苦々しいものだったのではないだろうか。―

原注

1． もしくは「ドイツ文庫」（注 12）としてだが、このことは、もしそれが、ルク

レール（ジャン・ルクレール（1657－ 1736）。スイスの神
学者・文献学者で、いくつかの百科事典の編纂者）のそれのように、同時に 解

ビブリオテク・

説 文
レ ゾ ネ

庫

でなければ、同じことを言っているのである。

2. フランスのそれは別である、とヴォルテール。

3. 花飾りの精霊たちとは、芸術においては、葉ないし一つの花から、半分肉

体を得て成長していく翼ある子供たちのこと。

4. プリニウス『博物誌』10巻 1（『ジャン・パウル資料校訂版全集』の編者エーデュ
アルト・ベーレントは 1を 33と訂正している）。

訳注

1. ジャン・パウルは 1799年 5月、ヒルトブルクハウゼンの宮廷に食事に招

かれたとき、大公からこれを渡されて公使館参事官の身分を与えられてい

る。

2. 正確には『除夜の珍客』。拙訳『ジャン・パウル三本立』（近代文藝社、1995
年刊）に収録済み。
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3. この名は、フランスのパリ大司教で歴史家、ルイ 14世の教育係だったア

ルドゥアン・ド・ボモン・ド・ペレフィクス（1606－ 71）からの借用。

4. コメニウスの『世界図絵』42「人間の魂」の項でそう描かれている。

5. カワカマスの頭の軟骨が、キリストの拷問道具に似ているという俗信が

あったらしい。

6. ここに出てくるダンス用語に関しては、全く訳者の推量の域を出ない。

7. この名は革命時代に存在していたスパイ（1742－ 1804）の名から取られ

ているらしい。

8. 高さ 1メートル以上あることもある銅版画で、修道僧がアレゴリーの形

で自派のテーゼとテーマを画像化していたもので、バイエルン地方、特に

アウクスブルクで広まっていたといわれる。

9. ラファエロの生まれた部屋には、彼の父の手になるマドンナ像があってそ

れを見ていたことで彼の絵画の才能が伸びたといわれる

10. マレー諸島の伝説的な樹で、危険な樹液を含む。死刑の宣告を受けたもの

は、目隠しされてこの樹のところへ行かなければならなかった。その蒸散

物で瞬時に死亡したからだという。

11. 古代ローマの執政官ガイウス・ファンニウス（BC170頃―AD122年）が導

入した、宴会に金を使いすぎることを規制した法を指しているらしい。

12. フリードリヒ・ニコライによって 1765年創刊された「一般ドイツ文庫」と

いう書籍紹介書評雑誌のことをほのめかしているのだろう。

使用テキスト　Jean Paul: Sämtliche Werke, Hanser-Taschenbuch-Ausgabe, Bd.8, 

München 1975。今回は 1081－ 1120ページのうち、1101頁 10行目まで

を訳出。文中の改行・ダッシュは原文通り。コンマ・ピリオドは訳文に合

わせて変えている。原文が斜字体のところは、太字にしてあるが、たしか

に強調の場合もあるが、おおむね初出の固有名詞が多く、法則性は見出し

難い。また作品名・雑誌名・叢書名等はほとんど括弧なしで書かれている

ので、作品名は二重鉤括弧を、その他は普通の鉤括弧を付しておいた。原
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注は、本来各ページの下に置かれていて、本文の一部と考えた方がいいの

だが、煩雑にならないように 後にまとめておいた。


