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活字が 立っ て、 見え たこと があ る。 灰色 のステ ィー ルの 机の上 の
こ とであ る。 机の 上に はあま り物 が置か れて なく て、 まわり を見 回
して も、 ほとん ど物 らし い物が なか った 。せい ぜい 花瓶 代り のぶど

う酒 の瓶と 、朝 飲んだ コ ーヒー がま だ少し 残っ てい るカ ップ。 透明
な 茶色の 耐熱 ガラ スで できて いる これ は、 時によ って はス ープに も
日本 茶に も、イ ンス タン トみ そ汁を 飲む のに も使 用され るも のだ。
フラン スの 大学 の女 子寮で 暮し てい たと きのこ とで 、考 えてみ れ
ば 、あの とき ほど 私の 周辺に 物と いう付 属 品の少 ない ことは なか っ
た。人間という付属品はなおのこと、である。
私はプ ルー スト を読 んでい た。 広い机 の上 のプ レイ ヤド版 には 理
想的に光が当っていたから、たっぷりすぎる睡眠のあとのこの時間、
決して眼が疲れているはずはない。
そ の白 い頁 の中 で、ア ルフ ァベ ットが によ き、 によ きと立 った 。
立って、くねくねと身をよじらせ、踊った。
その 頃の 私は、 実に 透明 な心持 ちで ブル ースト を読 んで いた。 こ
の 得体の 知 れない 大作 家を研 究す ると いう 名目で そこ にい るので あ
った から 、プル ース トを 読む という のは 何よ りも 先に私 がす るべき
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こと であ った には 違いな いの だが、 そん な気 負い は私の 中に はな く
て、 言って みれ ば他に す ること がな いとい うふ うに 、プ ルース トを
読 んでい た 。余談 なが ら、あ れは そん なふ うに、 果て しも なく悠 長
な暇 つぶ し、と いっ た読 み方 をする のが 一番 ふさ わしい ので はな い
かと思う。
も っと も、プ ルー スト ばか りを読 んで いた わけ ではな い。 他のも
の も 読 ん だ 。『 感 情 教 育 』 を は じ め て 読 み 始 め た （ し か し 間 も な く
放り出 した ）の もあの 頃だ し、今 では 表題 も忘 れてし まっ た大 衆小
説 とか、 セヴ ィニ ェ夫人 の、 おそ らくは 受験 参考 書か 自習用 教材 と
思 わ れ る 解 説 付 き の 入 門 書 な ど も 、（ 本 の 構 成 に 興 味 を 覚 え て ） 買
って読んだりしてみた。
と いって 、本 ばか り読 んでい たわ けで はない 。も とも と刻 苦勉励
する という 性で はな いか ら、何 が何 でも机 にか じり つい ていよ うと
いう気などは毛頭ないのだが、何しろ他にすることがないのである。
一番 良く やった こと は、 ベッ ドにご ろん と横 にな ってい るこ と、 だ

った かもし れな い。 フラ ンスの 地方 都市 のその また 街は ずれ 、晴れ
渡った 初冬 の日な ど空 気は ひんと 澄み 切っ て、 ほとん ど稀 薄とい っ
た感 じで さえ あっ たが、 稀薄 だっ たのは 空気 ばか りでは ない 、む し
ろ私の生活、私の生命だった。
ベ ッド に仰 向け になっ てい ると 、時間 が勝 手に 流れて いく 。そ の
流れ 方は 早いこ と もあれ ば遅 いこと もあ って まち まちだ が、 それ が
何もし ない でぽ うっと して いる こち らの精 神に 由る など とは、 どう
も 考えら れな かっ た。 何も考 えな いで いる ことも あれ ば、一 生懸 命
何か を考 えてい るこ とも ある のだが 、考 えたか ら といっ て、 時が早
く過ぎ るわ けで はなく 、た いした こ とを考 えて いたの では なく 眠っ
て いたの でも ない のに、 気が つく と辺り に夕 闇が 漂っ ていた りす る
のである。
そこで 、他 にす ること がな いか ら、ま た机 に向 かう 。我な がら 奇
妙な のは 、こ んな ときで も本 を読 むとき は机 に向 かう ことだ 。も の
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がプ ルー スト だか らとい うこ とでは まっ たく ない 。週刊 誌で も、 た
いていは体を起こして正面を向いて読む。書見台があればなお良い 。
な い時は 手 近な本 を二 、三冊 重ね て台 にす る。こ れが 私に とって は
最も 楽な 読み方 であ る。 例外 は大き な辞 書を 読む ときで 、こ のと き
は腹這いになる。もちろん，空間的条件がこれを可能にするならば、
であるが。
読み さし の文 章が、 また 流れ 始め る。プ ルー ストの 文 章は一 見ど
うでも いい よう なこと が書 いてあ るが 、そ れを どうで もい いよ うな
気 持で読 んで いる と奇妙 に波 長が 合って きて 、そ の波 に揺ら れて 気
持がずーんと深くなったり、色合いを増したりする。
そんなときだった。活字が立って、踊るような気がしたのである。
いま 考え てみ れば 、姿勢 を正 して 紙面と 正面 から 向き合 って いた の
が良 かった のだ 。そ うで なかっ たら 、活字 が立 った のだ か首の ねじ
れ を気に し ている のだ か、言 葉が 踊っ たの か自分 が寝 返り を打っ た
のか、わからなかったに違いない。

それ は『 失わ れた時 を求 めて』 第三 巻の 『ゲ ルマン トの 方』 の一
部で、 正直 に言う と、 それ 以前に 読ん だと きに は、こ の巻 が最も 退
屈に思われたものだった。殊に、社交界での人物描写や会話は
やた らに冗 長で メリ ハリ が無く 、こ の部分 を読 み通 すこ とはひ とつ
の 山を 越え るに等 しか った。 それ でも 何と か読み 通し たの は、二 十
歳の 向上 心と無 為 による とこ ろが大 きい と思 うの だが、 そん な馬 鹿
気た努 力に もそ れなり の理 屈の つけ ようは ある もの で、 次々と 巻を
重 ねて最 終の 第七 巻を 大感激 で読 み終 えた 私は、 この 作品の 主人 公
が真 の天 職を発 見す るに 到る 以前の 不毛 な道程 で ある社 交界 描写を
自分自 身の 不毛 な読書 にな ぞらえ て 、無意 味に 冗長で あっ たと いう
の もそれ なり に理 由のな いこ とで もなか った のだ 、と まこと に愚 か
しい納得をしたものだった。
そんな 部分 をま たも開 いて 見よ うとい う気 にな った のは、 かつ て
の不 本意 な読 み方 への反 省に よる ものだ った かも しれ ない。 がま た
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同時 に、 こん な時 、こん な場 所でな くて は、 プル ースト の本 文な ど
とうてい腰を据えて読んではいられないだろうという思いもあった。
読 み返 して みた ら、や はり あまり 面白 いと は思 われな かっ た。 し
かし 今度 は前の よう にひ たす ら先を 急ぐ とい うわ けでは なく 、心 が
奇妙に 空白 にな ってい るせ いも あっ て、冗 長は 冗長な り にそれ に調
子 を合わ せる ゆと りが ある。 中に 出てく る 食べ物 や道 具も、 こち ら
へ来 て実 際に見 知っ たも のも 多くな って 、まっ たく 些末 なこ とがら
にもそ れな りの 現実感 が感 じられ る。 それ に人 々の話 し振 りも 、そ
う だ、フ ラン ス人 はこう いう もの の言い 方を する なあ 、眼の 玉を む
いた りして 、き っと ここ では思 い入 れた つぶり に胸 をそ らせ たに違
い ない 、う ん、わ かる わか る。そ んな こと を考 えてい たら 、次第 次
第に 引き 込ま れて いって 、我 が「 研究テ ーマ 」で あると ころ のプ ル
ース トとい う大 小説 家の ことは さて おいて 、い ま眼 の前 でやた らに
喋 ってい る この人 物の 言葉つ きや 、そ の言 い草の 馬鹿 ばか しさ、 そ
れに 文章 には表 われ てこ ない けれど もき っと そう である に違 いな い

表情 の歪み など が眼 に浮 かぶよ うな 気が して、 わく わく して きたの
だった 。そ してそ の女 性の 身振り に合 わせ て私 もつい つい ニタッ と
横眼を遣ったりなどしたら、何と！ 活字がくねくねと身をよじら
せたのだった。
そ れは たと えば こんな 部分 だ。 場所は ヴイ ルパ リジ侯 爵夫 人の サ
ロン 。女 主人が 、 このと ころ しきり と訪 ねて きて 今日や っと 通し て
もらえ たル グラ ンダン とい う男 のこ とで「 カン ブル メー ル夫人 とい
う 妹がい るら しい けれ ど、で もそ んな 名前 聞いた って 、あな たに も
私に もピ ンと来 ない けれ どね え」と 耳打 ちした の に対し て、 姪のゲ
ルマント公爵夫人が答える科白である。何がどうくねくねしたのか、
僅かなりとも掴みとるべく、とりえあえず次のような 日本語に直し
てみる。
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「あらやだ、私、よおく知っていますわよ」
とゲルマント夫人は手を口にあてて叫んだ。
「いえね、知っているっていうわけじゃないの、でもバザンが、
どこ だっ たか でその 人の ご主 人て人 に会 って ね、 どうい うつ も
りか、 その おデ ブさ んが私 に会 いに 来るよ うに って 言っ たらし
い の。 その人 が来 たと きった ら、 まあ ちょ っと言 いよ うがな か
った わよ 。ロ ンドン へ行 った って言 うの 。そ れで、 大英 博物 館
にある 絵を 、み いん な数え 上げ るんで すも の。 今だ って、 こう
し てあ なたの とこ ろを失 礼し ます でし よ、そ うし たら 私、あ の
化け 物のう ち へ名刺 を置 きに行 くん だけ ど、 それだ って 、あ な
た 、な まや さしい こと じや ない の。だ って 、今 にも 死にそ うだ
とか 言っ て、 いつ だって うち にい るで しよ。 それ で夕方 の七 時
だろ うが朝 の九 時だ ろう がお構 いな しに苺 の タルト なん ぞ食べ
さ せよ うと するん です もの。 そ うよ、 決ま ってる わよ 、化 け物
ですわよ」

ゲルマント夫人は伯母のもの問いたげな眼に向かって言った、
、の
、書
、き
、、なん て言
「なに しろ 考えら れな いよ うな 人なの よ。 も

うんですもの。ま、ともかくそういったことをね」
「もの書きって何のことなの？」
ヴイルパリジ夫人は姪にたずねた。
「知りゃしませんわよ」
ゲルマント夫人は腹を立てたようなふりをして叫んだ、
「 知り たくも ない わ。 そんな フラ ンス 語、 話しま せん もの、 わ
たくし」

訪 問を 受け て会 ってあ げる だけで 相手 にと って は大変 な名 誉と 格
しやく

付け にな るとい うこ のゲ ルマ ント夫 人が 、な んで あんな ブル ジョ ワ
風情 とつき 合わ な ければ なら ない の、 と 癪 でならな いけれ ども、そ
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れも 夫公 爵の 頼み とあれ ぱ無 下に退 ける わけ にも いかず 、と いう の
も内 実はま った く冷え 切 ってい なが ら外見 だけ は新 婚の ように 甘く
振 舞う夫 婦 生活で 、こ れまた 人前 では 才気 あふれ る妻 をち やほや し
ながら、時に虎のような眼で彼女を睨みすえる男の言うことだから、
従わな いの も恐 ろしい 。加 えて 相手 の女は 新興 の芸術 を 愛好し 、何
に でも独 自の 意見 を持 ってい る新 しいタ イ プの知 的女 性であ る。 社
交界きってのセンスとエスプリの持ち主と評判の公爵夫人としては、
夫の思 惑な ど脇 へ置い ても 、どう でも 譲れ ぬと ころだ 。し かも ここ
は ヴィル パリ ジ夫 人のサ ロン 。あ れがあ の有 名な ゲル マント 夫人 か
と人 々の好 奇と 讃美 の視 線の降 り注 ぐ中 で、会 話だ けは ぜひ とも優
雅 に気 のき いたも ので はな くては なら ない 。内 心にせ めぎ 合うさ ま
ざま な思 いが 彼女 の声に いか な張 りを与 えた か、 想像に 難く ない の
であ る。ち なみ に、 カン ブルメ ール 夫人と はシ ャル ル・ スワン の愛
人 でもあ っ た人で 、ス ワンが 遂に オデ ット との恋 愛の 不首 尾を観 念
することになるサン ト
=ゥベルト夫人の夜会で、細身の姿態をひる

がえ して壇 上に 駆け 上っ た新婚 の彼 女を 記憶に とど めて いる 読者に
とっては、ここでの描写はまた別の意味で感慨深いものがある。
が 、私が ハツ と胸 を衝 かれる よう に感 じたと いう その 感じ は、そ
うし た状況 の読 みが 一段 と深ま った という こと では なく 、文章 の端
々 に読 み取 れる心 の動 きなど とい うこ とで もなか った 。そ ういう こ
とな ら、 原文に 触 れる以 前に すでに 翻訳 を読 むだ けで充 分に 理解 で
きたはずである。
そ うで はなく て、 私は 文章 そのも のに 感電 した のだっ た。 説明 的
な文 章は 説明な りに 、人 物の 科白は 科白 なりに 、 それを 織り 成して
いる言 葉の 生命 力とで もい うべき も のに、 たぶ んその 時は じめ て気
がついたのではないか。それ以前にもおぼろ気ながら察してはいた、
フラ ンス語 によ る「 文学 」を、 私は 生ま れては じめ て体 験し たので
はなかったか、と思うのである。
と はいえ 日本 語に なっ てしま えば 、も はやミ もフ タも ない 、これ
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はつ まる とこ ろ日 本語で 、少 々ぎく しゃ くし てい るが、 しか し日 本
語以 外の何 物で もない 。 私が感 じた 、ある いは 感じ たよ うに思 った
あ の言い 難 い気迫 とは 、たと えば 雷光 とそ の絵の よう に似 て非な る
もの であ る。そ れに こう いっ た訳業 なら 、す でに して見 事な 名訳 が
存在す るの だか ら、今 更そ の真 似を してみ たと ころで ど うなる とい
うものでもない。
それ にし ても 「翻訳 不可 能の 文学 」など と我 ながら あ きれる ほど
の大仰 なこ とを 言い出 した ものだ 。そ れに また 先に書 き抜 いた 部分
にしても、私は何もこれこそが「文学 、
｣ これがプルーストの「真
髄」 などと 思っ てい るわ けでも ない 。た だちょ っと 面白 いけ れど、
それだけのこと。こんなものならプルーストの中にふんだんにある。
プルーストでなくても、そこらじゅうにありそうだ。
たし かに 、私が 考え てい たのは そん な深 刻な ことで はな い。そ う
ではなくて、本当はもっと他愛のないこと、単純なことなのである。
ただし、その単純なことを説明するのが、なかなか難しい。

それ はた とえ ばこう いう ことで ある 。日 本で フラン ス語 を読 んで
いた頃、私は
Oh! là làという感動詞に何度も出会っていた。しか
しフ ラン スに 行っ てその 言葉 が実 際に発 音さ れる のを耳 にし た時 、
私は 本当に びっ くり した 。その 経験 がいつ 、ど こで 、ど のよう な状
況 下に おい てだっ たか は覚え てい ない のが 不思議 なほ ど（ たぶん あ
ま り に よ く 耳 に す る せ い も あ っ て ）、 そ の 驚 き だ け は 今 も っ て 実 に
鮮明である。
何 に驚 いたか と言 えば 、ま ずはそ のリ ズム であ る。そ れは モー ル
ス信 号流 に言え ば「 ツー ・ト ・ツー 」と でも表 現 し得る リズ ムを持
ってい た。 日本 での私 はと 言えば 、 これが －つ のまと まり を持 った
語 群であ るこ とを 知るの にも 一つ の段階 を越 えな けれ ばなら なか っ
たは ずだが 、そ の後 でも 、活字 の配 列だ けを眺 めて 判断 する 限り、
これが 実際 にはど う発 音さ れるの か想 像す るこ とは難 しか った。 私
は頭の中でこの言葉を一本調子に「オー・ラー・ラー 、
｣ もしくは
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尻下 がり に「 オ・ ラ・ラ 」と 構成し てみ て、 それ で事足 れり とし て
いた。
い や事 足れ りと したわ けで はない 。よ く突 き詰 めれば 、ど こと な
く変 だな 、フラ ンス 人と いう のはず いぶ ん間 の抜 けた感 動詞 を使 う
ものだ 、も っと も映画 など で見 ると ころで はか なりオ ー バーな ゼス
チ ュアを する から 、感 動詞も それ に見合 っ て長っ たら しいの かも し
れな い、 といっ た程 度の こと は考え たで あろう けれ ども 、そ れをそ
んなに も深 く考 えずに やり 過ごし たの は、 要す るに、 その 頃の 私に
と っては 、ど こと なく釈 然と しな いとい うの が何 もこ の言葉 だけ に
限っ たこと では なく て、 一事が 万事 、つ まりは 前の 単語 も後 の字句
も 、し っく りわか るも のな どひと つも ない とい った方 が早 いくら い
のものだったからである。
そう いう わけで 、例 の公 爵夫人 の科 白に して も、初 めて 辞書と 首
っ 引きで 苦 労しな がら 、まる で暗 号を 解読 するよ うに 読ん だとき に
は、
「何と！ 私は彼女を完壁に知っている。あるいはむしろ、私は彼

女を知 らな い。し かし 、神 のみぞ 知る 場所 でそ の夫に 出会 ったと こ
ろのバザンが…」
と い っ た具 合 に 理 解 し て い たに 違 い な い が 、 し か し それ で も 私自

であった。もはや
Oh! là là

身 は読 み解 いたこ とに 大いに 満足 して いた ことだ けは 、は っきり と
は
Oh! là là

言っておかなくてはならない。．
ところが，フランスでは

モールス信号でも音符でも表現し切れない、本物の
Oh! là là . と
いう のも この言 葉に は、 独特 のリズ ムの みなら ず 独特の 高低 アクセ
ント、 独特 の息 づかい が伴 ってい て 、これ を表 現する には 音声 スペ
ク トル分 析な どと いう最 新技 術を 駆使し て、 素人 が見 たので は何 の
こと やらチ ンプ ンカ ンプ ンのグ ラフ にで も頼る か、 さも なく ば，諦
めて単に Oh! là làと書くしか方法がないからである。
し かもこ うし た変 貌が 、この 感動 詞ひ とつで はな くす べて の言語
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に起 こっ たの だっ た。活 字の 字づら を見 てい る限 りでは 、言 葉は 実
に整 然と、 ほと んど同 じ 間隔で 並ん でいる けれ ども 、実 際には その
よ うに、 立 派に訓 練さ れた軍 隊の よう に存 在して いる ので はない と
いうことを、私は痛いほど感じた。 Oh! là là
のように、単語と単語
の間の 時間 的間 隔はま こと に個 性的 にまち まち で、時 に よって 前の
単 語が後 の単 語に 寄り かかっ てい たり、 蹴 とばし てい たりす る。 ど
の単 語も 決して 直立 不動 で前 を向い てい るわけ では ない のだ という
ことが 、私 は生 まれて 初め て、つ くづ くと わか ったの であ った 。そ
のとき、アルファベットが立ったのである。
しか し、 考え てみれ ばそ れはき わめ て当 り前 のこと で、 そん なこ
と を知 るた めにわ ざわ ざフ ランス へ行 った なん て実に 愚か しいこ と
だと 思わ れて も仕 方がな い。 それ に、そ うい うこ とはフ ラン ス語 に
限らず日本語でも十分に言えることではないか、と。
確 かに その 通り である 。だ がそ の当り 前の こと をそう と知 るた め
に、 私に はフラ ンス 語と いう 外国語 を手 繰る 必要 があっ たの だ。 外
国語と いう 使い 慣れな い道 具だ から こそ、 それ を使 いこ なす訓 練の

過程で 、そ の道具 の機 能や 性格を 改め て高 速度 カメラ で撮 影した よ
うにゆっくりと確認することができたのだろう。
話を プル ースト に戻 せば 、私は こん なふ うに してよ うや く、そ の
小 説的 な面 白さに おい て僅か なが ら深 みを 加えた 読み 方が できた よ
うに 感じ たし、 プ ルース トだ けでは ない 他の フラ ンス語 の小 説文 章
も、な ぜそ れが 小説と して 書か れた かがわ かる よう な気 がし始 めた
のであった。
そ れ で は何 が 深 み を 増 し 、 何 が わ かる よ う に な っ た の か と聞 か れ
れば、 それ を説 明する のは 私にと っ て容易 なこ とでは ない 。と いう
の も、書 かれ てあ ったこ とは 前々 からそ う書 かれ てあ ったの で、 意
味そ のもの には 何の 変化 も生じ たわ けで はない から であ る。 強いて
言うならば「オー・ラー・ラー」が Oh! là là
になったというような
こと で、 その ため に言葉 と、 言葉 が掻き 立て るも のと が、輝 きを 増
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した、魅力的になった、いっそう心に響くものとなった、のである。
しか しそ れは、 とい う冷 笑を含 んだ 声が 、私の 耳に は聴 こえて く
る 。それ は 語学力 の問 題では あり ませ んか 。それ もか なり 程度の 低
い語 学力 です。 つま り、 あな たはも とも とフ ラン ス語の 学力 がな か
ったの が、 やっ とどう にか 少し 読め るよう にな ったと い う、た だそ
れだけのことなのです。
まこ とに もっ ておっ しゃ る通 り、 である 。私 の語学 力 の低さ とい
うのは 、冷 静か つ客観 的に 考えて みる まで もな くひど いも ので 、一
旦 その点 に思 いを 至すと なる と、 もはや 一言 もな く落 込んで しま う
他は ない。 いっ そ開 き直 って言 って しま えば， 生ま れて 初め てフラ
ン ス人 にお そるお そる 「ボ ンジュ ール 」と 言っ てみた ら、 何と「 ボ
ンジュール」と返事がかえってきて、うわあ、フランス語が通じた、
意思 が通じ た、 人間 同志 のコミ ュニ ケーシ ョン が可 能に なった 、と
小踊りして喜ぶ初学者の感動と大差はない。
そ れは確 かに その通 り なのだ けれ ども、 しか し百 パー セント が百
パーセ ント それ だけと いう わけ でも ないの では ない か、 そんな 思い

が私の 心の どこか にあ る。 つまり 、活 字が 立っ て踊っ たよ うに見 え
たあ の感 動に は、 語学力 とは また 別の要 因が あっ たので はな いか と
いう 気がし て、 もし それ がそう だと すると 、そ の要 因と は一体 何な
のか、という疑問が消えないのである。

こんなことを言うのも、活字が立った経験とほぼ時を同じくして、
私はもうひとつ、実に奇妙な経験をしたからである。
や は り 晴 れ 渡 った あ る 日 の 午 前 中 、 私 は寮 の キ ッ チ ン で ち ょっ と
した 水仕事 をし ていた 。 そこへ 日本 人のＴ さん が飛 び込 んで来 て、
挨拶もせずに、いきなり、
「大変だ！ 日本は大変なことになりましたよ！」と叫んだのであ
る。
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Ｔ さ ん と は ， いず れ 十 指 に 満 た な い デ ィジ ョ ン 在 住 の 日 本 人の 中
で、 二人だ けが ほぼ同 じ 条件の 留学 生だと いう 関係 で、 何かに つけ
て 情報を 交 換した り行 動を共 にす る機 会は あった 。と はい え広い キ
ャン パス の反対 側に ある 男子 寮に住 む彼 が、 この 時刻、 前触 れも な
しにこ こま で来 るのは 普通 では ない 。その ただ ならぬ 表 情を見 て、
反 射的に 私は 最悪 の事 態を覚 悟し た。そ の 私に、 Ｔさ んは三 島由 起
夫の自衛隊乱入と割腹事件を教えてくれたのであった。
途端に私の心は複雑骨折を起こした。
い つだ ったか 、安 部公 房が 誰かと の対 談で語 って いる のを 読んだ
のだ が、複 雑骨 折と いう のは、 物体 が骨 に与え る衝 撃そ のも のの性
質 や強 さに よって 起こ るの ではな いの だそ うだ 。そう では なくて 、
これ から 何分 の一 秒、あ るい は何 十分の 一秒 後に 自分の 肉体 が受 け
るで あろう 衝撃 につ いて 、脳が 正確 に判断 する こと がで きず、 神経
系 統に発 す る命令 に一 瞬迷い が生 じた とき 、その 迷い と乱 れが原 因
となってまったく内部的に起こるのが複雑骨折だ、というのである。
もしそ う だとす れば 、あの とき の私 の気 持はま さし く複 雑骨折 だ

った。 私は 三島由 起夫 の割 腹自殺 がど れ程 重大 なもの なの か判断 す
るこ とが でき ず、 しかも 「大 変だ ！」と 言わ れた 時の緊 張を 解く こ
とも できず 、我 れと 我が 心をい かに 統御す るか につ いて 、まっ たく
途 方に 暮れ たので あっ た。そ して 、知 らさ れた事 柄よ りは バラバ ラ
にな った 自分の 気 持の方 によ り多く 気を 遣い つつ 、事件 のあ らま し
を聞い たの だが 、それ はあ らま しと 言うに はあ まり に単 純で、 話し
ているＴさんもじきに白けてしまった程だった。
聞き なが ら、 私はと りと めも なく さまざ まな こと を考 えた。 何よ
りも割 腹と いう 事実の 凄惨 さと軍 隊 的なも のへ の嫌悪 が胸 に突 き上
げ 、そこ に三 島由 起夫の 一部 の作 品への 愛着 が微 妙に 絡み合 った 。
その 一方 で、 こんな 事件 をフラ ンス 人た ちに どう釈 明し たら いい
ものだ ろう という 思案 に気 が重く なる 。つ いこ の間も 、一 緒に食 事
をし てい た夫 婦の 、奥さ んが 「日 本の方 はと ても 感情 や趣味 が繊 細
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こわもて

ね」 と言 うの に対 して主 人の 方が、 でも あの 経済 進出の やり 方に は
きわめて軍国的なものがある、 Vous etes durs!
（ あなたが たは強面
、ぶ
、と
、い
、、
、とでも…）
だ、とでも訳したらいいのだろうか、あるいはし
と私 に強 い眼を 向け たの が思 い出さ れる 。そ して またＴ さん の、 日
本に残 して 来た 恋愛が 渡仏 後程 をへ ずして 不首 尾に終 っ たこと をき
っ かけに 、気 がか りな 抑鬱か ら妙 な国粋 主 義へと 激し く揺れ 動い た
精神状態のことも、考えないわけにはいかなかった。
それか ら数 日の 間に 、街の 店頭 には、 日 本と三 島に ついて 特集 を
編 んだ雑 誌が 何種 類も並 んだ 。そ れをレ ジの とこ ろへ 持って 行っ て
お金 を払う 時の 気持 は忘 れられ ない 。日 本人で ある こと が、 とても
辛かった。Ｔさんの気持はそれと逆だったようだけれども。
そ れはと もか くと して 、その 特集 のひ とつに 『憂 国』 の抜 粋を載
せているものがあって、私は初めてこの小説を読んだのだった。
フ ラン ス語 で読 む日本 の小 説は 、物の 名前 がフ ランス 語に なっ て
いた りし て奇妙 だし 、か とい って日 本語 のま まロ ーマ字 とい うの も
ギクシ ャク し、 のみな らず それ と判 明する のに いっ そう 手間が かか

ったりしてかえってやっかいなくらいだが、仕方がない。
場 面は主 人公 夫婦 の自 決であ る。 背後 に控え た細 君が 夫の 切腹を
見守 ってい る。 頬に はと どめよ うも なく涙 が流 れて いる …。そ こで
私 の 眼 は ハ ツ と 立 ち 止 ま っ た 。「 化 粧 が 落 ち る の が 厭 だ と 彼 女 は 思
う」 と読 めたか ら である 。証 拠とな る原 文が 手元 にない のが 残念 だ
けれど も、 それ は意味 をと り違 える ことも 不可 能な ほど 、単語 も構
文 も単純 だっ たと 記憶 する。 しか し私 には どうに も理 解でき なか っ
た。 重ね て言う が文 法的 に、 あるい は語 学的に 理 解でき なか ったの
ではな い。 字づ らの意 味に 関して は 、まっ たく 問題は なか った 。ま
た 、状況 とし て理 解でき ない とい うので もな かっ た。 たしか に涙 は
流れ るだろ う。 それ は白 粉をも 流し 去る だろう 。し かし この 期に及
んでそ んな ことを 気に する という こと が理 解で きない 。今 にも息 絶
えようとする夫の後姿を見守りつつ、悲しみの極みの涙を流しつつ、
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その 涙で 化粧 が落 ちるこ とを 心配す ると は、 何と 理不尽 なこ とだ ろ
う。 しかも すぐ 後には 自 分も死 のう として いる とい うの に。い や、
百 歩譲っ て そうい うこ ともあ りう ると しよ う。最 も悲 劇的 な瞬間 に
も、 人は ふっと ひど く日 常的 なこと に気 持が とら われた りす るも の
だ。そ れは 幾分 、イヨ ネス コ的 な、 あるい は向 田邦子 的 な感覚 だと
言 えない こと もな いけ れども 、今 のこの 場 合には 通用 しない 。い つ
も身 だし なみに 気を つけ る若 妻の、 日頃 の習い 性と なっ て死 の直前
にも化 粧の こと を気に かけ ること があ った とし ても、 その よう に不
、ず
、み
、を起 こすの が人 間精 神の現 実の あり よう である にし て
条 理なひ

も、 そのこ とを ここ で持 ち出し ては 、こ の小説 の筋 が歪 む。 美が損
わ れる 。言 ってみ れば 私は 、文学 的に この 一句 が理解 でき ないの で
あった。
日本 にい て，日 本語 でこ れを読 んで いる 人に はわか って 貰えな い
こ とかも し れない 。け れども 正直 に言 って 、それ がそ の時 の私の 考
えた こと であっ た。 小首 をか しげる 思い で私 は考 えた、 涙で 流れ 落
ちるような厚化粧をしているのかなあ、この人は。

その不 審な 思い がどう にも 整理 し切れ ない でい るう ちに、 私は あ
る こ と に 思 い 当 っ た 。 そ う だ 、 こ れ は き っ と 誤 訳 に 違 い な い 。「 化
粧が落ちる のも気にならなかった 」.とか何とかいうのを、慌ててこ
う 訳し てし まった ので はある まい か。 そう でなく ても 、ち ょっと し
たニ ュア ンスを 掴 みそこ ねて 、結果 的に こう いう ことに なっ てし ま
ったの に違 いな い。い った い原 文は どうい うこ とに なっ ている のだ
ろう。そう思うと、好奇心に胸がうずくような気がした。
こん なふ うに 考えた とい うの も、 それま でに 何度 か、 ちょう どこ
れと逆 のこ とを 経験し たこ とがあ っ たから であ る。フ ラン スの 小説
の 翻訳を 読ん でい て、ど こか おか しい、 何だ か妙 だ、 と思う こと が
あっ て、た また ま原 文に 当って みて 、あ あそう いう こと か、 と納得
のいく こと がある 。こ うい う場合 にお もし ろい のは、 一旦 原文に 触
れて 、そ の後 にも う一度 訳文 に戻 ってみ ると 、今 度は 原文と 同じ よ
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うに 読め てし まっ たり， そう でなく ても 、な るほ どこう いう こと な
らこ う訳す 他な いだろ う と認め ざる をえな いこ とが 多い 、とい うこ
と だ。そ れ もその はず 、こう いう 翻訳 をし ている のは たい ていは フ
ラン ス語 、日本 語と もに 力量 をうた われ たフ ラン ス文学 の大 家で あ
って、 その 訳業 に私な どが 文句 や感 想を言 う僭 越の方 が 恐ろし いく
ら いのも のだ が、 ここ は一介 の翻 訳小説 読 者とし て雲 の上の こと に
は目をつぶって物言う次第だ。
そんな わけ で、 あな がち誤 訳と は言え な いけれ ども 、しか し原 文
に 立ち戻 って 後は じめて 理解 可能 となる よう なこ とが 、翻訳 には ま
まあ るとい うこ とを 知っ ていた から こそ 、私は ，メ ーキ ャッ プがは
げるかはげないかに閲して、原文を見たいと思ったのである。
日 本へ帰 った のは それ から一 年半 ほど 後のこ とだ った 。ほ とんど
時を おかず して 『憂 国』 の頁を 開い たよう に覚 えて いる から、 この
一 年半の 間 にも、 この 一点に まつ わる 私の 好奇心 はあ まり 衰えな か
ったと言えるだろう。何はさておき真先に問題の箇所だけを読んで、
私は、あっ！ と思った。正直、声を上げるほどの驚きだった。こ

う書いてあったのだ。
「じゃあ，行くぞ」
とつ いに 中尉 が言 った。 麗子 は畳 に深 く身を 伏せ てお 辞儀を し
た。 どうし ても 顔が 上げ られな い。 涙で 化粧 を崩し たく ないと
思っても、涙を禦めることができない。

私が 驚い たの は、ま ず第 一に、 原文 が仏 訳の 通りだ とい うこ とだ
った。至極当然であるはずのことにこんなにも驚いたということで、
仏訳 に対 する 私の 不可解 の思 いが いかに 深か った か、逆 に思 い知 っ
たほ どだっ たが 、し かし 本当の 理由 はそれ では なか った 。私が 驚い
た のは 、そ の文章 を一 目見た だけ で、 自分 がそれ を完 壁に 理解で き
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たこ とだ った ので ある。 私に は分っ た。 化粧 を崩 したく ない のは 死
顔を 美しい もの にした い という こと 。それ は即 ち死 にざ まを潔 いも
の にした い という こと で、そ れと いう のも 、死に ざま の一 点にこ そ
生の すべ ての意 義が かけ られ ている から だ。 その 事情が 、解 釈も 熟
慮も必 要と せず 、ほと んど 瞬間 的に わかっ たの だった 。 そして それ
が わかる と同 時に 、私 はこの こと をまっ た く感じ 取る ことの でき な
かっ たフ ランス での 自分 を振 り返っ て、 第三の 、実 に何 とも 言いよ
うのない驚きを味わったのである。
さ て、 それか ら改 めて この 短篇を 初め から読 み直 して みれ ば、こ
の小 説には その よう な容 姿や身 じま いに 関して の美 意識 が満 ちみち
て いる 、と 言うか 、そ れし かない と言 った 方が 早いく らい のもの な
ので 、然 るべ き状 況で落 着い て読 めば、 問題 の箇 所の文 章に たと え
少々 の手ぬ かり があ った にして も、 意味を 取り 違え るお それは なか
っ たに違 い ないと 思わ れた。 だが 、こ こで は『憂 国』 とい う小説 そ
のも のの ことを あれ これ 言う つもり はな い。 私が この小 説に つい て
語って いる のは 、それ と出 会っ た状 況がい ささ か特 殊な もので あっ

たため で、 問題な のは むし ろその 状況 の方 なの だとい うこ とは、 改
めて言うまでもあるまい。
そう なの だ、状 況が 特殊 だった のだ 、と 私は その後 も自 分自身 へ
の 弁解 のよ うにし て、 未練が まし く考 え続 けた。 なに せあ の時は 心
が複 雑骨 折を起 こ してと りと めがな くな って いた 。それ に読 んだ の
がほん の一 部の 抜粋に すぎ ない とい うこと もあ る。 全体 の流れ の中
で 読めば 気の 迷い もな かった かも しれ ない ものを 。何 と言っ ても フ
ラン ス 語 だと いう のが まずい のだ 。マ キヤ ージュ maquillage
という
言葉か らつ いつ い連想 して しまう の は、ア イシ ャドウ につ けま つげ
といった「メーキャップ」で、白粉をはたき紅をさす、といった「薄
化粧 」から はほ ど遠 い。 そうで なく ても 、バス 停の 広告 や雑 誌の裏
表紙 な ど で ，
（ク レ ン ジ ン グ 乳 液 ）と い う 文字 を
lait
démaquillant
見 慣 れ て い る 眼 に は、 se démaquiller
は 「 厚 化 粧 が 剥 げ る 」と い う

- 15 -

行間の光

― 日本の小説・フランスの小説 ２ ―

感じで、「化粧が崩れる」風情には結びつかない。
要す るに 私は、 エネ ルギ ッシュ で自 己主 張が強 く、 それ なりに チ
ャ ーミン グ なフラ ンス の女た ちを 間近 に見 て暮し てい るう ちに、 自
分と フラ ンス人 との 距離 をひ しひし と感 じつ つも 、いつ の間 にか 、
夫に向 かっ て深 ぶかと お辞 儀を し、 化粧の 崩れ を気に か けなが ら流
れ る涙を どう する こと もでき ずに いる日 本 の女性 像を 、何と も奇 異
なも のと 思うよ うに なっ てい たので あろ う。そ れに つい ては 、もち
ろん、 先あ げた ような 理由 もある 。だ がそ のよ うない ちい ちの 要因
と は別に 、も っと 漠然と した 、も っと根 深く て得 体の しれな い要 因
もあったのではないだろうか。
それを、たとえば空気のようなものだ、と私は感じている。
フ ランス にい て、 ごく 稀れに 日本 酒を 飲む機 会に 恵ま れた 。そん
な時 、私た ちは ひど くあ りがた がっ てこれ を味 わっ た。 当時で もフ
ラ ンスで 生 活して いる 日本人 の境 遇は さま ざまだ った から 、日本 酒
など 珍し くも何 とも ない 人も いたで あろ うけ れど も、若 くて 貧し い
私たち 、少 なく とも私 には 、ち ょっ と口に は言 い表 せな いよう な貴

重品だ った 。当然 、ご 馳走 してく れる 方も 得意 満面で 、良 く良く 心
して 頂け 、と 口に 出して まで は言 わない だけ とい う顔を して いる 。
そん なお酒 だか ら、 飲ん でまず いは ずがな かっ た。 まず いと思 う心
のゆとりなどないのである。飲む前から、心は感激にふるえている。
ガブ 飲み するな ど めっそ うも ない。 珍し いも のだ からと 、日 頃は お
酒を口にしない人にまで勧めたりする。
し かし 正直に 言え ば、 私は そうし て呑 んだ 日本 の酒を おい しい と
思っ たこ とがな かっ た。 前後 の事情 で、 つまり あ まりに あり がたが
って特 別扱 いし て味わ うた めに、 結 果とし て味 も何も 分ら なく なっ
て しまっ たと いう わけで はな い。 本当に おい しく ない のであ る。 ど
こか ヌルッ とし て、 甘っ たるす ぎて 、味 にメリ ハリ が無 くて 、まっ
たく魅 力が ない。 その 上、 期待し た程 にお いし くない とい うこと で
何ともいえない索漠とした後味を残すのであった。
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そ の理由 を、 私は 色々 に考え てみ た。 肴が合 わな いと いう ことも
あるかもしれない。しかし肴などなくたって、最初一口飲むお酒は、
お いしい 時 はこの 上も なくお いし いも ので はない か。 こち らの体 質
が少 し変 ってき てい るの かも しれな い。 連日 のフ ランス 風の 食事 の
ために 、体 の状 態や要 求す るも のが 日本に いる 時とは 違 ってい て、
そ れで好 まし い反 応を 示さな いと いうこ と もあり うる 。周囲 の道 具
立てが違う。顔ぶれが違う。話題が違う。
だがそ れよ りも 一番 間題な のは 空気で は ないか 、と 私は思 った 。
温 度や湿 度や 成分 や、そ れと 気が つかな いほ ど微 妙な 匂いや 刺激 を
含ん でいる 空気 が、 日本 の酒と うま く共 鳴しな いの では ない か。酒
の 魅力 を引 き立て るこ とが できな いの では ない か。そ のた めに、 酒
はた だ珍 しい もの 、貴重 なも のに すぎな くな って しまっ て、 本当 の
魅力 を発揮 する こと がで きなく なる のでは ない か。 そん なふう に思
ったものであった。
同 じこと が、 小説に つ いても 言え るので はあ るま いか 。あた りじ
ゆうに 立ち こめ ている にも かか わら ず、ど うに も分 析不 可能な 空気

のよう なも のがあ って 、そ れによ って 小説 とい うもの は本 然を発 揮
した り、 しな かっ たりす ると いう ことが ある ので はない だろ うか 。
あ の 時 プ ル ー ス ト の 活 字 が 立 っ た と い う の も 、『 憂 国 』 が 不 可 解 だ
っ たと いう のも、 つま りはそ うい うこ とだ ったの では ない か、と 思
うのである。．
ある いは《 空》
）の中で『憂国』についてかなりの
1981

ち なみに マル グリ ット ・ユル スナ ール は『三 島
のヴィジョン 』（ガリ マール

頁 を費し てい る。 三島 由起夫 とい う作 家と その主 要作 品の 解説、 な
い し は 紹 介 で あ る こ の 著 作 で 、『 憂 国 』 と い う 小 品 が 特 に 大 き く 扱
われて いる 理由 は、ユ ルス ナール が 三島の 自決 をこそ 彼 の最大 にし
て 最 高 の 作 品 と 見 て い る か ら だ 。『 憂 国 』 は 、 当 然 な が ら 、 最 良 の
手がかり、彼女の言い方によれば自決のアヴァン プ
=ルミエール（試

- 17 -

行間の光

― 日本の小説・フランスの小説 ２ ―

演会）と考えられるからであろう。
も っ とも ユ ル ス ナ ー ル は 『 憂国 』 の 原 作 （ 原 語 と い う意 味 で はな
く 、劇化 や 映画化 の際 の原作 ）を 読ん だの ではな く、 三島 自身が 能
の様 式を 借りて 演出 し、 かつ 主役を 演じ た映 画を 見たの であ るよ う
だ。文 字に よる よりも 映像 によ る方 がはる かに 鮮烈で 、 そのた めに
こ の作品 に関 する ペン に力が こも ったと い うこと も考 えられ ない で
はな い。 主人公 の中 尉が 玄関 で長靴 を脱 ぎ，片 足で よろ ける という
ことまで詳しく（ こ
｢ う し た 場 合 に よ く あ る よ う に」 と い う 注 釈 ま
で つけて ）描 写し ている のだ が、 私はと 言え ば原 作は 知って いて も
映画の方を知らないので、かえって興味深かったりした。
例 の細 君の 化粧 につい ては 、切 腹の最 中は 「涙 を抑 えつつ 」見 守
って いる らし いが 、その 後、 自ら の自害 に先 立っ て化粧 直し をす る
とこ ろでは 「昔 の日 本女 性がし てい たよう に刷 毛で ぬり 、粉を はた
く（ platré et poudré
） 化粧を直した」と書いている。ひょっとすると
映画 では 、この 軍人 の妻 はま るで玄 人女 のよ うに 濃い水 白粉 でも 使
用して いる ので あろう か。 是非 とも 見て確 かめ たい とこ ろであ る。

つまづ

そんな こと はどう でも いい には違 いな いの だけ れど、 なに せ初め の
蹟 きが 蹟 きなの で、 妙な 好奇 心が あと あとまで尾 を引い て困って し
まう。
つ いでなが ら、ユルスナー ルは『憂国』 Patriotisme
と い う題名に
つい てお もしろ い ことを 言っ ている 。す なわ ち、 この題 名よ りは 切
腹の背景である掛軸の LOYAUTÉ
という言葉の方がふさわしいので
は ないか 。な ぜな らば 、いわ ゆる 愛国 心は 二人が 簡単 に天皇 のた め
に祈 る時 にしか 登場 しな いの に反し て、 この青 年 が死ぬ のは 仲間に
対する 信義 、妻 が死ぬ のも 夫に対 す る信義 に由 るのだ から 、と 言う
と は、原
LOYAUTÉ

の である 。ど うも 、その 極度 に様 式化さ れた 映画 では 、この 掛軸 だ
けが ほとん ど唯 一の装置と なっているら しい。

作から推し測るに 至｢誠」の二文字であろう。
ユ ルスナ ール が釈 然と しない のも もっ ともだ と私 も思 う。 しかし
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それならば

が 良いかと言えば、これまたどこかピントが
LOYAUTÉ

ず れ る 。 patriotisme
を 「 愛 国 心 」 と 再 度 訳し 直 し て み る と 、 そ の ず
れ は一層 ひ どくな る。 やはり この 作品 の土 台にな って いる 精神構 造
や、 それ と不可 分の きわ めて 漠然と した 美意 識を 言うに は「 憂国 の
情」が 一番 適し いのか もし れな いと は、ユ ルス ナール の 感想を 待つ
までもなく、この小説を読んだ直後に考えたことだった。
それよりも私が気になって仕方がないのは、日本語の「憂国」「至
誠」が patriotisme, LOYAUTÉ
と なるということだ。何も知らずにこ
れ らのフ ラン ス語 に出会 った とし たら、 私は 多分 あま りため らわ ず
に「 愛国心 、
｣「誠 実」と 訳し てしまうに違い ない 。だが，そのよう
な 往き 還え りの間 に、 いか に多く のも のが 失わ れるこ とだ ろう。 そ
して 、ち ょう ど加 熱によ って 失わ れるあ る種 のビ タミン のよ うに 、
失わ れたも のの 中に 何か とても 本質 的なも のが ある よう な気が して
ならないのである。
文 学と いう のは 、小説 であ れ詩 であれ 、い ずれ 本の 一冊、 多く て

数 冊で事 足り るも ので 、これ を味 わうの に会 場が 要る わけで もな け
れば 道具 が要る わけ でも ない。 何と も手 軽なも のの よう にも 思われ
るけれ ども 、その 中に 含ま れてい る意 味や こめ られた 香り 、味わ い
など を質 を損 うこ となく 吸収 しよ うとす れば 、と ても 大きな 場と か
《空気》を選ぶものなのではないだろうか。
一 旦そ うい うこ とを考 えて しま うと、 日本 にい て、 フラン スで の
生活 経験 も乏し く 、フラ ンス 語も未 熟な まま にフ ランス 文学 につ い
て考 えてい るこ とが、 ひど く心 もと なく思 われ てく る。 そして その
あ げく、 結局 は日 本に 暮して 日本 語に 馴染 んでい るの だか ら日本 の
文学 が一 番なの だと 、一 見気 ごころ の知 れて いる ように 思わ れる小
さな穴 ぐら へ自 分を閉 じ込 めてし ま いたく もな る。そ ん な安直 さは
別 として も、 より 深い もの、 より 純度の 高い もの を目 指す限 り、 一
種の 純粋 主義が 頭を もた げるの は当 然の ことで 、そ れに して は遠い
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彼方の文学はおぼろにかすんで何とも頼りない。
だが また 文学と は、 その ような 得体 の知 れない 未知 のも のへの 癒
し がたい 思 いをこ そ基 盤とす るも ので はな かった ろう か。 とりわ け
小 説 は 、フ ランス 語 で nouvelle
（ 新 し い も の ）、 英 語で novel
（ 新奇
なるもの）、という名称が示すように、本当のところ、珍しいもの、
味 わい方 の分 らぬ もの 、何だ か理 解でき な いもの 、で なくて はそ の
底力を発揮しないのかもしれないのだ。
そう思 い返 して みれ ば、フ ラン スへ行 っ て初め てフ ランス の小 説
が 分った と大 騒ぎ をする 前に 、そ の時ま でフ ラン ス文 学をや って 来
た自 分の気 持の 原動 力の 方が遥 かに 意味 深いも のだ った とも 言える
の であ る。 現に読 んで いる 作品の 歴史 的・ 社会 的背景 はお ろか、 文
意さ えも どこ か不 明瞭な まま に辿 ってい た小 説的 文章の 、あ の行 間
に輝 いてい た光 はい った い何だ った のかと 、我 がこ とな がら今 だに
胸 のとき め く思い であ る。分 らな いこ と、 知らな いこ とこ そが最 大
のエネルギー源だった。
食べも の にして も同 じこと で、 おい しい ものの こと を「 珍味」 と

言う。 珍し いもの は本 当は 舌に馴 染ま ぬも ので 、おい しい かまず い
かの 判断 の基 準さ え出来 上っ てい ないの が本 当で あろう のに 。そ の
一 方 で 、「 お ふ く ろ の 味 」 と も 言 う 。 こ れ は ま た あ ま り に 慣 れ す ぎ
て しま って 、口に する ときに もお いし いか まずい かい ちい ち考え た
りし ない ものの こ とであ ろう 。どち らに つい ても 言える こと は、 つ
まると ころ 、お いしい かま ずい か分 からな いも のだ とい うこと では
ないのか。
そう いえ ば私 自身も 、フ ラン スで 呑んだ 日本 酒は まず かった など
と言っ てお きな がら、 学生 時代に は とても 口に するこ との でき なか
っ たブリ とい うフ ランス 産の チー ズなん ぞを 百貨 店で 買って きて 、
それ と一緒 に、 昔は 捨て るほど あり ふれ たもの だっ たと いう 話なの
に近年 ばか に珍重 され るよ うにな った 数の 子を 並べ、 他に ひじき と
揚げの煮物と湯どうふ、それに牛肉のタタキが少しあるのだけれど、
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さて お酒 は何 にし たらい いか しら、 やっ ぱり ウイ スキー あた りが 無
難だ ろうか 、な どと思 案 してい ると いうの がこ のと ころ の生活 であ
る。
わ が家の 食卓 のこと を 話して いる のでは ない 。小 説に ついて の、
私の日 常の あり ようを 言っ てい るの である 。で はそん な なかで 、私
が 読む小 説的 フラ ンス 語の活 字は はたし て 立って いる と言え るだ ろ
うか 。少 くとも うわ べだ けは 、あれ 以来 またも 年季 を重 ねた はずで
あるのだが。
と 、こ れはも う、 まこ とに くちお しい ことな がら 、お おか たの時
をぐ うたら と寝 ほう けて いると しか 言い ようが ない 。一 向に 進歩し
な い語 学力 とは別 に、 職業 的な慣 れと 年齢 的無 神経が 加わ って、 事
態は おそ ろし いも のであ る。 それ 自体が 魅惑 の紗 布でも あっ たと こ
ろの 不可解 さに 悩み なが ら、い つか はすべ てが 隅な く明 かるむ 日が
来 るに違 い ないと 、将 来に期 待を かけ てい た日々 の夢 は実 にはか な
くて 、も はやそ ろそ ろ肉 体的 な視力 の方 が気 がか りにな って きた 。
だが時 と して、 それ ら寝飽 きた 活字 ども がむっ くり と上 体を起 こ

すよう な気 のする こと があ る。そ んな 時、 私は あのフ ラン スの空 気
がふ っと 鼻先 をか すめて 過ぎ たり 、背後 に忍 び寄 ったり して いる よ
うに 感じる のだ 。そ して それが 机の 前であ ろう が教 室の 中であ ろう
が お構 いな く、や にわ に、本 当の フラ ンス 料理が 食べ たい なあ、 な
どと思うのである。
思えば そ んなふ うに 、いつ も何 事か 本物 という のを 遥か に仰ぎ 見
て 、それ と自 分と の距 離を測 らざ るを 得な いのが 、外 国文学 を志 す
者の 宿命 なのか もし れな い。 そうい う悩 みを知 ら ずにい る人 のこと
は、羨 まし いと は思う けれ ども、 し かしど こか 信用で きな いよ うな
気 もしな いで ない のは、 もし かし てこれ を、 引か れ者 の小唄 、と で
も言うのであろうか。
そ う 言 え ば ，『 三 島 』 の 冒 頭 で ユ ル ス ナ ー ル が 書 い て い た 。 同 時
代の作家を判断するのは難しい、と言った後で、
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…… 彼が われ われと は別 の文明 に属 して いる 時には 、こ れを 判
断する こと は尚一 層 難しい 。そ の文明 に対 して 、エ キゾテ ィズ
ムの 魅 力、あ るい はエキ ゾテ ィズ ムに 対する 警戒 心が 加わる か
らで ある。 三島 の場 合の ように 、彼 自身 の文 化と、 彼が 貪欲に
吸 収し た西 欧の文 化、 つま りわ れわれ にと って平 凡 なもの と、
われ われ にと って 奇異な もの とが、 そ れぞれ の作 品にお いて 異
なる 割合で 混じ り合 い、 さまざ まな 効果や 生彩 を放 って いる時
には、こうした誤解の可能性はなお大きくなるのである。

然り 、ま さにそ うし た誤 解の危 険性 とと もに 外国文 学は あるの だ
が 、し かし その誤 解そ のもの が光 源に なら ないで もな いの である 。
その せい かどう か 、ユル スナ ールが 三島 を語 る時 も、日 本人 から 見
れば 何とも あり ふれた こと 、た とえ ば祭、 たと えば 懐紙 を説明 する

段にな ると 、奇妙 に文 章に 張りが 出る よう であ ったの は、 そこで 彼
女が 心の 眼を 大き く見開 いて いる という こと では なか ったろ うか 。
それ とも う一つ 、ユ ルス ナール 言う とこ ろの 「平凡 なも の」と 関
わりがありそうで無いのが、外国文学につきまとうある感慨である。
外国 文学 という の は何故 か、 深入り すれ ばす る程 に、あ る意 味、 平
凡な ものに 近づ いて行 くよ うな 気が するこ とが ある 。し かし、 これ
は 私ひと りの 思い 過ご しかも しれ ない し、 それに 私自 身の 知識は そ
う言 える 程深ま った こと がな いので 、本 当のと こ ろはわ から ない。
私はた ぶん 、他 にさし たる ことも し ないで 齢を 重ね、 磨滅 して いく
一方の自分の人生に対する思いと取り違えているのだろう。
とも あれ 、い っかな 見出 し難い 本 物の、 つか の間の 輝き を探 し求
めるのは、すべての文学の基本的な性格に違いあるまい 。とすれば、
どこ かま やか しの 匂いの しな いで もない 外国 文学 も、 本物と の緊 張
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関係 とい う点 では 、まさ に文 学の本 然だ とも 言え るわけ だ。 その 本
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然を 、どこ で、 どのよ う に打ち 立て たら良 いの か， 本当 の問題 はそ
れなのであろうけれども。

（初 出
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