被害者としてのドイツ人‑アルノ･ズルミンスキの長編小説
『ヨケーネンあるいは東プロイセンからドイツまでどのくらい走るのか』
宮内俊至
東方出身の作家としてまっさきに想起されるのはギュンター･グラスとジータフリー
ト･レンツであろう｡レンツは1926年に東プロイセン･マズーレン地方の中心都市リュク
で,グラスは1927年にダンツイヒで生まれている｡二人とも戦争末期に少年兵として出征
した経験を持っている｡この二人よりも7,8年後に東プロイセンで生まれた作家がいる｡
アルノ･ズルミンスキである｡東プロイセンのほぼ中心部にある小村に生まれ,戦争が終
わった時には10歳,両親はシベリアに抑留され,11歳の時にドイツに強制移送されている｡
その経験,すなわち,ソ連軍の侵攻,逃避行,両親との離別,そしてドイツへの追放など
が彼に小説を書かせる原動力になった｡戦後しばらくの間,過去の克服というテーマのも
とに幾多の作品が書かれた｡グラスは初期の長編小説『ブリキの太鼓』や『犬の年』でナ
チスの共犯者としてのドイツ人の罪を告発し,レンツは『国語の時間』においてドイツ人
の過度な義務への忠実さに焦点を当てた｡そして,そのような一連の創作活動がようやく
衰えを見せ始めた頃,ズルミンスキは自らの体験に基づいて,被害者もしくは犠睦者とし
てのドイツ人という視点から『ヨケーネンあるいは東プロイセンからドイツまでどのくら
い走るのか』(1)を書いた｡本稿ではこの作品を対象に,グラスの『ブリキの太鼓』(2)とレンツ
の『郷土博物館』(3)との比較を若干交えつつ,ズルミンスキの創作の意図と原点を考察して
みたい｡
すでに触れたように『ヨケーネン』は自伝的色彩の非常に濃い作品である｡主舞台とな
る村ヨケーネンは著者の故郷イェークラクと場所も規模も同一と見てよく,著者と主人公
の少年の生年月はまったく同じであり,両者の父親の職業も同じ仕立屋である｡両親がソ
連軍に連行･抑留されたのも,孤児となってドイツに移送され,子沢山の家庭に養子とし
て迎えられたのも一致している｡それは,ドイツ辺境の小村での10年にわたる牧歌的で幸
せな幼少年時代,そして戦争末期の恐怖と悲惨,この激変と言うも愚かな変化が及ぼした
影響がいかに大きかったかを物語っていると言えよう｡
ところで,東プロイセンとはどのような土地なのだろうか｡レンツは短編集『ズライケ
ンはかくも優しかりし』の｢あとがき｣の中で自らの故郷について次のように述べている｡
私の故郷はいわば歴史の背後に隠れていました｡有名な物理学者を生み出しもしなけ
れば,ローラースケートのチャンピオンや大統領を輩出したこともありませんでし
た｡そしてこの地に見られたのは,人間社会の中に埋もれている金なのです｡つまり
樵と農夫,漁師,現物給与の労務者,零細手工業者,そして等作りなどでした｡彼ら
は日々淡々と辛抱強く生きていました｡そしてお互いに口を開くとなると,古くさく
なったニュース,羊毛刈りや泥炭掘り,満月やそれが今度のジャガイモに及ぼす影響
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とか,キクイム シのこ と,あるいは恋愛 について話すので した｡(1'
このマズー レンに隣接 し,同 じように歴史か ら置 き去 りにされた ような寒村 ヨケ‑ネン
に,小説の主人公 となるヘ ルマ ンが誕生す る｡それは1934年 8月 2日,すなわち第一次大
戦初期 タンネンベルクでロシア軍 を破 って ドイツと東プロイセ ンを救 った英雄 ヒンデ ンブ
ルクの死んだ 日であった｡ ここで ｢
歴 史の背後に隠れていた｣村 ヨケ‑ネンは歴史 とつな
ヘルマ ン]の歴 史であ ると同時に2
00人の ヨケ‑
が ることになる｡ ｢とい うの も,それは彼 [
ネ ンの魂の歴史で もあるか ら｣ (6) である｡ か くして ヨケ‑ ネンの村 人の1
93
4年 8月 2
日か ら1
9
45年の クリスマス までの歴史が始 まる｡それは,
村が徐 々にナチスの茶色 に染 まっ
てい き,最後 に破局 を迎 える歴史にはかな らないのである｡
ヘ ルマ ンの父親 カルル ･シュテブ タ‑ トは仕立屋 であ る と同時 に村 長の座 に就 いてい
る｡ 彼が村長になったのは1
924年,ケ‑ニヒスベルクでの修業 を終 えて相 に戻 った時の こ
とであった｡村 人は彼が最 も優 れた学童であったことを覚 えていたか らである｡ もっとも
シュテブタ‑ トは快 く引 き受 けたわけではない｡彼の達巡 に決着 をつけたのは,大農場主
の ｢われわれにはここに相応 しい村長が必要なんだ｣とい う一言であった｡大農場主は第
一次大戦時に少佐であったために,村 人か ら少佐 と呼ばれてい る｡村 に少佐 に逆 らえる者
はいない｡｢
少佐 はまさに少佐 であった｣(
17) とあるように,少佐 はかつての領主 とほぼ
同等の権限を有 してお り, ヨケ‑ネ ンには前世紀の封建 的 とも言える雰囲気や慣習が色濃
く残 っているのである｡
村人は殆 ど全員が愛国心厚 く, また保守的である｡ 彼 らは ｢
骨の髄 まで ドイツ国家主義
者で, ヒンデ ンブルク‑ の忠誠心 を抱いていた｣ (
16) のであ る｡ こうした精神 的風土 は
ナチスに とって格好の土壌 となる｡ 村人は何の疑念 もな く党の手帳 と党章 をもらい,寄付
金 を払い, ヒンデ ンブルクの写真 の横 にヒ トラーの写真 を掲げる｡ 村長 は新 しい時代の印
として郡発行の官報 と ｢フェルキ ッシヤー ･ベオーバハ タ‑｣とを定期購読す るようにな
黒 白赤か ら茶色‑ の変色 ｣(
19) はま
る｡ とはいえ, ヨケ‑ ネ ンにおける旧帝 国国旗の ｢
だ まだゆっ くりした ものであ った｡『ブ リキの太鼓』に見 られ る大規模 で華やか な集会や
行進 な どの示威運動は, このあま りにもちっぽけな村 には無縁 だった｡ 一帯の中心都市 ド
レングフル トの NS
DAPの支部が村 で唯一の居酒屋 で ささやか なパーテ ィを催 したのが
関の山であった｡
もちろん中にはわずかなが らナチスの色 に染 まらない人間 もいる｡ 少佐 は依然 として旧
0日,
帝国への忠誠 を保 ち続 けてお り,自邸 には常に黒 白赤の旗 を掲 げている｡1
93
4年 4月2
す なわちヒ トラーの誕生 日に, シュテブ タ‑ トが初めてハーケ ンクロイツ旗 を庭 に翻 させ
た際 には,少佐 は荷馬車 に堆肥 を積 んでやって くるや,それを自らの手で農地 に蒔 くので
ある｡ もう一人はヘルマ ンの伯父 フランツで,彼は反ナチス とい うよ りは戦争その ものに
反対 している｡ ところが,その彼 も危 う く入党 しそ うになった ことがある｡ それは,党が
債務 を負 った大農場 を農民 に分譲 したことに感銘 を受 けたか らであった｡ しか し彼 はす ぐ
にナチスの欺臓に気づ く｡ つ ま り,彼 らは農民の前では農民の側 に立 ち,労働者の前では
労働者の側 に立ち,農場主の前では農場主の側 に立つ ことを悟 ったか らである｡ 彼 らは誰
にで も希望 を吹 き込み,そ して人々の魂 を奪 うことを見破 ったのである｡さらにもう一人,
共産主義者がいる｡それは壁職人のザ イ トラーで,彼 はその昔赤旗 を振 ってでデモ行進に
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参加 した過去 を持 っている｡ しか しなが ら,い までは年金生活 を送 っている高齢者 にす ぎ
ない｡
一方積極的 にナチスに傾 いてい く人物 も皆無ではない｡少佐の もとで搾乳夫 として働 く
アウグス トは SSに入隊 し, ワル シャワのユ ダヤ人ゲ ッ トーの一掃 に も参加す る｡ そ して
もう一人は大農場検査官のブロ ンスキである｡ 常 に ｢
小柄 な｣ と形容 される彼 はイデオロ
ギーに共鳴 した とい うよ りは 自らの出世のためにナチ スの制服 を身にまとうのであ る｡ 徴
兵の危機 に直面 した際 には, 占領 した東部地域 において経験豊富 な大農場経営者が求め ら
れていることに 日をつけ,急速 ウクライナの大農場 に赴 くとい う持 ち前の要領の よさと行
動力 を発揮す るのである｡
ヨケ‑ネンにまだ電気が来ていない とい うことは象徴 的である｡ ヨケ‑ネンは情報か ら
切 り離 されている｡ 外部 とのつ なが りはひ とえに村長宅の電話 と彼が購読す る官報 とナチ
スの機関紙 を通 してであ り,それは当然の ことなが ら極 めて一面的かつ不十分な情報 しか
提供 しない｡そ こか ら一種 の悲喜劇が引 き起 こされ る｡ そ してそれは地域の中心地 ドレン
グフル トです ら変わ らない｡帝国でクリス タルナハ トが吹 き荒れた 日, ドレングフル トの

SA 支部は眠っていた｡ つ ま りこの田舎町 にクリス タルナハ トは無縁 だったのであ る｡ 翌
日になって初 めで情報 に接 した SA は行動 を起 こそ うとす るが,町にはユ ダヤ人がたった
の 3人 しかい ない｡一 人は戦傷者,一人は高齢者,残 る一人は服地商 を営むザムエ ル ･マ
テル ンである｡SA はある夜,行商か ら帰 る途中のマ テル ンを襲 う とはいえ,彼 を後 ろ
｡

手 に縛 り上げて馬車 につ な ぎ,商品袋 に黒ペ ンキでハーケ ンクロイツを殴 り書 きしただけ
で,マテル ンの所持金 に も手 をつ けない とい うたわい ない所業 にす ぎない0SA 支部長 ノ
イマ ンは詳細 な活動報告書 をラステ ンプルク市の SA 郡指導部に送付す る ものの, まとも
には取 り合って もらえない｡ ノイマ ンに してみれば,町 にいる ｢
すべてのユ ダヤ人が 自然
にこの世 に別れを告げる前 に,輝か しい活動が なされねばな らなかった｣ (
2
6
)のである｡
そ こで彼 らはマテル ンの商店 を閉鎖 し,それ を誇 らしげにラステ ンプルクに報告す る｡ と
ころが ラステ ンプルクでは,帝 国内に まだユ ダヤ人の商店が残っていたことに驚博 し,直
接行動 に出てマテル ンを連行す るのである｡ このノイマ ンに輪 をかけで情報 に疎 く, また
認識の限界 を示すのが シュテブ タ‑ トである. 彼 は,マテル ンの ｢
常 にまっとうな商売 を
し, ドイツ人 を編 したこ ともなければ損 害 を与 えた こ ともない ことを証 明 して ほ しい｣

(
1
02) とい う懇願 に対 して,迷 った末 に ノイマ ンに宛 ててマテ ル ンを擁護す る手紙 を書

｡

く ｢まっ とうなユ ダヤ人 とまっ とうでないユ ダヤ人 を区別す ることは総統の意思 に叶 っ
てい るはずです｡例外があって しかるべ きです｡ まっ とうなユ ダヤ人は別の扱 いを受ける

1
03
) と｡ シュテブタ‑ トはユ ダヤ
べ きです,例 えばこのザ ムエ ル ･マテル ンの ように｣(
人を も道義的 ･倫理的な尺度で見 ようとしているが,それは彼がナチスの人種政策,反ユ
ダヤのイデオロギーを理解 も認識 もしていない こと,す なわち中央 に盲従す るだけの国家
主義者であることをを明 らか に しているのである｡
ヘ ルマ ンは, ヒ トラーユーゲ ン トの隊長になることを夢見 るような軍国少年 として育 っ
てい く｡ その対照的な存在 として,かつヘルマ ンの親友 としてベー ター ･アシュモナイ ト
がいる｡ 二人の最初の出会いが,彼 らの性格が対照的であることを如実に物語 っている｡
先 に述べ た NSDAP主催 のパ ーテ ィには子供 た ち も招 かれていた｡なに しろ ｢
子供 たち
19) か らだ｡ さて,そのパーテ ィでヘ ルマ ンは他の子供 たちが手 に して
は未来であ る｣(
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いたハーケンクロイツの小旗 を欲 しが り,母親マルタがある少年か らわずかな小銭 と引 き
換 えにそれを手 に入れてや るのだが,その少年がベー ターである｡ ヘルマ ンはあっさりと
小旗 を売って しまうベー ターに驚 きを禁 じ得ないが,ベー ターに してみればハーケ ンクロ
イツには一銭の価値 もない｡彼 にとって価値あるもの といえば,食べ るものにはかならな
い｡彼はヘルマ ンよりも 2歳年上の,村 に大勢いる大農場 に雇われている現物給与労務者
のチで,父親はすでに戦場 にお り,母親が働 きに出ていた｡ ベー ターは自分 と盲 目の祖母
のために,大農場の池か ら魚 を盗み取 って料理するといった具合 に,食料の不足 を自己調
達で補 う必要に迫 られている｡ 因みに,このベー ターの姿 には,両親 と引 き離 されてか ら
ドイツへ移送 されるまでの しば らくの間,人 も殆 ど住んでいない ような土地で一人で生 き
ていかなければな らなかった著者の経験が投影されていると見ることがで きる｡ さてベー
ターは,後に父親の戦死の報 に接 した時,凍死 したのだろうと言 う祖母 に強 く抗弁 し,戟
死 を主張 して父親の名誉 に拘 りを見せ るが,それを例外 として彼は戦争 を常 に冷めた 目で
見ている｡彼がヘルマ ンとともにビー トを貯蔵 してある室 に潜 り込む場面を見てみ よう｡
｢こういうビー ト室はいい隠れ家 になるな｣ とベー ターが言った｡｢ロシア人が来た
ら,この中に潜 り込むんだ,そ した ら見つか らない さ｣
｢
何でロシア人が来るの ?｣とヘルマ ンは不思議そ うに訊いた｡
｢
連中だって負 ける時 もあれば勝つ時 もあるさ｣ とベー ターは,室か らビー トを,池
か ら魚 を盗むことがで きれば,そんなことはどうで もいいことであるかの ように言っ
た｡ (
11
2)
あるいはヘルマ ンが,ラステンプルクに来る総統 を見 に行 こうとベー ターを誘 う場面｡
ベー
ターは ｢
総統はぼ くたちに 5マルクくれるだろうか｣ と言ってヘルマ ンの気分 を損 ねる｡
ヘルマ ンはむっとして黙 り込んだ｡ベーターは何で も冷めた 目で現実的に見る,訊 く
ことといえば,魚 を捕れるか, リンゴを盗めるか,あるいは何か もらえるか というこ
とばか りだった｡ (
1
74)
ベーターのこうした現実主義的な在 り様は彼 に特有の もの というわけではな く,村の大
人たち,中で も女たちの間に広 く見 られる｡ 例えばフランツ伯父の妻へ‑ トヴイヒは戦意
高揚のスローガンが書かれた横断幕 を見て もまった く関心 を示 さない｡｢
勝利｣とは彼女
にとって占領地の名前同様馴染みのない ものであ り,彼女の頭 を占めているのは農作物で
1
77
) のである｡
しかな く,｢
雑草 に勝利す る,それがへ‑ トヴイヒ伯母 の世界 だった｣ (
すでに ドイツ軍はスター リングラー ドで敗北 を喫 しているが, まるで陸の孤島のようなヨ
ケ‑ネンはまだ戦争か ら遠 く離れている｡
バーデ ン ･バーデンでの静養か ら戻った少佐 は, ヨケ‑ネンの情報か ら隔絶 された,あ
るいは情報に鈍感な状態 を改めて浮かび上が らせると同時に, ヨケ‑ネンを体現 している
と見ていいシュテプダー トの愚昧な精神 をも照 らし出す｡｢アメリカは毎 日何百機 も飛行
1
29) とい う少
機 を造っている｡われわれはそんなにた くさん撃ち落 とせ るわけが ない｣ (

佐の発言に対 してシュテブタ‑ トは,いまだに旧帝国に忠誠 を誓 う老人の繰 り言 にす ぎな

‑9
4‑

被害者としてのドイツ人‑アルノ･
ズルミンスキの長編小説『
ヨケ‑ネンあるいは束プロイセンからドイツまでどのく
らい走るのか』

い とみな し, さ らに少佐が

｢
S
Sがユ ダヤ人に何 を しているか知 っているか｣ とユ ダヤ人

の虐殺 を示唆す ると,それ は敵が流 している噂であ り,｢ドイツ人にはユ ダヤ人 を殺す必
要がない｡彼 らは外国へ行か された り,収容所で働いた りしているんだ｣(
1
2
9
)と反論す
る｡ 彼のこの ような愚直なまでのナチスへ の信頼 はフランツ伯父 との対話にも現れる｡ ヒ

2
0
6
)と言 うと, シュ
トラー暗殺未遂事件 に関 してフランツは｢
遅す ぎる, 5年遅す ぎた｣(
テブタ‑ トは不謹慎だ とな じり,フランツも戦争初期の対仏勝利 を賞賛 したことを指摘す
るが, フランツの

｢
5
年間戦争が続いた後 に考 えを変 えるのは恥ずか しいことではない｣

(
2
0
7
)との言葉 に黙 る しか ない｡ ドイツ軍が撤退 につ ぐ撤退 を続 け, ドイツ全土が瓦磯
と化 しつつあることはシュテブタ‑ トも否定 し得 ない｡それで も彼 はヒ トラーへの信頼 と
期待 を捨て られない｡｢しか し何かが奇跡的なことが起 こるだろう,誰 も可能だ と思 わな
かったようなことが｡ア ドルフ ･ヒ トラーは次 々に奇跡 を起 こして きたのだ｡
｣(
2
0
7
)
少佐 とフランツ伯父,そ して もう一人ヒ トラーに批判的な人間がいる｡ 少佐の息子 ジー
クフリー トである｡ 彼 は戦争初期 にダンケルクでの功績 によって騎士十字勲章 を授与 され
て中佐 に昇進 した,村が誇 りとする人物であったが, ヒ トラー暗殺 に関与 した廉で逮捕 さ
れる｡ 少佐の妻 と中佐の嚢 との会話の中でその動機が明か され, さらにヨケ‑ネ ンの村人
の性格が明示 される｡
｢いつか ら彼はヒ トラーに反対だったの｣

｢
1
9
4
1
年か らです,ロシアへ侵攻 した時か らです｡条約 を結んでお きなが ら,その条
約の相手 を襲 うことは許 されない, と彼はいつ も言 っていました｣
｢
私 には一言 も言 って くれなかったわ｣ と少佐の妻 は不平を漏 らした｡
｢わかって ください,お母様｡ ここの人たちはとて も純朴 なのです,人を信 じやすい
のです｡話すわけにはい きません‑‑‑
｣(
2
1
4
f
.
)
村 人が戦争の現実 を直接 目にするのは,敵の捕虜が送 られて きた時である｡ そ してそれ
は政治的プロパガンダを通 して形成 された先入観 を正す契機 ともなる｡すなわち村人は敵
兵 もまた同 じ人間であることを認識 させ られるのだ｡ まずポーラ ン ド兵捕虜が送 り込 まれ
るが,｢ヨケ‑ネンは思った よ りも早 くよそ者 に慣 れていった｡ [
中略]毎 日一緒 にいるこ
とが別の世界 を開いた｡それは新聞に載っていたあの誇張 された相違 とは大 きくかけ離れ
ていた｣ (
65) のである｡ 続 いて30名の ロシア兵捕虜が姿 を現す｡ シュテブタ‑ トが持病
の腰痛 を悪化 させて動 けな くなった際,大農場財務官の ミコタイ トは 2名のロシア人を労
働力 として提供する｡シュテブ タ‑ トの もとに徒弟 として住み込んでいるハ インリヒは｢ま
ともな人間に見 える じゃないか｣ と謝 るが,｢きっ とミコタイ トが一番いい連中を くれた
んだ｣ (
1
88) と思 うことで 自らを納得 させ る｡ このハ イ ンリヒの 冒はまだ先入観 に曇 って
いるが, 9歳のヘルマ ンは現実 を素直 に受 け入れるだけの精神的柔軟性 を備 えている｡ 彼
は,｢
想像 していたロシア人 とはまった く違 う｡ この ような人たちを撃ち殺すなんて とて
も信 じられない｡近 くで見 れば,誰で もず っと人間的に見 える｡ 人を殺 し合 うようにしむ
けるのは異 なった観念 なのだ｡観念 こそが世界を邪悪 に しているのだ｡
｣(
1
89) と思 う｡
もっとも,特 に後段 は,わずか 9歳の子供が考 えるに してはいささか不 自然な印象 を与 え
る｡ これはヘルマ ンの口を借 りる形で,いわゆる全知の語 り手 (
著者)の見解が述べ られ
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ていると見るべ きで,同書の特徴の一つであると同時にズル ミンスキのス タイルで もある
ことを付言 してお きたい｡
44年秋,西 を目指す避難民の姿が見 られるようになった頃,突然 ブロンスキが村 に戻 っ

て くる｡ 1年半ほど前,少佐 の葬儀 にウクライナか ら駆 けつけ,党の制服 に身を固めた彼
は,少佐の邸に掲揚 された旧帝 国旗 をこき下 ろ し, ヨケ‑ネンを ｢眠 り惚 けた時代遅れの
寒村｣ と批判 し,｢ドイツ全土 に吹いてい る新 しい ドイツ精神｣ (
15
8) を声高 に叫 んでナ
チスの理念 を鼓吹 していたブロ ンスキ とは打 って変わって薄汚れた身な りである｡ ミコタ
イ 吊 よその様子か ら ｢ウクライナか ら歩いて きたのだな｣ (
221) と推測す る｡ そ して ｢ス
ラブの土地 に ドイツの防衛村｣ (
1
5
8) を建設す ると豪語 していたの とは正反対 に,即刻逃
げるべ きであると主張す る｡状況 を正確 に把撞 している と見 られるブロ ンスキ とは対照的
に, ミコタイ トは陸の孤 島 ヨケ‑ネ ンの住民 に相応 しく,｢それほ ど悪 い状況 には見 えな
い じゃないか｣と述べ,さらに｢
総統が約束 して くれたんだ,
東プロイセ ンを守 ると｣ (
222)
と, シュテブタ‑ ト同様 ヒ トラーへ の揺 るぎない信頼 を見せ る｡ またブロンスキが相 にま
だ敵の捕虜がいることに驚 きを禁 じ得 ないでいると, ミコタイ トは ｢ビー トの収穫 のため
に必要なんだ,ロシア人がいなければ引 っこ抜 けや しない｣ (
22
3) と反論す る｡ ミコタイ
トには戦況 よ りも明 日の ビー トの方が気 にかかっている｡ この点では彼 もまたベー ターや
へ‑ トヴイヒと変わ らず,極 めて狭い視野 しか持ち合 わせていない と言 えよう｡
フランツ伯父の言 う ｢ヨケ‑ネンでの最後のクリスマス｣ を迎えた頃には状況 はかな り
悪化 してお り,かつては東へ 向かっていた軍の車両や兵士が西へ移動 してゆ く｡ ヘルマ ン
は ｢どうして西へ 向か うのだろう｣ (
2
51) と謝 り, ソ連軍の砲撃 に対 して,村 の墓地 に陣
取 った ドイツ砲兵隊が反撃 しないのを不思議に思 う｡ ヘ ルマ ンは依然 として ドイツの勝利
を信 じて疑わない軍国少年の ままである｡ 父親のシュテブ タ‑ トもまた一向に動 く気配を
見せ ない｡ フランツに ｢
せ めて女子供 は安全な場所 に移 さねばならない｣ (
239) と言われ
240) シュテブ タ‑ トは,村 人の
て も,｢
模範 を示す ことを自らの義務 とみな していた｣ (

手前, 自分の妻子 を避難 させ ることに梼蹄する｡ この過剰 な義務意識 は頑迷 さと表裏一体
の関係 にあ り, この点で シュテブタ‑ トは レンツの 『国語の時間』の警察官オー レ ･イェ
プセ ンと同類である｡ 小村 の警察官であるイェプセ ンがベ ルリンか らの指令 に絶対服従の
態度を貫 くように, シュテプ ダー トも大管区長直々の命令 を受 けて相 に留 まろうとす る｡
一方マルタは,第一次大戦時の経験 に心の安寧 を見 出 している. す なわち,村 に現れたコ
サ ックのロシア兵が彼女 ら子供たちのためにスモモの木 を揺す って果実 を落 として くれた
出来事である｡ マルタは折 に触れその情景 を思い出 しては,当時 と同 じように今回 もまた
それほど酷い ことにはな らないだろうと思 っている｡ そ して ｢ヨケ‑ ネンでは誰 も何 も悪
い ことは しなかった,誰 もが義務 を果た しただけ｡だか らきっ とうま くい く｣ (
232) と一
種 の因果律 に望みを託すのである｡
壁職人に して共産主義者のザ イ トラー もまた彼 な りの拠 り所 を持 っている｡ つ ま り赤旗
である｡ 彼は, ロシア兵 に赤旗 を見せれば殺 されることはない と信 じているため,最後 ま
で村 に残 る｡ しか し皮 肉なことに, このザ イ トラーが まっさきにロシア兵 によって殺 され
ることになる. 彼が掲 げた赤旗 に対 してロシア兵 は一片の意味 も価値 も認めない｡ザ イ ト
ラーの個人的な思い込みや期待 も,マル タの楽天主義 も戦争 とい う現実の前にはまった く
無力である｡
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戦争 とい う現実 に実際的な能力 をもって対処で きるのは,村ではただ一人ブロ ンスキが
いるだけである｡い よい よとなると,彼 は馬 を駆 って村 中に触れて回 り,隊列 を組織 して
その先頭 に立 ち,村 人のための宿泊所 を手配す る

｡

この逃避行の際のプロンスキは単 に抜

け 目が な くて要領のいいだけの男ではな く, ヨケ‑ネ ンと村人たち‑ の愛情 と責任 を持 ち
合わせ,かつ一団を率いていけるだけの能力 と器量 を有す る人物であ り,さらに村 の男た
ちの中でただ一人逃避行 に成功 し,戦後 も西独 において成功 を収める希有な存在である｡
シュテブ タ‑ トや ミコタイ トとはまった く異 なるタイプであるが,それは単 なる偶然では
ない.彼 は ヨケ‑ネ ンに滞在 して 9年 になるとい う記述があることか らすると,大農場検
査官 として派遣 されて きた もの と見 られる｡ す なわち, ｢よそ者｣ と呼んで もいい人物で
あることに留意 してお きたい｡
逃避行の行 く手 を遮 る ものは多々あるが,その最たる ものが ドイツ軍である｡ 彼 らもま
た ロシア軍か ら逃げてお り,自身の避難 を優先 させ る｡そのために避難民 は長時間にわたっ
て足止 めを強い られるのである｡ 自国民 を犠牲 に して まで生 き延びようとす る ドイツ軍‑
の批判が ここに見 られる｡ グラスの 『ブ リキの太鼓』で も,逃避行の記述はご くわずかで
消毒剤 ｣と
はあるが, ドイツ軍 を批判 していると見 られる箇所がある｡第 2部の終盤で ｢
題 された車中,東方か ら逃れて きた女 医が こう語 る｡ ｢ケ‑ゼマル クでは東 プロイセ ンの
子供輸送隊 といっ しょに渡 し場 まで来 ました｡で も渡れ なかったのです｡軍隊だけで した｡
それで 4千 人 もの子供 たち｡み んなや られて しまったんです｡
｣(
3
4
0) ズル ミンスキ はま
た長編小説 『ポルニ ンケ ンあるいはある ドイツの恋』 において も,東方か ら西独へ逃 れた
人物 を して ｢
東 プロイセ ンでは兵士 よ りも民 間人の死者の方が多かったのだ｡人口の 5分

(
r
'
J
と語 らせているO
の 1が死んだが,それ もただ逃 げるのが遅れたか らだ｣
結局,ロシア軍 に追いつかれて逃避行は失敗 に終わる｡ だが, ここか らが寅の悲劇 ,す
なわち,殺害,略奪,暴行,抑留そ して追放 と続 く悲劇 の幕開け となる｡ レンツの 『
郷土
博物館 』 において も束か ら西への逃避行がお よそ40頁 にわたって詳細 に叙述 されるが,逮
避行が成功す る とい うこともあってか,被害 とい うべ きは,避難民 を乗せた輸送船が一隻
ロシア軍によって沈没 させ られる一件 だけである｡ 殺害,暴行等 に関わる個別具体的 な描
写 は皆無 と言 っていい｡ ところが 『ヨケ‑ ネン』では,それ こそが著者の 目的であるかの
ように,詳述 される 村の女 たちはマルタも含めてロシア兵 の ｢
女来い !｣か ら逃れ るこ
｡

とはで きないが,｢
小柄 な白い女性｣と呼ばれる, ヒ トラー暗殺 に関与 して逮捕 された ジー
クフリー トの妻 は,病身に もかかわ らず ロシア兵 によって繰 り返 し暴行 を受ける｡ その描
写の一部 を 『ブ リキの太鼓 』におけるグレフ未亡 人の場合 と比べ なが ら見てみたい｡
無精髭が彼女 [
小柄 な白い女性]の顔 をち くち くと刺 した｡男 は彼女の手 を鉄民 の よ
うにつかんだ｡彼女 は男根 をつか まされた｡温かいねばねば した精液で下着が汚 され
るのを感 じた｡男はねばっこい膿の ような ものの上 に覆い被 さ り,彼女 は男の重みで
押 し潰 されそ うになった｡男 はごつ ごつ した軍靴 で彼女の足 を押 し広げた｡ (
2
9
4)
四角張 った制服 をつ けた連 中の中の三名が,す ぐに グ レフ未亡 人 に興味 を持 ったの
で,硬直 していた一座の中へ一種 の動 きが生 じた｡あの ように長い未亡人生活 とそれ
に先立つ禁欲の四旬節以来, この ように活発 な殺到 をほ とん ど期待 していなかったグ

‑
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レフ夫人は,は じめの うちはまだびっ くりして悲鳴 をあげたが,たちまちの うちに,
彼女 にとって忘却の彼方 にあった例の姿勢 に慣れていった｡ (
32
4)
そ して もう一つ例 を挙げてみ よう｡
小柄 な白い女性 は,優 しく扱 われることはなか ったにもかかわ らず,失神す ることな
くその夜 を耐え抜いた｡ (
299)
グレフ未亡 人 も,今度は,ぼ くたちに手 を貸 して くれなか った｡なに しろ,彼女の住
329)
居は,ロシア兵でいっぱいで,彼女の歌声 まで聞 こえて くる始末だったか ら｡ (

両者の違いは明白であろ う｡ ｢
小柄 な白い女性｣ は連夜 の度重 なる暴行 によ り病状が悪化
し,村 に戻 ってか らは どな くして死ぬ｡一方,グレフ夫人はロシア兵 によって生気 を与 え
られ,若 さを取 り戻 した と言 って もいいであろう｡もちろん,レンツにしろグラスに しろ,
その意図は,加害者 もしくは加担者 としての ドイツ人の罪 を追及す ることにあったわけで
あるか ら,東方 ドイツ人が戦争末期 に被 らざるを得 なか った非道で残虐 な行為 を指摘 した
り告発 した りす ることになかったのは当然である｡ とはいえ,いささか筆が鈍 っていると
いう印象は否めないのではないだろうか｡ もっともグラスの場合,上の例では,誰 も相手
に しない女に喜んで乗 るロシア兵 と敵兵 に喜々として身を委せ る ドイツ女 とい う,滑稽で
グロテスクな図式で もって当時の ドイツを ｢
惨 めな ドイツ｣ として郷捻 していると見るこ
とは難 しくないであろう｡ だが 『ヨケ‑ネ ン』では,戦争の犠牲者 としての女 たちの苦悩
45年 4月,女 たちは何 について話 /
してい
が直裁 に描かれ,強調 されてい るのである｡｢19
たのだろうか｣ と語 り手 は問い,そ して次のように答 える｡

彼女たち,東方 ドイツの女たちが後始末をしなければな らなかったことについて｡ 彼
女たちが赤軍兵士全員 を自分たちの体 の上 に乗せ なけれ ばな らなか った こ とについ
33
4)
て｡望 まない妊娠 について,性病 について,折癖 とらい病 についてだった｡ (

結局,逃避行 に出たお よそ2
0
0
名の村 人の うち1
8
名が村 に戻 る｡ 遅れてベー ター も母親
とともに戻 って くる｡ 彼 らはボ ンメル ンまで行 ったが,西 の方か ら,すなわち前方か らロ
性
シア軍が現れたために引 き返 さざるを得 なかった とい う｡｢ア シュモナイ ト夫人は‑‑･
病 を持 ち帰 った｣ (
333
f
) とい う記述か ら,彼女 もまた ロシア兵 に暴行 されていた と想像
される｡ また,途中連行 された シュテプ ダー トも腰痛が悪化 して歩 けな くなった ことが幸
い して解放 され,帰 って くることがで きた｡家族 3人に平穏 な生活が再び訪れたの も束の
間, まず シュテブタ‑ トが,続 いてマルタが連行 され る｡ シュテブタ‑ トは, ロシア兵が
姿 を現 した時,あえて逃げることをせず,それ どころか彼 らの尋問に対 して 自ら進 んで党
正直である｣ことには力があ ると
員であったこと,村長であった ことを認める｡ 彼 は,｢
信 じていた し,罪の意識 もなかったか らだ｡｢
正直｣ も ｢
無罪｣ も彼 を救 いは しない｡だ
が彼 は,妻子 に別れを告 げる と自己の信念 を抱いた まま,｢ヨケ‑ネ ンか らシベ リアへ と
32
7) のである｡ 一方マルタの連行 は,ヘルマ ンの不在時 になされ, ま
行進 していった｣ (
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た具体的な記述 もない｡最愛の息子 に別れの言葉 をかけることす ら許 されず,永遠の別れ
をせ ざるを得なかったマルタの心の内について語 り手 は何 も語 らない｡それは,語 り手に
とって,つ ま りは著者ズル ミンスキにとって,彼女の悲哀が語 ることがで きないほ ど大 き
かった ことを物語っているのではないだろうか｡一方,幼いヘルマ ンの ｢なぜ ?｣に対 し
て村 人の誰 も説 明で きない｡バ イヤース ドルフが指摘す るように,｢
ママが何 を したの ?
ただ歌が うたえて,陽気 に振 る舞 うことしかで きなかったのに｡何 もか もうまくい くと信
じていただけなのに｡そ う信 じることが悪いことだったの ?｣ (
3
29) とい うヘルマ ンの素
朴 な問いに答えるのは難 しいであろう｡
(
6
1
｢
19
45年1
2月11日の午後, ヨケ‑ネ ンは再 び世界史 とつながった｣ (
383) と語 り手は述
世界史｣ とはポツダム会談であ り,その決議 による残留 ドイツ人の追放である｡
べ る｡｢
この ドイツ人の強制移送は 『ブ リキの太鼓』で も ｢
貨車の中での成長｣で描かれてお り,
大 きく異 なることはない｡ただ,『ブリキの太鼓』では,住み慣 れた土地 を離れ ざるを得
ないオスカルに一抹の悲哀 を感 じ取 ることはで きるが,それ以上に貨車の中で彼の身長が
伸 びるとい うことに,過去へ の決別 と新 たな希望 を読み取 ることがで きよう｡ 一方,『ヨ
ケ‑ネ ン』 には暗い現実があるばか りだ｡ 『ブ リキの太鼓 』では貨車の中で死亡 した男の
体か ら衣服や靴が剥 ぎ取 られる場面があるが,『ヨケ‑ネ ン』では,老婆の死後,彼女の
ペ ッ トの小犬が食用 とす るために殺 されて皮 を剥がれる｡ この残虐でおぞ ましい出来事は
移送の悲惨 で暗密 な状況 を象徴 していると言 えよう｡ 移送は列車がブランデ ンブルクに到
着す ることで終 わる｡ ベー ターはチフスで死 に,ヘルマ ンは,著者 と同 じように,子沢山
の寡婦 に引 き取 られる｡ 巻末の 1頁半にわたるリス トに31
名の主な登場 人物の運命が記述
されている｡21名が死亡 したか行方不明になっているが,上述の寡婦 については次の よう
に記 されている｡ そこには著者の養い親への感謝 と,その働 きを称 える気持ちが込め られ
ているのではないだろうか｡それはまた,同 じように苦難の道 を歩 まざるを得 なかった,
そ して最後 まで歩 き通 した女たちへの頃辞 として読むこともで きるのではないだろうか｡
ホルシュタインで子供 たちを養 う｡ 落ち穂 を拾 い,畑 に残 ったジャガイモを拾 い,少
しだけ盗み,働 きに働 いて｡彼女は子供 たち全員 をきちん とした,勤勉 な人間に育て
上げ,そ して死ぬ｡ (
423)
ところで,ロシア兵は,殺害 し,強奪 し,暴行す る存在 としてのみ,すなわち加害者 と
してのみ描かれているわけではない｡マルタがかつて第一次大戦時に経験 したようなロシ
ア兵 との触れ合 いをヘルマ ンもまた経験する｡ いや,ヘルマ ンの場合は もっと個人的な触
れ合 いになる｡ ヘルマ ンは村 に駐留す るロシア兵の簡単 な身の回 りの世話 をさせ られる
が,
彼 らの一人イワンがヘルマ ンを気 に入 り,いずれはロシアへ連れてい くつ もりでいる｡
彼 には,彼 らが まだ生 き
彼 にはヘルマ ンやベー ター と同い年の息子が二人いる｡ ただ,｢
ているか どうか よくわか らなかった｣ (
37
8) と語 り手は述べ る｡ なぜ生 きていない と考え
られるのか,その理由は提示 されていないが,直接的に しろ,間接的に しろ, ドイツ軍の
攻撃 による ものであることを読者 は想像 させ られる｡ この ような手放7
1
,つ ま り,非 ドイ
ツ人による戦争犯罪に対 して ドイツ人による戦争犯罪 を並列するような手法 は,他 に もい
くつか見つけることがで きる｡ 例 えば, シュテブタ‑ トが ロシア軍によるカテ ンの虐殺 に
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対 して怒 りを露わにする箇所があるが,
その直後 に｢
ザムエル ｡マテル ンが死 んだそ うだ｣
(
1
66
) という別の登場 人物の発言が続いて,ナチ スによるユ ダヤ人の虐殺が ほのめか さ

れ る｡ あるいはまた,ヘルマ ンが父親の新開を密かに読 む箇所では, ロシア軍によって初
めて占領 された束プロイセ ンの村 ネマース ドルフにおける, ロシア軍の村 人への残虐行為
に関す る記事 を読むが,続 いて別の新聞で は,S
Sに よるワルシャワゲ ッ トー一掃 の記事
を目にする｡ しか もそこには S
S隊員 となった搾乳夫 アウダス トの写真 も載 ってお り,そ
れ はヨケ‑ネンもまたその｢
犯罪｣か ら決 して無縁ではないことを物語 っているのである｡
この ｢
並列｣は恐 らく偶然ではないであろう｡ ヨケ‑ネ ンの村 人たちは確かに被害者であ
り犠牲者ではあるが, しか しまた同時に加害者であるとい うこと,敷桁すれば, ドイツ人
一般が加害者であるとい うことを,読者に意識 させ ようとす る意図が働 いていると見るこ
とがで きよう｡ さて,村人に移送命令が下 された際,ヘ ルマ ン一人村 に残 ることを許 され
るが,結局ヘルマ ンもまた ドイツへ行 く決心 をす る｡ イワンはあえて引 き留めず,ヘルマ
ンにライヒスマルクの札束 を持たせ る｡因みに,このライヒスマルクで移送途中にヘルマ
ンとベー ターはパ ンにあ りつ くことがで きるのであるが,イワ ンとヘルマ ンの交情 は,ヘ
ルマ ンにとって,ロシア兵捕虜 に普通の人間を見た経験 と相 まって,ロシア兵 も同 じ人間
であるとい う認識 を得 るのに大いに与 っていると言 えよう｡
『
郷土博物館』 において主人公で もある語 り手はロシア軍か らの逃避行 を ｢自ら招いた
不幸

｣｢われわれ 自身が種 を蒔いた暴力 に対す る,情 け容赦の ない回答｣ (569) と捉 え,

自己の罪責 を認めている｡一方『ヨケ‑ネ ン』では,確か に少佐やその息子のジークフリー
ト,そ してフランツ伯父の ように反 ヒ トラー,反戦争の立場 を取 る人物 はいるものの,戟
争 を始めたことに対す る罪責 を自らの もの とす る人間は皆無である｡ シュテブタ‑ トはす
べ てを偶然 とみな し, 自らの罪 を自覚す ることな くシベ リア‑ 向か った｡だが,上で みた
ように,語 り手はヨケ‑ネンにも罪があることを示唆 している｡ それ どころか,村がナチ
スの色 に染 ま りつつある段 階ですでに彼 らの過ちが どこにあるのか をはっ きりと述べてい
るのである｡す なわち,｢
行進 している者 と,それ を見 ている幾百万 もの人々は,その行
91) と｡ これは ｢
信 じやす い人たちは
進 を命 じたたった一人の人間のみ を信 じていた｣ (

全員サ ンタクロースを信 じていた｡ しか しサ ンタクロースは実 はガス会社の人間だったの
だ｣ (
1
6
4) とい う 『
ブ リキの太鼓』の中の表現 と呼応す る｡ ヨケ‑ ネ ンの人々はマル タが
言 うように ｢
誰 にも何 も悪い ことは しなかった,誰 もが 自分の義務 を果た しただけ｣だっ
たのか もしれないが,｢
たった一人の人間｣ を信 じたが故 に,｢自ら不幸 を招 き｣,｢自ら暴
力の種 を蒔いた｣のである｡ それは,グラスの言 う ｢ともに走 った者の罪｣ にはかな らな
い｡セバスチ ァン ･ハ フナ‑は,プロイセ ンの人々に対 してなされた行為 を ｢
おびただ し
い残虐行為 に満 ちた戦争の最後 の残虐 な行為｣ として批判 しつつ も,｢
その戦争 は, ヒ ト
ラーの もとに ドイツが始めた ものであ り,数々の残虐行為 も,残念 なことに, ドイツ人が
始めた ものであった｣と述べ ている｡
(
削
それは誰 もが否定 し得 ない歴史の事実である｡その
こ とを十二分 に承知 した上で,ズル ミンスキは,レンツやグラスの ように戦後の視線で｢
過
去｣を検証す るとい うよりはむ しろ,自ら体験 した者 として,目撃者 として,証人 として,
もう一つの ｢
歴史の事実｣ を ｢
記録｣ しておこうとしたのである｡そ して,そ こにズル ミ
ンスキの小説家 としての原点 を認めることがで きるので はないだろうか｡
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被害者としてのドイツ人‑アルノ･
ズルミンスキの長編小説『
ヨケ‑ネンあるいは東プロイセンからドイツまでどのく
らい走るのか』
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