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三

浦

淳
てはこの莫迦莫迦しい論考の責任を負わねばなら

III・『女神たち』に対するトーマス゜マンの反応

ないような気汎ています．ですから、この記事

トーマス・マソが兄の書いた長篇にどう反応したか、

に私が不快を感じているということを編集部に伝

以下で順を追って見ていこう。ここにはすでに確執の

材料が出そろっていると言ってよい。
まず現存する書簡を見てみよう。『女神たち』の刊
行は1902年末であるが、この作品への直接的な感想が
初めて述べられているのは、翌1903年4月26日付の
Gabriele

Reuter宛て書簡である。ここで彼は、この

女流作家が自分に宛てた手紙の中で展開している『女
くの
神たち』批判を面白いと述べている。

同年7月8日、Vilhelm

Andersen宛て書簡の中で

えようと思います。いずれにせよ、シャウカルは

この友情のしるしに対して私から暖かい感謝を受
くの
けることはありますまい。》
ここでは、ハイソリヒ・マソの仕事を無神経にけな
した知人を批判して兄への気づかいを見せているが、
しかしトーマス・マソ自身が『女神たち』をどう受け

取ったかについての言及はない。というより、自分の
評価が文中に現れないよう慎重に筆を運んでいる気配

がある。それともう一つ注目すべきは、すでにこの時

トーマス・マソは、『逸楽境にて』や『女神たち』を

点でマソ兄弟を対照的な資質を持つ作家としてとらえ、

書いた兄と違って自分は北方的なのだと述べている。

そのいずれかに加担することで自己の文学観を表現し

ここには南国を舞台にした『女神たち』を意識しつつ、
自己の本質を兄と対比させながら表現しようとする態
度が見られる（ ｲ

ようとする文筆家が存在していたという事実である。
ちなみにこのシャウカルは、のちにトーマス・マソの

戯曲『フィオレソツア』を、『女神たち』のような唯

同年9月15日、兄宛ての書簡の中で彼は『女神たち』
について触れているが、これは該当箇所をそのまま引
用しよう。

美的ルネッサソス讃美の作品と見なして、弟の方をも
批判することになる。
さて、トーマス・マソが『女神たち』に関する本格

《リヒャルト・シャウカルが「ライソ・ヴェスト

的な感想を述べたのは、同年12月5日付の兄宛ての手

ファーレソ新聞」に私を論じた文章を発表したの

紙である。この書簡についてはまた後でも言及する予

ですが、その中で兄さんの『女神たち』に（あな

定であるが、彼が積年内に秘めてきた兄への批判を率

たの才能は十分認めた上でですが）自信たっぷり

直な調子で開陳した長大なものである。ここでの作品

に批判を浴びせています。この新聞がいつかお目

批判は主としてこの年（1903年）の末にハイソリヒ・

にとまるかも知れませんので、次の点ははっきり

マソが出版した長篇小説『愛の狩猟』に向けられてい

申し述べておきたいのです。私は、自分が論じら

るので、逆に『女神たち』への批判はバラソスをとる

れる時にあなたの仕事がけなされれば満足すると

感覚が働いて必ずしも本音が述べられていない傾きが

か、その批判に同意するとかいう示唆を、シャウ

あるが、ともあれ『女神たち』に触れているところを

カルに対して与えたことはありません。彼はその

抜きだしてみよう。

前のところではほとんど私的とも言える主観的な

《リヴァでボートに乗った時、すでに私たちはこ

描写をして（私の鼻は繊細で神経質だなどと書い

の不愉快な問題に関して議論をしたことがありま

ているのです！）、私の「友だち」だと自称して

した。哲学的、心理学的に様々に論じ合う中で、

おりますので、私も新聞を読んだ知り合いに対し

私たちが対照的な立場であることが明らかになっ
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な訳ですが、あの議論の後私はあなたに長篇

ても芸術家なのです、彼なりの意味で。これは確

『女神たち』を読んで、あの時の会話の心理学的

以後、現在判明している限りでは、トーマス・マソ

な部分がそのまま、それも表面的でグロテスクな

は私信では『女神たち』に触れていない。ほとんど三

旛焦瓠のプラソを乱たのでした．私壱ま

やり方で利用されているのを発見しました。何よ
ディ

ゲリ

ロブテソ

かなことです謬

十年を経たのちの1931年3月、トーマス・マソは兄の

り「愛される者一愛されない者」という対照が、

六十歳の誕生日に際して記念の公開書簡を発表し、こ

何かしら既製物のように、誰でも使えるもののよ

こで久しぶりに『女神たち』に言及した。もっともこ

うに何度も文字どおりに利用されているのが分かっ
たのです。

（…）『女神たち』には、かまびすし

く悪趣味な部分と並んで本当に卓越して美しい部
分もありましたから、私はシャウカルに限らず批

判的な人間にはあの作品を擁護したのでした。壮

れは公に読まれることを前提としたものであり、間に
第一次大戦をはさんで兄との大喧嘩と仲直りを経、す

でに国内状勢が不安定になっている時期に書かれたこ
ともあって、上で引用した書簡とは同列には扱えない。
しかし言及箇所だけを引用しておこう。

大で外面の豊饒さに満ちているところ、官能的な

《『ブッデソブローク家の人々』と兄弟のごとく

美しさ、そして何より歴史的な深さを指摘してや

に対をなす本当の作品

りました。この深さこそが見事なゴブラン織りの

的な要素からどれほどのヴァリエーションが可能

ように、グロテスクな事件の山を引き立てる役割

対であることで、兄弟

か教えてくれたのですが一は、あなたが当時

を果たしていたのです。ところが『愛の狩猟』に

〔処女長篇『ある家庭にて』の頃には〕構想して

はさほどの美もなく、歴史的なものもまるでない
くめ
とすると一一体何が残るのでしょう。》

もいなかった、構想し始めてもいなかった長大な

この直後、卜一マス・マソは4月にも手紙を書いた
Reuterに対して、『女神たち』のことで兄と長く多岐
くらラ

にわたる文通をしたと書き送っているが、厳密には
『愛の狩猟』のことでと書くべきであったろう。
Reuterは先に『女神たち』について批判的な手紙を
トーマス・マソに書き送っていたが、『愛の狩猟』の

方は読んでいるかどうか分からないため、相手に合わ

作品でした。芸術の灼熱を帯び、様々な人物が乱
舞し、陶酔と色彩に満ち、バロック的であると同
時に厳格な長篇三部作『フォソ・アッシイ公爵夫

人』だったのです。一この才能の爆発は、散文
によって当時の若い人たちに心を震憾させるよう
な新しい体験をもたらしたのであり、あなたの名
声を確立したのでした。（…）あなたがまだ若かっ

たあの頃、崇拝の的だったスタソラソ〔1859一

せる書き方をしたのであろう。

1923：パリで活躍したスイス生まれの画家〕が

この後書簡での『女神たち』言及は、翌1904年8月
くの
19日付lda Boy−Ed宛てまでない。ここでは次のよう

『女神たち』のために本のカヴァーに素晴らしく

に言われている。

美しい絵を描いてくれました。これこそがヒロイ
ソ・ヴィオラソテの完成された肖像だと、あなた

《しかし何はともあれ、私と兄の間には、深い対

は感激したものでした。

（…）リューペックのゴ

照性にもかかわらず親縁性が、血のつながりから

シック風なところと、一筋混じったラテソ気質。

来る当然の類似性があります。これを忘れてはい

私たち二人がそれぞれこれらの一方だけを受け継

けません。芸術と生との間の二元論的乖離は、私

いでいると見なすなら、それは誤りでしょう。

にも兄にもあるのです。

『ブッデソブローク家の人々』を書いた私は古ド

ただ、この乖離は私

にはまだ身を焦がすような問題なのですが、彼に

イツ的、『公爵夫人』や『小さな町』、それにイ

あってはもはやそうではないこということです。
彼はすでに選んでしまったのです。それも芸術の

タリアを舞台にした幾つもの短篇を書いたあなた
はロマン気質と、人は言いたがるのですが。（夢）

方を。芸術家としての彼が恐ろしく強い感受性を

持っていることは疑えないでしょう。『フォソ・

以上、トーマス・マソの書簡に現れた『女神たち』

アッシイ公爵夫人』を書いていてある箇所で涙を

観を見てきたが、もう一つ具体性に欠け彼の本心が伝

流したと、兄自身から聞いたことがあります。

わってこないうらみがある。しかし、書簡以外にも彼

一私は無条件にこれを信じます。彼は何といっ

の感想が率直な形であらわれた文章があるのだ。次に
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判である。彼はこの書評を自分からは兄に見せなかっ

1903年3月にトーマス・マソは、「フライシュタッ

た。しかしその後誰かがハイソリヒ・マソにこの書評

卜Freistatt」という雑誌に「永遠に女性的なもの」と

の存在を知らせ、しかも悪意のこもった文章だという

いう題の書評を載せた。女流作家Toni

Schwabeの長

篇小説『エスター・フラソツェニウスの婚礼Die
Hochzelt

der

Esther

意味のことを言ったらしい。ハイソリヒの手紙は残っ
くまり
ていないが、トーマス・マソは12月23日付の兄宛ての

Franzenius』を論じたもので、

手紙で弁解に努め、この書評にあてこすりが含まれて

そこで彼はこの作品を賞讃しつつ、その素晴らしい繊

いることを認めつつも、兄弟は仲良くいきたいものだ

細さと対極をなすものがあるとして何度か暗示的に槍

と言ったり、また一体誰が兄に書評のことを伝えたの
の ラ
かと訊いたりしている。
これ以降、少なくとも表だって『女神たち』に言及

玉に挙げている。
《私は読んでみた。一そしてこの作品の虜になっ
てしまった。どういうところにかって？

きわめ

的人間の考察』で唯美主義から政治上の観念的ラディ

ろはない。読者の興味に無我夢中でむしゃぶりつ

カリズムに移行した兄の立場を、あくまで名を出さず

くようなところはない。

（…）

（段落）繊細に染

み込んでくるような効果が達成されていて、これ

の

した文章はトーマス・マソにはない。やがて『非政治

て柔和なのだ。ここには息せき切ったようなとこ

に批判することになるのだが、それについてはここで

は触れまい。ヴァイマル期・亡命期を通じて彼は一

をもう少し具体的に言いあらわすなら、数年前か

上に挙げた、兄が六十歳の誕生日を迎えた際に書いた

ら美しき国イタリアより輸入されているあの

ものを除けば一『女神たち』について語ることがな

コ

サ

くの

ふいご文学とは、ほぼ正反対のものなのだ。

（…）

（段落）この本の中には、沢山の愛がある。そし
て苦悩についての沢山の知識もある。なぜなら愛
を知る者は苦悩をも知るからだ。

（しかし愛を知

らぬ者は、高々「美」を知る程度である。）
（段落）もうよかろう！

（…）

…私が言いたいのはこ

ういうことだ。賎民・下層民たる哀れな我々は、

かったのである。

しかしこの時期、上記の書評以外にもう一つ、暗示
的に『女神たち』に触れたのではないかと思われる文
章をトーマス・マソは書いている。彼の代表的短篇
『トーニオ・クレーガー』がそうだ。

この作品の第4章は、誰でも知っているように、女

ルネッサソスの男たちに嘲笑されながら、女性の

流画家リザヴェータをトーニオが訪ね、アトリエで会

文化・芸術的理想を誉め讃える。芸術家として、

話を交す場面であるが、そこで主人公は次のような言

苦しみや体験や深淵や苦悩の愛を信じ、表面的な

葉を漏らす。

美には少しばかりイローニッシュな姿勢で対峙す

《「チェーザレ・ボルジアや、彼を御輿みたいに

る。こういう我々は、芸術家としての女性からも

担いでいるどこかの酔っぱらい哲学のことなんか

注目すべき面白い作品が期待できそうだと考える。

考えないで下さい。あのチェーザレ・ボルジアな

そう、女性がいつかはこの分野で大家となり指導

んぞには私は何の価値も認めないし、これっぽち

的な地位につくのではないかと考える。私が今語っ

も買っちゃいないんですから。異常なもの、魔的

ている、女性の手になるこの小さな本は、その証

なものをどうして人が理想として崇めるのか、私

拠としては余りに弱いものだろうか。私はありそ

には絶対に分からないでしょうね。精神や芸術に

うもないことを語っているのだろうか。書きなが

永遠に対立するようなく生〉

ら私も時々そんな気になった。だが私は迷うまい。

こわばった冷酷な異教徒が「美」と呼ぶものなど
無に等しい。『ファウスト』の結びの言葉と、

r神々の難』の最後でヴ・材リソが歌うこと

生とは、我々異

常な者たちにとっては、血なまぐさい偉大さや荒々

しい美の幻想ではなく、異常なものでもありませ
ん。尋常で、品がよく、愛すべきもの、それが我々

の憧れる王国なのであり・我々，静惑する月並み

とは同一なのであり、真理なのである。「永遠に

な生なのです。」》（m，S．302）

女性的なるもの、我らを率いてゆく。」》〔下線部

そして第5章では旅立ちを前にしたトーニオが、リ

く の
は原文で斜字体〕

これは明らかに『女神たち』の唯美主義に対する批

ザヴェータに「イタリアにいらっしゃるの？」と訊か
れてこう答えている。
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《「何と！

イタリアなんか願い下げですよ、リ

ザヴェータ！

軽蔑したくなるほどどうでもいい

要があるかも知れない。前半、少年期のハソスやイソ
ゲへの憧れを描いた部分や、後半の、故郷やデソマー

のがイタリアなんですから。自分がイタリアに向

クに旅行する場面は比較的楽に書くことができたが、

いてるなんて思っていたのはずっと昔のことです。

女流画家との対話を主とする中間部分は容易にはかど

芸術、でしょう？

らなかった。書き始められたのが1900年末か1901年初

ビロードみたいに青い空、熱

いワイソと甘い官能……要するに、こういったも

めであるから、途中何度か中断したとはいえ完成まで

のは私は嫌いなのです。まっぴらですね。〈美
bellezza＞は私をいらだたせるんです。それ に、

に二年を要したことになる。作品の長さからすると、
かなり難渋したと言えるのではないか。具体的にどの

獣みたいな黒い目をした恐ろしく活気のあるあそ

部分を最後に仕上げたのかは判然としていないが、19

この住人たちも、私は好きません。あのロマソ民

02年の11月ないし12月にも、リザヴェータとトーニオ

族の目には良心といったものがないのですから

の会話部分に手を加えていた可能性は少なくないと私
ロの
は見ている。

ね。」》

（S．305f．）

『女神たち』のルネッサソス志向・ニーチェ主義と、

上のトーニオの発言とを比べてみると、先に挙げた書
評と同様に、兄の長篇三部作を批判したと見てもおか

さて、上で『トーニオ・クレーガー』完成と『女神

たち』出版との時期的な前後関係が微妙であると書い
たが、これはあくまでトーτマス・マソが『女神たち』

しくない部分ではあるまいか。チェーザレ・ボルジア

を、出版されてから初めて読むことができたと仮定し

はルネッサソスを象徴しているし、彼を担いでいる酔っ

た場合である。前もって兄から原稿の一部を見せられ

ぱらい哲学とはニーチェのことに他ならないからだ。

ていた、或いは手紙や口頭で長篇三部作の内容を聞か

また、「美bellezza」とわざわざイタリア語が使われ

されていたという可能性は少なからずあるのだ。

ているのは、イタリアを舞台とした『女神たち』を椰
楡してのことと受けとれなくもない。

しかし実際にそれが可能だったのかどうかとなると、
判断は難しい。つまり、トーマス・マソが『女神たち』

を読んだ後に『卜一ニオ・クレーガー』のこの箇所を
書いたと、実証できるかどうかということである。
この短篇は1903年の「ノイエ・ドイチェ・ルソトシャ

ウNeue

Deutsche

Rundschau」誌、2月号（1月末発

売）に発表された。そこから逆算して、また他の種々

の証拠から判断して、トーマス・マソは1902年の11月
く

リ

卜一マス・マソは創作に使うためにノートをとって
・いたが、スイスのトーマス・マン・アルヒーブによっ

て7と番号を打たれたノートには次のような書き込み
がある。

《南国人の獣の目…

あのロマン民族の目には良

心といったものがない！》〔下線部は原文で斜字
ロの
体〕
《ニーチェが言うのとは違って、チュ、一ザレ・ボ

ルジアが〈生〉なのではない！

むしろ我々を誘

惑する月並みさを備えたタイプの人間Xこそが生
ロわ

ないし12月に原稿を仕上げたものと考えられる。ハイ

なのだ。》

ソリヒ・マソの『女神たち』が出版されたのは1902年

ノート7は1901年から02年にかけて成立した。無論

の11月から12月の頃である。したがって、出版された

この箇所は『トーニオ・クレーガー』にそのまま用い

兄の長篇を少なくとも一部分でも読んでから自分の短

られたのだが、トーマス・マソがノートに上のような

篇に手を入れられたかどうか、微妙なところだろう。

書き込みをした動機は何だったのだろうか。Hans

ただ、先に引用したように、「フライシュタット」誌

Wysllngは、1901年5月に彼がイタリア旅行をしたこ

の3月号でははっきり兄の長篇を批判しており、この

とが契機となったのではないかと述べて、《南国人の

雑誌の発売が上の「ノイエ・ドイチェ・ルソトシャウ」

誌2月号のわずか一カ月後であることを考えると、可
能性が低いとも言えないのではないか。少なくとも、
彼は兄の長篇を出版直後に読んだのである。

目には良心がない》という書き込みはイタリア旅行の
ロの
際なされたのかも知れないと推測している。そして非

良心的で冒険的な「美beHezza」崇拝への反発はこの
く の
旅行で強められたと書いている。

ちなみに、『トーニオ・クレーガー』は第1章から

しかしチェーザレ・ボルジアやニーチュ主義への疑

順々に書かれたのではない。彼がこの短篇で第4章の

問をイタリア旅行のせいだけとするのは、論拠として

会話に最もてこずったことは、改めて指摘しておく必

は弱いのではあるまいか。少なくとも当時のドイツに
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おけるニーチ，、の流行、そしてそれを介してのルネッ
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レソッェでルネッサソスを示竣しつつ、ユダヤ人の王

サソス崇拝がなかったなら、トーマス・マソの上記の

＝イエス・キリストをも暗示している一三浦註）の

書き込みは成立しなかったのではないか。つまり、彼

は意図的だと述べ、《キリストとフラ・ジロラモは同

の反イタリア感情は・実際のイタリア膿して出てき

一です・つまり弱さが穂となって生を支酉己する姪

たというより、きわめて「文学的な」ものだったので

るのです》と書いている。短い記述なのでここから余

はないか。無論ここでの「文学的」とは単にブッキッ

り性急な結論を出すべきではないが、少なくとも『女

シュということではない。作家として自分がどう生き

神たち』のようなディオニュソス的なルネッサソス風

るかという、言わば倫理的な問題がそこには含まれて

とはかなり異なったアプローチを彼が当初から考えて

いたのである。

いたらしいことは推測してもよいのではないだろう

ドイツのニーチ。、＝ルネッサソス崇拝の具体例は、
兄ハイソリヒの姿で彼の身内にいた。ではトーマス・

く む
か。
以上から、『女神たち』と『トーニオ・クレーガー』

マソは『女神たち』についてどの程度出版前に内容を
知り得ただろうか。Wyslingは、トーマスは1901年5

月にイタリア旅行をした時にハイソリヒに会っている
ので、その際『女神たち』についてかなり詳しく聞い

たのではないかと推測してい雛

の関係については次のように言えるだろう。卜一マス・

マソは兄のルネッサソス熱を知っており、それに内心
批判的な感情を抱えていた。それがノート7の記述と
なってあらわれ、この記述はそのまま短篇小説に利用

された．ただしノートにはイタリア語の「難ll・・za」

しかしそれ以外にも証拠と見てよいものがある。
『女神たち』出版前にハイソリヒに宛てて書いたトー

という単語はないから、これは執筆時に初めて原稿用
紙に書かれたものと考えられる。そしてそれは、実際

マスの手紙には兄のこの長篇に触れた箇所が散見され

に出版された『女神たち』に接して触発され書き込ま

るのである。例えば、1900年11月25日付けのトーマス

れた可能性もないとは言えない。

のハイソリヒ宛て書簡には次のような一節がある。
《『フィレソツコ、の王』は無論手つかずです。で

も〔ブルクハルトの〕『ルネッサソスの文化』は
入手して、二巻共に膨大な資料が含まれているの

が分かりました。兄さんの『公爵夫人』は進んで
いますか評ジ
この部分から、トーマス・マソが兄の長篇執筆を知っ
ており、またその内容をもある程度察していたらしい

ことが分かる．ちなみにここで言われて・・るrフ・レ
ソツ。、の王』とは、1905年にトーマス・マソ唯一の戯

IV．

『卜一ニオ・クレーガー』

大著『アドルフ・ヒトラー』で名高い歴史家の
Joachim Festが
文学研究書というよりはエッセ
イと呼ぶに相応しい一『無知な魔術師たち』という
マソ兄弟論を書いていることには、この連載の第1回
でも註で触れた。その中に、『トーニオ・クレーガー』

は『女神たち』酔悪意を含まないでもない返答だと
いう一節がある。彼は言わば直感的にそう書いたのだ

曲として完成する『フィオレソツァ』のことだが、こ

が、私の上の論考はそれを多少実証的に展開したもの

れが兄とドイツのルネッサソス崇拝に対する、彼なり
の回答として構想されたらしいこともここから読みと

である。
しかし、兄ハイソリヒ批判という視点からこの作品

れる。

を見るなら、細部にこだわるばかりではなく、『卜一

さらにルネッサソス祭祀に対してトーマスが初めか
ら一定の距離をおいていたらしいことも、兄に宛てた

他の手紙から推測できる。そもそもトーマ、スは『フィ
レソツコ、の王』構想のために早くからフィレンツ。、に

旅行する計画をたてていたらしい。兵役や金銭面の都

ニオ・クレーガー』全体の構造に目を向けてみる必要
もあるのではなかろうか。

トーマス・マソのみならずドイツ文学史に登場する
短篇小説の中でも最も有名なこの作品は、普通、市民

と芸術家の対立、その狭間で揺れ動き悩む主人公を描

合のためにそれが延び延びになっていた事情は、現存

いたものだと言われている。それは確かにその通りな

しているハイソリヒ宛て書簡の最初の数通から分かる

のだが、では市民と芸術家は具体的にどのような姿で

く

ラ

が、1900年12月17日付の手紙では、この『フィレソツ。・

の王』というタイトルが両義的である（つまり、フィ

登場するのだろうか。

市民の姿は分かりやすい。ハソス・ハソゼソとイソ
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少年期のトーニオにとってはこ

事正常になりますよ。文士はあなたの一件を分析

の二人が市民なのであり、作家として名をなした主人

して整理し、はっきりした言葉で言いあらわし、

公がデソマークに旅行して出会うのも全く同じタイプ

事件全体を永遠に片付けてどうでもいいものにし

の二人なのである。つまりトーニオの北帰行とは新し

てしまい、それでいてお礼すら言わせないでしょ

いものを発見する旅ではなく、あらかじめ自分の内部

う。あなたは心が軽くなって落ち着き納得して家

にあるものを確認する旅に過ぎないのである。その意

に戻り、ついさっきまで甘やかに心が騒いでいた

味で、少年トーニオと青年トーニオとの間には成長や

のはどうしてだろうといぶかしく思うのです。あ

変化といったものはない。変化のない繰り返しこそが

なたはこの冷たく空虚な山師先生を支持するんで

この短篇の特微と言える。

すか。言葉にされたら万事片付いたことになる、

実際、第1章の末尾で少年トーニオの心象を描写す

それが彼の信条なのです。全世界も言葉に直され

る部分と、作品の最後で彼がリザヴェータに向けて市
民への愛情を告白する手紙の末尾は、一字一句の違い

もなく同じなのだ。

（S．301f．）

こうした「文士」の定義は、最後にトーニオがリザ

《その頃、彼の心は生きていた。その中には憧れ

ヴ。、一タに宛てて書く手紙の中にも出てくる。

があり、憂欝な羨望と、少しばかりの軽蔑と、胸
一杯の清らかな幸福感があった。》

れば片付き、解決され、用済みということになる
…」》

《「偉大で魔的な美の道をたどって冒険を重ね、

（S．281）

〈人間ども〉を軽蔑する誇り高く冷酷な人たち

《「この愛情を叱らないで下さい、リザヴェータ。

私はそういう人たちに目をみはりはしますが、

これは良き愛情、実り豊かな愛情です。その中に

うらやましいとは思いません。なぜなら、もし文

は憧れがあり、憂欝な羨望と、少しばかりの軽蔑

士Literatを詩人Dichterに変える何かあるとする

と、胸一杯の清らかな幸福感があるのです。」》

なら、それは、人間くさいもの、生き生きとした

（S．338）

もの、月並みなものに対して私が抱いている市民

さて、市民の姿はそれでよいとしよう。では「芸術

的な愛情なのですから。」》

家」はどこに登場するのか。市民と「芸術家」の間で

（S．338）

『トーニオ・クレーガー』に描かれている言わば純

悩んでいるトーニオ自身は除こう。リザヴェータも、

粋な芸術家・文士は、これだけである。

彼に打ち明け話をさせるための装置のようなものであ

他に、ハソスやイソゲと違ってトーニオの作品に興

るから除外する。トーニオの母も、普通の市民からは

味を持ってくれる人たち、普通の市民からはやや逸脱

やや隔たった存在だが、「芸術家」というよりはジプ

している市民たちがいる。例えば第2章に登場するマ

シーに近い存在と言った方がよい。無論ジプシーと芸

グダレーナ・フユアメーレソという少女。踊りが下手な

術家の類縁性は承知の上で、卜一ニオをして「芸術」

彼女は少年卜一ニオの詩に興味を持っていて、見せて

に専心することをためらわせるような、言わば専門的な

くれと二度にわたって頼む。そして遠くから彼にじっ

「芸術家」はどこにいるのかと尋ねたいのだ。

と目を注いでいたりする。

それはトーニオの話の中にしか存在しない。第4章

（S．284）しかしこういう

少女はトーニオの愛情の対象とはなり得ないのだ。こ

で彼が女流画家を前にして述べたてる、その話の中に

のタイプの人間はトーニオのデソマーク旅行の際にも

しか。まず短篇作家のアーダルベルト。春には仕事が

登場する。ハソスとイソゲを思わせる二人が踊ってい

できないと言ってカフェに向かった男である（S．294）。

る場で、ろくに踊りもせずにじっとトーニオの方に視

次は天才的だが自意識が強過ぎ神経過敏な俳優
（S．297）。銀行家でありながら小説を書く才能があ

線を注いでいる青白い貧相な娘。
後には踊ってころんでしまう。

（S．333）彼女は最
（S．335）第4章でトー

り、重禁固刑に服したことのある男（S．298）。具体

ニオがリザヴ。、一タを前に長々と喋る場面には、どう

例ときたらこれだけなのだ。あとはひどく抽象的な
「文士Llterat」が挙げられているばかりである。

いう人間が自分の読者なのかを説明する部分がある。
このタイプの人間を理論的に解きあかしたものと言え

《「胸が一杯になっていたり、甘美な、或いは崇

よう。

高な体験に心がとらわれていたなら、迷うことな

《「彼らは言わば原始キリスト教徒の集まりです。

く文士のもとにおいでなさい。短期間のうちに万

不器用な身体と繊細な魂を持った人たち、言うな
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をみはりはしますが、うらやましいとは思いません」

分かるでしょう、リザヴ。、一タ。彼らにとって文

については、後年のことなるが、トーマス・マソ自身

学とは人生に対するささやかな復讐なのです。」》

『非政治的人間の考察』の中で次のように註釈を施し

（S．303，下線は引用者）
以上振り返ってみると、ハソスやイソゲ及び彼らと

ている。

《ここでは無論「生」への関係が表現されている

同タイプの人間（純然たる市民）と比較して、或いは

のだ。放将な美の道を歩むあの山師たちがディオ

マグダレーナ・フェアメーレソやその同類（迷える市

ニュソス的に讃美するものとははっきり区別され
くり
る「生」への関係が。》

民）と比較して、純粋な芸術家の姿が作中で十分具象
化されているとは言い難い。

そうしてみると小説『卜一ニオ・クレーガー』で暗

では、なぜそうなったのだろうか。それは、この作

示的にしか語られていない芸術家・文士とは、ルネッ

品が誰に向けて書かれたのかを考えてみることで解げ

サソス崇拝の見本のような『女神たち』を執筆してい

るだろう。

た兄の姿と、相当程度一致することが分かるだろう。

ハソスやイソゲが『トーニオ・クレーガー』を読む

したがって「芸術家」の反対側に位置するハソス・

ことはあり得ない（たとえトーニオが「君たちのため
ハソゼソ等の形姿は、いかにトーマス・マソ自身の体
に仕事をしたのだ」と独白しようと）。読むとすれば 紬・反映されて・・るにしても、上のような「芸術家」
それはマグダレーナ・フ。、アメーレソのように「いつ

存在への反措定として呼び出されたものだと考えるこ

もころんでいる人たち」か、或いは純粋な芸術家であ

とができるのである。比較のために先に引用したノー

る。そしてこの作品は、ボヘミアソや文士・芸術家へ

トの一部を改めて引用する。

叩きつけた一種の挑戦状なのである。そしてこの挑戦

《ニーチェが言うのとは違って、チェーザレ・ボ

状の相手たる文士・芸術家の最も身近な例こそ、兄の

ルジアが〈生〉なのではない！

ハイソリヒだったのである。

むしろ我々を誘

惑する月並みさを備えたタイプの人間Xこそが生

『トーニオ・クレーガー』には有名な一節がある。

なのだ。》

主人公がリザヴ。、一タに「あなたの名門風のお召しも

さて、以上のように考えてみると『トーニオ・クレー

の（Patriziergewander）」と言われて、こう答える

ガー』の中の「芸術家対市民」の構図が幾らか分かり

箇所だ。

やすくなってくるし、また「芸術家」の姿が作中必ず

《「私の服装のこと汝んか放っといてくださいよ、

しも明確に形象化されていない理由も明らかになって

リザヴェータ。ぽろぽろの縞子の上着か、赤い絹

くるのではあるまいか。兄ハイソリヒは世紀末のルネッ

のチョッキを引っかけてうろつき回れとでもいう

サソス祭祀が理解したニーチェ流の「生」を表現する

んですか。芸術家ってのは内面はそうとうな山師

ために『女神たち』を執筆した。卜一マス・マソはそ

ですからね。外見だけでも、せめてきちんとした

れに対し、ルネッサソス祭祀に踊る芸術家たちを批判

身なりをして、まともな人間みたいに振舞うべき

し、自分なりの「生」を明らかにするために『トー二

なんですよ……。」》

（S．294f．）

オ・クレーガー』を書いたのである。そして、批判す

ノート7の下書きではこの箇所はどうなっているか。

るべき相手は余りに身近にいたが故に、暗示的な形で

《山師としての文士。ヘソリーのタイプ。文士は

しか形象化できなかったのである。

内面においてはそうとうな山師だ。外見だけでも、

せめてきちんとした身なりをして、まともな人間

＊

く

みたいに振舞うべきだ。》
ここでヘソリーのタイプ（Typus

Henry）と言わ

しかしここまで書いたことをトーマス・マソ個人の

れているそのヘソリーとは、兄のハイソリヒ（Heinrich）

のことに他ならなし隠）
また先に引用したトーニオの発言、「偉大で魔的な

感情や文学意識だけに帰すのであれば、それは問題を
罎小化することになろう。ハイソリヒ・マソが世紀末

のルネッサソス祭祀の中で『女神たち』を構想し完成

美の道をたどって冒険を重ね、〈人間ども〉を軽蔑す

したように、卜一マス・マソも『卜一ニオ・クレーガー』

る誇り高く冷酷な人たち一私はそういう人たちに目

を時代の動向と無関係に書いたのではなかった。
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Wernerによれば、唯美主義の袋小路は二

のを新たに作り上げる能力もない。『女神たち』

十世紀に入った直後から作家・詩人たちに明瞭に意識

三部作は、無力と疲労から生まれヒステリックに

されるようになった。ホフマソスタールの有名な「チャ

自己を駆り立てて生と享楽とに向かうルネッサソ

ソドス危機」

（1902−03年）もその現れであり、「芸

ス主義の典型的な一例と言える。同じ年にトーマ

術のための芸術」から「より高い自己に至るための社

ス・マソの『トーニオ・クレーガー』が出て、こ

会性」への転換を示すものに他ならないのである。そ

のヒステリックなルネッサソス主義を拒絶したの

してリルケが「即物性」について語ったり、リカルダ・

である。》

フーフが「日常性」へ向かったりしたのもこれと軌を

しかしこうしたルネッサソス主義批判を率直に受け

一にした動きであり、トーマス・マソが『トーニオ・

取っていいかどうかは少し考えてみる必要がある。

クレーガー』でボヘミアソを拒絶したのもその流れを

W．Rehmの論考の出された年代に注意しよう。1929

くの
表わすものだという。

年と言えば、トーマス・マソが『非政治的人間の考察』

この点についてつとに指摘をしていたのが、今世紀

前半に活躍した文学史家Walther

Rehmである。彼は

によって兄の芸術家・思想家気質を真っ向から批判し

たほぼ十年後になる。しかも引用部分からも分かるが、

1929年、ある雑誌に「1900年前後のルネッサソス祭祀

とその克服」という論文を掲載し、ハイソリヒ・

この論考では「ヒステリックな」という形容詞がルネッ

マソ

サソス祭祀や唯美主義者を規定するのに頻繁に用いら

の『女神たち』に典型的に現れたルネッサソス祭祀は

れている。『非政治的人間の考察』の「審美主義的政

ヒステリックで現実からの逃避であるとし、こうした

治」の章でトーマス・マンが展開した論理を全面的に

作品を生み出す芸術家は、ハイソリヒ・マソ自身が

下敷にしているのは明白であろう。実際、Rehmは他

『女神たち』や『ピッポ・スパーノ』に登場させた芸

の箇所で『非政治的人間の考察』から何度も引用を行っ

術家のように脆弱で無能なのだと批判した。一部を引
くわ

用してみよう。

ており、言わばこの書の精神に則って分析を進めてい

るのだ。

《放将さの崇拝とニーチェ主義は、ハイソリヒ・

卜一マス・マソが長大な論争の書によって提出した

マソの作品の「ヒステリックなルネッサソス」で

図式は無論それなりの有効性を持ってはいるが、あく

その本来の姿を最も明確に現したのである。彼に

まで弟の側から兄を見、分析したものに過ぎず、兄の

あってはルネッサソスはニーチェをすら越えて狂

側にはまた別の論理があった筈である。『非政治的人

宴（Org三e）にまで、限界を知らぬところにまで

間の考察』を単に時代遅れの反動主義者の書であると

高められており、ホフマソスタールとシュニッツ

見たり、あまつさえ戦争擁護の目的で書かれたものだ

ラーとは全く別な彼独自の意味において、「生」

と決めつけるのが当を得ていないように、逆にこの書

への無限定的な讃美や放将な唯美主義を支え、そ

によってハイソリヒ・マソの全てが分かると思いこむ

れらの世界観の根幹となっている。

のも浅い見方と言わねばならない。

（…）

唯美主義者に耐えられるのは自分の生んだ想像

時代の流れのとらえ方は、当然ながら見る者によっ

の産物だけである。彼は現実に耐えられずこれを

て異なってくる。上のRehmの見方はその一つだが、

拒絶する。これに対してモラリストは現実と闘い、

R．Wernerは唯美主義から日常性へという流れは肯

現実に耐える。そうしたモラリストであるヴェー

定しつつも、別の観点を呈示する。Wemerによれば、

デキソトは、「放将なルネッサソス主義者」より

トーマス・マソが『非政治的人間の考察』ではっきり

深く正しくニーチ。・を理解している。なぜなら彼

と兄の唯美主義；政治的急進主義を批判する以前から、

は規律を持たぬ解き放たれた生を欲しはしなかっ

ハイソリヒ・マソの作品を「魂がこもっていない」

た。彼の欲したのは強靱で抑制のきいた生であり、

「デカダソだ」と評する人間が多く、これが第一次大

こうした生の偉大さから出てくる責任と義務を意

戦期のトーマス・マソの姿勢につながり、さらに二十

識していたのである。

（…）

年代後半のRehmによるルネッサソス祭祀批判につな

これに対しルネッサソス主義者は美と生のため

がるというのである。確かにこれも一面で当時の論調

に尽力はするが、この生たるや理想を目ざしての

をうまくとらえてはいるが、これらのハイソリヒ・マ

責任もなければ、規律もなく、長く持続し得るも

ソ批判をナチの民族主i義的な（v61kisch）文学観と結
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ロの
ビオ火山からはるか離iれているように。》
『女神たち』を書いた頃のハイソリヒ・マソの実像

びつけるなど、Wernerの論にやや大まかで一面的な
部分があるのも否定できなし塁）

さらにWemerはRehmのハイソリヒ・マソ批判に
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を正確に把握するのが意外に難しく、ともすれば『非

反駁してこう述べる。

政治的人間の考察』に描かれたような、唯美主義から

《まるで、「倫理的な文化を求めて苦闘している

政治的急進主義に走る文明の文士像をなぞるか、或い

ヒューマニズム」という「美徳の小道」に文学が

はそれへの反発から彼の政治的先見性を強調しすぎる

還ることによって、「個人主義の危機」により白

かになりがちなのは、以上の引用からある程度明らか

日のもとにさらされた市民の危機を克服するため

になったことと思う。戦前のW．Rehmの主張に対し

の処方箋が手に入ると言わんばかりだ。そんな幻
てR．Wernerが1977年に反駁しているのはずいぶん
想にハイソリヒ・マソが入れこむことなどあり得
間をおいた反応とも見られるが、ハイソリヒ・マソ研
ないのは、次の点からしても明らかだ。この危機

は彼にとって概的なものであって・彼を洞時代

究がそれだけ遅れていたとも言えるし、また70年代の

西ドイツの知的雰町鮮セこW・・n・・の主張姓み出

の市民社会の様々な反目関係を知悉していたから、
根本的な変革なしでは済まないことは十分認識し

したのだとも言えよう。Wernerの主張に妥当性があ
るかどうかはともかく、1990年に出たばかりの論文集

ていたのである謬
R．Wernerはこう述べた後に、1907年のハイソリ

rルネ・サソスと・レネ・サソス蟻一ヤー・プ・ブ
ルクハルトからトーマス・マソまで』においてすら、

ヒ・マンの発言《民主主義的な現代にあっては、民主

（特に『非政治的人間の考察』の頃の）トーマス・マ

主義の最終的な勝利を望む人だけが本当の美を実現で

ソ及びRehm流のハイソリヒ・マソ観が変わっていな

きると私は思うのです》をもってその証拠とするのだ

いのは驚くべきことだ。この論文集でトーマス・マソ

が、この引用が当を得ているかどうか私にはかなり疑

を担当しているHanno−Walter

問がある。というのも、本論考で扱っている1903年か
ら05年にかけての時期がハイソリヒ・マソの大きな転

いている。
《マソ兄弟は『ブッデソブローク家の人々』と

換期であった以上、それが過ぎた1907年の発言をもっ

『女神たち』三部作の仕事を並行して進めた。二

てしては、初期ハイソリヒ・マソの唯美主義に社会的

つの長篇は1901年及び1902年に出版された。トー

視点が欠けてはいないと擁護することはできない筈だ

からである。
以上のようなRehmやWernerの論述が時代の流れ

Kruftは次のように書

マス・マソはイタリア体験に対してこの頃はっき

り距離をおくようになっていた。ハイソリヒはか
の「ヒステリックなルネッサソス」の代表となり、

をつかもうとしながらも、ハイソリヒ・マソ批判や擁

「確信をもって放将に諸々の感覚に」没頭し、

護という点に重きをおきすぎてやや妥当性を欠くのに

「分厚い金メッキを施したルネッサソスの天井と

比べると、むしろ『女神たち』出版直後に出た書評の

肉厚な女どもに」熱狂したのである。卜一マス・

方が、言わば後知恵がない分だけハイソリヒ・マソや

マソはこの「ヒステリックなルネッサソス」を

その作品に対しては公正であるように思われる。例え

「根本的に生と愛を欠く」とし、「身振りは大げ

ば、Monty

Jacobsは1902年にある雑誌に出した書評

で、全体としてはこの長篇のディオニュソス的な唯美

主義を評価しつつも、作品に三の数が象微的に頻出す
ることを指摘した上で、こう述べている。

《このようによく考えられた図式化を見れば、例

を見ない狂的嫡揚、酔ったようなエクスタシー
と狂熱の発揚にもかかわらず、冷静で計算を忘れ
ない思慮分別が作品を支配していゐのが分かるだ

ろう。

（…）作者はこうした乱舞の発する熱から

さで才能豊かではあるが、生と愛の能力は皆無だ」
と評したのである。彼はデューラーの「騎士、死、

そして悪魔」をルネッサソスー唯美主義とは正反
対の自分を表わすものとして飾り、「一つの世界、

私の世界、北方的で倫理主義的でプロテスタソト

的な・つまりドイツ的で・かの放駄唯葦辮
は正反対の世界の象微とした」のである。》

〔下

線部は原文で斜字体〕

トーマス・マソからの引用はいずれも『非政治的人

離れたところに立っているように思われる。ちょ

間の考察』からのものであり、トーマス・マソを論じ

うど作家マソ兄弟の故郷リューベックが、ヴ。・ス

た文章だから彼自身からの引用があるのは当然として
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も、1900年を過ぎた頃のマソ兄弟を概観するのにそれ

作家に「無垢」と形容し得る時期があるとすれば、彼

だけ済ませるのは余りに一方的で、片手落ちと言わね

にとって『女神たち』は、限定付きながらまさにそう

ばなるまい。

呼び得る時期だったのだ。第一次大戦期のトーマス・

すでに1969年にHerbert

Lehnertは『卜一マス・マ

ソ研究史』の中で、『マン兄弟往復書簡集』前書きで
Hans

Wyslingが類似した見解を示しているのを批判

し、トーマス・マソが兄のニーチェ・ルネッサソス主
義を批判し自己のモラリズムを対置したのは、むしろ

自己内部の意識の発露であって、トーマス自身の「個

人内部の分裂と争い」

0㎝，S．41）という言い方の
いの
方が的を射ていると述べている。
そしてそれはトーマス・マソに限ったことではない。

ハイソリヒ・マソが『女神たち』で展開した唯美主義

マソやその後のRehm流の価値判断にとらわれ過ぎな
いためには、Wernerのごとく社会性を無理に強調す
るより、若い作家のイタリア体験と、それが作中に現
れる際の「無垢」をそのまま評価する方が有効ではな
いだろうか。

そして『女神たち』における自己発露の第二点は、

芸術家という存在の問題性である。これこそがマソ兄
弟に共通した問題意識であり、二人が違った形におい
てであれ真剣に取り組み、作品化したテーマであった。

弟が『卜一ニオ・クレーガー』でこの問題を真正面

も、そしてこの名称でくくり得ない部分も、時代背景

から扱ったとすれば、兄はそれを『女神たち』の中に

からだけで説明し得るものではなく、自己内部の問題

ちりばめ、さらに短篇『ピッポ・スパーノ』で再度取

意識の発露と見なすことができるのだ。確かにこの長

篇がルネッサソス祭祀を背景とし、ニーチェ主義を根

り上げた。したがって、次はハイソリヒ・マソのこの

短篇小説を見ておかなくてはならない。

底として成り立っていること自体は否定しようがない。

そして『女神たち』を生み出した時点での作者の姿勢
は、R．

V．『ピッポ・スパーノ』

Wernerの言うような市民社会への批判意識

を強調するよりは、

（連載第一回でBanulsの評言を

『トーニオ・クレーガー』が、芸術家を扱った短篇

引用したように）一種の貴族主義と見る方が妥当だろ

小説としてトーマス・マソの代表作に数えられるとす

う。

れば、同じように芸術家小説としてハイソリヒ・マソ

しかしそれだけで片づけられるほどことは単純では

の代表作とされるのが短篇『ピッポ・スパーノ』であ

ない。ハイソリヒ・マソがイタリアを舞台にして小説

る。またこの二つの作品は単にマソ兄弟の最も有名な

を書いたのはこれが最初でも最後でもない。一時期の

作品というだげではなく、互いに密接な関係を持つも

流行に樟さして作品を書いたのであれば、数年後にや

のと私は考えている。

はりイタリアを舞台とした長篇を、J．

Festがハイソ
く

ラ

『ピッポ・スパーノ』は英国の作家サマーセット・

リヒ・マソの作品中唯一後世に残るであろうと評した

モームの手になる「世界文学百選」に入ったこともあっ

『小さな町』を、どうして創作することができたので

て（卜一マス・マソからはなぜか『混乱と幼い悩み』

あろうか。イタリアという異郷を心から愛し、そこに

が選ばれている）日本でも知名度が高く、邦訳も戦後

何年にもわたって住み続けた彼なればこそ、『女神た

に二種類出ている。しかし文庫や文学全集の形で繰り

ち』や幾編ものイタリア小説がその手から生み出され

返し世に送り出されている『トーニオ・クレーガー』

たのだということを忘れてはなるまい。『女神たち』に
ロの
おげる自己発露の第一点は、イタリアへの愛である。

に知れ渡っているとは言い難い。そこでまずあらすじ

実際ハイソリヒ・マソ自身、執筆中にLudwig

と比べると入手は簡単ではなく、またその内容も一般

を紹介してから分析に入ろうと思う。

Ewers宛の書簡で次のように書いている。

《今取り組んでいる作品は、精神的な内容を別に

＊

すれば、僕個人にとって七年間のイタリア滞在の
く

の

結実と言ってよいものだ。》

舞台はフィレソツェ。作家のマリーオ・マルヴォル

そしてこの後で彼は、まだ南イタリアを十分知って

トは或る晩自らの劇作で大成功を収めるが、その後の

いるとは言えないので、これから（作品執筆に用いる

宴席に長居はせずに馬車に乗ってひきあげる。帰途、

ために）訪れてみようと思うと書いている。創作する

彼は自分の創作について色々思念をめぐらす。
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強さを与えて欲しいと願ってきた。なのにそのざ

女と書物は仇同士だが、女は名声の主にしか興味を持

まか？

たない。自分は名声を持っているがそれは虚像で、誤

血はうずいている。なのに〔文学のために〕病人

女が来てお前に言い寄っている。お前の

解によって生じたものに過ぎない。俺は女が欲しいと

どものことを考えたいばかりにこの熱烈な生を放

思うが、女は俺のような人種に余りに似すぎているか

棄してしまうのか。そうするがいい。一だが二

ら良い道連れとは言えぬ。まれには情熱をもって自分

度と弱者の世界から俺の世界に逃げ込むような真

の全てを捧げ破滅を厭わぬ女もいるが……。マリーオ

似はするなよ。俺の世界には愛と略奪があるのみ

はそんなことを考えてから、先ほど舞台の上から観客

だ。そして必要とあらばそのために死ぬのだから
くの
な。》

席をのぞんで目にとまった女のことを何人か思い出し
て、一人一人吟味してみる。

マリーオはゲソマを抱いて寝室に入ってゆく。

帰宅した彼はピッポ・スパーノの肖像の前に立つ。
〔ピッポ・スパーノとはトルコ人を征服した傭兵隊長
（1369−1426）の名で、Andres

del（油tagno（1421−57）

ことが済んでゲソマが帰った夜明け、マリーオは一
人テラスにたたずんで、彼女に手紙を書こうと考え、
頭の中で文案を練る。

によるそのフレスコ画の模写がフィレソツ。、の聖堂に
掛けてあった。1Dこの傭兵隊長は彼にとって、まった

我々作家にとって全ては芸術作品を作り上げるため
の素材に過ぎないのだ。あなたもそうだ。この手紙か

き人生を十二分に生きて突然の死に見舞iわれる強靱な

らしてあなたによって作った作品なのだ。

人間の象微だった。脆弱な自分は、芸術によっておの
れとは全く別の人生を描きその中に生きていけるよう
にしたい、マリーオはそんなことをこの肖像の前で考

える。君みたいな強い男が愛するような女、それが俺
の理想でもあるんだが

そう思った時、現実に若い

そんな手紙を考えたが、しかしなぜ奇跡のごとく現
れた彼女と一緒に死んではいけないのだろうと思い、
頭の中で綴った手紙を破り捨てる。

それから何日か二人は逢瀬を重ねる。彼は仕事がで
きなくなる。彼女は、兄がやがて夏の野営に出かける

娘がこの作家の前に現れたのだ。そして「あなたを愛

ので、そうなれば邪魔が入らずに何ヵ月も一緒に過ご

してるんです」と告白する。

せると知らせてくる。しかし、マリーオが全然仕事を

それはゲソマ・カソトッジだった。晩に劇場に来て

していない様子なので、仕事をしないあなたは嫌いよ

いた娘で、さきほど馬車の中でマリーオが思い浮かべ

と言う。気が進まぬまま書くふりをしてみせる彼。と

た女たちのうちの一人だった。田舎から出てきたばか

もあれ幸せな時間を過ごす二人。ある日彼は書きかけ

りの伯爵令嬢で、引退間近の道楽者と婚約しているの

である。
彼女は言う。自分はあなたの作品を読んだ。作中人
物の強烈な生き方に共感を覚え、自分の婚約者はこれ

とは大違いだと感じたから婚約解消の手紙を出して、
ここにあなたと愛し合うために来たのだ。
マリーオは驚いて言う。自分がああいう人物を創作

したのは、自分がそうじゃないからなんですよ。
令嬢は言う。でも創作できたということは、あなた

にも似たところがあるからでしょう。
マリーオは作家というものの内実を説明して諌めよ
うとするが功を奏さない。彼は内心ためらいながらも、

の原稿を破り燃やしてしまう。驚くゲソマに、僕はも

う書かない、僕らは愛し合いその後には死しかないの
だと彼は説明する。彼女も納得して、一緒に原稿を燃
やす。

やがて事件が起こる。彼ら二人の姿が何者かによっ
て写真にとられ、その写真が町にばらまかれたのであ
る。ゲンマの兄も来週には帰ってくるからことを知っ

てしまうだろう。こうなっては二人は死ぬしかないと
考える。二人は最後の愛を交わした後、死のうとする。

マリーオはさんざん躊躇した末にゲソマを短刀で刺
す。いまわのきわの彼女の目は、今度はあなた自身の
胸を刺してと言っている。ところがその瞬間彼は気が

若く美しく直情径行そのものの娘を受け入れようかと

変わってしまう。ゲソマの死は単純な死だ。子供とし

思い始める。彼はピッポ・スパーノの肖像を見る。そ

て彼女は死ぬのだ。俺は違う。この体験から作品を生

の肖像は微笑んでいるように見える。そしてこう語っ

み出さずにおいていいものだろうか。彼のためらいを

ているように。
《お前は俺を良心の証しだと思ってきた。そして

見てとったゲソマは叫ぶ。「人殺し、あなたは人殺し
よ！」
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いったん部屋から出ていこうとしたマリーオは思い

人がそう言っていないから影響関係がない、と考える

とどまってもう一度短刀を自分に突き刺そうとする。

のは怠慢である。内容面での類似は後で述べるとして、

しかしすでにこと切れた彼女を前にしながら、彼は

成立時期が接していること以外の状況証拠をいくつか

自殺を敢行し得ない。彼はピッポ・スパーノの絵に問
いかける。「おれはどうしたらいいのだ？」傭兵隊長

並べてみよう。

の恐ろしい微笑を見ている彼は、《進退きわまった河
の

まず『ピッポ・スパーノ』が長篇『愛の狩猟』を中

断して書かれたという事実である。長篇を中断して短

原乞食（Kom6diant）だった。》

篇を執筆すること自体は別段珍しいとは言えない。だ
がこの長篇は、後でも触れる予定だが、弟へのライバ

＊

ル意識にあおられてかなり急いで仕上げた作品である。

Claassen版作品集でほぼ五百頁に及ぶ『愛の狩猟』を
さて、次に分析に移ろう。

ハイソリヒ・マソはわずか半年で書き上げているのだ。

以下で私は一つの仮説を提出したい。この『ピッポ・

トーマスに比べ筆の速い彼ではあるが、この速さは

スパーノ』は、その成立・内容両面において弟の『トー

『ブッデソブローク家の人々』で名を上げつつあった

ニオ・クレーガー』に大きな影響を受けているのでは

弟への対抗意識を抜きにしては考えられない。その急

ないだろうか。

ぐべき長篇執筆の合間に、なぜよりによって短篇を書

まず成立時期である。この作品は1904年10月に短篇

集『笛と短刀FI6ten

und

Dolche』の一篇として世

かねばならなかったのか。それには余程強烈な刺戟、

もしくはイソスピレーショソのもとがあったと考えな

に出た（ただし本には1905年と印刷された）。しかし

書かれたのはそれより一年以上前の1903年春と推測さ

くてはならないだろう。

れている。1948年4月20日付のKarl

Lemke宛書簡で

次の状況証拠だが、マソ兄弟がお互いの芸術家小説
についてほとんど何も語っていないという事実である。

ハイソリヒ・マソは、『ピッポ・スパーノ』を書いた

語っていないからお互いの作品に興味がなかった、と

のは1903年の気持ちのよい春でした、と述べているか

は思われない。むしろ逆なのではないか。作品の成立

くり

らだ。また1947年1月29日のLemke宛書簡で、長篇

や内容について何か暗黙の了解のようなものがあった

『愛の狩猟』は1903年2月から夏にかけて執筆され、

からこそ、手紙等でそれに言及することを避けたとは

途中『ピッポ・スパーノ』で中断があったとも述べて
くの

考えられないだろうか。Peter

いる。

de

Mendelssohnはそ

の詳細なトーマス・マソ伝の第一部で、兄のこの最も

ここで、『トーニオ・クレーガー』が1903年1月末

成功した作品の一つにトーマスは奇妙なことに生涯一

に「ノイエ・ドイチェ・ルソトシャウ」誌に発表され

度も言及しなかったと述べている（下線は引用者によ

たことを思い出していただきたい。『ピッポ・スパー

る）。そして別の箇所で、『卜一ニオ・クレーガー』

ノ』は弟の短篇が出た直後に書かれているのだ。『トー

に関するハイソリヒの発言は目下残っていないとも述
くわ

ニオ・クレーガー』が『女神たち』の直後に出版され
た時のように微妙なタイミソグだが、この三つの作品
はまるで鎖につながれているかのごとく続けざまに書

かれているのである。
これは偶然だろうか？

べている。Mendelssohnがトーマス・マソ伝を出版

した1975年には確かにそうだった。その後、ハインリ
ヒが『トーニオ・クレーガー』に言及した例は一つだ

け見つかっている。1903年12月5日にトーマスがハイ
私にはそうは思われない。

ソリヒに宛てて、兄の作品に関してかなり率直に意見

後で述べるとおり、内容から見ても『ピッポ・スパー

を述べた長大な手紙を送ったことには上でも触れた。

ノ』は『トーニオ・クレーガー』と緊密な関係を持つ

この手紙は1981年になって発見された訳だが、弟が用

と考えられるのである。ハインリヒ・マソがそれをど

いた便箋の裏に、ハイソリヒは返信の下書きを断片的

の程度意識していたかはともかく、この芸術家小説は

ながら残していたのである。1984年に出た『マソ兄弟

弟の芸術家小説に触発されて成立したのではないだろ

うか。
確かにハイソリヒはこの短篇が弟の小説に刺戟され
ぐ ラ
て生まれたのだとはどこにも書いていない。しかし本

往復書簡集』新版にはこの下書きも収録されているが、

そこに次のような一節がある。
一《我々は全く同じ理想を抱いているのだ。お前は
北方の健康に憧れ、私は南方の健康に憧れている。

マソ兄弟の確執

『トーニオ・クレーガー』に関して私は以前言っ
たことがあった筈だ。平凡さは碧眼の主にだけあ
るのではないと。㌢
これが1903年12月初めに書かれていることに注意し
たい。

『トーニオ・クレーガー』の発表は同年1月末

である。《以前言ったことがあったhabe．．．schon

1903〜05年一一
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起こすのである。
そしてこの類似がはっきり現れるのは、芸術家の本
質と仕事ぶりについて作家自らが語る箇所である。具
体的に該当箇所を引用して比較してみよう。
『トーニオ・クレーガー』の主人公はリザヴェータ

zu

bedenken gegeben》とはいつのことなのか。書簡で
だろうか。だが現存するトーマス・マソの書簡（この

との会話で、作家というものの仕事の仕方について次

のように語っている。
《「春は仕事がしにくい、これは確かです。なぜ

時期に書かれた弟宛てのハイソリヒの書簡は残ってい

でしょう。感じるからですよ。創造する人間は感

ない）を見る限り、そうした痕跡は認められない。無

じてもいいなんて思ってる奴は、ろくなものを作

論、現存していない書簡に兄弟のやり取りが書かれて

れませんね。本物の芸術家はこの手の単純な思い

いた可能性もある訳だが、書簡ではなく直接会って話

違いに微笑むでしょう。ちょっと憂いをこめるか

した可能性も少なくないと思われるのだ。

も知れませんが、ともかく微笑むのです。なぜっ

この年の夏ハイソリヒはイタリアから、ミュソヘソ

て作品にとって、何を言わんとするかは重要では

南部の村ポリソグに居住していた母のもとへ帰り、そ

ないからです。「何を」なんて、それ自体はどう

こで『愛の狩猟』を仕上げている。この時期卜一マス

でもいい素材に過ぎません。大事なのは、この素

もポリソグにいて何週間か兄弟は一緒に過ごし話し合

材から遊戯的で落ち着いた優越感をもって美的構

う機会があった。ところがこの時二人が何を話したの

築物を作り上げることなのです。内容が余りに気

かはよく分かっていないのである。お互いの書簡、或

にかかっていたり、心が内容にときめいていたり

いは他の友人等への書簡でも二人はこの点に言及して

すると、必ずや失敗の憂き目を見ますね。

いない。Mendelssohnはそれを指摘した上で色々推

実際そういうものなんですよ、リザヴェータ。感

測をめぐらせているが19）なぜか『トーニオ・クレーガー』

情は、暖かで誠実な感情という奴は、いつだって

の名騨げて・・な・・（もっとも上で述べたように・
Mendelssohnがトーマス・マソ伝の第一部を書いた

（…）

臓繋鯉懲は乎，檎き〜鮮す・（…）

人間的なものを演じ、いじりまわし、効果的で巧

時には、まだハイソリヒの《以前言ったことがあった》

みに表現しようと思うなら、人間的なものとは奇

という手紙下書きは発見されていなかったが）。だが

妙に疎遠でよそよそしい関係になっていなくては

兄弟は1901年にトーマスがイタリア旅行をして以来久

ならないし、超人間的で非人間的になっていなく

しぶりに顔を会わせたρだから、この年に書かれたお

てはならないんです。スタイル、形式、そして表

互いの短篇について語り合ったと考えても不自然では

現の才能とは、人間的なものに対するこんな冷た

ないのではないか。

『ピッポ・スパーノ』は完成はし

く気むずかしい関係を、それどころか人間として

てもまだ発表されていなかったから、兄が弟に原稿を

の貧困や荒廃をすら前提としているんですよ。」》

見せたり内容を話したりしたかどうか、確言はできな

（S．295f．）

い。しかしハイソリヒの《以前言ったことがあった》

は、少なくともこの時『卜一ニオ・クレーガー』につ
いては語られだ可能性がかなり高いことの証左だと私
は思う。
さて、次に『ピッポ・スパーノ』と『卜一テオ・ク

レーガー』の内容面での類似を指摘したい。

そしてこの後でもハムレットを引き合いに出してこ

う語る。
《「感情が涙に曇っていても、そのヴェールを通
して明察し、認識し、注意深く観察する。そして
手と手が絡み合い、唇が触れ合い、目が激情の余

りくらんでしまうような瞬間になっても、なお観

まず全体として見ると、テーマと設定の共通性に気

察したものを微笑みながら脇に取りのけておかな

つく。いずれも作家を主人公とし、その作家が一般的

くてはならない一これは恥ずべきことですよ、

な生をまっとうする人々と自分を引き比べて悩む、と
いうのが両短篇の基本的な設定であり、この問題意識

が『ピッポ・スパーノ』にあっては最後の破綻を引き

リザヴェータ、下劣でげしからんことじゃないで
すか……。」》

（S．300f．）

では『ピッポ・スパーノ』では、主人公は芸術家の
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仕事ぶりについてどう考え、発言しているだろうか。
作家マリーオは直情径行そのものに舞iい込んできた少

女ゲソマと一夜を過ごす。そして彼女がいなくなって

1903〜05年
やりとりまでは時間的に隔たっているが、小説内では
故郷を出た後のトーニオの経歴は簡潔に紹介されるか

ら、読者はハソスやイソゲとの場面からリザヴェータ

から、手紙を書こうとして内心で文面を考える。芸術

との会話まではほとんど一つながりのものという印象

家というものに素朴に憧れている少女に、創作の裏面

を持つ。そして主人公はデソマーク旅行でハソスやイ

を教えさとさなくてはと思うのだ。

ソゲの同類と「再会」し、その直後にまたもリザヴェー

《「ひょっとしたら昨晩ですら私は、堅い堅い抱

タに対して手紙という形で告白を行うのだ。『トー二

擁のさなかに、あなたに不義を働いていたかも知

オ・クレーガー』は「生との触れ合い→告白」という

れないのです。あの抱擁を表現すべき言葉をあの

パターンが二度繰り返されることによって成立してい

時私が考えていなかったかどうか、誰が知りましょ

る作品なのである。

う。ゲソマよ、芸術はあなたのライヴァルです。

これを見くびってはいけません。

（…）

『ピッポ・スパーノ』では「生との触れ合い→告白」

は一度しか起こらない。そして少女宛ての手紙も実際

芸術は三者〔芸術・戦争・権力〕の中で最悪の

は主人公の脳裏に書かれたにとどまる。しかし、告白

ものです。芸術には他の二つが含まれるのですか

が表に出ないことをこの作品の特微だとするなら、

ら。芸術だけがその生賛〔＝芸術に愚かれた人間〕

「告白」はすでに最初の章から行われているのだ。自

を徹底的にしゃぶり尽くし、真の感情を持ったり、

作で成功を収めながら早々と帰途につく彼の内面描写

誠実に何かに打ち込んだりすることができなくし

は、創作家というものの本質を暴露するひそやかな告

てしまうのです。私にとって世界とは、そこから

白であって、その観点からするとこの短篇では「告白

文章を作り上げるための素材に過ぎないのです。

→生とのふれ合い」というパターソが二度繰り返され

あなたは様々なものを（…）目で見て楽しみまし

ていると見ることも可能である。ともあれ、マリーオ

たね。私にとって大事なのは、楽しむことではな

はトーニオと違って「生」への距離を保たなかったが

く、それらを写し出す文章です。黄金のタベ、泣

故に相手を殺し自分も破滅するのである。

いている友人、私のあらゆる感情、そして感情が
擦り切れていることへの苦しみすら一言葉のた
めの素材なのです。あなたも素材です。ゲソマよ、

これは耐え難いことです。

（…）

いずれにせよ、作家という人種の内実を脳裏で少女
に向けて告白するマリーオを書いていたハイソリヒが、
意識するしないにかかわらず『卜一ニオ・クレーガー』

の影響を受けていた可能性はかなり高いと私は思う。

私は、自分自分から人間を知ることはできませ

そして弟の芸術家小説の影は単にこの場面だけではな

ん。なぜって、私は人間ではないのですから。人

く、作家存在をどう考えるかという意味では作品全体

間を装っているに過ぎないのです（lch

に及んでいるとも言えるし、そもそも『ピッポ・スパー

くなの

bin

ein

ロリ

Kom6diant．）。」》

ノ』という芸術家小説を一気に書き下ろしたハインリ

以上、トーニオとマリーオ、両作家の告白を比べて

ヒ・マソの創造意欲に小さからぬひと突きをくれたの

みれば、内容にとどまらず、表現においてすら少なか

が、北方への志向を鮮明に表わした弟の短篇であった

く

の

らぬ類似点があるのに気づくであろう。
そして「告白」という、形式面での一致にも注意し

と考えても、あながちうがち過ぎとは思われないので
ある。

たい。卜一ニオのリザヴェータとの会話は、会話と言
うよりトーニオが一方的に内面をぶちまける告白であ

『ピッポ・スパーノ』が『卜一ニオ・クレーガー』

り、また作品全体も、故郷とデソマークに旅行した彼

の影響下に成立したのではないかという仮説を上で述

がリザヴェータに宛てて書いた手紙で終わっている。

べたが、弟の芸術家小説がオリジナルで兄のそれが模

『ピッポ・スパーノ』のマリーオも、ことが済んでか
ら若い恋人に宛てて芸術家の実態を告白しようとする

倣だといった単純な受け取り方をしてはならない。作
家という存在がはらむ問題性は、これ以前からハイソ

のである。告白は、いずれの場合も「生」との触れ合

リヒ・マソにとって大きな重みを持っていた。そもそ

いの後に来ている。『トーニオ・クレーガー』では、

も相手に呼応するものが最初から自分の内部になけれ

ハソスやイソゲに焦がれた時期からリザヴ。・一タとの

ば、影響など起こるべくもないのである。作家とは何

マソ兄弟の確執一一1903〜05年
なのかという問いには、すでに『女神たち』でも少な
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クレーガー』を読んだハイソリヒは、恐らく弟がルネッ

からぬ頁数が費やされていた。大きく見るならば、こ

サソス崇拝やその刻印を帯びた長篇に一定の態度表明

の時期この問題意識は兄弟作家の双方をとらえていた

をしたとは感じても、真っ向から自分を批判している

ので、どちらがどちらに影響を及ぼしたかは一義的に

とは感じなかったのではないか。しかしともあれ弟な

決められるものではないとも言えるのである。
さて、『トーニオ・クレーガー』が『ピッポ・スパー

りの態度表明に接した彼は、自分の方でも態度を明ら
かにしておこうと考えたのだろう。また1903年末に兄

ノ』に与えた刺戟について考えられるところを述べて

が弟に書いた手紙の下書きもここでもう一度思い起こ

きたが、この二作品の関係は単にそこにとどまるもの

してみたい。

ではない。別の観点からすれば、『トーニオ・クレー

《我々は全く同じ理想を抱いているのだ。お前は

ガー』が『女神たち』への反応であったように、『ピッ

北方の健康に憧れ、私は南方の健康に憧れている。

ポ・スパーノ』は『卜一ニオ・クレーガー』への返答

『トーニオ・クレーガー』に関して私は以前言っ

でもあるのだ。この点をも併せて見ておかなげれば片

たことがあった筈だ。平凡さは碧眼の主にだけあ

手落ちになろう。

るのではないと。》

『卜一ニオ・クレーガー』の中で市民と正反対の芸

術家についてどう言われていたか、もう一度思い出そ

う。

つまりハイソリヒは『トーニオ・クレーガー』によ

る弟の態度表明に接し、自分なりの態度を明らかにし

ようと考えつつも、弟がその芸術家小説で表現した北

《「チ・、一ザレ・ボルジアや、彼を御輿みたいに

方的な素朴さへの志向は自分に無縁なものではないと

担いでいるどこかの酔っぱらい哲学のことなんか

も感じていたのである。『ピッポ・スパーノ』はだか

考えないで下さい。あのチェーザレ・ボルジアな

ら、《南方の健康》に憧れる気持ちを表明し、南方的

んぞには私は何の価値も認めないし、これっぽち

な《平凡さ》を表現したものと見ることができよう。

も買っちゃいないんですから。異常なもの、魔的

なものをどうして人が理想として崇めるのか、私

そうしてみると、ハソスやイソゲに対応する存在が、

つまり「南方の健康と平凡」が、ゲソマ・カソトッジ

には絶対に分からないでしょうね。精神や芸術に

なのだと考えられよう。ゲソマは貴族の令嬢として気

永遠に対立するような〈生〉一生とは、我々異

位の高さを見せながらも、田舎から出てきたばかりの

常な者たちにとっては、血なまぐさい偉大さや荒々

十代の娘としての純朴さをも併せ持ち、恋愛遊戯とは

しい美の幻想ではなく、異常なものでもありませ

無縁で著名な芸術家マリーオに素朴に恋し、世間に二

ん。尋常で、品がよく、愛すべぎもの、それが我々

人の関係が知れ渡るとマリーオの言に率直に従って死

の憧れる王国なのであり、我々を誘惑する月並み

に赴くのである。行動派の美女という設定自体は『女

な生なのです。」》

（S．302）

神たち』のヒロイソと類似しているが、自分が何より

《「偉大で魔的な美の道をたどって冒険を重ね、

も大事で他人はそれを引き立てる従者に過ぎなかった

〈人間ども〉を軽蔑する誇り高く冷酷な人たち

ヴィオラソテ・フォソ・アッシイと比べると、芸術家

一私はそういう人たちに目をみはりはしますが、

をナイーヴに信じそれに従う点で、ゲソマの「南方的

うらやましいとは思いません。」》

（S．338）

な健康と平凡」がはっきり感得できるようになってい

ハイソリヒ・マソがこれをどの程度自分への批判と

るのである。作品の最後でマリーオが彼女の死を「子

受け取ったか、はっきりとは分からない。上で述べた

供としての死」だと思うのは、物事を絶えず裏返して

ように、トーマスが「フライシュタット」誌に載せた

考える芸術家とは対極的な存在である彼女のあり方を

『女神たち』批判は1903年末になってからハイソリヒ
の目にとまったのであり、『ピッポ・スパーノ』執筆

表わすものと言えよう。

時にはまだ彼の知るところではなかった。また後年、

ガー』では、唯美主義芸術家が《偉大で魔的な美の道

第一次大戦期になってから兄が弟に当てた手紙の下書

をたどって冒険を重ね、〈人間ども〉を軽蔑する誇り

次に、芸術家像の方に行こう。『トーニオ・クレー

きに《お前の攻撃は、「フライシュタット」という雑

高く冷酷な人たち》と暗示的ながら椰楡されていた。

誌の頃から最新刊の本〔『非政治的入間の考察』〕に

これに対してハイソリヒは、マリーオといや脆弱な作

至るまで続いている》とある（

垂ｷると、rトーニオ・鷲樋して芸術家の内実を羅し、紀の芸術家認
つ
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識を表明したと考えられる。作中に登場する人物がす
なわち作者なのだと思い込むゲソマに、自分がそうじゃ

＊

ないからこそ逆にああいう人物を創造するのですとマ
リーオが教える場面などは最も分かりやすい例だが、

『卜一ニオ・クレーガー』からの影響、及び同作品

マリーオが傭兵隊長ピッポ・スパーノの像の前でこう

に対する反応という点から『ピッポ・スパーノ』を見

独白するところは、より直戴的にハイソリヒ・マソの

てきた。この芸術家小説について、さらに若干、『女

文学観を物語っていよう。そしてそれは『トーニオ・

神たち』や『トーニオ・クレーガー』とも比較しつつ

クレーガー』に対して、ひいては一般のルネッサソス

分析を続けたいと思う。

主義批判に対して、おのれの文学的特質を主張し、
『女神たち』を擁護したものと見てよい。

まず主人公の命名に注意しよう。マリーオ・マルヴォ

《「いいかい、私はそういう陶酔に恋焦がれてい

ルトMario

る。私は実際にそれを体験するには脆弱だし醒め

の点で（ファーストネームがイタリア風、ファミリー

Malvoltoという名は純イタリア風で、そ

過ぎている。だからこそ自分とは違った人間を創

ネームが北ドイツ風という）トーニオ・クレーガーと

造するのだ。だからこそお前は私の良心として、

対蹟的である。Ma−Maという姓と名の頭韻は、むし

私を偉大な創造に駆り立てるものとして、ここに

ろトーニオ・クレーガ7が憧れた級友ハソス・ハソゼ

立っているのだ。我々遅く生まれた至らぬ者ども

は程々の快楽や日常些事に溺れきっているが、お

ソHans

Hansenを思わせる。

その一方で、姓のMalvoltoはイタリア語で「悪事

前はそれに対する怒りを私に吹き込んでくれなく

をたくらんだ」の意である。また、「憎まれる、嫌わ

てはならぬ。我々の芸術は魂の中産階級を代表し

れる」の意であるmalvolutoをも容易に連想させる。

ている。もう七十年も前からつまらぬ神経衰弱症

したがってマリーオ・マルヴォルトは「悪事をたくら

が市民たちの間に蔓延している。毎日数枚の銅貨

むマリーオ」「憎まれるマリーオ」を意味することに

や一枚の白銅貨のために一喜一憂している有様だ。

なる。ところで『女神たち』では劇作家の名がギニョー

芸術家は閉塞した自分の魂を、いつも自分の魂だ

ル（人形）であった。芸術家に命名するハイソリヒ・

けをこと細かにほじくり回し、哀れな心情を明る

マソはしばしば寓意的な含みを持たせているのである。

みに出してはこざかしく見せびらかす。芸術家は

そして前作『女神たち』に登場した芸術家がどうい

敵対するイロニーをもって、強くて色あざやかに

う人種であったか、もう一度思い出そう。女流彫刻家

生きているもの全てから目をそらしまばたきする

プロペルツィアは恋人の裏切りがもとで自殺し、女流

のだ。

詩人ブラは生の権化のような美青年に殺され、作家ギ

だが私はこう生きようと思う！

浪費をしよう。

短い生涯の間に我が芸術によって第二の強力な生
涯が生み出されるようにするのだ。弱い自分のこ
となど知りたいものか。弱さについては今だって

ニョールは自作を演じる公爵夫人を見て文学の無力を

痛感し、画家ヤーコブスは最後に筆を捨て、「私は娘
を描く必要がない。だからこそ娘は美しいのです」と
再会した公爵夫人に語る。芸術家は全員無力で、「生」

嫌というほど分かっているからな。私は自分にな

に対する「芸術」の劣勢を痛感していたのである。ヒ

い美を、自分にない苦しみを知りたい。全く自分

ロイソの公爵夫人は第二部で美術に凝るが、それはあ

くさの

にないものをだ。」》
こうつぶやくマリーオは最後に破滅に至るのだが、

だからといって彼の芸術観を無効なものと見なす必要
はあるまい。作中で没落する者の行為や言葉は、全て
作者に批判され否定されるために描かれているのだと

いう素朴な見方をもってしては、ついに文学の真実に
迫ることはできないものだ。

くまで収集家としてであって創作家としてではなかっ
た。

P，d．

Mendelssohnはトーマス・マソ伝の第一部

で、短篇『ピッポ・スパーノ』でハイソリヒ・マソの
ダヌソツィオ風は終わりを告げ、自分の生を生きずに

素材によって生きる芸術家の正体をあばいているとし
くロの
ているが、これは二重に間違っている。第一に上述の
通り、ハイソリヒ・マソの描く芸術家像は『女神たち』

でも『ピッポ・スパーノ』でも基本的に変わっていな

マソ兄弟の確執
い。第二に、この短篇が書かれた動機をMendelssohn
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の二元論的な思考法が明瞭に看取されるのである。

は十分に洞察していないのではないかと思う。弟の芸

これをトーマス・マソの場合と比較してみよう。

術家小説からの刺戟についてはすでに述べたが、それ

『卜一ニオ・クレーガー』はどうか。一見すると、

以外にもう一つ重要な要素が考えられる。ドイッを描

「市民対芸術家」という構図を持ったこの作品も同様

くことからの逃亡である。

に二元論的と思われるかも知れない。だが実際は違う

先に連載第一回で、ハイソリヒ・マソのフローベー

のだ。主人公は素朴な生が芸術に関心を持たぬことを

ル模倣について言及した箇所を思い出していただきた

知りつつ、しかしそうした生と無縁な世界に身をおい

い。フラソスの巨匠が『ボヴァリー夫人』のような写

て創作をするような芸術家にも疑問を持ち、生を愛し

実主義小説と『サラソボー』のようなエキゾチックな

つつ創作を続けていこうと決心するのである。生か芸

異郷小説を交互に創作したのを意識的にまねて、ハイ

術かという二者択一は主人公によって退けられる。

ソリヒ・マソは同時代のベルリソを描いた『逸楽境に

「これからはもっといいものを書きますよ」と主人公

て』の直後にイタリア等を舞i台とした『女神たち』を

は最後にリザヴェータへの手紙で誓う。言い換えれば、

執筆した。

この作品の二元論風の構図は見せかけに過ぎない。トー

そして『女神たち』の後に彼は再び現代ドイツを舞i
台とした長篇『愛の狩猟』にとりかかるのだが、それ

マス・マソにとって二元論とは口実なのであって、あ
る存在を浮かび上がらせるための単なる手段なのであ

を中断して『ピッポ・スパーノ』を書いたのは、ドイ
ツを描くことに嫌気がさしてイタリアを描きたくなっ
たという、創作心理上の理由があったのではないか。

る。
兄弟のこの違いは、以後の二人の歩みを見ていく際
にも重要な意味を帯びてくるので、注意を喚起してお

たとえどれほど無力で卑劣な芸術家像を描こうとも、

きたい。

イタリアを舞台とした作品を書く時ハイソリヒ・マソ

の筆は躍動する。文体がドイツを舞台とした小説とは証
くユの
明確に異なってくるのである。その意味で、『ピッポ・

スパーノ』は『女神たち』から一歩進んだ作品という
より、唯美主義的な長篇のミニチュア版、或いは余滴

と言った方がよい。

先の連載第一回の註でハインリヒ・マソの作品集の
問題に触れたが、その後、Aufbau

Verlagから刊行中

のtextkrltischな全集を大部分（既刊分19巻のうち17
巻）入手できた。

最後に、「生」と「芸術家」の対立ということに関

Heinrich

連して、ハイソリヒ・マソの思考法について触れてお

gegeben

きたい。

K伽ste

結論から言うと、ハイソリヒ・マソの思考法はきわ

zu

Mann：Gesammelte

von

der

Berlin．

Werke．

Deutschen

Berlin

und

Heraus一

Akademie

der

Weimar（Aufbau）

1965ff．

めて二元論的であり、それが作中の生と芸術家の関係
に端的に現れている。芸術家とは生とは相容れない存

在であり、生をまっとうしようとすれば創作をやめる

以下GW版の略号により、Claassen版（略号CL）
と並べて引用箇所を呈示する。出版年・版数は巻によ

り異なるので、そのつど示す。

しかない。

『女神たち』のヤーコブスは、公爵夫人をヴュヌス

そこで、連載第一回で言及した『女神たち』の本文

として描こうとして彼女と実際に寝てみるが、そうな

の異同について補足しておきたい。1の註（3）で述べた

るとかえって彼女を描けなくなってしまう。そして絵

ように、FS版で「ディアナ」となっている箇所が他

筆を折った彼は初めて率直に我が娘の美しさを語れる

の版では「ユーノ」となっている問題である。GW版

ようになるのである。同様に『ピッポ・スパーノ』の

（1．Au且age

マリーオはゲソマと真摯な恋に落ちると、作品を書け

なくなり、ついには騰を燃やしてしま鍔

する作品集で「ユーノ」であったものがGW版で「デ・

ハイソリヒ・マソの作品ではこのように生と芸術は
二者択一なのであり、決して両立し得ない。ここに彼

1969）ではこの箇所はいずれも（S．192，

232）「ディアナ」となっている。したがって、先行
アナ」に改訂されたことがはっきりした。
GW版『女神たち』のあとがきによれば（S．744f．）、
つ
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第一部「ディアナ」の手稿と清書（Handschrift

und

録されている年譜はBUrginとMayerの『年譜』を

Reinschrift）はハイソリヒ・マソ・アルヒーブにも

訳したものであるから、そこでも当然ながら同様の

残されておらず、GW版は1902年末に出された初版を

記述がなされている。

（473頁）

底本とし、ハイソリヒ・マソが手沢本に自ら書き込ん

だがこれは誤りである。

だ17箇所の訂正をそのまま採用したという。具体的に

で出版されてから丸一年経過しているのであり、

どの箇所かは呈示されていないが（GW版はtext㎞tsch

『女神たち』はこの時点

《最近出した本》とは当然1903年の末に出た長篇

だが、Lesartenは収録されていない巻が多い）、恐ら

『愛の狩猟』のことでなくてはならない。

く「ユーノ」から「ディアナ」へのテクスト変更も、

こうした誤りが生じた原因は、第一に、同じ月に

ハイソリヒ・マソ自身の訂正によっているのであろう。

卜一マス・マソがG．Reuter宛てに手紙を書き、
『女神たち』について兄と多岐にわたる文通をした

＊

＊

と述べていることだろう。だがこれは、本論中で私

が書いたように、『愛の狩猟』をReuterが読んで
田．

いるかどうか分からないための便宜的な表現と見る

（1）Die

Briefe

Register．

Thomas

Bd．1．

Manns．

Frankfurt

Regesten

a．

und

べきであろう。誤りが生じた第二の原因は、《兄と

M．1976．（以下

深刻な手紙のやり取り》と書かれていながら、肝腎

BTMRRと略記）S．50．

のその書簡が1981年まで発見されなかったことであ

この書簡は公刊されておらず、要約の形でしか内

る。したがってマソ兄弟の往復書簡集も1969年に出

容が分からないのは残念である。
（2）lbid．

s．52．

（3πhomas

Mann／Heinrich

Erwelterte

た旧版はこの（1903年12月5日付）書簡を含んでお
らず、1984年の新版になって収録した。

Neuausgabe．

Mann：Briefwechsel．
Frankfurt

a．

P．

M．（S．Fi一

scher）1984．（以下THBWと略記）S．28．
（4）lbid．

Bd．1．

Mendelssohnは、この書簡が発見される

以前の1975年に出したトーマス・マソ伝第一部の中

で上記の誤りに触れている。

S．34ff．

（5）BTMRR，

d．

Zauberer．1．

S．57．

（Mendelssohn，

Der

S．576）そして1976年に出た『卜一

マス・マソ書簡要約索引集』第1巻では、正しい註

（6）1903年12月30日にトーマス・マソはKurt

Martens

に宛てて手紙を書いた。その中には次のような一節

がつけられている。
（7江homas

が含まれている。《兄が最近出した本について、兄

und

と深刻な手紙のやり取りをしました。（この作品を

（BTMRR，

Marm：Brie免an

Ida

Boy−Ed

M．（Fischer）1975．

Otto

Bd．1．
Grautσff

1903−1928．

S．57）
1894−1901

Frankfurt

a．

S．151．

ご存じですか。どう思います。私は途方にくれてい

（8）HTBW，

ます。）》

（9）この「ふいご文学Blasebalg−Poesie」という表現

この書簡はトーマスの娘工一リカが編集した『トー

についてBanulsは、ニーチェからとられたもので

マス・マソ書簡集第1巻1889−1936』に収録されて

はないかと推測している。

いるが、編者は註の中で、この《兄が最近出した本
sein neuestes Buch》を『女神たち』のことだと
している。Erika
Briefe

Mann（hg．）：Thomas

I．1889−1936．

Frankfurt

Mann

H．B臼rglnとH．−0．
／H．−0．Mayer：Thomas
seines

Lebens．

S．21．
ニーチ。・は『偶像の黄昏』の「反時代的人間の踏

査行」第六節で、ジョルジュ・サンドをルソーと並
Mayerによる『トーマス・

マソ年譜』もこの見解を踏襲している。H．

1965．

Andr6 Banuls：Thomas Mann und sein
Helnrich． Stuttgart（Kohlhammer）

Bruder
1968．

a．M．（S．Fischer）

1962．S．448．

S．156ff．

Mann．

Frankfurt

Eine

B批gln

Chronik

a．M．（S．Fischer）

S．26．

新潮社版の邦訳『トーマス・マソ全集』別巻に収

んでふいご（Blasebalg）のようだと評しているQ

ちなみにハイソリヒ・マンは二年後にエッセイ
『ギュスターヴ・フローベールとジョルジュ・サソ
ド』を著して、サソドを称揚することになる。
（1（カXIII，

S．383ff．

01）ハイソリヒがこの頃トーマスに宛てて出した書簡は

マソ兄弟の確執一1903〜05年
ほとんど残っておらず、往復書簡集にも収録されて
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サソスを讃美したとお考えのようですが、それは誤

いない。のちに第一次大戦終結間際になって彼がトー

りです。あの作品で私は最初から最後までルネッサ

マスに出した手紙の草稿が残っているが、そこに次

ソスを批判したのでした。勿論それは、批判する対

のような箇所がある。《お前の攻撃は、「フライシュ

象の中に入り込んで、それを完全に理解し、相手の

タット」という雑誌の頃から最新刊の本〔『非政治

言葉で語ることを覚えるまでになるという意味にお

的人間の考察』〕に至るまで続いている。》
THBW，

いての批判ですが。》

S．135．

（12江HBW，

S．41．

IV．

（13）以下『卜一ニオ・クレーガー』からの引用箇所は、

（1）Fest，

全集第田巻の頁数のみを本文（）内に示す。

Mendelssohn，

Werner

a．a．0．

Thomas

Mann

und

Erzahlungen．

Ko㎜en倣．

パウル・エーレソベルクとの友情体験カミ作品に大き

Mgnchen（Winkler）

な影響を及ぼしたことは、しばしば指摘されている。

（6）Renate

マソ自身『略伝LebensabriB』の中で述べている。

⑯Hans

（7）Walther
und

zu

Thomas

d．

Mendelssohn：

Mann．

Kr6ger

In：Paul

zur

Entstehung
Bd．1．

S．53．

α＄lbid．

S．51．

㈲lbid．

S．62．

⑳）THBW，

des

㈱THBW，

S．36f．

In：Der

G6ttinger11969．

f血r

deutsche

um

1900

Dichter

und

S．62ff．

Philologie

Wernerの前掲書に再録

なおRehmの論考にはルネッサソス主義の文学作

Bern（

品が列挙されており（特に51頁以下）、世紀転換期

のルネッサソス熱を知るのに格好の文献である。ホ
フマンスタールやシュニッツラーのルネッサソス熱

についても詳しい言及がなされている。
（8）R．

Werner，

（9）lbid．

S．10．

S．3ff．現存する最初のハイソリヒ宛て書

簡である1900年10月24日付から始まって、1901年4
月1日付までの何通もの手紙では、ほとんど例外な
くフィレソツ。、旅行の計画に言及がなされている。
￠3）THBW，

Einsamkeit．

zu

Deutschland．

Renaissancekult

seineむberwindung．

Texte

されている。）

Wys一

S．XXIII．

￠1江HBW，

Rehm：Der

54号［1929］で、一部はR．

Francke）1967．S．51．
αのlbid．

neue

in

Mann．

Niemeyer）1977．

（初出は、。Zeitschrift

S．33f．

Scherrer／Hans

ling（hg．）：Thomas−Mann−Studien．

die

Bd．2．

a．M．（S．亘ischer）1982．

Wysling：Dokumente

。Tonio

Wirkungsgeschichte

T廿bingen（Max

S．115）

Frankfurt

Werner（hg．）：Heinrich

seiner

その仕事の進め方と難渋ぶりについては、トーマス・

また次の書も参照のこと。P．

S．45．

S．543．

テソスの姿が投影されていること、また1901年頃の

⑮『トーニオ・クレーガー』の原稿は残っていないが、

Nachbemerkungen

S．54．
a．a．0．

ベック時代に思いを寄せていた少年アルミソ・マル

1984．S．111．

（XI，

a．a．O．

（5）ノ＼ソス・ハソゼソの描写に、トーマス・マソがリュー

Kr6ger．

S．57f．

H㎝sRudo脚昭et：Thom翻加n

S．92．

Bellmann，

（4）弼，

Tonio

Stuttgart（Reclam）1983．
samtlichen

（3）Vgl．

S．502。

Bellmann（hg．）：Erlauterungen

Dokumente．

a．a．0．

（2）Wysling，

（1φこの点については研究者の見解はほぼ一致している。

Zu

（）α，S．561）

S．11f。

a．a．0．

S．52f．

S．37．

O①Monty

Jacobs：Herzogin

Berlin）

In：R．

von

Assy．（1902，

Werner：Helnrich

Mann．

S．55．
この冷静な計算と．いうことをJacobsが、公爵夫人
が政治活動に熱中する第一部「ディアナ」について
特に強調しているのは興味深い。暗に三部作の中で

図これは作品完成後の発言であるが、1908年にある力

第一部こそが最上の出来だと語っているもののよう

トリック系新聞に載った『フィオレソツァ』批判に

に思われるからだ。第一部にあっては、その鮮烈で

答えて、卜一マス・マソは書簡を送り、．こう述べて

美的な描写にもかかわらず、公爵夫人の政治活動の

いる。《私が『フィオレソツァ』でイタリア・ルネッ

無効性が読者にもはっきり感得されるようになって
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いる。無論それは、政治をダシに使って自己を燃焼

と言えないことは明瞭な筈である。

させる公爵夫人自身への批判意識にまで高まること

⑫Hanno−Walter

はないのであるが、政治活動とその挫折を描きなが

Kruft：Renaissance

sancismus

ら政治というものの裏を冷静に描いて感傷から無縁

bei

von

と私も考える。

Jacob

Burckhardt

T廿bingen（Max

01）70年代の西ドイッは政治的ラディカリズムの洗礼を
受け、それが文芸思潮にも影響を及ぼした。これが

⑯Herbert

04）」．Fest，

bis

In：August

Renaissancismus

Thomas

Niemeyer）1990．

Mann．

S．90．

a．a．0．

S．94．

S．101．

㈲W．Rehmは、ハイソリヒ・マソが絶えず外国、特

（「新潟大学教養部研究紀要」

第19集［1988年］所収）とMarcel

und

Renais一

Lehnert：Thomas−Mann−Forschung．

Stuttgart（Metzler）．1969．

とについては、私自身「第二次大戦後のトーマス・
マソ受容への一視点」

Mann．

Buck（hg．）：Renaissance

であるところに、第一部の成功している理由がある

マソ兄弟を論ずるに際しても一定の傾向を生んだこ

Thomas

und

にロマソス語圏を舞台として作品を書いたことに言

Reich−Ranicki著

及し、ヒステリックなルネッサソス主義は結局エキ

『トーマス・マソとその家族』への書評（「東北ド

ゾチシズムにとどまうざるを得ない、と批判してい

イツ文学研究」第33号［1989年］所収）で言及したこ

る。

とがある。

（Rehm，

a．a．0．

S．75f．）しかしこれはいさ

さか偏狭な見方と言うべきだろう。ハイソリヒの知

なお、（近年ドイッ本国のゲルマニスティクに多

識人としての体質がロマソス語圏への傾斜と切り離

く見られる）社会史的な観点の限界についてもここ

せないことは確かであり、この点については私も本

で簡単に述べておきたい。H．
Literatur．
1918．

Eine

A．

Glaserの。Deutsche

Sozialgeschichte．

論考の第1回で指摘した（連載第1回の本文最後の

Bd．8．1880一

あたりを見られたい）。しかしエキゾチシズムは

（Reinbek［rowohlt］1982）では、世紀転換

「文明の文士」だけではなく、万人の内部に宿って

期のドイツの政治的膨張が強調された後、文化的デ

いる。トーマス・マソがロマソス語圏からの影響を

カダソスがそれに抵抗するものだったと述べられ、

完全に拒絶して自己形成を成し遂げたというのは虚

ハイソリヒ・マソについてこう言われている。《雑

偽である。先に引用した（上記の註8）トーマスの

誌「二十世紀」の保守的・国家主義的な発行人から

発言、《リューベックのゴシック風なところと、一

デカダソな文士にして『女神たち』三部作の作者へ

筋混じったラテソ気質。私たち二人がそれぞれこれ

と至る道には、人を幻惑する美の力が示されている

らの一方だげを受け継いでいると見なすなら、それ

が、彼の社会批判小説『逸楽境にて』を加えるなら、

は誤りでしょう》の方が、むしろ正鵠を射ていると

美の解放的な力をも認識できよう。デカダソスと唯

言えよう。無論それは、マソ兄弟のそれぞれの特質

美主義は美の輝きであるが、同時に社会主義がヨー

に目をつぶれということではない。

ロッパ中で力を失っていた時代のエリート的な対抗
勢力であり、詩的・演劇的な啓蒙でもあったのであ

㈲Heinrlch
Berlin

und

Mann：Briefe

an

Ludwig

Weimar（Aufbau）1980．

Ewers．

S．384．

る。》（S．55）

ここに見られるのは、「社会性」を強調する余り
V．
万事を一元的に当時の支配権力への批判と見る言わ
（1）ピッポ・スパーノPippo
ば金太郎飴的な論理である。この見方に従えば、
「社会批判小説」である『逸楽境にて』の力を借り

1．Au飴ge

なくては唯美主i義的な『女神たち』が説明できない

degli

ことになり、唯美主義のエリート意識は大衆に向け

und

られる「啓蒙」とは相容れないということも無視さ
れてしまう（ヒロイソが第一部の最後で言う台詞を

Novellen

1978．コの註ではFilippo

Buondelmonti

Scolarlとなっており（S．411）、

Dolche

II．

FS版。Fl6ten

の註では（S．99）Philippus

Hispanus

となっている。
（2）GW，

思い出していただきたい）。またダヌソツィオのよ
うな唯美主義者が愛国主義者に転じていった例を考

Spanoというのは通称だっ

たらしいが、本名はGW版［Bd．17．

Bd．17．

S．34．

CL，

Bd．7．

Novellen．

S．306．
（3）GW，

えるなら、唯美主義を簡単に支配勢力への抵抗など

S．58．

CL，

S．330．

本文で述べた通り、『ピッポ・スパーノ』には二
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の反対語はTrag6dieではなく「生きることLeben」

①モームr世界文学百選』第2巻所収、河出書房、
1961年、吉田正己訳

なのである。
実際の作品に即して見ていこう。

②筑摩書房版r世界文学全集』第45巻、1967年、
渡辺健訳

第1章で主人公マリーオは帰宅する途中様々な女
たちのことを脳裏に浮かべるが、そのうちに悲劇女

いずれもすぐれた訳業だが、作品のキーワードと
も言うべき単語の訳について疑問を呈しておきたい。

優のティーナのことを思い出す（GW，
CL，

S．18f．

S．290f．）。彼女は今晩大成功を収めた俺の劇

それはKom6diant（in）及びKom6dieの訳し方で、

に出演してくれなかった（この箇所の訳も、吉田訳・

双方の訳とも一律に前者を「喜劇役者」、後者を

渡辺訳ともズレている）。劇作家たる自分と俳優た

「喜劇」としている。しかしこれでは適訳とは言い

る彼女の協力関係がすぐれた劇効果を幾度となく生

難い場合が多いように思う。ここでは私は試みに

み出してきたというのに。俺の方はともかく、彼女

Kom6diantを「河原乞食」としてみたが、この作
品のKom6diant（in）は一般に「役者」或いは「演

の方は俺に気があったから、そのためだろうか。そ
んなことを主人公は考え、引き続き次のように思念

技者」、Kom6dieは「芝居」または「演技」とすべ
きではないだろうか。

をめぐらせる。
《俺たちの恋愛ほどのKom6dieはこの世にありゃ

作中にはTrag6die及びTragOdinという単語も出

しない。俺たちのあらゆる情熱、生命を燃やすよ

てくる（GW，

S．16，18．

CL，

S．288，290）。こ

れは文字どおり「悲劇」「悲劇俳優」でよい。前者
は主人公が書いた実際の劇作品としての「悲劇」で

あり、後者はそれを演ずるプロの役者という意味で
の「悲劇俳優」であるからだ。

うな俺たちの姿の背後からは、芸術が、いかがわ

しい笑みを浮かべた楽屋ずまいの人間が、新しい
役柄の効果を探ろうと顔をのぞかせているのだ。

時折一方が、相手はただKom6dieを演じてい
るに過ぎないことに気づく。すると急に二人とも

これに対してここでのKom6diant（in）は、職業
的に喜劇だけを演じる俳優という意味ではない。

吐き気をもよおして、けんか別れする。だが四力
月後には再びリハーサルで顔を合わせるのだ。あ

またその所作や考え方が世間の人から滑稽に思われ

れは職業上やっていることだ。恋愛なんぞでは微

るような人物という意味でもない。そもそもKom6di一

塵もない。》

ant（in）という単語には、辞書を見れば分かるとお

ここで二回出てくるKom6dieという単語のうち、

り、「喜劇」専門の俳優という意味はなく、単に

最初の方は「喜劇」と訳してもいいだろう。職業上

「俳優」という意味しかないのである。無論しばし

恋愛を創作したり演じたりすることに慣れてしまっ

ば軽蔑的なニュアソスをこめて使われるのだが、そ
れはKom6diant（in）が「喜劇」を演ずるからでは
なく、俳優という職業が物真似屋で河原乞食だから

た者同士の恋愛は虚構感覚を抜けでられないと言っ
ている箇所であるが、同時にそういう恋愛は滑稽だ
という含みもあるからだ。だが後の方を「喜劇」と

なのだ。「絵空事に過ぎない」のに「いつわりの感

訳したのでは収まりが悪い。劇作家・俳優として人

動に我とわが身を欺き、目には涙をため、顔色蒼然

間の情熱を研究するために恋愛をしてみせていると

としてとりみだし、声も苦しげに、一挙一投足、そ
の人物になりきっている」からなのである。

言っているのだから、「恋愛の演技をしている」と
でもすべきところだろう。

『ピッポ・スパーノ』でのKom6diant（in）は、
必ずしも職業的な俳優だげではなく、劇に限らず虚

次にいこう。第2章に入って、帰宅したマリーオ
の眼前に、その晩劇場内でも見かけた若く美しい娘

構（文学・芸術）に身を捧げ、その思考や行動が虚

ゲソマ・カソトッジが現れる。彼女はすでに有名な

構を生み出すことにのみ向けられているような人物

道楽者と婚約している。この種の女性が誰であるか、

を指しているのである。したがってKom6diant（in）

マリーオは知っていると思う。長期閻にわたって社

の反対語はTrag6de（Trag6din）ではなく、虚構に

交界の中心となり、時が過ぎても何人かの老人に陶

染まらず自分の欲望や感情に忠実に生きているとい
う意味での「人間Mensch」である。同様に、

Kom6die

酔の記憶を残すような女なのだ。この種の女が何者
で何を体験するかは分かっている。夫が犠牲になり、
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大衆が喝采するのだ。そして、マリーオはこう考え

だって、一」

る。

彼女は憂欝と誇りをこめた身震いをした。

《この女は同業者として、Kom6dlantinとして、

「私はKom6diantinなんだもの。」》

芸術家たる俺のところにやってきたのだろうか。

S．169．CL，

どうしたら素晴らしい成功を収められるか、忠告
を得ようとして来たのだろうか。》（GW，

CL，

（GW，

S．438）

どれほど不幸な目に会おうと、役作りがどれほど

S．27．

S．299）

の困難を伴おうとも、私は演劇をやり通す、なぜな

ら自分はKom6dlant1nなのだから

この独白は、

ここで言われているのは、社交界の女王としての

市民階級からは河原者と蔑まれている俳優という職

役割が、劇作家や俳優のそれと同じだということで

業に、自分は至高の価値を認めるのだという決意表

ある。社交界にデビューする若い娘が、すでに劇作

明である。どういう訳をつげるべきかは言うまでも

家として著名な自分にその意味での成功の秘訣を尋

あるまい。

ねにきたのか、そう主人公は思った訳だ。したがっ

また、『ピッポ・スパーノ』によって執筆が一時

てここでKom6diantinを「喜劇役者」とするのは

中断した長篇『愛の狩猟』にも女優ウーテが登場し、

具合いが悪い。「俳優」なり「演技者」なり、もう
少し意味のとれるような訳にすべきだろう。

上記と同様の用例が散見される。
Bd．3［3．Auflage

1988］．

（例えば、GW，

S．27，44．

CL，

Bd．10．

参考までに、ハイソリヒ・マソが他の作品で

S．35，56）「生・人間」対「芸術・芸術家」という

Kom6dieやKom6diant（in）をどういう意味で使っ

テーマ自体もこの長篇に見られるが、詳しくは本論

ているかを少し見ておこう。『ピッポ・スパーノ』

で『愛の狩猟』を扱う際に言及するので、ここでは

からあまり時を経ずに書かれた短篇に、『女優

触れないことにする。

Schauspielerin』がある。女優を志して大成せず後

ちなみに、初期のハイソリヒ・マソにとりKom6di一

年自殺した二番目の妹カルラをモデルにした作品で、

ant（in）という言葉及びテーマがきわめて重要であっ

1904年から05年にかけて書かれ、妹が自殺した1910

たことについては、Klaus

年に発表されている。

Schr6terが1965年に指

摘している。

市民階級の娘レーオニは十九歳の時、ミュソヘソ

Klaus

宮廷劇場の俳優ヘルフリートに夢中になる。そして
劇場への出入りにまで彼の姿を求めるようになる

Zu

Schr6ter：Anfange

den

Grundlagen

Stuttgart（Metzler）1965．

Heinrich

seines

Manns．

Gesamtwerkes．

S．108f．

（今の言葉で言えば、親衛隊になった訳だ）。俳優

ただしSchr6terはこの書で、1896年の短篇『幻滅

のヘルフリートは舞台を離れても、娘たちに見守ら

Enttauschung』で初めてKom6diantのテーマが扱

れていることを意識してたち振舞っている。そして、

われたとしているが、Kom6diantinという単語自

《レーオニは言いようもなく彼のことを誇らしく

体はすでに1892年から93年にかけて執筆された処女

思った。彼がちらと自分を見てくれたことよりも、

長篇小説。ln

街路上ですら彼が続けているKom6dienspielが彼

女を幸せな気持ちにしたのだった。

einer

Familie

にも出てくる。そもそ

もの文学的出発の段階からこの単語がハイソリヒ・

マンの心にかかっていたことは確かと言えよう。

彼女は家族親戚の前で、Kom6dlenspielenこそ

einer

Familie．

がこの世で最も素晴らしいものだと公言するよう

E．Albert＆Co．）1894．

S．214．

になった。》

（4）Heinrich

Bd．7。

（GW，

Bd．17．

S．100。

Heinrich

CL，

S．369）

Klaus

ここでのKom6dienspie1が「喜劇」ではなく、
「芝居」の意味であることは明らかであろう。

Mann：Briefe

Prlnkus．

an

M面chen（Dr．

Karl

Lemke

und

Hamburg（Claassen）o．J．⊂1964コ

S．66．この書簡集で『ピッポ・スパーノ』に触れ
られた箇所は、全てFS版の。Fl6ten

そして作品の最後はこうなっている。不幸な愛を
経験しながら、演劇への情熱でそれを乗り越えよう

Mann：In

und

Dolche

に収録されている。

（5）lbid．

S．45．

とする彼女。
（6）上の註4に引用した書簡で、ハイソリヒ・マソはさ
《彼女は自分に言い聞かせた。「私はやり通すわ。
らにこう述べている。《晩に〔フィレソツェの〕人

マソ兄弟の確執

1903〜05年

けのない通りを橋を幾つも渡って政庁前広場まで、

いのではない。坂口尚史は「ハイソリッヒ・マソの

創作のことを考えながら散歩しました。そこの聖リ

短篇『ピッポ・スパーノ』における芸術家像」

パラタ修道院でそれまでもしばしば見ていた絵が、

（慶

応大法学研究会「教養論叢」第64号［1983］所収）で、

少し前に書き始めていた長篇『愛の狩猟』を押し退

ダヌソツィオの『死の勝利』からの影響を、GW版

ける勢いで私に迫ってきたのです。私はこれに従い、

所収の資料やR．Wernerの研究書を引用しつつ指

最初に短篇を書き上げました。うまくできたのです。》

Ibid．

59

摘している。他にハイソリヒ・マソが若い頃愛読し

S．66．

たブールジュの影響等も主張されているが、ここで

またそれから約一カ月後の5月27日にLemkeに

はその点に深入りはしない。

宛てた書簡ではこう語っている。《それ〔『ピッポ・

（7）Mendelssohn，

スパーノ』執筆〕はちょうど私がフィレソツェ風の

（8）THBW，

安楽椅子を入手した時だったと思います。古風な模

（9）Mendelssohn，

様が彫ってあり、青緑色に金が混じった塗装でした。
この椅子はあの短篇を書くのにお読え向きでした。

Der

Zauberer．1．

S．528

u．521．

S．40．
a．a．0．

S．527ff．

O◎KomOdiantの訳し方については、上の註3を見よ。
㊨GW，

世紀初めの唯美的な傾向に合っていました。》

S．35f．

CL，

S．307f．

吻これは、トーマスの表現がオリジナルでハイソリヒ

Ibid．・｛麺8f．一〔．．

のが模倣だというような単純な話ではない。『卜一

また、1932年の自伝的な文章『少年少女へ』では

ニオ・クレーガー』のこのあたりの表現が、ニーチェ

こう書いている。《何より彼〔ハイソリヒ・マソの

やブールジェの影響を受けていることはBanulsが

こと。自分を三人称で書いている〕が少年たちに示

指摘している。

したかったのは、当時の男性に欠けていると思われ

sein

Bruder

（Banuls，

Heinrich．

Thomas

Mann

und

S．105ff．）お互いの芸術家

た性質だった。彼は男性にプライドが失われている

小説について兄弟がほとんど発言していないという

と感じた。だから彼は長篇『臣下』を書いたのであ

事実について、私が《暗黙の了解のようなものがあっ

る。勇気が欠けていると思った。だから短篇『ピッ

ポ・スパーノ』を書いたのである。》
Bd．17．

たのでは》と本文に書いたのは、二人の共通の読書

GW，

基盤を含めてのことである。

S．411．

例えば、本文で引用した『トーニオ・クレーガー』

また、1946年に書いた自伝的な文章の中ではこう

と『ピッポ・スパーノ』の芸術・芸術家分析の背後

述べている。《長い間彼の〔ここでもハイソリヒ・

には、ニーチェの次の発言があると考えられる。

マソは三人称で書いている〕最高の短篇とされた作

《芸術家は大いなる情熱の人間ではない。

品は、『ピッポ・スパーノ』といい、古い悲劇と永
遠の楽音の町フィレソツ。、との長い付き合いの産物

である。》

H．Mann：F16ten

und

Dolche．

舩自身を観察しながら生きるのだ。彼らは自分自

身を窺っている。彼らは余りに好奇心旺盛だ。）そ

（FS）S．127．

して彼らには大いなる情熱への恥じらいも欠けてい

『ピッポ・スパーノ』執筆のきっかけや背景をう

る（彼ら芸術家は情熱を食い物にするのだ）。》

かがわせるハイソリヒ・マソ自身の発言は、現在判

（下線部は原文で斜字体）

明している限りではほぼこういったところである。
この作品を政治的な寓意と解釈できる意味合いの発

Karl

Nietzsche：Werke in 3 Banden． Hg． von
Schlechta． M nchen（Carl Hanser）1956．

言もハイソリヒ・マソは残しているが、ここではそ

Bd．III．

の点には触れないでおく。
なお、本論考はマソ兄弟の関係に焦点を定めたも

（…）

彼らには自分自身への恥らいが欠けている（彼らは

S．622f．

（1⇒iIIの註11を見よ。
（14）GW，

S．24f．

CL，

S．296f．

のであるから、『ピッポ・スパーノ』成立に関して

なおBanulsもこの箇所に『トーニオ・クレーガー』

も『卜一ニオ・クレーガー』からの影響の可能性を

に対するハイソリヒ・マソの回答を読み込んでいる。

主として論じたが、無論一篇の小説ができあがるに
は様々な経緯が考えられるので、弟の芸術家小説だ
けが『ピッポ・スパーノ』を生み出したと主張した

Banuls：Thomas
Heinrich．

㈲Mendelssohn，

Mann

S．116．
a．a．0．

S．528．

und

sein

Bruder
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㈲私のように外国語としてドイツ語を読む者の立場か

ち』に登場する芸術家が皆異性との愛故に死に、或

ら、いささか頼りない印象批評のごときものになる

いは芸術の無力を痛感するように。

が、文体の違いについて感じたところを付け加えて

これに対してトーマス・マソの場合、「生」とは

おくと、ハイソリヒ・マソのイタリアを舞台とした

もう少し広く、一般的な市民、及びその生き方に結

小説は非常に読みやすいと思う。きっちりとした構

びついている。近年トーマス・マソの日記公開と共

文、鮮烈でイメージが明快な形容詞、ドラマティッ

に彼の同性愛的嗜好が指摘されるようになっており、

クでとらえやすい各人物の動作や心理など、あたか

この側面からアプローチすると、マソ兄弟がセクシャ

も外国語としてドイツ語を習得した人間が書いた小

リティにおいても対照的で、それが作品の違いを生

説であるかのごとく（或いは、外国小説をドイツ語

み出したのだという議論も可能である。『トーニオ・

に翻訳したもののごとく）外国人に読みやすい文体

クレーガー』におけるアルミソ・マルテソスやパウ

となっている。そこには、外国人としてイタリアに

ル・エーレソベルクの影を考えてみてもこれは看過

暮らしその風物を観察したハイソリヒ・マソの心理

し得ない要素であるが、ここでは深入りはしないで

と姿勢が反映しているとは考えられないだろうか。

おく。1950年3月12日の日記でドーマス・マソは、

これに比べるとドイツを舞台とした『愛の狩猟』

ハイソリヒが死ぬ間際まで女の裸体画を描き続けて

の文体は構築的ではなく、省略が多いので読みにく

いた事実に言及し、性的なものは末弟ヴィクトルを

いところがある。
（17）GW，

S．49f，

除く我々兄弟姉妹四人にとって問題だったと記して
CL，

S．321f．

いる。

「生」を前にした芸術家がおのれの原稿を燃やし

てしまうというシーソは、この後に書かれた長篇

Thomas

M加n：TagebOcher

a．M．（Fischer）1991．

『ウソラート教授』でも多少設定を変えて出てくる。

Maroel

1949−1950．

Fran㎞ユrt

S．175．

Reich−Ranickiは、トーマス・マソの上

堅物の教授は女芸人のフレーリヒに恋をして手紙を

記の日記をもとに、ヘテロ・セクシュアルであるこ

書こうとするが、適当な便箋が見あたらなかったの

とをおおっぴらにし得たハイソリヒ・マソと、それ

で、それまで精魂を傾けて書いてきた論文原稿の裏

に嫉妬しつつ自分のホモ・セクシュアルな性向を公

を利用し、ついには論文などどうでもよくなってし

にし得なかったトーマス・マソという図式から二人

まうのである。

（GW，

S．164，177f．

CL，

Bd．4．［3．Auflage

Bd．8．

1984］

の関係を敷術しているが、これも一つの見方ではあ

S．497，507）

ろう。

ハイソリヒ・マソの二元論と想像力の働き方に、
この頃まで変化がなかった証拠と言えよう。
ちなみに、ハイソリヒ。マソにとって「生」とは

記が公刊される前に論じているから、いずれの筋か
らか情報を得て、その際誤記が生じたのであろう。）

事実上、異性愛のことである。『ピッポ・スパーノ』
の最初のあたりで、自分たちの活動は全て女のため

になされると主人公が考えるように、また『女神た

（R．−Ranickiは3月11日の日記と記して

いるが3月12日が正しい。彼はマソの1950年の日

Marcel
die

Seinen．

Reich−Ranicki：Thomas
Stuttgart（DVA）

1987．

Mann

und

S．166f。

