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ヌーヴォーの祈り﹄
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灌

南海子

ジュは︑﹁なにしろ汚なくて︑臭い人で︑葡萄酒以外は決

神秘的放浪詩人と言われているジェルマン・ヌーヴォ

です︒それも﹁必ず入口の傍に立っていた﹂ということ

と歩き︑教会のミサには必ず出席していた﹂というもの

を得︑いつも革のバンドで自分を打ちながら︑フラフラ

して施を受けようとせず︑ゴミ箱を漁って︑その日の糧
ステ

はじめに
ーの 祈り と言うべき作品︑﹃アヴェ

証明書のみを信頼すべきである﹂と考えておられます

いました︒パリの教授方は︑﹁何事も書類や︑村役場の

﹁もともと地主だったし︑先祖は領主だった﹂と話して

そうです︒そして三人で︑詩人の生家に案内してくれ︑

と言われていた﹂そうです︒そして彼

てはいけないよ

マリス

ラ﹄は︑毎年︒フーリエールのノートルダム教会で︑聖億

です︒老女の話では︑﹁親から︑

り︑何故か︑プーリエールの土地の人々が︑又︑地中海

に詩人の住むアパートに持っていったことがある﹂のだ

女は︑﹁嫌々ながら︑母の命令で︑パンなどを︑雨の日

偉い人だから馬鹿にし

マリアを称えて詠諦されるのですが︑通常の祈疇と異な

ランスの他の県と外国︶からやって来た研究家達と大き

近辺の在野の詩人達が︑徐々に興奮していき︑他国︵フ
な対照を見せているのに気付かされます︒作者が一九二

から︑筆者自身一九七八年五月二日に話を聞く機会を得

老人が何人か存命で︑そのうちの三人︵男二人︑女一人︶

が︑その彼等でさえ︑詩人の最後の十数年は︑ドラエイ

〇年に亡くなっているため︑実際に詩人を見知っている

ました︒彼らが共通して詩人に対して抱いているイマ：
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藤

●

れるように思いますし︑事実村人達は︑狭い共同体の中

等の文章からよりも︑村人達からの証言を採用しておら
で︑毎日詩人を見て暮していたのですから︑私は︑はっ
きり村人達の証言としてここに記しました︒
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ォーは一九一〇年に彼の詩の最初のテキストを完成して

日譲﹃O︿①﹁ω凶O昌自①ω05℃oo．ヨρ︵℃一刈㎝O︶恐らくヌーヴ

いたであろう︒﹂と書かれており︑続けて︑ヌーヴォー

リエール︵ヴァール県︶となっていますが︑とりもなお

子を作る費用を出してくれるようにω乙oお伯父に勧

用しています︒それは︑﹁七〇行から八〇行の軽い小冊

が従弟いひo噂oごωHピくくに宛てて書いた手紙の文を引

さず︑それは︑詩人が既に故郷に最終的に戻って五ケ月

めてくれ﹂と頼んでいる手紙なのです︒しかし︑結局の

この詩の正式の日付が︑一九十二年二月二七日︑プー

経ち︑ゴンベール塔と呼ぶ薄汚ないアパートに居を構え

ところ一九一二年六月に≧×の↓oロヨ巴印刷所から

︵3︶

てから三ケ月余経過した頃に出来上った作品︑即ち︑既

ということは

臼Φ8ω9︒一ロΦ︾国8一一①゜
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致します︒
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に苦行を始めていた時代の創作なのです︒四行詩QQ雪ω
﹃︾︿国ζ﹀菊冨ω↓国いい﹀﹄として︑八頁の仮綴じ本
︵1︶
︿①答①簿○臨①⇔仁90r：°を書いていた頃のヌーヴォー が出版されました︒百十行の長い詩ですが︑原文を引用 14
苦行する

は︑フランス人には珍らしく︑受動的な人間であること
を示していました︒しかし︑

積極的でなけれぽならない筈なのです︒彼は︑全てをゆ
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だねることのできない人間︑安心立命を得ることのでき
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この長詩を研究してまいりたいと思います︒

なかった人間だったのでしょうか︒そういう疑問から︑

﹈≦﹀勾閉Qo目閣ピピ﹀﹄です︒ヴァルゼル氏は︑﹁QΦω什

が︑自ら出版を望んだ唯一の作品︑それが︑﹃﹀＜国

漂泊の詩人OΦ﹃目︐︒ぎ−竃弩一⑦自Φヨ費α20d＜国＞d ○口℃母f︿一くo一︑Φωb鋤8樋
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以上のように︑最初の一小説が操り返し句となって︑
次に続く七つの節の後に操り返されます︒八節目迄は︑

掛けます︒

﹃海の星への祈疇﹄

僕の帆の下に膝まついて︑

行数が八・八・十三・十五・八・八・八となります︒し
プラス

かし︑十三行から成る第四節目は︑意味の上からは︑

僕は貴女に祈ります︑星よ︑

僕らを難破から守り給え︒

エトワル・ド・ラ・メール︑ 海の星︑

五＋八の二節と考えたほうがよいようです︒何故なら︑

る折︑第一︑二︑三節目は︑司祭又は朗唱者が指導者と

前述したミサで︑村人達と共に祈りの歌として朗唱され
なって唱え︑操り返し句のみを︑他の全員がわめくが如

僕らは船出する︑天空万歳！

しばしば︑総ての光を無くし︑

何て良い天気だ︑お若いの︑

鳥達は浅瀬で漁をする︑

導者︑残り全員の順で歌われます︒次に続く操り返し句

く歌うのです︒ところが︑この第四節目は︑前半五行を

は指導者が読みます︒次の節からは元に戻り︑五・六・

ご自慢の帆船はマストを折り︑

天気はあまりにくずれ易い︒

指導者が読み上げ︑後半八行は︑掛け合いのように︑指

七・八節目は指導者︑操り返し句は残り全員となりま

皆は︑その夜悲業の死を遂げる︒

聖処女がそこに輝かねば︑

へ

す︒そして︑九節目から七回続く二行だけの小節は指導
O費仙？ぎ目ω畠．鋤露ヨ①讐を残りの全員が唱えます︒そし

老︑それに応ずるように︑その二行の後の操り返し句

繰り返し句

この場所をどうか見て下さい︑

て︑最後の二節を指導者が厳そかに読み上げ︑最終行の
﹀ぼω一ωo一汁と゜を全員で唱え︑終ります︒この詩が一九

まるで神聖なミサでのように︑

これらの憔惇した顔つきを︑

灯をともした多くの蝋燭︑

この台座︑マリア様の像に︑

六二年以来村人達によって毎年飽きもせずに歌われてい
なら子供から老人まで普通に話している言葉を用いてい

るのは︑作者が難解な言葉を一切使わず︑その地方の人
ることに起因していると思います︒では行毎の直訳を心
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早く︑神の善良なる母よ︑

お祈りをしているこの一団︒

プーリエールのこの地において︑

同じように素晴しい︑この地で︑

太陽型の冠を着け︑

神の傍に据えられている︑

願い叶える甘き聖処女︑

︵貴女にとっては少なくはない︶

彼らの願いを受け入れ給え︒
僕らの深遠な夜の中で︑

貴女は僕らの善なる母︑

繰り返し句
世の中の暗礁に臨んで︑

僕らの居る場所の聖処女よ︑

僕らを汚れから守り給え︒

僕らの平和を祈る処︑

貴女を︑弦の甘い音色で︑

繰り返し句

願い叶える甘き聖処女︑

プーリエールのこの土地において︑

全くつつましい願いごとの︑

数々の一心不乱の言葉︑

流れのまにまに漂って行く︑
エトワル・ド・ラ・メール︑ 海の星！

僕らを汚れから守り給え︒

その場所の支配者と名付ける︑

彼らの歌の中で︑天使らは︑

僕らを破滅から守り給え︑

僕らの教会の宗教画︑

ああ！

あわれみの命ずるところにより︑

僕らを汚れから守り給え︒
僕が頬ずりするメダイユよ︑

見知らぬ者をもてなす星よ︑

繰り返し句

神の憐みと神の恵を︒

平和と和合を以ってすれば︑

良き神が僕らに許し給う︑

少なくとも︑ここでなさい︑

僕を汚れから見守り給え︒

繰り返し句
安いが優美な金のラシャで︑
腕には貴重な聖体入れ︑

貴女の手には笏を携えて︑
金色の衣を身にまとうて︑
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イエールの停泊地に向う︑

短剣で戦っている時に︑

走る場合に︑泳ぐ場合にも︑

僕らを怪我から見守り給え︒

水夫の館︑メゾン・デェ・マトロ︑
波浪に小舟を戻し給え︒
フォスからカヴァレールに到る迄︑

ピエールが昨目落ちてしまった︑

一漁師の捕獲網の た め に ︑

吠えるライオンのような嵐の︑

僕の組み立て足場の上で︑

繰り返し句

荒々しさを少し和らげよ︒

僕らを過失から守り給え︒

猛威を振う強風の下で︑

未亡人に賢き友人を︑

与え給え︑聖なる地で祈る︑
気紛れからではあるべきでない︑

無慈悲な真冬の中において︑

僕らを破滅から守り給え︒

僕は稲妻が恐いのです︑

嵐の多くの閃光の下︑

僕らを被災から守り給え︒

充分な保証を身無し子らに︑
栖もなければ炉をも持たない︑
貧しき者には良い顔色を︑
もろもろの者に良き隣人を︑
おん

神様の善良なる御母︑

繰り返し句
陸において︑又海において︑

珍しいことであるのをやめた

旅にある僕らを守り給え︑

僕らを被害から守り給え︒

雲一つない空に対しても︑
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僕らを破滅から守り給え︒

犠牲を払わされた河でも︑

甚大な被害を与えている︑

僕らを破壊から守り給え︒
難破しなければならない時は︑

た一隻の船に乗った舟乗り達のように不安定な人々と解

釈できます︒では節を追って詩人を理解することに努め

第一節目は︑繰り返し句となるが故に重要です︒ヌー

ましょう︒

国8二〇

が︑二回使われていることに注目したいのです︒二

ヴォーが彼の全作品中︑二九回は使用している

星

国↓OHピ国﹄の題名をそのまま繰り返しています︒この

︵7︶

行目は︑彼が一九〇五年頃に作った詩昌国↓国ω﹀いd戸

とは︑キリストの母マリアを象徴していると思われま

詩でも︑聖処女を歌っているのです︒従って︑この

星

より思慮深くなったのだから︑

何よりも悲惨な死に瀕して︑

す︒即ち︑男性を表わす星ではない筈です︒普通︑海の

我らが母に対する愛情︑

我らが父に対する称賛︑

地も全て北半球ですので︑南十字星ではないことは確か

た習慣を持っていなかったことは確かですし︑旅した土

にしていたそうです︒詩人であるヌーヴォーがそういっ

男は︑南半球では南十字星を︑北半球では北極星を指標

そしてイエス・キリストの栄光︑

です︒筆者個人としては︑二つの詩の中で︑詩人が聖処

帆を港に導いて下さい︒

称賛を与うるに相応しい︑

女

アルフア

≦o﹁σq① という言葉を用いているところから︑乙女

聖霊に同じような誉れを︒﹁かくあれかし︒﹂

ヌーヴォーが船で海に出たのは︑アルジェリアに旅し

すが︑この星は︑四月〜七月の四ケ月位しか見ることが

座のα星スピカ︵すぼし︶を指していると考えたいので
た時とイギリスに行った時のみで︑航海などしたことは

ですが︑どうも聖マリアを象徴しているようには思えま

出来ません︒北極星は︑常に晴れてさえいれば見える星

せん︒年間を通して見えるという点から︑惑星を考慮し

ありません︒しかも︑彼が旅する時は︑ほとんど徒歩で
あったのです︒従って︑当然これは大海原に投げ出され
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ますと︑女性を表わす星といえぽ︑やはり金星です︒こ

住民の願いによって︑悪疫を追い払う為に建てられ︑彼

れています︒そして︑少し綴を変えて︑プーリエールの

何処にでも見かけられる聖母マリアの像が︑正確に描か

プーリエールのマリアを念頭に歌っているのでしょう

六節目も︑∪四ヨΦ︒ひ⇔旨ωと言っているところから︑

のです︒

れなら夕方にはいち早く西の空に︑明け方にも東の空に

の別称を有します︒ヌーヴォーが真夜中

見え︑しかも光輝の最も強い星であり︑他の惑星が赤や
羊飼の星

らの誓願を叶えた︑やさしき聖処女に詩人は祈っている

は

黄色なのに較べ青白いのですぐ解ります︒その上︑金星

のが 金星 と考えることも可能です︒

に旅していた訳ではありませんが︑彼が指標にしていた

は移り気の象徴で

し︑昼の支配者 太陽 に対応して︑夜の支配者である
月 をも指しているのでしょう︒しかし︑ここで念頭

第二節で︑この星は︑嵐でマストを壊された船を照ら

組の小節毎に挿入しています︒

九節目は︑神に対する願いを︑二行つつに途切れた七

に祈っています︒

入節目も同様に︑貧しき人々︑恵まれない人々のため

祈っているのが解ります︒

七節目から徐々に︑詩人が︑他人のためにマリア様に

もあることで︑マリアとは相容れないことです︒

月

す聖処女として登場します︒しかしこの場合︑金星では

を考慮せざるを得ませ

におかなくてはならないのは︑

月

どうも適当ではないのです︒結局︑夜に輝く星の中で︑

金星より明るい唯一の星

第三節目には︑はっきりとマリア様の像が神の善なる

ん︒

母として現われ︑星が聖母を象徴していることが明瞭で
す︒

そして四節目に︑海の星が大文字で書かれています︒

十節目は︑ヴァルゼル氏も指摘しておられるように︑

ヌーヴォーは︑一九一二年八月二一二日付のエルネスト・
︵8︶
ドラエイ宛の手紙で︑どちらがよいか相談しています︒

る筈です︒学校の教室にもマリアの画像が飾ってありま

難破中の船の中で︑祈っている場所にも聖処女の像はあ

その作想は11

す︒そしてヌーヴォーも︑カトリック信者の習慣から︑

う︒

首にマリアの横顔のメダーユをかけていたことでしょ
五節目では︑フランスだけでなく︑カトリックの国の
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繰り返し句となる重要な四行から成る第一節目は︑韻

考察致します︒

が︵鱒凶cgO︶であり︑モーリス・グラモンの言う﹁四行
︵9︶
詩とは︑二つの交韻か抱擁韻から成っている︒﹂とは違

であり︑﹁何よりも悲惨な死に瀕して﹂が︑﹁少なくとも

QΩo￡5︶︵﹄e●c◎O㊦一 Q﹄㊦︶ですので︑ただの八行か

第二第三節も︑グラモンの定義から推測すると︑︵ooQ

います︒従って四行から成る節です︒同様に︑次に続く
男らしい死﹂で︑﹁帆を港に導いて下さい︒﹂が﹁板切れ

ら成る節です︒そして第四節目なのですが︑韻の上から

｢①︶となって完全な五行詩とは言えません︒後半八

ブラス

が貴女の港とならんことを！﹂です︒尤もこれでは︑次

も︑五＋八に分かれています︒但︑残念なことに︑︵いい

の着想を排し︑前記の文節を採用したのだと思われま

︿八行の節としか言えない︒V交韻になっています︒次

︵10︶

行も︵Q①oΦQΦoΦ︶ですので︑グラモンによれば

最終節は︑父である神と︑母であるマリアと︑息子で

つつ三組から成る節と見たほうが適切です︒グラモンは

ということだ

O・冒冨OQc︒∴QQ圃冨Q︶となり︑特に二番目は︑

る︒﹂と定義されてますが︑この詩の場合は︑︵り㎝鰍o

︵11︶

に︑五節目ですが︑十五行から成る節というより︑五行

あるイエス・キリストを称え︑同じく︑父と子の間の愛
と思考の象徴である聖霊を称揚し︑終っています︒

﹁五行の詩節は︑二つの韻の可能な全ての組合せを認め

諸々の汚れから守り給え

たいことは︑

ます︒次に六節目ですが︑八行詩でも︑正確な八行詩節

一〇9一︶︒いつれにしろ︑一応三つの韻から成る八行の節

つに分けますと︑立派な抱擁韻となります11︵り◎◎o．

でもなく︑唯︑八行でできている節ですが︑これを四行つ

完全押韻とは言えなくても︑最も優れた五行詩節と言え

見い出せませんでした︒ここで︑ヌーヴォーが最も言い

たが︑日本語では︑一言で全部を表わす言葉を︑私には

以上︑ ○母傷o・口o鱈ω山．雰︒寓日興をいろいろに訳しまし

す︒

e6

と考えます︒

音韻学的見地から︑この詩を︑韻・母音・子音の順で

二
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に続く神の栄光を称える節と均り合わないので︑結局こ
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ω、

です︒第七節は八行でできている節が四行つつにすると

者自身意識して使っているとも考えられます︒

交韻になります目Oc︒o︒︒o・°︒8︒︒8︶︒八節目は︑︵鋤 次に母音の分析ですが︑ピエール・レオンの調査によ

りますと︑フランス人︵仏領フランス語圏を含む︶によ

る使用頻度は︑前舌母音の場合︑文章中三四・〇三％︑
会話中三二・六一％︒奥舌母音は同様に︑五・七九％と

志①Q⇔Qρ︒冒︶と交韻でできています︒第九節は︑先
に意味上から︑二行つつの小節に 願い を挿入した七
組から成る節としましたが︑この二行が全て⑤︒︒︶の韻

プヲス

︵半子音Wを含む︶11総数一七二六音です︒内訳は︑前舌

ます︒この詩を分解した結果︑七八四母音＋九四二子音

︵12︶

を踏んでいる為︵鋤e●①︶の一組が七回繰り返されるこ

七・三％︒そして鼻母音が六・七八％と七二二％となり

とになるのです︒尤も︑音韻学上簡潔にまとめてしまう
のは可能かどうか疑問でもありますが︑最大の理由は︑

息つぎ

休止

が全くない為

なしに一気に持っていくた

が︑一般使用頻度の約二分の一しかないことです︒
︵13︶

子音につきましては︑一般使用頻度で︑文語中一二・五

すべきは︑フランス語に甘い響きを与えている鼻母音

教会での朗唱の時︑指導者の力強い二行の詠調に続い
母音が︑前述の使用頻度とほとんど同じ三四％︑奥舌母
て︑全員一体となってO霞山⑦自oロω山．⇔寓ヨo﹁°を︑声高 音が七・九四％︑鼻母音が三・四二％です︒ここで注目
く叫ぶのですが︑
めです︒他の節と節の間のような

です︒第十節︵笛り㊤eと︑交韻の四行詩節︒そして︑

の︵一︶と︑七行目のぐ○置︵言︶の︵一︶︑第九節二組

の使い方に特徴があり︑第七節三行目の＝愚お9﹁︶

この詩は︑一応六音節で構成されています︒但︑︵一︶

は︑これ程の差はありませんが︑やはり七・四三％と

二倍近い一〇・四三％となります︒狭窄音に関しまして

般使用頻度六・一八％と五％の有声閉鎖音︵げασq︶は︑

の約三分のこ弱でしかありません︒ところが反対に︑一

四％︑口語中二二二二％もを占める無声閉鎖音︵℃け犀︶

目のヨき一霞︵ヨ⇔三①︶と三組目のα︑窪葭︵＆e︒﹁︶の︵U︶︑

七・六％の無声音︵hω︑︶が︑六・三七％と少ないのに

最終節は︑︵e︒ぐ︒一︒︒一︶の完全な五行詩節＋四音節からな

以上四つの︵﹂︶を︵eと考えないと︑六音節にはなり

反し︑一八・五三％と一八・四％の有声音︵＜N帆︑﹁︶

が︑この詩では八・五一％しか占めておらず︑一般平均

得ません︒しかし︑ヴァールの人達︑地中海沿岸人は︑

は︑一九・四％と多くなります︒鼻子音︵ヨ廿昌︶は︑

る決り文句で終ります︒

非常にはっきりと︑︵﹂︶をへ一︶と発音しますので︑作
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鼻母音の少なさを少し補うかの如く︑一般使用頻度五・

も拘らず︑怒りの噴出にも拘らず︑難行苦行や贈罪をと

げ゜︒

七二％と六・三％が︑七・六％と多くなっています︒流

うして︑最後の港へと歩いて行くことである︒﹂と評し︑

しているにも拘らず︑五・九％しか占めておりません︒

ておられます︒フォレスティエ氏もふれられているよう

繰り返し句の三行目迄と四節目五行目までのみを引用し

︵14︶

口語中に六・八％ある一般使用頻度に較べ︑海を題材に

音のみを考察しますと︑︵︑︶は︑文語中に六・四三％︑

︵﹃︶は︑頻度割合が七・四と六・九ですが︑この詩で

たことが理解できますし︑美しさを壊すほどの有声音の

のです︒詩人が︑とても鼻音など使える状態ではなかっ

に︑ここには︑マリアへの願いや祈りとともに︑詩人の

一九七九︑八〇︑八一年の過去三回つつのジェルマ

怒りや自分を打ちながら歩き苦しんだ喘ぎが感じられる

ン・ヌーヴォー友の会の集いと︑プーリエールで開かれ

多さも理解できます︒そして︑これらの要因が︑ゼーゼ

は︑八・四と高くなっており︑ここで少しだけ︑風が帆

るミサで︑この詩の朗読を︑皆と共に唱和する都度︑内

を震わせるのを連想することができます︒

容が祈りであるにも拘らず︑常に︑まるで組合闘争の掛

クスの街を歩いている詩人の姿を彷彿させるのに︑大き

1と息を切らしながら︑坂の多いプーリエール村やエッ

な効果を与えているのです︒

け声のようで︑大変奇異な感じを受けましたが︑以上述
べてまいりましたように︑鼻音︵母音・子音︶が︑全平

︿守り給え⁝﹀の︵σq︶が︑行の最初にあることによっ

上多いことに起因するのではないかと考えます︒特に︑

母マリアへの祈りである以上︑言及したいのは原罪につ
いてのフラソス人の考え方です︒卑近な例を上げること

において迷える人々︶の一人であった以上︑この詩が聖

詩人が︑宗教実践者であり︑国冥⇔口お︵放浪老︑信仰

二五％以上も少ないのに反比例して︑有声音が二〇％以

均の一五％も少ないことと︑無声音が︑同じく全平均の

オレスティエ氏は︑﹁ジェルマン・ヌーヴォー﹂の中で︑

て︑フランス語個有の美しさを弱めています︒ルイ・フ

をお許し願いたいのですが︑一九七七年六月一日からの

血①討ヨす貯ρ①昌鎚9一什自Φωω舞器三ωα①09驚ρ帥 二回目の滞欧中︵うち四ヶ月はジュネーヴ︶四年一ヶ月

詩人の最後の数年を語った後で︑﹇：O︑①降碧︑①口α曾一け
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達︑パリ市及び近郊︑トノソ︑リオン︑ヴィルールパソ

て年七回は行った汽車旅行の同じコソパートメントの人

大学の教授及びゼミ仲間︑寮の学生及び使用人達︑そし

んのためらいもなく違いはあれ︑即答したことです︒彼
らの大体四分の一は︑アダムとイヴの説明をした後︑

事屋︑掃除人達︶や旅で出会った農民達が︑明確に︑な

とんどの労働者︵会社の下働きの人達︑左官屋︑水道工

な処で話すべき問題ではありません︒﹂と教会の中でお
っしゃったのです︒そして︑本当に意外だったのは︑ほ

を通して︑職場の同僚︑取引き先の人々︑出入りの業者︑

ヌ︑マルセイユ︑ニース︑エックス︑ジュネーヴ及び近

﹁私は信じません﹂と言い︑他の四分の一弱は︑前述の

神父と尼の答えにほとんど同じ答えを即座に言いまし

郊に住む友人達︵即ち一回目の滞欧中友人になった人々
罪について尋ねたのですが︑イヴのリンゴの話を必ずあ

た︒そして特に注目すべきなのは︑約二分の一強が︑は
っきりと﹁愛することの難かしさです︒﹂と答えたこと

等︶︑先々で訪れた教会の司祭達と︑あたり構わず︑原
げ︑﹁そんな抽象的なことではなく︑どんな意味と思い

題ではないので考えてきます︒﹂と答え︑会社員の何人

な顔をし︑教授及び謂大学関係者は︑﹁簡単に話せる問

に︑浪人という特殊な立場に落ち入った武士が︑寺の一

ほうが︑信仰の心が強いと思います︒日本の江戸時代

会では︑やはり︑知識層より︑あまり教育のない老達の

です︒独断と偏見にすぎないかも知れませんが︑現代社

ますか﹂という問いに︑何人かの者が︑階級を問わず嫌

かが共通の答えを示しました︒それは﹁神は我々に︑彼

六〇％の者は読み書き算術が出来たのとは違い︑以前エ

隅や︑町中で子供に手習いを教え︑十九世紀中期には︑

と同等の者になる価値を持つようにと︑原罪を与えたの
のは︑司祭の答です︒リオンの一人は﹁生れながらにし

だと思います︒﹂と言うものです︒そして特に興味深い

て︑子供が原罪を背負って来なけれぽならない理由など
ありません︒﹂と答え︑リオンのプラド派の神父とマル

筈です︒教会の司祭のおっしゃることを丸暗記して多く

た時代は尚更のこと︑読み書きの出来ない人が多かった

間が文盲だったと言うフランスでは︑ヌーヴォーの生き

クスプレス誌にも書かれていたように戦前は三三％の人

セーユの尼は︑﹁人間は如何なる誘惑にも大変弱いので

ます︒彼らも又︑現代の労働者や農民のように即座に答

の事を覚えた神信厚き人々が︑現在より多くいたと思い

す︒そのことを原罪と呼んでいるのです︒﹂と答え︑トノ

ンの二人の司祭︑プーリエールとラ・ヴァレットの司祭
方は︑﹁時間のある時にお話ししましょう︒それにごん

126

えられたでしょう︒それは﹁どうしてすぐそう言えるの
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︵15︶
すξω卸冨目興9αOoO貰⇔ロ富9︿醇︒・°

？﹂という質問に対し︑﹁家って言うか︑我々の村では
そう思ってるよ﹂と答えることからも推察できます︒宗

性はなげやりでもなけれぽ弱さでもない︒彼は精力的に

はありのままを受け入れる︒時には喜こんで受け入れ

ある種の受動

ことだと承知しておりますが︑少数を除いて︑原罪とい

教実践者でもない人間が︑宗教について語るのは危険な

現実を建て直すのに忙しいといった類の者ではない︒彼

浮き

に似て︑常に外部に作用され︑常に

あるがままを受け入れる

人間のようです︒

人間であり︑愛をも唯

誰かが愛してくれるのを待っている

的に

雑多な流れのまにまに流れていく︒﹂ヌーヴォーは本質ハ

彼は一片の

る︒彼の生涯が︑彼の作品が︑この受動性を示している︒

うものを持たない我々日本人も︑一度は考えてみるべき
問題であると確信しますので︑敢えて考察を続けます︒

を感じていた人間だ

愛することの難かしさ

愛されることの難かしさ

個人的には︑ヌーヴォーは

よりも
と考えます︒前述の初期の作品

もし

を感じていた人間︑即ち

積極的な人間であったのなら︑この四行詩のような魂の

愛することの難かしさ

どんな陰惨な三途の川かは知らないが︑

空には緑色の星もなく︑

て︑同世代のヴェルレーヌやジャソ・リシュパン等は︑

ヌーヴォーについ

叫びは生れないと考えるからです︒

に︑

周りの水の上に波紋を描いている素晴しい0の中央

﹁感じの良い青年﹂と言っていますが︑常に傲慢で︑お

は︑常に他人から気に入られようと努めていたようで

愛想とは縁のなかったランボオとは違い︑ヌーヴォー

す︒それは︑我日本国で︑親達が︑しばしぽ子供に向っ

僕の魂は物淋しく浮いている︒

には︑彼のそういった本性がありありと現おれていま

て﹁およしなさい︑他人に嫌われますよ︒﹂と言う言葉

す︒フォレスティエ氏も書かれているように﹁°：ロ昌o
ωo﹁8ユ①冨ω゜︒一三菰ρ巳昌︑①ω叶巳β︒審ロユoP巳h繊三①ωωρ

目口．①ωけ冨ω血︒︒2×ρ巳ω︑①ヨ覧oδ韓薯Φ︒90品δ を連想させます︒ヌーヴォーは︑早く両親を失ったせい
帥冨8昌ω窪ロマo冨み9澤倉一一冨ωq寓ρ冨塊o貯薯①も
oあって︑常に 人から愛されたい と願っていたであ
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ろうことは想像にかたくありません︒そして︑多分ラン

さったのだ

は我々の罪を一身に引き受けて︑苦しみを受け入れて下

ストの最後に準えて︑苦しみを分ち合う為︑

キリスト

ボオの影響によって︑彼は︑積極的な人間へと︑自分を

えるかもしれません︒しかし︑キリストもヌーヴォーも︑

いる訳ではありません︒ヌーヴォーが苦行しなけれぽな
らなかったのは誰をも真から愛することが出来なかった

の人間が作り上げたことで︑キリストが自ら書き残して

ことなどあり得ないからです︒種々の大罪は︑全て︑後

真底純粋に人を愛することのできる人間を︑神が罰する

なかった筈だと考えます︒何故なら︑相手が誰であれ︑

オと愛し合っていたのなら︑決して苦行などする必要は

虐待し︑汝を迫害する者達のために祈りなさい︒﹂と言

を祝福なさい︑汝を憎む者達のために尽しなさい︑汝を

アと呼び︑キリストを彼らの息子と見倣しています︒そ
して人間全ては神の子なのですから︑要するに兄弟な訳

トを置いて論じます︒詩人自身︑父なる神と母なるマリ

です︒従って︑ここで︑ヌーヴォーと同じ位置にキリス

者にとっては︑他国では神と呼ぼれる人間でしかないの

ットと同じく一人の予言者です︒まして︑仏教徒や神道

徒にとっては神であるキリストも︑ユダヤ教徒にとって
は一人のラビですし︑イスラム教徒にとってはマホメ

あるのではないかという疑問を持つのです︒キリスト教

ら人を愛することがなかったことに贈罪の大きな要因が

誰をも平等に愛しはしても︑自分を投げうってまで真か

という考えで︑彼もそれに倣ったのだと言

変えていったのだと考えます︒事実︑不成功に終りはし
︵16︶

ても︑﹃＜︾ピ国Z↓一Z国ω﹄に見られるように︑愛そうと

努める人間へと徐々に変化しています︒そして︑自分自
身を知ることに努力しているのです︒しかし︑最後迄︑

本当に愛を知ることができたかどうか甚だ疑問です︒ジ
ェルマソ・ヌーヴォー友の会でも︑そこに集まる人々
は︑難行苦行の原因を︑当然の如く︑ランボオとの肉体

からです︒ここで想起しなければならないのは︑イエ

われましたが︑ヌーヴォーも︑この詩の中で皆のために

的関係に帰しておられますが︑私は寧ろ︑本当にランボ

ス・キリスト自身︑自ら苦行などしていないことです︒

の敵のためには祈っていませんが︑彼には敵などいなか

祈っています︒尤も︑彼は︑正直な人間ですので︑自分

った筈です︒敵がいるということは︑自ら敵を作り出し

︵17︶

です︒キリストは﹁汝の敵を愛しなさい︑汝を呪う人々

彼の最後において︑苦行せざるを得ませんでしたが︑そ
ん︒詩人は自分自ら望んで苦行したのです︒勿論︑キリ

れは父なる神が与えた試練で︑彼の意志ではありませ
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たということ︒自分を憎み︑虐待し︑迫害する人間がい
です︒勿論キリストの場合︑影響力が大きすぎて︑時の

るということは︑やはり︑そこには大きな理由がある筈

＜①①β

︵81︶

ユ自唱鋤β︿﹁①ZO

︽けOロ機OO日げ⑦﹁けγ一ΦH口①﹃ON①鎚一日餌げ一昌w刈⇔︿ユ㌍①叶一りO昌

耳○信く四一〇〇缶山9︒︿﹁①匹伽oゴ9◎﹁昌仙

︵勺一゜

︼U︼U．ωNQQIωbaO︶

教会の全ての断食に忠実な彼は︑やり

娼巴oけo鵠昌仙ω￠﹁ωO昌9ゆ︷坤O￠xσq民oげ角辞℃冨一コユ①＜o﹁ヨ一印①゜

ので︑ここで彼の責任を云々することは控えます︒しか

統治者を脅やかしたことと︑全く信仰に根差すものです

なかった︒一九二〇年に︑四十日の断食の後︑彼の生命

力は彼を見捨て︑聖金曜日と復活祭の間に餓死した︒聖

すぎの傾向があり︑三日に一日ごく少量の物しか口にし

最も良い方法です︒ヌーヴォーが苦行しなければならな

週間と復活祭の行事に彼が欠席しているのに驚いて︑隣

し︑一般の人間にとって︑常に自分に原因を求めるのが

です︒

かった理由は︑やはり自分自身の意識の問題であった筈

ゴンベール塔の二階の窓を押し破った︒四月七日水曜日

人達は当局に急を報じ︑田園監視人はハシゴに登って︑

ヌーヴォーの死について︑ヴァルゼル氏は︑次のよう

を見い出した︒﹂このように︑フランス人としては︑多

に︑身体を丸めた可哀想なヌーヴォーの肉の落ちた死体

の朝︑人々は︑蛆で一杯の恐るべき粗末なベッドの上

に記しています︒﹁﹀簿Φ舜罵帥け2ω一Φω冨⇔口︒ωα①

巣ﾐq＝ωρ出鋤くβΩ凶け梓Φ⇒自⇔口o①帥一Φω①図9︒σqゆ﹁①き口OωO 分︑今世紀の日本人としては考えられない死に方をし

δ

＜①口α﹁①窪一

〇励9◎一昌一

①件

一①

一〇二﹁

山Φ

剛鋤ρOΦω．

一Φω
⊆昌①

ωOロゲ鋤ぴ詳ロ価ρbO鐸﹁h巴同Φ℃仙口詳ΦロOρ 目①口叶﹃①山βδロω

鋤げO﹁幽Φ一①ω一ひ昌①げ憎ΦωΦ昌け﹁①一①︿Φ昌鳥﹁Φα一ω①凶口け①辞一〇

Ooヨ日①80ぴユω計ρ蛋り臨く〇二ぎけω￠一く同①℃四ω呼℃四9臨

一、

ひoゲΦ＝ρΦ口ho昌ゆ⇔貯h①ロ⑪耳①畠二噂噌Φ日一①﹁①梓9σqΦ氏Φ冨 ︺O仁吋血①℃鋤ρ口①ω゜

酋信什Oユ一①ω旧 一〇 σq9Ω﹃αΦ Oげ鋤日O⑪け﹁ρ ヨ○ロ叶ひ ωq﹁

寤齒ｹけO ①け 山① ℃叫ρ賃Φ9 8ω ＜O凶臨ロoり 鋤冨詳Φ﹁Φロ辞

国けO口昌伽ω山①ωO昌⇔ぴoo①口OΦ⇔q×Oh臣O①ω鎚①一⇔ωΦヨロΩ一昌① @けΦ同昌詳仙ωΦロ一︾餅一り一口ωo山Φ叶〇二9︽づ〇二博①仲ヨδ伽同潜げ一Φ︾°

Φ昌叶﹃Φ

hO﹁OΦoo 一鴇⇔ぴ①印αO昌⇔①﹁①昌辞 Φ辞 出 ヨ○口﹃ρけ 勉副口詳一鋤二〇口 HりbOO山信﹁餌ロ梓一口◎ρ仁①＝①一一ω①げ9δ﹁ユO⇔氏①OゴΦN一ロ一ω①一〇昌

国5Hりbのρ⇔℃同①ωρ口鋤﹁鋤ロけ㊦﹂o坦お匹①oo吋①σq凶ヨρωΦω 用致します︒﹁：こ冒ωρ仁︑︾︒①馨①ω①日9言Φω巴舜①畠①
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四

づ9三ω゜︒p︒鳥ρ器け3ω辰σq酵①ヨΦ暮きす母ω霞＃2ω゜ ています︒ここでもう一度︑フォレスティエ氏の註を引

一博

ロo

︵19︶
＜08一く①巳﹃88日霧山①冨菊伽ω霞器o江o昌：°︑

のです︒ここで再び︑ヴァルゼル氏の興味深い註を引用

一 ーロッパ人の中で︑ヌーヴォーは例外中の例外と言える

①旨ω①且巴αq昌鋤簿ρ￠①一①日oづ匹①

ロΦ︿oδ山ρ︒塁一︑①×興巳8山Φ﹃覧島ゲ鋤三①︿臼ε

鎚ひロ自Φ目①茸四び゜︒oξ

致します︒﹁Zoロ︿＄ロ゜︒①冨鋤潔ロロΦ什ω①信ピ目胃舞βoΦ

トのように彼は一歩一歩を追うかの如く死ぬことを望ん

ho9δロロΦ日Φ暮言ニヨρ一一⇔器昌o口泳帥8昇讐帥8qω

ρ信︑q昌づ仙9仙8巨器冨ωoo竃樽ひ

に︑︽小さくて惨めな︾永遠の孤独の中に入る︒キリス

九二〇年の聖週間の間︑彼はいつものように苦行のため
に自分の家の中に閉じ込もる︒彼は︑皆には知らせず

だ︒彼は聖金曜日と復活祭の日の間に闇に到達してい

V︒︒︶ヌーヴォーは︑無一物と孤独を好んだ︒彼は︑世

︵21︶

♂ω三Φ湯匹Φ冨8窺ρ口︒q×ζ︿器9帥冨σq8マ①゜︵コ゜︐

ω9︒三帥ωo口℃Φ学

る︒今やキリストの御復活の時がやって来る︒Lそして︑
ヴァルゼル氏の詩人の死に対する考えを知るため︑彼の

序論の最後の部分を引用致します︒﹁Qoω叶￠昌︒×ま

8日ユ曾山Φ紹℃興ω8冨一一み匹ゴoヨ日Φ血Φ8茸器9 間が︑最も高い徳の行使の中に︑社会に反する罪をしか
山①勺○霞ユ酵Φω卿一︑嚢︒βび①ユ①冨誘8窪Φ勺帥ρq①ωユ①H80︒

乞食行脚として見られる彼の行為も︑彼の国では︑一般

地財産を︑書籍類を︑栄光を︒﹂このように︑我国では

た︒彼は︑内的改善を除いて全てを放棄した︒全ての土

一ヨ窪コω霞♂σq話げ簿 見ていないことを嘆きながら︑徹底した貧窮を実践し

︵20︶
︵勺一゜ ℃幽ω軽㊤︶ それは文学者としての人格からの完全な陰

自鵠①ωo算Φ山①ω巴昇ま9p︒ωω①ρ

棲であり︑社会的地位を失ったある種の聖人が︑プーリ

社会道徳に反する罪としか見倣されないことを明示され

では︑彼のような死に方は驚異なのです︒従って︑ある

に扱っています︒乞食行脚がほとんど不可能なフランス

以上のように︑両氏とも︑ヌーヴォーを︑聖人のよう

我国の放浪詩人山頭火︵一八八二年十二月三日1一九四〇年

のは当然でした︒同じように騒然とした時代に生きた︑

たヌーヴォーが︑周囲の者から白い眼で見られていた

が不安定であった十九世紀中期から第一次大戦後に生き

人が多くいます︒ましてや︑現在よりも封建的で︑社会

ついて勉強していると聞いただけで︑暇人の道楽とみる

ています︒フランスの謂普通の会社員の中には︑詩人に

エールの粗末なベッドの上で︑一九二〇年の復活祭の夜

意味では︑ヌーヴォーは︑何人にも出来ないことをして
のけた男である訳です︒その上︑どんな階級の人間で

明けに死んだということである︒﹂

も︑自分の財産・権利・義務はガッチリ守るといったヨ
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。。

見い出し得ません︒やはり︑これは他人に対する態度︑

も清潔であったとは言え︑白い眼で見られたという話は

＋月＋日︶は︑如何に彼が温泉好きで︑ヌーヴォーより

指導者が︑大きな十字架を背負わされ︑ゴツゴツの坂道

えずにはおれません︒キリスト教の世界ーその偉大なる

私はヌーヴォーが︑もし日本で生れていたのならと︑考

ある︒Lと解釈しておられます︒この文章を思うたびに︑

︵23︶

愛

を感じている民との違いである

されることの難かしさ

即ち︑ 愛することの難かしさ を感じている民と︑

ゴタの丘迄歩き︑衣服を剥ぎ取られたうえ十字架にかけ

を︑荊の冠を着けさせられ︑民衆の罵倒を浴びながらゴル

ヌーヴォーは︑罪の意識を持たざるを得ず︑自分を賠罪

る男を見せられて育たなけれぽならない世界11で生きた

この教会でも︑十字架に︑息もたえだえにぶら下ってい

︵24︶

られ︑槍で突かれて︑﹈声叫んで息絶えた︒その上︑ど

と考えます︒

ここで︑ 死 に対する日本的身の処し方を述べた︑

故唐木順三氏の文を引用致します︒﹁⁝⁝死は必然であ
って︑生は僥倖事にすぎない︒この僥倖に頼ってはなら
ぬといふのである︒臨終︑往生が最大の關心事であり︑

しなければならないと考えざるを得なかったのです︒そ
して︑詩人が救いとして求めたのが︑幼ない時から散々

︵2 2 ︶

この關心事はみつから生きながら往生することによって

です︒この詩の中でも︑明らかに︑何から何まで叶えて

それ自身を超越する︒﹂この文は一遍について述べられ

下さるように︑赤子が母を求める如く︑マリアに祈る詩

リエールの農民にとって最も頼り甲斐のある聖母マリア

遍の和歌を紹介され︑彼の念仏三昧となるまでの過程を

人の姿が彷彿としています︒しかし︑自分の願い全てを

聞かされていたであろう御利益厚いマリア様です︒プー

説明された後︑﹁飢死を畳悟し︑野のはてにされかうべ

叶えて載くには︑自分自身を痛めつけなければならない

たものですが︑まさしくここに︑ヌーヴォーの最後の数

となることをも畳悟した一遍に不可思議な世界があらは

年の姿を見い出すことが可能です︒この文に続けて︑一

れてきた︒念仏者のよろこびにあふれた世界である︒苦

ことを望んだのです︒

以上私は︑ヌーヴォーの研究者達にとって︑あれ程有

と考え︑全てを捨て︑苦行して︑恵深き世界に召される

名な︑一八九一年に詩人の上に起きた神秘的事件︑それ

人と彼はよばれたが︑遊行こそ彼の栖であったといって
よい︒﹃山河草木︑ふく風たつ波の音までも念仏ならず

痛の行脚ではなく︑よろこびの遊行がでてきた︒遊行上

といふことなし﹄︵語録︶といふ世界がひらかれたので
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フ・ラーブルへの追慕の念について述べませんでした︒

に続く精神病院での生活︑その後の聖ブヌワ・ジョゼ

物静かに死んでいけた筈です︒

迦牟尼の如く︑或は山野で唯一人屍となった聖の如く︑

ただひたすらに祈り続け︑或は友人や弟子に囲まれた釈

きし︑台風や大雨の被害をも再建への喜こびと見敏し︑

︵25︶

が︑私見としては︑唯単に︑詩人が精神的に追いつめら

そのことは︑又次の機会に詳しく言及するつもりです
れた結果の発作︑そして自己の深淵に潜む欲望の表現で
に入り込み︑一遍が空也を尊敬し追慕したように︑ヌー

る時︑すぐに頭に浮ぶのは︑芭蕉の有名な次の文です︒
﹁月日は百代の過客にして︑行きかふ年もまた旅人な

アヴェ・マリス・ステラを通読し︑詩人の姿勢を考え

あり︑その望みに叶った姿として聖ラーブルが彼の思考

ヴォーもこの聖人の足跡を辿っただけであると考えま

め︑施をも要認することがままならず︑ましてや安心立

行は決然と苦行として受け入れ︑ことさらに自分を苦し

なけれぽならない境遇になっていたでしょう︒即ち︑苦

で生れていたのなら︑やはりヌーヴォーと同じ行為をし

仮定が許されるなら︑もし我国の捨て聖達が︑彼の国

れて︑最後の旅へと発って行きました︒ヌーヴォーが︑

遍も西行も宗祇も︑同じように旅の宿で︑弟子達に囲ま

迄︑俳句に未練を残しながら︑死へと旅立ちました︒一

るあり︒﹂芭蕉はこの文の如く︑大阪の旅の宿で︑最後

者は︑日々旅にして︑旅を栖とす︒古人も多く旅に死せ

り︒舟の上に生涯を浮べ︑馬の口とらへて老いを迎ふる

す︒

命などと程遠く︑自分の祈りをわざわざ公開し︑肉体と

ための

の中でも明確に祈っているように︑最後の旅立ちに向う

して望みどうり︑彼の港である生れ故郷の小さなカタツ

日本の同じく歌を残した聖達と大きく違うのは︑この詩

に︑もしヌーヴォーが日本で生れていたのなら︑自分の

ムリのような村に落ち着き︑港の中の錨を降す場所とし

魂を全く別個のものとして︑墓のようなアパートに亡骸

持って生れた特性を保てたと思われます︒即ち︑或は人

て︑質素なアパートを選び︑そこに自分を縛りつけ︑最

に流れ着くことを望んでいたことです︒そ

に囲まれ︑或は一人で︑自然の立てる全ての音に耳を傾

港

け︑それをも祈りと見倣し︑苦行とも思わずにただ自然

後の旅へと発ったことです︒

を晒して死ななけれぽならなかったでしょう︒その反対

に滝に身を打ち︑粗衣粗食に甘んじ︑ワラの小屋に寝起
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結局彼には︑全てを捨てさることができませんでし
た︒生れながらの性格を活かし切ることができなかった
のです︒しかし︑それ故に︑ヌーヴォーは︑ランボオか
ら継承した姿勢︑ 自己を委ねる のではなく︑ 自己を

把握してしまう ことに成功しました︒彼は︑一度自己
を全く無にして︑そこから又別の自分自身を創りあげ
たのです︒ヌーヴォーも又︑ランボオと同じように︑︑冒
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