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ジャン・パウルによるドイツへの平和説法（1808）
（連載第一回）

飯　塚　公　夫　訳

まえがき

　この小冊子の内容が、悲嘆より希望を含み、政治的見解よりも道徳的見解を

含んでいるとしたら、その両者でもってそれはまさに平和説法というタイトル

上の二つの約束を果たしているのである。しかしながら、自分が語ることを、

全て信じているものが、だからといって自分の信じていることを全て語るわけ

ではない。

　我々は様々な希望を必要としている。すでに幸福というものからして、これ

なしには享受できないのであり、いわんや不幸がそれなしに耐えられたり癒さ

れたりすべくもない。金細工師がその目を火と金（この両者が我々にはこれま

ではあったのだ）からもとの状態に戻すのは、緑によってか鏡においてかなの

だ。―どんな場合でも希望を持つ方が、恐れを抱くよりもいいのである。東回

りで地球を航行するものは一日得をし、西回りでそうするものは一日損をす

る。どちらの船乗りも同じ年齢であり続けるとしても、私はそれでも前者の方

でありたいと思う。

　過去の苦難がなければ、未来のそれはもっと大きなものになっていることだ

ろう。ドイツという山に立ち昇っている昔の濃
ガ ス

霧は、それに点火することに

よってよりきれいな空気に変えられねばならない。されば今や我々にかかって

いるのである。我々が我々の運動をどの方向へ駆動するかは。

　この小品にある若干の無秩序と多くの支離滅裂に気づいたぞと言う人がいる

という事態が生じたら、私ははっきりこう言う。私がそのことに気づいていた
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初の人間であり、それは私が 初にそれを前提としていたのだからなおさら

そうなのだ、と。

　著者はこの小冊子を、誠意を持って物した。だから彼のこの小冊子はある程

度は大目に見てやってもいいだろう、と思ってほしいのである。

バイロイト、1808年、マティーアスの日（注 1）に。

ジャン・パウル・Fr．・リヒター

Ⅰ．胸の中の小さな戦争

　戦争の雷鳴がドイツ中に轟き渡った。古代ローマ人は雷鳴の日を神聖に祝

い、雷の落ちた地域は一般の土地と区別された。何と多くの日々と国々がこの

意味において今の我々には聖別されていることか！傷ついた諸国民に対して今

なされている不当行為は、二つの声となって天に向かって叫んでいる。軍勢の

半ばが土の下に横たわった長く伸びた戦場に行け、そしてそれから、まだ土の

上に残っているものも、存分に遠慮なく引き続きその中へ押し込んでしまえ。

正しい人が戦争のただ中で平和をそうするように、平時に戦争を続けろ、そし

てさあ、一人の征服者がその雷雨の空から送ってよこす長く続く途方もない苦

しみを、恥じることなく嘆くがいい。しかしそれはお前がなおもお前の短く

なった腕で小さな傷を与え続けながらのことだ、と。どんな罪業にも戦争がま

るごと宿っていて、それはどんな火花にも大火災がそうであるのと同じである。

かなりの数に上る外
そと

は非の打ちどころのない男が、神
アッ

の
ティ

鞭
ラ

と異なっているのは、

ひょっとしたら名声と鞭の握りの欠如という点以外にはないのかもしれないの

だ。戦争というのは、我々がいとも簡単に作ってしまう傷の凹面拡大鏡に過ぎ

ず、我々個々人が絞り出すようにして漏らす溜め息の伝声管兼伝声アーチに過

ぎない。

　さればもっとちゃんとしてもっと落ち着いて、戦争の輝きと同じようにその

暗黒面を注視しようではないか。そして我々が、一方で戦勝勇士を、たくさん

の晴れやかな行為で合成された一つの星座としてしか見ないときには、他方で
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また、その影絵を、その軍隊の行為の汚点からまとめ上げて描こうではないか。

あるいは、その署名をその国民の草原の火の中に見て取ろうではないか。権力

は常に、味方にかかると、集団の名誉ある行為があまりにそのおかげとされ過

ぎ、敵にかかると、集団の不名誉な行為があまりにもそのせいにされ過ぎるの

である。

Ⅱ．新しい君主たち

　その後に何が行われるべきか、つまり春にすべきなのか、冬にすべきなのか

―実りを生じる暖かなときに向うべきなのか、葉と果実を失っていく冷たいと

きに向かうべきなのか、これを君主自らが決断する、君主たちのための昼
し ゅ ん

夜

平
ぶん・しゅ

分 時
うぶん

が存在していたとしたら、このときというのは今なのだ。彼らには、

全能となるか無能となるかの選択の自由が、ほぼあるようなものなのである。

まず 初に、二者択一の悪しき例をご覧あれ。ドイツ諸民族は、他民族よりも、

道義というものを弁えていて、君主への忠誠心も彼ら以上なのだが、戦争とい

う地震によって、あっちの王位の前、こっちの王位の前と移動させられた―帰

属感という古い強靭な根をずたずたにされてしまった―愛していた支配者の喪

失は、より身近な苦しみと喪失で覆い隠されたに過ぎなかった―展望や法規や

高みにあるものの全体的揺らぎが心に伝わって行った―このように変転する

牧杖の下で翻弄されてきた諸民族は、もし彼らが国父たちを介して祖国を手に

入れることがなければ、どんなことになるまいことか！普通は祖国を介して国

父を手に入れるものだが。たしかに、戦争によるこういった王笏の交換は、以

前君主たちが互いに国と領民を、担保にしたり重さ一ポンドのヘラー貨で買い

取ったりしていたときよりはましだが、我々の時代においては、そういう状況

の感じ方というものが、より研ぎ澄まされたものとなっている。打ち捨てられ

た諸民族というものは、そうなると、兵隊としてヨーロッパの至るところを歩

き回って仕えていたあのスイス人たちとは全然似ていないものとなることだろ

う―つまり、それでもこの人たちは、自分たちの祖国は後にしてきた山岳にあ
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ると思っていたのであり、その宿営地はただ単に彼らの日曜体育学校に過ぎな

かったのだ―彼らが似たものとなるのは、冷ややかでずる賢いエゴイストの群

れだろう。こういうものたちが持っているとしたら、フィラデルフィアで移動

できる家屋が売られているように、移動できる故郷の町や祖国や心以外の何も

のでもなく、このどんどん膨らんでいく自己本位を前にすれば、 後の堤防は

虫たちに食い荒らされて崩壊してしまうことだろう。

　しかし時代はそれほど邪険に我々に摑みかかるわけでもない。今の時代にお

いてさえ、その敗北はその冷
ケ ル テ

たさのせいにする必要はさらさらなく、かなりの

数の権力者の暖かさのせいにする必要もさらさらないドイツ国民―木にとっ

て、てっぺんの枝が枯死するとしたら、広くしっかりと張った根があろうとも、

それが一体何の役に立つだろうか―この国民は、そのぱっとしない点におい

て、君主たちにとっては、山々を風化から守り、山上の大木を吹き倒されるこ

とから守っている苔に似ており（原注 2）、それは丁度、ドイツ的実直さが、ただ

寒
ケルテ

さの中でのみ花を咲かせる苔との第二の相似をはっきりと表しているのと同

じである。この寒さを地理的にとらえるにせよ、隠喩的にとらえるにせよ、そ

うなのである。ドイツは、ヨーロッパの地理上の中心を占めているように、道

徳上の中心も占めている。ゆえに、乙女エウロペの画像（注 1） において、その

絵の心臓として描かれるのは正しいのである。それに対して、ヨーロッパの他

の部分は、頭部とか拳を握った腕となっていることが結構多い。この善良にし

て正直な心臓、これにヨーロッパのほとんど全ての戦争は、その大砲の弾を貫

通させたのだ！―今それは、もうこれ以上はいいというくらい失血してしまっ

ている。しかしまさにこの状態にあればこそ、傷となっていないものは全て

香
バルサム（慰め）

油 なのであり、万人の精神的感覚的幸福のためになる素晴らしい刷新は

何であれ、あり余った余計な権力感情に、抵抗されることなくより容易に受け

入れられるのであり、それは丁度、農民が種蒔きを、夜露の中に霧の中で行っ

たり、雨天の際に花の移植を行ったりして得をしているのと同じなのだ。―そ

して愛国的君主は、ドイツ祖国愛が刷新されたこの 初の年月を、何とうまく

持って行くことができまいことか！そういう祖国愛でもって、ドイツ国民は、
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あの多くの 戦
シュラハト・フェルト

場 と紋
ヴ ァ ッ

章盾
ペン

の
・

区
フェルト

画に濡れた目を向けるのであり、自分たち

の名は没頭した仕事の結果として残ったのだとしか思わないのだ。そして新し

い君主は、愛されるために何と必要とするものが少なくてすむことか !　彼は

今は、直近の暗澹たる過去を切り取ってしまうことで、何と得るところがある

まいことか！

　大砲が時を告げ、剣が時を指し示していた時代の後において危惧すべきこと

は、ひょっとしたら次のことかもしれない。つまり、君主が永遠の宣戦布告を

作り上げ、全ての身
かいきゅう

分に蓋をして軍人階級にしてしまい、すべての学
シューレ

校を溶

かして士官学
シューレ

校兼フェンシング道
シューレ

場にしてしまい、その結果ついには、鋤とか

ペンとか、全てのミューズの道具が、もっと動きののろい戦争マシンの駆動装

置兼発条装置に過ぎなくなり、彼自身は、その戴冠式兼塗油式は、サーベルを

吊り下げてもらうことにあることが周知のところである大スルタンとなってし

まうこと、これである。そのように考える支配者がいるとしたら、どんな支配

者もそのときは、永遠の戦争（つまり講和条約締結ということがあるとしたら、

それは遠回しなゆっくりと書かれる宣戦布告に過ぎないだろう）を渇望し準備

して、おのれの財の行き着くところを享受しようとし、その財を（なにしろ、

駆り立てるイデーが欠如するやいなや、戦争そのものが戦争へと調教していく

わけだから）倍にしようとしなくてはなるまい。そのときは全ての国々がこの

上なく見事に、終わりなき国家総動員体制の嵐に身を置いて、お互いに向かっ

て吹き荒れ合っていなければならないことだろう―永遠の平和と春（両者はそ

の反対物よりも容易に可能である）の代わりに、永遠の戦争と冬が生じること

になり、結局のところ、戦争というものは、それまで豊かさを与えてくれてい

た平和を犠牲にしてのみ、生きていけるわけだから、もはや戦い取るべき何も

のもなく―生きるべき何ものもないだろう。

　また前提条件を大いに制限する必要もある。言い換えると、戦争そのものが

勇者と英雄を生むというありきたりの主張のことだが―戦争は彼らを平時より

もより多く見せてくれるわけなのだ。―戦う二つの国民が常にお互いに戦争の

強化力を共有するのは、すでにありなのだから、やはり共同の強化以外の何か
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が勝利を決定するものでなければならないのである。この決定するものは、ゆ

えに平和時に胚胎しているのであり、平和が多くの軍勢を生み出すにせよ、イ

デーを生み出すにせよ、そういうことなのであるが、後者の方、実はこれのみ

が勝利するのである。

　同様に逆に平和それ自体が無力にするということはなく、そのことは、平和

のタボル山やテンペの谷（注 2）にあんなに長く住みついているスイス人が示し

ている。あるいはスウェーデン人もそうだし、もっとそれ以上に、デンマーク

人とか、老練兵と同じように戦ったフランスの新徴募兵とかがそうだ。―偉大

な英雄たちは、初めての出征のときよりも、 近の出征のときの方が怖かった

とよく告白したものだ。なぜなら、後者ではただ名声を維持しさえすればよく、

前者ではそれを獲得しなければならなかったからであり、いわゆる大砲熱（注 3）

には疱瘡同様一度しか襲われないのだ。

　一方において、戦争だけが強くするということがいかに少ないかということ、

これは、常におずおずと中世を戦い続けてきたイタリア人において見られる。

そこではロバートソン（スコットランドの歴史家ウィリ
アム・ロバートソン（1721－ 93））によれば、戦場に留まったのは時

に、かつてスパルタ人が逃げたのと同じ人員だったという。すなわち一人だっ

た（注 4）と。あるいは前世紀のフランス人において見られる。彼らは、奢侈に

おいても勇気においても、今のフランス人に一世紀遅れを取っていた。

　戦争が強くしてくれるとしたら、一つの平和は、北方的要素が十分あって、

貧困が十分あるときは、途切れることなく継続するということだけでも―なに

しろ戦時においては、常に夏と冬が、断食と飽食が、断食日と謝肉祭が、交互

にやって来るわけだから―さらにもっと強く鍛えてくれるのだ。戦争による強

化のみが決定的なのだとしたら、北方の民族はいずれも、貧しくなりつつある

民族はいずれも、勝利する民族であり続けることだろう。そして、暖かなコル

シカ出身の勝利者にも、おのれの同様に熱くなっている臣民にも勝利するため

に、君主が行う必要があることといえば、とっくの昔になされていたこと以外

ないだろう。すなわち、各兵士の生身に、軍服と飢えによって、あのように強

くしてくれる北方的要素を集めて氷点兼焦点にして、それから三分の一凍死し
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かかっているものたち及び半分餓死しかかっている者たちのトップに立って、

さあお前たちの運を試して、まだ命あるものに襲いかかれ ! と言うこと、これ

以外には。

　しかし 後に勝利するものは、一体何なのだろうか。イデーであり―それは

丁度、臆病な母親の中で母親の愛が獅子になるようなものだ。そのイデーが、

祖国愛であるにせよ、自由感覚であるにせよ、名誉であるにせよ、宗教への熱

中であるにせよ、自身が自由ないし全祖国を体現していて、精神でもって世界

を、精神世界を引っ張っていく偉大な男に心服することであるにせよだ。

　カエサル・フリードリヒ（フリードリヒ
大 王 の こ と）・ナポレオンのような天才は、人間を募っ

ただけであり、英雄であるような人間は御免蒙った。カエサルの第十軍団（原注

3）は、他のどの軍団もそうであったように、たまたま徴募されたのであって、

その勝利が突出していたのは、ただ単に、自分たちは十番目なのだとわかっ

ていたからであり、この天才の司令杖は、ミネルヴァ（アテーネー
の こ と）の杖―これは老

オデュッセウスを、若いそれに変えた（注 5）―とは反対の奇跡を行うのである。

ひげが生えたての若者たちを老練兵にすることによってだ。ところで、一つの

国家にしかるべき期間そのような救世主が与えられるならば、その国家は、ど

んな常備軍も、救世主の中で眠っている軍隊のおかげで、いらなくなっている

ことだろう。そして彼は、平和以外の何も気にかけなくていいのである。

　しかしながら、そのような玉座のパラディウム（注 6）（支
ピ グ ヌ

配の
ス・

担
イムペリイー

保 ）が空か

ら降ってくることはめったにないことなのだから、国民自身がイデーに辿り着

くように作り上げられねばならず、このことは、国民が、財政目的とか、征服

目的とか、栄華目的とかで、統治され教育されるより、むしろ道義というもの

に向けてそうされることによってのみ行われるのである。強化された勇敢なド

イツ国民は、精神的自己平和への教育とは別の、戦争への教育を、何と必要と

していないことか。この国民、これは、 新の自己決闘においてそのエネルギー

を再び示し、相互征服において緊張し、象との相似を再び証明して見せたのだ

が、この象というやつは、ドイツの紋章動物にしたらよかったのであり、その

わけは、象は向きを変えるのは鈍重ながら、すばやくまっすぐに歩いてきて、
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飲むのが好きで、思慮深く、喜んで運び役を務め、自分の番人を愛し、子供た

ちを労わるのだが、それでいて、戦時にはローマ人を押し潰し―飼いならされ

たものは、自由の身の象を捕まえる手助けをするからだ。

Ⅲ．ドイツ帝国

　何
なんぴと

人もドイツ帝国憲法に対して、我々ドイツ人全体以上に異議を口にしたも

のはいなかった。ただ後になってから、それがなくなってしまっていたときに、

我々はもっとそれと和解して、皇帝や法皇や大学教授のように、この死体に対

して常套的な賛辞を送ったのである。しかしながら、力強い国家憲法には全て

―ギリシアのそれにも、ローマのそれにも、イギリスのそれにも―こういった

誹謗的自己批判及び言葉によるこういった自己故殺がなされるのであり、それ

はドイツのそれの場合と共通している。ところで、人間、特に国
せいじ

家人
か

間は、国

家の改変と再建を切望するが、それは廃墟が生じるまで、言い換えると新築が

できるまでのことであり、それからは新しいものを呪い、 新のもの、すなわ

ち古いものを願望するのである。しかしそもそも、過ぎ行きつつある世界が、

生じつつある後世を喜べるものだろうか。古いワインは、新しいワインが花の

中で蓄積されつつあるときは、濁りつつあるのではないだろうか。―古びた時

代の賞賛癖に対する非難は、個々の老
グライス

人たちと全く同様に、老
グ ラ イ ス

いた団体組織に

も当てはまるのではあるまいか。―戦争は我々から我々の 憲
こころのもちかた

法 を奪ったと

いうよりはむしろ我々に我々の 憲
こころのもちかた

法 を教えてくれたに過ぎない。もし敬意

に値する古い 憲
こころのもちかた

法 がいまだ掘り崩されることなく存在していたならば、そ

れはまさに存在し続けていたことだろう。つまり戦争という、カットとボーリ

ングによって諸民族の傷口を探すこのものは、飲酒と狂気に似ている。これは

（セネカによると）ただ単に罪を暴くだけであり、それを作り出しはしないのだ。

ゆえに、ドイツの劇場の幕が引き開けられるというよりむしろ焼き払われてし

まって以来、次のこと以外何も言えないのである。つまり、古いものを我々は

我々の 戦
いくさ

に敗
フェアリーレン

ける前に失
フェアリーレン

っていたのであり、新しいものは毒というよりむ
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しろ解毒剤なのであり、ツィマーマン（当時有名だったスイス出身の医者兼作家ヨー
ハン・ゲオルク・ツィマーマン（1728－ 95））によると、医

者は大いに司令官でなければならないわけだが、それなら司令官は大いに医者

であったのだ。ひっそりと、崩壊した 憲
こころのもちかた

法 の中に、崩壊した 戦
いくさ

の中でと

同じように、すでに新しい金脈が再び結晶化していたのであり、我々の世界市

民的感覚と我々の文学が、その も美しいものなのである。

　しかしながら、本物の古きドイツの帝国精神がいまだに保存されているとこ

ろ―例えばハンザ諸都市―そこでは、帝国のこの精神的宝石には、更新をこと

とする手は一切、敵意をもって触れないでくれ。遺憾ながらいつも戦争の雷が

落ちていた 後のドイツのオークの木には近づけないでいてくれ、あの野性の

ごつごつした幼樹―ナポレオンは。はたまた、それができるものがあれば、

後のドイツ人たち（注 7）は救ってくれ、そして、その他のドイツ人たちに形を

与えてくれ !

Ⅳ．祖国愛、別名ドイツ愛

　ドイツ人は今は他のとき以上にドイツ人の中にあるドイツ的なものを愛して

いる。彼らはまだ、イスラム教徒のように、予言による逃亡をその紀元として

はいないのである（注 8）。シェイクスピアの退場する登場人物たちの 後の台

詞同様に（注 9）、我々は自分に韻を踏ませる。遅いのだが、それはすなわちお

互いに向けてということなのだ。しかしながら、個々それぞれのドイツ民族が、

お互いに知らぬ者同士であったのなら、ギリシアやイタリアの個々それぞれの

民族もまたお互いにそうだったのである。だからして、愛と激情の内実はどう

あれ、我々は相似ていることを認めていいのである。ただそうしたときのみ、

どんなへつらうような言い訳もなくなることだろう。そして、今もしドイツ―

普段は亀のように二つの相拮抗しあう 盾
こうら

の間、つまりプロイセンとオースト

リアのそれの間で動き・身を守っている―このドイツの連邦国家が、他の天体

系たちと全く同じように、それらが自分の外に一つの重心を持っているのであ

れば、こちらは内に向かって一つの重心を形成していかなければ、あるいは、
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それらが分断されたソシエテ諸島、または、せいぜい結ばれてトーナメント仲

間になって、平地の美しい連邦（注 10）代わりに、はたまたナポレオンと長い平

和に守られた君主同盟代わりになるのであれば、どんな言い訳も効かなくなる

ことだろう。断じてドイツ人はその燃えるような勝利者たちの遥か彼方に取り

残されていてはいけない !　断じて昔の硬直を、新たな芽月（フランス革命暦ジェ
ルミナールのこと）にお

いて、逆戻りさせてはならない！

　しかし話を戻そう !　1770年から 1780年まで我々は―フランスかぶれに片

を付けたあと―若干イギリスかぶれになり、もっとそれ以上にゲルマンかぶれ

になり、自分たちをこれまで以上に評価するようになった。フランス革命の間

は、我々は自分たちをあまり大したものとは思おうとしないで、自分たちはま

あまあであり、半奴隷状態なのだと言っていた。その後我々は舞い上がってし

まい、革命を高く超えてしまった。このところいくつかの戦争があってからは、

我々は再び共通の名であるフランケン（注 11）を共有したがっていて、歴史から、

フランスの多数派はガリア人ではなく、移動してきたゲルマン人だということ

を思い出している。―総じてドイツ愛は、中産階級と庶民から消えてしまった

ことは断じてなかった。庶民は、それを心の中に生き生きと持ち続け、中産階

級はそれを印刷用紙上で持ち続けていた。ただ一番上の階級だけは、それを取

り逃がしてしまうことが結構あった。しかしだからこそまさに我々の愛国心と

の関わりは、ハンガリー人のお金との関わりと同じだったのだ。彼らには金鉱・

銀鉱があるのに、持っているのはほとんどただもう紙のお金だけなのだ。

　ヘルツベルク（注 12）はある学術論文の中で、こういう証明を行った。単にヨー

ロッパの国とだけ言われる全ての国は、ドイツ人が創建してそこに住んだので

あり（このことは後にドイツの君主の姫君たちが、もっと美しくもっと血を流

すことなく、全ての玉座において反復しており、ドイツはテルス（古代ローマの地の女神
で、結婚と豊穣をつか

さどっ
た ）同様、神

マ ー テ

々 の
ル・デオ

母
ールム

と称することができた）、ゆえにヨーロッパにおける

ドイツの戦争は、常に内戦であると。もっとも、もっと高みに立って考えるな

らば、人間の住む地上における戦争はいずれも、常に国人たちの間の戦争であ

るわけだが。
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　一つの国民が誇ることができるのは、大衆のみであり、天才、つまり例外者

ではない。腕とか目とかで次第に自分を上げていく頑張り都市は、一つ一つの

星を見せることはなくとも、暖かな幸運の風が、誰かある天才の花粉とかフェ

ニックスの灰とかをその中へ吹き込ませる何らかの都市よりも、真の名声を

要求する権利を多く持っているのである。人はどこででも生まれることができ

る。例えばベツレヘムでもそうだ。しかしどこででも育まれることができるわ

けではない。天才を維持保存し続けることは、神学におけるのと同様に、第二

の創造なのである。かくして、美学上の再生都市ヴァイマルは、四人の大作

家（ヴィーラント・ヘル
ダー・ゲーテ・シラー）の誕生都市という名誉を得ており、イエナは何人かの哲学者

（フィヒテ・シェリング・
シュレーゲル兄弟等）の産院という名誉を得ているのである。

　さて、個々それぞれのドイツ人ではなく、ドイツの大衆が、その国民として

の名誉と国民としての愛をその上に築くもの、それは政治的には何なのだろう

か。―二つの異なった国民の非常に異なった何かなのだ。つまり我々は―個々

人をあのように容易に全体の勝利の中にいつも編み込んでしまう、個人的輝き

に対するフランス的情熱なしで、また独立独歩の自由というイギリス的反骨感

情なしで、また岩を砕くための他国民たちのあの火付け棒などおよそなしで―

つまり我々はだ、まさにそれゆえに、目をつぶり、ヨーロッパについて、我々

の目以外の何ものにも感じないでいることができないのだ。我々は、我々の視

線を、我々の権力と同じくらい、局限することができない。我々に可能なこと

といえば、ただ単に、詩と生の中で全ての国々と世紀を通り抜けて行く、正直

と誠実という、昔ながらのドイツの属性に対して発する大衆のほのかな光に気

づくことはあきらめて、生き、釈迦力になり、死ぬことだけなのだ。つまり静

かな波の立っていない魂に対してのみ、正義は水に映った太陽のように、 も

純粋な形で姿を現すのである。我々の自由愛は正直愛に過ぎないのであって、

栄華と略奪のマニアックな欲求ではない。我々の中のこの感覚が殺されない限

り、我々は隷従を憎み、祖国を愛するのである。正直であることがドイツ人を

結びつけるのであり―実は人間をそうするのだが―この絆を、世界も自分自身

もそれに繋がっているそれを切断するものに災いあれ !　そして、歴史が、「正
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直者」という新たな異名を授けてくれる君主に幸あれ。思うに、歴史は 10年
前から、とりわけ 2年前からそれができるのだ。

Ⅴ．ドイツ人風フランス人

　かつてのフランス風ドイツ人の代わりに、我々はドイツ風フランス人になる

だろうという危惧がなされようとしている。私はこれを危惧と呼ぶ。つまり、

抹殺された国民は、他のどんな国民によっても置き換えられることはありえ

ず、抹殺している国民によってすらそうであって、ましてドイツ国民がそうな

るなんてことはないだろう。しかしながら、私が抱いているのは、この危惧に

ほかならない。一面的であることは相対立する一面性に会って屈折することが

ありうるし、それどころか、その一面性の中に我を失って迷い込んでいくこと

もありうるのである。しかし我々世界的側面を持つユニヴァーサルなドイツ人

は、すでにとっくの昔から、あらゆる民族との精神的交流を行っていて、彼ら

の気まぐれやむら気や付
オードブル

属物から、我々のエネルギーの均衡以上のものを受け

取ってはいず、むろん昨日からはただもう、より親しくなった民族と別の触れ

あい方をするようになるに過ぎない。逆にむしろ、これまで我々には、他者と

敵が同じ響きを持っていた昔の民族たちとは違って、他者と友が同義だったと

したら、これからは、以前は勝手気儘に距離が遠いということで倍加され甘く

されていたかなりの模倣が、フランス人たちが近くに住み着いているというこ

とで、我々には苦々しい嫌なものになるということはあるかもしれない―なぜ

なら我々は土地のものや近くのものの模倣はすこぶるやりたがらないからであ

る。―いやそれどころか、フランス語が、ついに我々の宮廷でドイツ語が話さ

れるようになるくらい卑しいツールになってしまうということがありうること

だろう。フランスとドイツを再び二つの帝国に分離した 843年のヴェルダン

条約（フランク王国の三王子が結んだ遺領分割の条約
で、フランスとドイツの分裂のもととなった）が精神的に更新されるということがありうる

ことだろう。

　しかしながら、二つのかくも偉大な民族のこの厳しい対立は何のためなのか。
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これまでにドイツ民族は、金メッキされた銀の延べ棒のように、どんどん狭く

なっていく穴の中をいくつも通されて精選されてきた。しかしまさに、この太

かった棒が、長く薄くなって引き出されても、まだ金の薄膜を保持しているよ

うに、我々は世界的側面を持つユニヴァーサルさ及び忠実さという我々の金を

保ち続けてきたのだ。だから理に適っているように見えるのだ。我々は全ての

民族と精神的財産を共有していて－フランス人が、陸の支配者であり、イギリ

ス人がそれより大きな海の支配者であるように、我々は両者及び全てを含む大

気のそれである以上―それだから我々が、扱いにくい諸民族の 汞
アマル

和
ガム

剤たるべ

く、全ての地方や風土へと蒔かれたということは。それはユダヤ人やイエズス

会士や鉄や、我々の忠実さを共有する動物と同様なのである。たしかに、昔か

らあらゆる敵意ある民族が、その戦争をドイツ帝国に仕掛けてきたとき、それ

は丁度、同化によって、つまり講和によって、金属を選鉱する 汞
アマル

和
ガム

工場にそ

うするのと同じだったのではなかっただろうか。

　全歴史を通じて教養国民が、それが勝者か敗者かはさておき、無教養国民を

溶解して、クラゲのように自分と同じものに変えていくのであるのなら―今こ

のとき、二つの教養国民の間において、国民が抹殺される講和となる歴史的可

能性はない。

　我々は、文学の上で対立し独自性を持っているのだから、政治的・国民的に

も対立し独自性を持ったものとして生き残らせてもらわねばならない。もっと

も（残念ながらここ数年が示すように）フランス国民が、教養と生活の自由に

おいて、まだかなり野蛮（原注 4）と同業者的不動性の中に沈潜しているドイツ

国民をリードしている部分、これにドイツ人は、中流階級と学者階級におい

ては、その教養が世界的側面をもつユニヴァーサルなものであることとその深

さによって、再び追いつきつつある。我々が、文学と正直さにおいて浮き彫り

宝石で、政治と世渡りにおいて沈み彫り宝石―逆にフランス人が後者において

フィギュアが浮き彫りされた宝石であるように―であるとしたら、相対立する

長所をお互いにもっと馴染ませることで、その長所が高められ総合されていく

ことにならないものかどうか、これは私の知るところではない。
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Ⅵ．政治的自由

　政治的自由について我々は、宗教の自由ほど も確かなことが言えない。時

代の悟性の力、偉大な実例と法の力、輝きや光で覆われた複数の国全体、そし

て宗教的情熱の欠如さえも、宗教の光に対しては、かつての伝播力を約束する。

今日ただ今、恒星の輝く空を消去してみたまえ。それでもそれはまだ多年の間、

我々の夜の中に輝き続けるのだ。その光がもうすでに大変な長旅の途上にある

というただそれだけの理由でだ

　これに引き換え政治的自由はどうだろう。権
ゲヴァルト

力にできることは、せいぜい

孫たちを盲人にすることだが、父親たちを奴隷にすることはちゃんとできるの

であり、銃殺刑の判決を受けた者たちの場合と同様に、銃弾二発は胸を狙い、

一発だけが頭を狙うのである。―しかしながらこのとき、不安ゆえに、戦争が

平和の中に流入することを、平和そのものと取り違えることはないだろうか。

暴
ゲヴァルト

力と不当自衛権の単なる発動たる戦争の中から、この恣意的権力の一かけ

らが容易に、平和の始まりの中に、習慣的に持ち込まれるのであり、講和条約

締結そのものが、単に 後の戦闘に過ぎないことはあまりにもしょっちゅうな

のであり、オリーヴの葉を戴いた鳩が（注 13）、イギリスで親族のもとに処刑後

飛ばされる二羽の鳩と似ていることがよくあって、それは自分の親族に恩赦

が与えられなかったしるしとしてそうされるのだ。戦争はその暴力運動でもっ

て、しばしの間良心活動を偽物にしてしまうが、それは地震が磁針を狂わせ偽

らせるようなものだ。しかしたまたま吹いた風が蜘蛛の巣の 初の糸をくっつ

けて決定を下すだけで、その後はこの糸にこの芸術動物が他の糸を完全に幾何

学的に結びつけて行くように、暴力が築いたものは、ただ法を維持し保護する

ことができるに過ぎず、セネカが神について自然法則を慮って言ったこと、つ

まり神
セメ

は
ル・ユ

一
ーシット

度命
・セ ム ペ ル

じて常
・ パ

に従
ー レ ト

う、これは、神の代理人たちにも言えるのである。

ベローナ（古代ローマ
の 戦 の 神）とウルカヌス（古代ローマの

火と鍛冶の神）の神殿は、ローマの城壁内にはその

存在を許されなかった。幸いなのは次のように言えることだ。つまり、すでに

いくつかの新設された国家においては、平和がますます戦争の汚れから身を清
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めつつあり、君主たちは、振り回していた矛を収めた後、より穏やかになった

手でただちに正義と秤の均衡を取ろうとしている、と。

　議会と内閣にとっては、一つのス
シュヴァイツ

イスは一 搾
シュヴァイツェライ

乳 場 ではない―一つの

オ
ホ ラ ン ト

ランダは一酪
ホランデライ

農場ではない―一つのドイ
ドイッチュ

ツ 国
ラント

は一ド
ドイッチュ

イツ領
レンデライ

地ではない

―一つの 国
ラント

は一領
レンデライ

地ではない。そうである上は、王冠を戴いた荒ぶる狩人

（魔王＝ヴォー
タンのこと）に対して全てが自ら刃向かい、それを狩ることだろう。それに対し

て狩り立てるのではなく。フランスで恣意的圧力が、いうなれば全国民を圧迫

して発砲にいたらしめたように、また、血と涙と印刷用黒インキでひどく腐食

したこういった自
つうこう

由書
し ょ う

簡の文字は消えてなくなることがなく、連判状さなが

ら、熱くなってくるといつでも前面に出てくるように、もし政府が民衆を憎悪

へと追い立てるならば、全てがまた繰り返されることになるだろう。急に圧

縮された空気は引火を引き起こすのだ。プラトンの『饗宴』によると、愛する

と誰でも詩人になるということだが、それと同じように、憎めば誰でもこれま

た詩人に―それも悲劇の―なれるのであり、そのときは、聖
は

ペ
る の

トロ鎖
は じ ま り の ひ

祭りの日

（2月 22日のペトリ司教座祝日のことだろう。春の
始まる日とされ、各地でいろいろな行事が行われる）の到来となる。

　しかし精神的偉人や精神的侯爵位を持つものは、永遠に法に戻ってくるので

ある。フリードリヒ大王の平和は、輝き以外、彼の戦争と何ら類似点はなかっ

たし、カエサルは帝国征服よりも、帝国統治の方をより法に則って行っていた

ことだろうし、フランスは法規によって統制され、ナポレオンによって守られ

照らされるのである。天才はスパルタやタキトゥスのドイツに、また新しいイ

ギリスにさえも似ている。つまり、これらの国々は、外に向かってよりも、内

に向かってのほうが、厳しい合法性を保持しているのである。無力は無法を好

む。つまり、弱さではなく、力のみが常に同じものを望むのであり、この同じ

ものとは、まさに法のことである。それどころか、アリストテレスの（その『政

治学』中の）二つの主張を、すなわち、しかるべきときに怒る能力のあるものは、

支配者に生まれついているというそれと、 大の幸福の所有者はこの幸福を

大の自制によってのみ耐え忍ぶ、そしてそれゆえ極
エリジウム

楽郷には も正しきものた

ちだけが存在できるという、もう一つのそれを、つまりこれらの定言を、結び
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目を解いてくれるヨーロッパの機械仕掛けの神（ナポレ
オ ン）に対する予言と取るこ

とができるかもしれない。もし予知には―遅すぎなければ。この機械仕掛けの

神ないし舞台装置係が、いくつかの 新の歩みを通して、自分は平和以外の何

ものも必要としていず、自分はそれを将来、予想以上に維持して、フリードリ

ヒ唯一王を再度お手本とするのだと告知することによってである。戦争中はフ

リードリヒ二世（ここではナポレオンをフリードリヒ
二代目としてとらえているのだろう）は唯一王ではないのである。平和時にも

そうであり続けることはやめてほしいし、しのがれるのみならず、辿り着かれ

てもほしい！（注 14）―そうすれば世界は喜び、世界の驚嘆も、帳消しとされる

のである！

　政治的自由の中には、出版の自由も入っている。ここにおいても、出版と新

聞と手紙と郵便の締め付けによって自己防衛をしなければならない戦争は、こ

の急場の措置を、その他のその負担と同じくらい、平和の中へ引きずりこむこ

とはあるまい。今にも来そうな雪崩の下では、それを誘発しかねない大声での

会話は何であれ禁止される。しかし全行程の間黙っていろとでもいうのだろう

か。平和の平地のところもそうしろというのだろうか。国家は解剖が許される

前にまず死んでいなければならないのか。国家の病状報告をすることで、その

解剖報告がなくて済むようにする方がよくはないのか。それとも、一国の市民

の舌は、両手を縛る国家の敵にほぐさせようというのか。

　普段大いに言論が自由だった諸国家においては、かなりの事柄が、まだ 10
月 14日（イエナとアウエルシュ

テ ッ ト の 会 戦 の 日）前には言えたのではなかったか。まさに、その錆こそ

が一撃が落ちかかるもととなるあの避雷針（戦争を回避
させるもの）、これについてだ。

　ちなみに今はあまり政治的灯りが多くありすぎて、君主はむしろ灯りを全部

許可するしかないくらいであるが、彼には、利益ということを考慮すれば、完

全な（不可能であるにしても）スルタン的・修道僧的暗闇と、フリードリヒ二

世的照明の自由の間のどちらかを選択するしかないのであって、格子が嵌め

られたような単なるみじめな中間的灯りは、身体上の盲人に関するバーチュコ

（歴史家・作家のルートヴィヒ・フォン・バーチュコ（1756－ 1823）は、自身
病気で盲人となった人で、出身地ケーニヒスベルクの盲人協会会長を務めた）のコメントを思い出させるのであ

り、（彼によると）彼らのうち仄かな光を若干有するものの方が、全盲の人たち
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よりも、手探りになることが多く、学習して独り立ちすることが少ないのであ

る。今真実に対してそこには入って行くなと言えるところは、宮廷だけであり、

町と国はそうではない。物言わぬ唇の奥では、歯がギシギシ音を立てることだ

ろう。書物と作者は鎖に繋ぐことができるが、表情や考えをそうすることはで

きない。前者が行われると、明かりとして穏やかかつ静やかにあたりに注がれ

ていたその同じ物質が濃縮されて、沸々と食らい倒し引き倒していく炎となり

かねない。

　一体何を願ったらいいのか、いや何を望んだらいいのか。第二のシュレー

ツァーが『 国
シュターツ・

事 通
アンツァイゲン

告 』を書き（当時著名だった歴史・政治学者アウグスト・ルートヴィヒ・フォン・
シュレーツァー（1735－ 1800）が発行した刊行物（1782－ 1793））、第二

のフリードリヒが風刺文をもっと読めるように掲示することを許すというこ

と、このことである。それは、ハノーファーとマルク地方（プロイセンのもととなったマ
ルク・ブランデンブルクのこと）

が変革の真っただ中にあっていかにふるまっているかを再体験するためである

―すなわち、落ち着きをもってそうしていることを。

　

Ⅶ．贅沢（注 15）

　新しい時代は、古い時代を打ち負かしたある敵を、自身がその敵を武装解除

した以上、それだけよけいに恐れなければならない。これは贅沢というもので

あり、これは新しい時代を前にして差し出さなければならなかったのである―

お金をだ（戦中の「戦費」＝「贅沢」と、戦後それが
必要なくなった事態を言っているのか ?）。貧困化（贅沢禁

止政策）は、個々人に対してと同じよ

うに、諸民族に対しても、貧困が前進の糧となるのと同じくらいの害を与え

る。後者は贅沢を、その悪い落とし子もその良い落とし子も同時に一緒に締め

出してしまうが（金がなければ、良いこと
も悪いこともできない）、前者は悪い子を通じて父親を募るのである

（悪いこと＝戦争のための金集めのため
に、贅沢を禁止して、戦費＝父親を募る）。しばらくドイツ人は―実例は現れつつある―（これ

まで）

不満だったとか金がなかったということからだけでも、（反動と
し て）浪費を行うだろ

う。人が も忠告に従いたがるのは、いささかの成功を収めたときのみであり、

金持ちのけちん坊ならば、財産を半分引き抜かれてしまえば、たちどころにお

のれのぐうたら相続人に、簡単に改鋳されうることだろう。財宝を蓄えるとい
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うことは、現在を犠牲にして浪費するということだ。しかしそれをさせるのは、

将来を危惧しているからではなく、それを期待するからなのだ（金のあるけちん坊から戦
費を調達するのは簡単だ。

しかし蓄財は現在の否定なの
ではなく、将来のためなのだ）。

　軍税というものは、贅沢禁止令の一つである。しかしそういう法令は全て失

敗に終わる。我々が給料半分に当てる贅沢は、給料全部に当てる贅沢の道徳的

欠点を全てもたらす。つまり自他に対する裏切り、なびきやすさ、秘密主義、

金銭欲等々だ。また、さらに他の偶然事が、贅沢の毒をさらに濃厚に煮立たせ

ないだろうか。例えば、これの方が我々にはロンドンより身近である以上、拡

大したある有名な国（フラ
ンス）の例と、特にその首都―戦争の後に必ずやって来る

ひとりびとりの過剰利得―新たな国家組織の、頭がくらくらさせられるような

おいしい餌―玉座のきらびやかさ、世俗的理由からそれを選んだ世紀の勝利

者（ナポレ
オ ン）のそれを、彼とは理由を共有することなく、 も易々と模倣しなけ

ればならないそれ、こういったものがである。つまり、 後のものに関して言

うと、天才の場合は、自分が華麗であることによって、あるいは、アッティラ

や主キリストやフリードリヒ二世のように、華麗でないことによって、自分の

従者と区別されるかどうかはどうでもいいのであり、その精神的輝きが、外面

的輝きを免じてくれると同時に代役となってくれるのである。しかしながら、

こういった影響作用があるのではないかという危惧は、例えば贅沢のカプア

（カプアの冬の陣営でハンニバル軍は柔弱化して、対ロー
マ戦の勝利をハンニバルにもたらすことができなかった）たるロンドンの場合は、それほど害を与えな

かったとか、中世においては玉座の華美の無法ぶりが、だからといって華美禁

止令を他の法よりも必要とはしなかったということを顧みることによって、非

常に緩和されるのであるが、とりわけさらに二種類の贅沢をお互いに区別する

とそうなのである。民衆の贅沢は、見かけ上のものに過ぎない、つまりそれは、

ものを手に入れたり作り出したりすることと、楽しむことにおいて同一歩調を

取っているに過ぎないのであり、イタリアや中国の農民においては、絹は、蚕

においてと同じくらい贅沢ではないのである。それに民衆の贅沢が求めるもの

は、無内容な微光や他人の意見よりは、ぶきっちょな若干の埋め合わせなので

あり、民衆はそれをただ日曜日のように、いや日曜日にだけ享受するのであり、
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ゆえに、元気な合間のときに、汗を流した仕事日の強壮剤の役を果たしてくれ

るのであり、これがまた、この澱抜きを通じて、贅沢に風味を加えてくれるの

である。

　しかし高級身分の贅沢は何と違った風に、仕事の結び目よりむしろ人生の織

物そのものを解
ほど

くことか！　これは、ファンタジーの飽くことなさと際限のな

さとか、他人の意見を全能とすることによって突き動かされて、無限の変化の

中に突っ込んでいくのであるが、この過剰の生み出す泡は、民衆が腹いっぱい

飲んだときのようには、愉快にも強くもしてくれず、渇きと疲れと憂鬱を助長

するのである。―それは、民衆的贅沢のように、過剰から出発しないで、過剰

をまず追い求めて、貧困をもたらし、貧困化（贅沢禁
止政策）を行い、山も谷も、 高身

分も 低身分も、すぐに大いに干上がらせてしまうのである。もっと楽しかっ

た時代には、ハンザ同盟やオランダやドイツ中世の贅沢は、身分はさまざまで

も、そのような民衆の贅沢に過ぎず、自分たちの過剰を他者のそれへ育て上げ

ていったわけだが、今の高級身分の贅沢、このファンタジーの肥満児、渇きと

酒への同時的渇き、食材及び胃薬と陳列見本料理への同時的食欲、これは、そ

の相対的貧困を現実の貧困として民衆の中に伝播するのであり、金を時と血と

同じくらい浪費する今世紀到来とまさになったのであり、倹約スープとか倹約

ランプとか倹約竈とか倹約ベッドといった付加語付き道具一式をぶら下げてい

るのである。ラムフォードのスープ（アメリカ合衆国生まれのイギリスの物理学者・社会改革家ベンジャ
ミン・ラムフォード伯爵（1753－ 1814）の考案した倹約スープ）は

全て、宮廷の厨房で料理されるのであり、貧民救護施設は、金持ち施設の埋め

合わせをしなければならないのである。

　しかしながら君たち気高きドイツ人は、それに対抗して一体何を行うつもり

か。つまり自分自身のために何を行うつもりか。―君たちがそれに対抗して

しっかり行うつもりでいるまともなこと、これを君たちは今 も容易く実行

できるのだ。つまり、楽しみの上での贅沢ではなく、身分上の贅沢は、商人の

神様メルクリウスが生贄の獣からそうするように、実は他人の舌のみを求める

わけだから（評判だけ
を目指す）、それは、道徳が他人のために不幸であろうとするように、

ただ他人のためにのみ幸福であろうとするわけだから（他人に見せつけ
て自己満足する）、誰であれ、
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かつて他人の意見に奉仕しすぎていたものには、この他人の意見そのものが、

今や助っ人に来てくれるというわけだ（今度はこちらが他人
の意見を言えばいい）。社会の中で も容易く

も無制限に下降するわざは、社会そのものと同時にそうすることであり、その

ことはかつては見栄っ張りだった移民たち（フランス革
命の亡命者）が証明している。むろん今

では、君たちが自分自身に課しているどんな贅沢禁止令も、誰にとっても、誰

からも死んだ法である。君たちだったら、贅沢の毒を枯れ萎んだ病んだ国家で

もって証明し、かてて加えて君たちにはイギリスの負の黄金海岸（黄金とともに奴隷
も生み出している）

を遮断しているこの時代には、君たちがかつては購うことを通じて獲得してい

た花冠を、欠乏を通じて略取することができないだろうか。

　ドイツの全協会―ことばよりももっと高級な目標のためのドイツの協会―と

か高等救世主教団（スウェーデン出身の聖女ビルギッタ（1303－ 73）がイエス・キリストにビジョンで
授けられた教団規則に基づいて 1349年に設立したと言われる。別名ビルギッテ教団）の類とかが

復活集合し、アメリカのシンシナトゥス協会（1783年アメリカ合衆国で創設され今も存在する将校の団体。
正確にはソサエティ・オブ・ザ・シンシナティ。その名は、

紀元前 5世紀の古代ローマの政治家で、国家存亡のときに国家の先頭に立ち、難が去るとさっ
さと退き農事に勤しんだといわれるルキウス・クインティウス・キンキナトゥスにちなむ）を、身に付ける道具や部屋

に置く道具といった圧迫牽引装置から離脱するお手本を通して反復し―とりわ

け大食いの家具の贅沢から身を遠ざけ―ただの喜びという太陽に身を置き、見

せかけのみじめな幻
ふくた

日
いよう

、この悪天候の予言者、大気の一員であって、大空の

一員ではないこれを、無視するということ、このことが、今以上に容易なとき

がいつあろうか。―　―ああ !　人生は、ただ楽しくあろうとし、輝こうとし

なければ、何と安上がりなことか！　他人の意見は、自分の意見より何とたく

さん、日々我々に金を使わせ、罪を負わせることか !

　贅沢という獰猛な怪物を抑えることができるのは、個人ではなく、集団のみ

である。君主たちは、気
ムード

分そのものに貯蓄予備金の造幣所がなければ、自分た

ちのための華美法令を大がかりなものにはしない（「華美法令」と訳した語は本来「華美禁止令」の意
味なのだが、ジャン・パウルにおいては皮肉で

「華美のための法」という意味で使われるときもある。また「気分」と訳した語は先に「憲法＝こころのもちかた」と訳した語と同じであるが、「憲
法」では通じない感じがしたので、こう訳した。そして「君主たちの贅沢は、世の中にそういうことを許す基盤があるからだ」という意味に解した）。

君たちはみな予見可能なのである。国家の骨
カリエス

疽は、決してその動きを止めるこ

とはありえない以上、もし君たちが自分たちを―真似るなというような教えを

いくつか垂れる以上のちゃんとした措置をこれに対して講じなければ、そし

て、君たちが断念協会によって、より悪しき多数派とは逆の例を示してあげな
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ければ、さらにもっともっと君たちの子供たちを食らい尽くし空洞なものにし

ていくしかないということ、このことをである。しかしながら、これまで君た

ちは、いまだに自分たちの真似を禁ずるのではなく、行うように命じたり促し

たりさえもしていた。かわいそうな子供たちに、両親の喜びを早いうちに享受

し、そのことによってそれに将来嫌気がさし、もっと大型化した喜びを渇望す

るように無理強いすることによってである。子供たちと両親の御料地兼商品共

同体（例えば舞踏会への参加、流行のドレスの裁ち方や着替え）は、例えば両

親の場合によくあるように、ただ単に今現在を毒しているというわけではなく、

将来を毒しているのである。つまり、両親の贅沢はいずれも子供の中では倍の

それとなるわけであり、それは、子供は、現在と夢が同時にいっぱいであるい

まだ溢れかえった濃厚な蕾的性質にあるわけだから、給料半額・休日半日をあ

てがわれさえすれば、給料全額貰う両親よりはるかにもっと得るところがある

からだ。おお、与えることが、あんなに度々単に取ることの偽装となり、あん

なに多くの誕生プレゼントが、至聖のものの聖物窃取となるのは、何故なのか！

　先に民衆について言ったことは、さらにもっと子供について言える。胃ない

し隠者の贅沢ないし賞味する贅沢の方が毒性があるということはなく（つまり

我々の 古
いにしえびと

人 たちもそれはあったのだが、自己の過剰興奮の代役に過食をもっ

てきただけだったのだ）、目ないし付き合いの贅沢、見てくれの贅沢の方がそ

うなのである。つまりこれを差配するファンタジーと見栄は、精神的なもの全

てがそうであるように、限界を見出すこともそれを設定することもない。飽食

の方が微光より容易に制限できるのであり、賞味する贅沢は、息が止まりそう

になること度々だが、毒のない大蛇であり、見てくれの贅沢は、微光を発する

眼
コ ブ

鏡蛇
ラ

ないし音が先行するガラガラ蛇であって、両方とも も毒を持った動物

なのである。

　しかし誰に助けてもらったらいいのだろうか。この話は誰に向かってしたら

いいのだろうか。―男たちではない。彼ら、およそ目以上に口の贅沢に没頭し

て―男がいっぱいの世界は、派手にしようとすることはほとんどないだろうが、

その分よけいに女だけでいっぱいの世界は、それを行うことだろう―どっちみ
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ち女性の華美の指令に服従して代金を払う彼らは、ここでは何もできない。女

性たちには、私はさらにもっと向かわない。この人たちは、ここでは何も叶え

てくれない。どこであろうと男性たちよりよけいに他人の意見に接ぎ木する彼

らは、男性が胃に押し込む以上のものを耳に押し込む―上等の食事用具は彼

らには、少なくとも趣味に適えば、（高価な
食用の）インド産の鳥の巣である―彼らは自

分たちの行為をヴェールに包んでおくが（男性たちがそれを自慢げに大っぴら

にしておくのとは逆で）、少なくとも自分と家族には微光を発する程度にその

ヴェールを取って、自分のためにその行為に報おうとする―また彼らは、一度

に男女両性の前に、高そうな外観で姿を見せなければならないが、我
だんせい

々は、辛

うじて一つの性にそうするだけだ―彼らは自分の同性とは、我々が我々の同性

とそうするようには、切ったり突いたりの一対一の戦いはできない。彼らにで

きるのは、お金と輝きの虜となってのそれである―が結局のところ、いかなる

説法もアウエルバハ・センター街（当時ライプツィヒに作られていた商業区画で、ゲーテ
の『ファウスト』のアウエルバハの酒場もそこにあった）では、役に

立たないのである。要するに女性は、贅沢という猛獣の永遠の飼育係であり、

この荒廃をもたらす罪人の守護聖人であり、つまるところアメリカのための魂

購入者なのである。そちらへと、またその中へと、貧困の風は吹いて渡って行っ

ているのだが、この貧困は罪人を船底をぐるりと引っ張り回す船底引きずり回

し刑（船乗りに
対する罰）に似て、同様に別の人々を引きずって地球をぐるりと廻らせてい

るのである（男たちの魂を奪って貧しい人たちを作り出し、そ
の結果彼らはアメリカへ移り住む、ということか）。

　しかし一体私は誰に向かうのか。母親たちなのだ！　そしてこの人たちに私

は語りかけるのだが、こんな期待に胸を膨らませている。つまり、スパルタや

ローマの女性たちが祖国のために装飾品を、いや髪の毛すらも捧げたのなら、

彼らは自分の娘のためにそれに劣らぬことを行って、例を示しそれに慣れてし

まうことで、鉱山のように、金がそこから取り出されるにつれて深く掘られて

いく奈落の底から彼女たちを引っ張り出してやるのだという期待にである。い

かなる母親も、こうは言ってほしくない。哀れな存
も の

在を、貧困化し堕落した時

代に飽くなき欲求とともに送り出すとき、自分はこの子を、乳房を吸わせ唇に

キスをしてあげる頃よりもっと長期にわたって愛しているのだとは。ピエモン
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トでは父親が、娘が誕生した際、1000本のポプラの木を植える（原注 5）。17歳
のときには、彼女には地中から 16000リーブル（昔のフランスのリー

ブ ル 銀 貨 の こ と）の持参金が育っ

ているのである。しかしながら何とまあ、さらにもっと素晴らしい年ごとに倍

増する持参金であることだろう！娘たちの心の中に全く違ったかたちで植え付

けられるあるものならば。つまり、かつてスパルタと 初のローマ（「 東 西 分 裂 以
前のローマ帝

国」という意
味だろうか）のそれらの中で花開いたそれ、見せかけと華美を無視するということ、

これならば。そうなれば、暗いドイツの生活は、何と明るくされることだろう！

新たな負担が何と軽くなることだろうし、それを払いのけたり、どんな新しい

負担も負わない力が、何と強くなることだろう！―　―しかしそれはどのよう

にして行われうるのだろう。一人の母親によってではなく、複数の母親たちに

よってであり、神様と夫たちがそういったものたちを我々にプレゼントしてく

れますように！

原注

1. 本来は 2月 24日だが、1808年は閏年だったため、2月 25日に当たる。

2. ド・リュック（スイスの気象学者・自然哲学者ジャン＝ア
ンドレ・ドリュック（1727－ 1817）のこと）の『物理学書簡集』第一巻。

3. 同様に、まさにそれゆえに、ピカルディのあの有名な連隊（フランスのピカルディ
第一歩兵連隊のこと）

もであるが、これはヒューム（有名なデイヴィッ
ド・ヒュームのこと）による。

4. さながらアレゴリーであるかのように、ドイツ皇帝の戴冠式の衣装におい

ては、ダイヤモンドは全て未研磨である。

5. アベ・コワイエ（フランスの作家ガブリエル＝フランソワ・コワイエ
（1707－ 1782）のことで、彼は一時アベ＝聖職者だった）の『旅行記』（『イタリアとオランダへ

の旅』のことで、独訳は

1776 年に刊
行されている）より。

注

1. ギリシア神話のエウロペが、ヨーロッパの地図と重ねて描かれる絵のこと。

2. タボル山はキリスト昇天の地、テンペの谷はペナイオス川の牧歌的な谷。

3. 砲撃に慣れない兵士がそれを目の当たりにしたときの極度の興奮緊張状態
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のこと。

4. 1440年、フィレンツェとミラノの間のアンギアリの戦いの戦死者はたっ

た一人の騎士のみで、彼は馬に踏まれて死んだ。

5. 『オデュッセイア』第 16巻より。

6. トロヤの守護神だった女神アテーネー＝パラスの像。

7. 皇帝フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世の 1806年 10月 9日の宣戦布告文

の中の一節「余は 後のドイツ人たちを、わが旗のもとに集めることに、

わがプライドを賭ける」の引用であると、ベーレント版の注にある。もち

ろん意味のすり替えが行われている。

8. 西暦 622年のムハンマドによるメッカからメジナへの移住のことが言われ

ている。ドイツ人はまだそのような「逃亡」を行うまで至っていない、と

いうことか。

9. ハンザー版の注によると、これは正確ではなく、シーンの 後の節は韻を

踏むが、登場人物の退場の台詞にそれはないという。

10. 「山岳の美しいスイス連邦」が念頭にある。

11. フランケンとは現在はドイツ・フランケン地方のことだが、もとはフラン

ク人のことで、ときにフランスそのものを意味するときもある。

12. プロイセンの政治家エヴァルト・フリードリヒ・フォン・ヘルツベルク伯

爵（1725－ 95）のフランス語論文『ゲルマン人がローマ人等々よりも優秀

である理由を解明するための論考』による。

13. 詳細は不明だが、講和条約文書にそういうイラストが描かれていたのだろ

うか。

14. 「しのがれる」と「辿り着かれる」は順序が逆のようだが、このような順序

の逆転はジャン・パウルにおいては無造作によく行われている、とベーレ

ント版とハンザー版どちらにおいても注で言われている。

15. この章は大変わかりにくく、解釈がしずらいところが多々あるので、訳者の

解釈を比較的長く割注で付け加えたが、もちろん自信があるわけではない。
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使用テキスト　Jean Paul: Sämtliche Werke, Hanser-Taschenbuch-Ausgabe, Bd.10, 

München 1975。今回は 877－ 916頁のうち、877頁から 898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、法則性は見出し難い。原注は、原著では各頁

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。




