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             「こ い つ は 途 方 もな い 偽 善 者 だ 」

              ― カ フカ の 中 国 ・中国 人 像 ―

                                    川 島 隆

0.序 論 ― カフカと「中国」

 1916年 の5月 中旬 、出張の 途 中で訪 れたマリーエンバ ー トから、元婚約者 にして未 来の婚約 者で

もあるフェリーツェ・バ ウアー に宛 てたハ ガキの 中で 、フランツ・カフカは温泉地の 閑静な風景を絶賛

しつつ 次のように謝 ・ている。

  マリーエ ンバ ー トは不思犠 なくらい美しいところです。卜―・」もし私 が中国人で、いま帰省 中

  だつたとしたら(そもそも私 は確か に 中国人で 、帰省 中なので すが)、きつとここへ と戻って

  来てしまうで しょう。1

ここでカフカは、どうや らマリー エ ンバ ー トの風景 に 「中国的」なものを感 じ取 っているらしい。そ して

そこに懐 かしさを感じる 自分を、懐 郷の念に駆られ た「中国人」に喩えているのだ ろう。

 だが 、あたか も「中国人 」との 「自己同一化」を表 明したか のような上 の言葉は 、ハ ガキの 中の文脈

をはるかに超 えた 喚起 力を発 揮 してきた。例えば 、ハガキの 文面を詳 細に分析したWeiyan Meng

の論文『カフカ文 学にお ける中国 ・中国人』2は 、そこでの 「中国人である」との言 い回しを、「ユダヤ

人でも、ドイツ人でも、チェコ人 でもない」(が同時に、全く違うとも言い切れ ない)というような、カフカ

のアイデ ンティティーの不安 と疎外感 か ら読み解こうとしたものである。3ここでのMengの 立場 は比

較的抑制 のきいたものとなつてい るが、さらに視野を広 げてカフカ文学 と「中国的」なるものとの類 縁

関 係を探 り、ひ いては 「中国人 としてのカフカ」の像を浮き彫 りに しようとす る解釈の系譜 もまた、脈 々

と存在 している。そもそもMengの 当該 論文が収 められ ているAdrian Hsia編 集の論文集『カフカと

1Briefe an Felice undandereKorrespondenzaus der Verlobungszeit E , Heller J. Born(Hrsg.), Frankfiirt

 am Main 19765.657.(以 下「BF」と略記)
zMeng

, Weiyan:China and Chinesein Ifafkas Works In:Hsia, Adrian iHrsg.):Kafka and China. Bern;
Berlin;Frankfurt am Main;New York;Paris;Wien 1996,5.75-96.

sEbd ,5.93.
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中国』の巻頭 に、(エリアス・カネッティの 、カフカこそ西洋 が誇る「唯―の 中国詩人 」であるとの評言4

とともに)冒 頭 に挙 げたハ ガキか ら、「私は 中国人」だというカフカの言葉 が抜き出され て掲 げ られ て

いるのも、そのような事 情を雄弁に物語る一例 である。

o-i.「 中国人」カフカ

 その解釈の流れ の端緒 にいるのは、ヴァル ター ・ベンヤミンで ある。彼 は、伝 達が法として「身ぶ り」

を重 視す る「中国 の演劇」と絡 めてカフカ文学の特徴 を論 じ、アメリカ小説 の 主人公 カール ・ロスマン

の 「無性格」について、中国思 想における「中庸」の概 念から考察 を加 えている。5さらに彼 は、カフカ

の 掌篇 隣 村』に『老子』八十 章(いわ ゆる「小国寡助 の章)とのアナ ロジーを見て取 り、6またカフカ

文学 における「動 物」の モチーフを中国の祖霊崇 拝と関連 づ けるな ど、7カ フカ に「中国」を見 る―連

の解釈 のため に道を敷いたのである。

 自らも「中国学者」を主人公 とす るノ」・説『目 Die Blendung〈1935)を 謝 ・たカネッティは、先 に引

用したように、カフカに「中国人」を見た。彼 は、カフカが残 したアフォリズム群に老荘 思想の影 を読み

取つてい る。8特 に「己れ を無限 に小さくす ること」を「無 為」と呼 んでいる一 断片9が 、その典型 的な

例 として挙げ られる。冒頭 で触 れたハガキに関しても、カネ ッティは老荘 思想 的なものを読み 取って

いる。10や はりカネ ッティが紹 介するところによると、(『源氏物 語』の英 訳で知 られる)イギリスの東洋

学 者アー サー ・ウェイリー が、カフカの 中国的 性格 に関してカネッティと同意 見であった という。11ま

たカフカのt人 マックス・ブロー トは、長篇『城』を道 教 思想の 「道」か ら解 釈した。12

 同じ方 向を 目ざす 研究は 、時 代が 下っても衰 えを見せて いない。『フランツ・カフカ作 品の道教 的

世 界観』13を著したJoo―Dong Leeは 、 C・G・ユングが『変 容の象1蜘 で提 唱した 「二種類 の思 考」の

4エ リアス・カネッティ(小松太郎・竹内豊治訳)『もう一つ の看半U法 政大学出版局1971年 、141頁。
5高 木久雄(訳)『ベンヤミン著作集7文 学の危機 』晶文社1969年 、107頁以下』
6同 書115頁 。この箇所でベンヤミンが行つている引用は、カフカからではなく『老子』からのもの。
7同 書124頁 以蕊 ここでも言及されている

、繍 猟師グラックス』蹟ゆr伽 α力乙鼠1917)で 「グラックス」が「蝶に

 なる」という箇所に関しては、Mengが 荘子のいわゆる「胡蝶の夢」のエピソードの直接的影響の可能性を指摘し

 ている(Meng, S―80.)。他に中国文学とカフカの「動物」モチーフとを関連させた研究としては、特に『聯斎志異1

 とカフカ作品を比較したZhou, Jianming:〃 毎物 ・.磁η語翻α206㎞ 認.醗卿 甥.4α㎜畑 皿、磁畑 刀

 Kafkas Tales andPu Songling's`Strange Storses". In:Hsia(1996), S.113・176がある。
8『もう―つの審糊 既出箇所141頁

。
sこれは『八折り版ノートG』末尾近くに見られる

。脇 撫 ロ伽(舳 α細 θη瞼 α研㎜ ゴ∂η(㎞5ヒ血伽 刀ヨαs

 dbノηノ〉詮(颯(治 珊 ηzηd如四蛎 θ釦z四醒 踊(㎞ 。 Bこ6. H-G. Koch(Hrsg.), Frankfixit am Main 1994,

 S.199―(以下それぞれ「BBCM1お よびrGWjと 略乱)
10『もう―4つの審半rU147頁l

u同 書既出箇所141頁
。

EDas Schlo%f M . Brod(Hrsg.). Fran㎞rt am M沁n l983(Nachworta, S384,
ta l.ee, Joo―Dong:籔 曲踊 θ馳1磁 加 αα㎎ 珈 隔 θ.㎞ 鱈 ヨεFrank恥t am Main;Bern;New
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区別 に基 づき、西洋の 「分析 的 ・能動 的 ・理 性的」す なわ ち「直線 的」思 考に対 置され る、東ア ジアの

「綜 合的 ・受動 的 ・神 話的 」す なわち 「円環的」思考方法 とカフカ的思考 との親近 性を説いた。14そ の

ための基 礎研究 としてのLeeの 野心 的なモチ ーフ分析は、きわめて多岐 にわたる。カフカに西洋文

明・進 歩、思想 に対する批判 を読み 取り、それを道教的文脈に 引きつける1.eeの 基 本的 立場 が最も明

快 に表れている例 は、おそ らく『アカデミー への報 告書 』Ein Bericht f� eine Akademie(1917)の

解 釈であろう。15に もか かわ らずLeeの 著作で 白眉 と言えるの は、個 々の作 品分 析よりも、むしろカ

フカの「人生」を論 じた―節16で あるかもしれ ない。そこでは 「菜食 主 1や 「独身 主義1を始 めとす る

カフカの禁欲的 ・隠棲 者的生活態度 が、いわ ば老荘 思想の理想を体現したものとして描 き出され てい

るのだ。1£eの 研究が到達 した場所 は、「カフカ」に「中国 閏 を見出す解釈の流れ が行き着 くべ くして

行 き着 いた極 北とも言えるだろう。

0―2.カ フカの中国文化受容

 20世 紀初頭 は、ヨー ロッパ にお いて東洋の文学 ・思想 が流行 した時期の一っ である。17こ のころ

中国思想 、特に老荘 思想 の翻訳 が集 中的 に出された。マルティン・ブーバ ー の手になる『荘子 の語り

と喩 え』Redenα ηげ6艶 た幡 θη 曲 踊 α釦 一Tseは、1910年 に出た。これ は英訳か らの重 訳で

あ り、かつ 抜粋 である。しか し、ドイツ思想 界の 中国思想受容 の変遷を網羅す るアンソロジー を編 んだ

AHsiaに よると、ブー バー のこの書物こそ 、中国文 化に対 する18世 紀 以来の一般 白勺無 関心 および

否 定的評 価からのパラダイム転 換D原 動力 となつたものとして、ドイツ思想 史上きわめて重 要なもの

で ある。18ブ ーバー は 、この書物に論考『タオ の教え』Die、Lehre vom Taoを 後書きとして寄 せ、啓

蒙 の手立 てとした。そして宣教師 として実 際に 中国 に滞在したR・ヴィル ヘ ルム により、1911年 には

『老子』『列子』の、す ぐ次の年 には『荘 子』の、それ ぞれ原典訳 が出され た。また 中国の詩歌が 数多く

紹 介され 、ホーフマ ンスター ルや 表 現主義詩人 たちが 中国を歌い、カール ・クラウスが評謝 万里の

長 拠 を書き、デ ーブ リンが 中国 を舞台 にした長篇小説『ワン・ル ンの調 躍 を書 いた。19少 し後の

 York 1985.
14Ebd

,5.3,102
17Ebd ., S.158ffこ の作品の主人公の 「猿」が入っている「濫」が現代文朋の象iさ れ、猿の出身地である「黄金海

 岸」が道教的理想i郷と同―視される。
16Ebd ., S.74・92―Leeはカフカにおける「者陰 」と「田園」を対置し、最初の喀血(1917年8月)後 の、妹オットラが経

 営するツユーラウの農場での生活を最大限に重視している。
17当 時のドイツ語圏における東洋文化受容についてはSchuster

, Ingrid:China undJapan in der deutschen

々'勲 伽r1850」1%Bem 1977を 主に参照した。
18Hsia , Adrian(Hrsg.):Deutsche Denker�er China Frankfiirt am Main 1985, iNachwort)5.386£
19それぞれ老荘思想受容はSchuster ,5.147-185を。中国文学受容はebd―, S―90・111を。 K・クラウスの評論は水

 藤龍彦『二十世紀初頭のドイツ文学に見る<China>(そ の一)』(『追響 『郭騰1」 立30周年記念文集・文学部
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ヘ ッセ、ブ レヒトらに至るまで 、東洋に関心を寄せ つ つ 自らの文学 に 「東洋」の像 を取り込んで創 作を

行つた作 家は数 多い。だがその 中でも、「中国人 」との 自己同一視 にまで 至るカフカの 関心のあり方

は 、ごく特異な例 と言える。その大前提となるべ きカフカの中国文化 の受容 は、(ごく細かい もの20を

除くと)①旅行 記の類、② 中国文学の翻訳物 、③ 老荘 思想関係の 三つ に期llで きる。21以 下 にそ れ

を列挙 してみよう。

 まず カフカの読 んだ 中国旅行記としては、探検家 スウェン・ヘデ ィンのアジア紀行 と、ユリウス・ディ

トマー の『新しき中国 にて』lm neuen China(1910)が 挙 げられる。後期カフカ作品へ の直 接的影響

が指 摘され ているi割乍である。盟

 当時一 世を風靡 したとされる昭 ハ ンス・ハイル マ ンの訳詩 集『紀 元前12世 紀か ら現在 までの 中国

書予情 詩』α 面 θ彌 θ1轟 ㎜12Jl踊Hnd厩"(h旛 躍6b卿wa躍(1905)は 、カフカの

愛読書であったと友人ブロートが伝えている。盟 同箇所 でブロー トは、仏訳か らの重訳 であるハ イル

マン訳詩の特徴 を、クラブントら同時代の詩人 の訳と比べ て「はるか に飾 り気 なく、原詩 に忠実 」な逐

語訳 であった点に総括した。カフカ文学へ の直接 的影響 という観 点からす ると、この詩 集こそ疑 いも

なく最 大のもの と言える。カフカはとりわ け、清朝 中期 の詩 人である哀 枚の詩 句を好んで いた。25同

じく中国詩の 翻 訳として は、マー ラー の『大 地の歌』の源泉 として有名なハ ンス・べ 一 トゲの 『中国の

笛』17ie chinesische、醗 惚 も、カフカ蔵書 目録zsに 含まれては いる。しか しカフカは 、ハイルマ ン訳

へ の好意とは対照的に、この訳を嫌つていた。27他 にもカフカは中国 の民話・伝 説を愛好 していた と

され る。世界の 民話 の紹 介者でもあったブー バー が編 訳 した『中国幽霊 ・恋 愛物語集』Clvnesische

Geister und Liebesgeschichten(1911)と 、中国 学者 リヒャル ト・ヴィル ヘ ル ムの『中国 民話 集 』

Chinesische Volksm舐chen(1914)が 、そ の例 である。後 者は先 述の蔵書 目録 に入つて いる。羽 前

 篇』1997年、.':1頁 所収)を。『ワン・ルンの三 ・.SF JはFee, Zheng:/翻 加'伽 肋aη,乃b曲'

 Spriinge des Wanglung`'eine Untersuchungzu(den Quellen undzum geistigen(泡燃Frank血rt am
M証n;Bern;New Yc)rk 1991を 参照のこと。

201912年7月 の旅 日記には、ゲーテ・ハウスで見た多くの「中国産の物」と、ある講演で聞いた「纏足」の風習に関

する言及が一言ずつ見られる。Reisetageb�her. GW 12―H-G. Koch(Hrsg.). Frankfiut am Main 1994,

 5.91,96.
21カフカの中国文化受容については、主にMeng, S.77-83の 記述に従い、また1£e,5.11-33を 参考にした。
毘Binder

, Haitinut:Kafka$ommentarzu s舂dichen Erz臧lungen. M�chen 1975, S.218―
脇Schuster,5.94.そ れによると、中国の詩歌(とりわけ李白)がドイツ語圏の文学者愛好者の間で定着したのには、

 この訳詩集の影響が大きい。
%Brod , Max:0蝕1幡1鰍 ヨ, Frank血rt am Ma血1966, S.344任
助Ebd .他 にもカフカは李白の『侠客行』や杜甫の詩などを愛好していたという。

%クラウス・ヴァーゲンバッハのカフカ伝付録 より。K・ヴァーゲンバッハ(中野孝次・高辻知義訳)『若き日のカフカ』

 ちくま学芸文庫1995年 、302頁』
幻Briefe 1902-1924 . Max Brod(E3rsg.), Frankfurt am Main 1955.
跳『若き日のカフカ』304瓦 この本をカフカは妹のオットラに献辞付きで贈ったという。
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者 につ いてカフカは、1913年1月16日 付 けのフエリー ツェに宛てた手 紙 の中で 、これ は 自分 の 「知

る限り」では 「す ばらしい」本 だと留保っ きで称賛した。29

 カフカの老荘 患想受容 につ いては、グスタフ・ヤノー ホが一っ の逸話を伝 えている。それ によると、

あるときカフカ 自身 が、老荘 思想 に一時期 「かなり深入り」していたと語 ったそ うである。そ してその証

拠 として、自分の仕事 机 から(そこはカフカの勤め先 である災害保 険局 の事務所 内だ つた)、『論語』

『中庸』、『道徳 径1(老 子)、『沖虚 至徳 真経1(列 子)、『南 華真経』(荘子)の翻 訳書を五冊、その場で取

り出してみせ たという。30このときカフカ は、中国思想 の難 解さを述懐した らしい。彼 にとって、孔子 は

まだ理 解可能 であつたもの の 、老子 は 「石のように堅いクル ミ」であり、そ の 「核心」は閉ざされたまま

に終わ つたのである。中国思想―般 を、カフカは概 して 「半分 しか理解できず 」空しく戯 れていたのみ

であつた。一 カフカが老荘 思想 に関して実際どの 書物を読んだか につ いて、確定 はされていない。

しかし、何 しろ老荘 思想の翻 訳 ・紹介 がきわめて盛ん であった時期 のことである。カフカが老荘思想

に何 らか の関心を抱 き、その翻訳書 類に触れ ていたこと自体は確 実であろう。特 にブ ーバ ー の道 教

思想紹 介 につ いて、1.eeは 「知つていてもお かしくない」と推 測している。31当 時最大の 中国紹介者

の一人であつたブーバ ー とカフカ は、直接 にも面識 があったか らである。

0―3.カ フカ文学にお ける「中国」

 そして 、以上のような文化受容 を源泉として自ら「中国人」と化 したカフカは、名 高い物 語断片『万里

の長城が築かれ たとき』Beim Bau der chinesischen Mauerを 始 めとす る物 語群 において 「中国」を

描いた。― その 前提 のもとに『万里 の長城 』を読み 返してみ た読者は 、ある奇異の念 に打たれること

だろう。カフカが愛 したという漢 詩の世界 、そして 「道教的世 界観 の理想郷 などといったものが 、そこ

には影 も見あたらないか らだ。そのことは 「カフカと中国」の問題 を扱つた研 究者たち により、す で に

強く意識 されている。例えばMengは 先に挙げた論考にお いて、『万里の長城 』にお ける「中国」とは

カフカの 「中国人」へ の 自己同一化と関係 なく、「ユダヤ民族を表す 」と述 べるのみ に留めた。32対 象

をマリーエンバ ー トか らのハガキ に絞 りこむMengの 考察における「中国」とは 、とりもなおさず 「中国

的」(道教 的)な 「風 景」のことを指 す他 はない。認 また「カフカ」自身と「中国的」(道教 的)なるもの の平

行 関係 を徹底的に追求 したJ-D.][、eeは 、そもそも研究の主対象に、カフカが 「中国」を舞台にした作

品を据 えていない。

凶BF 252 ―またBF 260参 照℃これらの書簡については後述する。

関グスタフ・ヤノーホ(吉田仙太郎訳)『増補版 カフカとの蠕 刮ちくま学芸文庫1994年 、270頁以下。
ai Lee ,5.19.

 Meng,5.93.
ss Ebd , a.a.0.,5.91
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 だ がそのような 「切断」は 、はたして妥 当だ ろうか。カフカが 自己と同一視す るまで に感 情移入 して

いた 「中国人」の 像と、彼が作 品化 した 「中国」との 間に、何 の っな がりも存在しな いなどという可能 性

が考 えられるだろうか。両者は少 なくとも無 関係では ありえない。カフカ にとつて 「中国」というトポスが

持っていた意味を正しく把 握するためには 、まず彼 の文学 における「中国人」から「中国」への 「接 続1

を見きわ める必 要がある。つ まり、カフカ前半生で の 「中国人」へ の関心が 、『万里の長城 』にお いて

どのように着床 しているかを。逆に言えば、その とき初めて 、『万里 の長城 』が 「中国」を舞台に して書

か れた理 由が十 全に了解 されることにもなろう。

 ただし、この 間題 を考える際 に忘 れてはならない前提 が一 つ ある。それ は、歴 然と「中国」または

「中国人」を扱ったテクストが、カフカ に決して多くはないば かりか 、む しろ「貧 しい」とさえ言えることで

ある。そのうち作 者の生前 に発表された作 品に至っては、わず か に短 篇『一枚の 古文書』肋altes

Blattお よび『皇帝の使い』Eine kaiserliche Botschaftの 二佃 こ尽 きてしまう。しかも生前 に発 表さ

れ た形にお いては、作品の舞 台が 「中国」であることを示 す 痕跡 は周到 に削除され ているのだ 。多少

なりとも「中国」を思 わせ るモチー フが最初 にまとまった量で 登場 するの は 、断片『ある戦 いの言鹸剥

魚 血 塑㎜8曲 醐 ㎞ ⑱ である。後述 するように、そこにはハ イル マン訳詩集の影響 力翁見て取

れ る。だが、それ 以 降しば らく「中国」・「中国人」はカフカ作品か ら影 を潜 めることになる。そして約 十

年 の空 白期間をお いて、大部 の断片『万 里の長城』などの 「中国」を舞台 とした物語 群が成 立す る。

(生前発 表され た上述 の二短 篇もここに属している。)同じ時期 に書か れたもの には 、程 度の差 はあ

れ 中国モ チー フの存 庄を指摘される作 が少なくないが、謎 中でも一連 の 中国物語の 成立よりもや や

早いと見られ る『八折り版ノートB』(ブ ロー ト版では『第一の ノー ト』)に含まれ た一断 片が 、「中国人 」

そのもの が登場 す る作として注 目され る。35だ がそれ 以降 、「中国」・「中国人」を描 いたと断言できる

ものは 、(やはり『万里の長城』サイクル に属す る1920年 の 断片群36を 除いては)再 び跡 を絶 つ ので

ある。

 ただ し上 に述 べ た「空 白期 間」の中には重要な資料 が隠れ ている。それ は 、冒頭 に挙げたハ ガキ

に三年半ほど先立つ1912年 末か ら13年 始 にか けてフエリーツェ宛 に書かれ た数通 の手紙にお ける、

中国の詩 ・詩人へ の言及 である。後述 するように 、カフカの 「中国人 」像 は そこで決定的 に形成 された

と見てよい。そ の書簡を手がかりに、カフカ文学 中に一見まとまりな く散在 しているか に見える「中国」

と「中国人」の像 を一 っにつ ながった全 体として把握 した とき、そこに、カフカが生きた時代 状 況と個

人 的生活 の中で 、「中国」というトポスが持ちえた―回限りの 意味が 浮か び 上がつてくるだろう。以 下の

拠例えば『十一人の息子』Elf,S�neや 『鉱山視察』E'in Besuch im Bergwerkな ど。 Binder, S.212―
35BBCM 53£

麗Bi皿der
, S―247ff
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論考 は、そこか ら逆 に 「カフカ」の一側 面を照らし出す ための試みである。

1.「太つた男」か ら「や せ た学者」へ ― カフカの 中国人像の変遷

 この章 では 、無 時間的 に妥 当す る「中国 生」をカフカに読みこむ解釈 方法 に対して、カフカ文学 に

お ける中国人像 が段階 的に形成 され てゆくプロセスを描き出す ことを目ざす。その像 の移 り変わりを

把 握しや すくするため に全 体を三っの 時期に分け、各時期 を代表するもの として① 断 片『ある戦 いの

記録1、② フェリー ツェ書簡 、③ 後期 の「中国人」断片を、それ ぞれ取り上げる。

1―1.「 太った男 」― 断片『ある戦 いの記 録1か ら

 カフカの最初期の断 片『ある戦いの講 剥 では 、中国的モチ ーフの存 在は ごく限られた範囲内に集

中して いる。この断 片には 「A稿」(ユ906YO7)と「B稿」(1910-12)と 呼 まれ る二種}7が 主 に残 つている

が、「中国人」モチー フが見られ るの はA稿 のみである。この稿は 三部構成 になっており、そのうち第

「ll」部 に登場 する「太つた男 」が―人称の語り手に対して語る『祈り男との会話』は 、この作品の核心と

―般 に見 なされ ている
。銘 その 「太 った男」が登場する場面で 、男は一風変 わった 「中国人」として姿

を現す の である。この 場面 と次に男 が語 る内容(祈 り男 との会話)との間に 、そもそも何の 関係がある

のか判然 としないだ け に、この 中国モチ ーフは周囲から浮き上がり、いわ ば一 つ の独 立した掌篇 を

形成していると言えるだろう。39

 断片『ある戦い 』は、―種哲学的 な雰囲気を漂わせた対話群と、それ をつ なぐ夢のようなイメー ジの

連鎖とで綴 られて いる。その第 二部第一節『騎行』は、―人称の語り手 が、連 れ立 つてい た「知人」の

背 中に乗 り、それ を「馬 」代わ りにしてプラハ 郊外の ラウレンツィ山に登 りは じめるという奇妙な場面で

幕 を開ける。

  早速ぼくは、常になく器用 に知 人の肩の上に跳 び乗り、両手の拳 で背 中をこづ いて、や つ

  を軽 い速 足で駆 けださせ てや った。や つ がまだ 少しばか り嫌 がって足踏 みしたり、まして

  何度か 立ち止まつた りしたときには、ときどき長靴 で腹 を蹴つて元 気づ けてや った。如

mそ れぞれの成立期には諸説あるが、ここではMetZ, LudWig:㎞ 鰍 ヨ(ZweiteAuflage)Stuttgart 1990,

 S.43に 従う。
tSその部分は、フランツ・ブライの『ヒュペーリオン』誌に二度にわたり発表された(1909) 。
se BI(65-70 .後のB稿 において「太つた男」の登・退揚場面は欠落しており、代わりに語り手の見た「夢」との位置

 づけで、後に独立して発表された短文(『国道の子どもたち』1inideranfderiηdst2nflo)が挿入されている。
ca ・EIOsc)Eueibung eines 1i卿npfes tmdandere Slehrtirzen atLs(dem Na(blaZl GW 5. H-G. Kbch(Hrsg.),

 Fran㎞1rt am M乏dn 1994, S.61.(以 下「BK」と略誠)

                   ―35一



このあたりから語 り手の叙述は 、いつそう「夢」の領 域奥深くへ と入 りこんで ゆく観がある。そこは 、語り

手 の主観と外の現 実とが融 合した世 界である。ラウレンツィ山へ とっ つ く「国道」は、「石 ころだ らけで

傾 斜がきつ い」。それ がお気 に召した語 り手は 、道を「もつと石 ころだ らけ に、もっと傾斜をきつくして

や つた」。さらに第2節 『散歩』で は、怪我した 「馬」をその場 に残 して歩き始 めた語 り手は 、意のままに

険 しい坂道を平たくしたり、路上 の石 ころを取り除いたり、吹 く風 を止 めた りす ることができると語 る。

「月」さえも、彼 の許可な しには上ることができない。一 この ような描写 の特徴を、『ある戦 い』を同時

代のデカダンス文 学との関連で論じたPeter Cersows】㎏ は、「主観化 」と呼んで いる。41当 時のトー

マス・マンや ブロー トに典型的 に見られ るような、現 実か ら主観 的 幻想 ・夢想 への移 行をさらに一段 と

「徹底化」し、いまだマンらにお いては保持され ていた現実 と幻 想の境界線 そのものを取 り払つたもの

がカフカの文学であると位置づ けられるのである。翌

やがて歩き疲れ た語り手 は、針葉 樹(松)の 森に入 り、木の上 に登 って眠ろうとす る。この箇所のラウ

レンツィ山の風 景描 写に関して、ハイル マン中国詩集の影 響をヴァーゲ ンバ ッハ が指摘 している。娼

そこで問題 になるの は白居易の『松声』か らの一節であり、カフカのテクストとは 「松 ・枝 ・月・山」などの

モチー フが共通する。この、プ ラハ郊外 の風景の 「中国化 」に引きず られ るかのように して、「中国人 」

の形象が、唐 突にも第3節 『太つた男』で姿を見せるのである(BK 63)。

  向こう岸の藪 の中から猛llな 勢いで 、四人の裸 の男たち が飛 び 出してきた。肩 には木製の

  輿を担いでいる。その輿 に東洋 式の 姿勢で座つているのは 、ものす ごく太つた男だった。

この男 は登 場す るなり、自分の瞑想の邪魔をす る周 りの美 しい 「風景」に対 して長々 と苦情 を並べ はじ

める。おか しなことに、男 が 「風 景」(山河や 草花)に 向か って少しばか り「どいてくれ 」と頼 むど なん と

実際 に太 陽に雲がかかって周囲は薄 暗くなり、事物 は明瞭な姿形 を失 ってぼや け出 す。この場 面の

描 写は明らか に、先 に語 り手が行 つていた 「自然」の「主観 による構 築声 と関連し、それ を推 し進 め

て定式化したものである。そこか ら判 断すると、この 「太つた男」は 文字どお り「主観性 の肥 大」の極 致

を象徴す る存在 に他 ならない。ただし、この「太 つた男」の登場場面 に限 って言うと、そのような主 観性

肥 大の事 態を客 観化す る眼ざしが含まれ てい ると見 なす ことも可能 だ ろう。男は川 を渡ろうとして流さ

41Cersowsky , Peter�Mein ganzes Wesen istaufLiteraturgerichtet`, FianzKafka irn Kontext der

漉 轍 ゐθη1屈 ヨd馳zW血zburg 1983, S.41f
覗Ebd .,5.39
弼BK 63.お よび『若き日のカフカ』184頁以下、211頁以下。
磁Cersowsky

,�.a.o―, S,41f

                    -36一



れ てしまうが、助け に来ようとした語り手を制し、これ は 自分が攻撃を加えた 「事物 」の側か らの 「復讐 」

であると達 観し、状況 に甘んじて流されてゆくことを選ぶ からだ。そして男の登場 場面は 、またしても

珍妙な描写で幕を閉じる(BK 70)。

  翼を広 げた小さなカモメが一羽 、男 の腹 を貫いて飛びす ぎていつた。少 しも速度を落とす

  ことなしに。

次 に男 の語りの 内容 として置かれ る『祈り男との会話』の舞台 は、(この作 品の第一部 と同じく)プラハ

の街 中であり、「中国」を思わせ るもの は影も形もない。この中断を挟んで 、第 二部 最後の短い第4節

『太つた男の沈 没』で 、男は淡 々と滝つ ぼ に吸 いこまれ て姿を消してしまう。ヴァー ゲンバッハ によると、

李 白(字 は 「太 白」)が酔つて川 に落 ちて水死 したとい う伝説をハ イル マンが紹 介して いることか ら、

「太つた男 」のエ ピソー ド自体 、それ に触 発され て生まれ た可能1生も考えられるという。妬

 『ある戦 い』と東洋的 モチー フとの関わ りを詳細に論じたRolfJ. Goebelは 、もっぱ ら「自然」の歪 曲

へ とつな がる主 観主義 へ の批判を 「太った男」の姿に読み取 り、さらに老荘思想 に関わるモ チー フを

指摘 した。硲 彼 は 「太つた男」に李 白像 を見 出す ヴァーゲンバッハ の説を踏まえ、先述の 不可解 な

「カモメ」の箇所 につい て、や はりハイル マン訳詩集に含 まれる李 白の『船上 にて』Zu Schi(江 上吟)

の詩 句か ら説明を試 み ている。そこで は詩人の 「無為」の境地を象 徴するものとして、「白いカモメ」の

群の 中を「平静 に、騒ぎを起こさず に」す り抜 ける場面が歌われている。47だ とすると、老荘 思想の実

践 家として名高い 「李太 白」の像を反 転させ たもの がカフカの 「太つた男 」であると考 えられる。つ まり

李 白とは対照的に、男は 自然 との調和 に生きることを拒み 、自然の事物 を主 観によって支配しようとし、

老荘 思想 でいうところの 「無為 」(すなわ ち 「自然」の摂理 に逆 らわないこと)に反 したがため に滅びる

のだ と解 されるのである。48

 だがこのような指摘 を行つてお きなが ら、Goebelは それ以上 「太つた男 」像と老荘 思想の相 関関係

に踏 み込む ことを避け 、糀 思想 的モチ ーフをカフカは全て 「戯 れに」、「純粋 に詩的素材」として用

いているに過ぎないと断 じる。上のような老荘思想家 ・李 白の扱 いは、Goebelに 言わせ ると、ヘ ッセ

流の 「異文化交流 」へ の期待 とは著 しく異なり、「他者」である「東洋」の解釈 ・表象可能1生へ の懐 疑を

菊Wagenbach Klaus:FranzKafk胼ine Bibli'�raphie seinerJugend 183-1912 . Bern 1958, S.220,

 Anm.462.
娼Goebel , RolfJ.:Constzvcting China;lfafkasOrientalistlhscburse. Columbia 1997, S―32E
47「海客無心随 臼鵬」。これは、『 仔 』黄帝篇第二の十―章に見える、無作為の重要性を説く喩え話に取材してい

 る。(いつも海辺でカモメの群と戯れていた若者が、父親にカモメを捕ってくるよう言われて演 こ行くと、鳥は一羽

も近寄って来なかつたという。)武部利男(訳)『世界古典文学全集27李 白』筑摩書房1972年 、264頁。
48(與ebel(1997) , S―42f

                   -37一



前提として、東洋思想 の 「本質」に踏 み込む ことを周 到に避 けたものなの である。娼 この読 解は 、(後

述す るように)「他者としての東洋」の解釈不能 性を尊重する意思をカフカ文学 に読みこむGoebelの

基本的立場 に基 づいている。確か にカフカの記 述が、「東洋」に「西洋」の救済可能1生を求めるヘ ッセ

にお けるような 中国思想受容とは大 きく乖離してい るのは事 実である。にせ よ、「太 つた男」の 末路が

(G(nebel自 身 が主張するように50)「主観性の肥大」の害を教訓的 に撒 ・たものであり、なおか つ男が

「老荘 思想家 」の対立項 であるならば 、ここではい わゆる「世紀 末」的思㈱ 兄に対 する批判 の拠 り所

として「中国思想 」が選ばれ ていると見なす ことが 自然 であるように思われ る。そもそも、実際それ ほど

「老 荘思想家」「太つた男」の対立 関係が明瞭であるか につい ては疑 間が残 るの だが。男の 姿か ら、

Goebelの 想 定するように老荘 思想の 「形而上学的内容」を指 し示 す要素が悉く取 り除かれ ているとは

到底 言えないか らである。「水の流 れ」に身を任 せ 、滝っぼ に消えてゆく男 の「行為ならざる行為 」こ

そ 、「無為の実 践」でなくして何だろうか。カフカが東洋 にっ いての西 洋の言説を疑問に付していると

の基 本的立場 に立つGoebelは 、カフカのパロディー 的手法が、もつばら同時代ヨー ロッパ における

「東洋 人」表象 のステレオタイプへ と向けられ ていると考えた。51だ が、ここで 「太つた男」の 滑稽 な姿

でもつて何か の 「パ ロディー 」が行われ てい るとす れ ば 、それ は何 よりもまず 「老荘思想 」そのもの に

対 してで あろう。断灯 ある戦い』における「中国人 」像は、カフカがハ イル マンの『中国拝 情詩』から受

け取った 中国 ・中国 思想のイメージの軽妙 な戯画だ つたのである。

1―2.「 書斎人」一 フェリーツエへ の 「中国詩」書簡より

 初期 断片に 見られる以上のようなカフカの 中国人像が 大きな展 開を見せ るの は、序 章にも述べ て

お いた1912～13年 のフェリー ツエへの 五通 の手紙～2である。そこでカフカは、ハイル マンの『中国

押 庸詩』所 収の清 の詩人 ・衰子才(哀枚1716―97)の 詩f深 夜にて』ln tiefer Nachtを 引き合 いに出し

つ つ 、そこに 自分 とフエリー ツエの 関係 の隠喩を読 み 取つてい くの だ。これ らの手紙 は、カフカの 中

国 文学受 容のあり方を示す最大の― 次資料 であると同時 に、フェリーツェに対す るカフカの分裂した

態 度の結晶とも言うべき、読 みごたえのある一種の 「文学作 品」でもあり、す でに多くの解釈者 によつ

て論じられ ている。お 以下 にその概略を述べるが 、その前 に問題 の手紙 が書かれた大まかな 文脈を

押 さえてお こう。

 1912年8月13日 に初 めてフェリー ツエに会 ったカフカが 、散々 苦心 したあげくに彼女 への最初 の

49Ebd ., S.43.そこから、例えば泊稿における「太つた男1の登場・退場場面の抹消は、「本物7)東洋Jの表象可能性

 に対するカフカの懐疑の深まりと位置づけられる。Ebd., s.47f

 Ebd,5.40.
s,Ebd .,5.48.
iz BF119 ,158,249,256 261
53Meng

,5.89 Lee,5.16 Goebel(1997),5.52-64.
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手紙を書 き上 げて送ったのは 、9月20日 のことである。(そのときの経験 がカフカに文 学上の 「突破」

をもたらし、二 日後の夜 に短篇 「判 決』―0飴Urteilが ―晩 で書き上げられ た。)その後、知人の仲介を

経て二人 の文 通が本 格化す るの は10月24日 のこと。その 日以来ほぼ毎 日、それも一 日につ き複数

の手紙を、カフカはフェリー ツエに書 き送 りつ づけていた。その 日からちょうど一ヶ月後 の11月24日

付けの手紙で 、問題の 「哀 子才」の詩 句が言及され ることになる。

 その―通 目の手紙 の中でカフカは、フェリー ツェが夜遅くまで 手紙を書いていたことをAめ 、その

ような夜の作業 は 自分 に任 せ てくれるようにと頼んでいる。そ れ は 「私が 、あなたに対して誇ることの

できる唯一のものなのです 」(BF 118)。 そこには相 手の健康へ の気遣いの表現 と同時 に、夜に書く

ことは 自分 の専売特許だと言わん ばか りの、一種 排他的な身ぶ りが見て取 れる。あたかも、そのような

自他の境 界設 定によつて初 めて、危 うくも成り立つているものが 自らの文学で あるかのように。そして

「夜の作 業がどこでも、中国でも男 のものである証 処」として、ハ イルマ ンの訳詩 集か らお気 に入りの

詩 を引用 してくるのだ(BF 119)。

  寒夜 読書忘 却眠

  錦A日 w、 、、姻

  美 人含怒奪燈 去

  問即知是 幾更夫騒

  (寒い夜 に本 を読み ふ けり、寝 に行く時間を忘れていた。

  金 の刺繍の 蒲団に焚きしめた香 はす で に消え失 せ 、暖炉の火も消えた。

  美しい女友 達は 、ず つと怒 りを噛 み殺していたが、つい に灯を奪い取 り

  私を問い つめて言 う、「い まイ岬 寺だと思つているの」と。)

なぜ カフカがこの詩 句を特に好んで いたのかは、彼 がついで に引用しているハイル マンの注釈か ら

漠 然と推 察できる。作者の蓑枚 は 、すぐれ て多面的な人 間・芸術家であり、「官吏として輝 かしい経歴

を積 んだ 」人物 と紹 介され ていた。この点 に触れて1.eeは 、カフカが詩人 ・哀枚の 姿に 自身 の「芸術

家 ・人 間像 の模範1を 見 ていたと結 論 づけている。邸 そこまで言えるか どうか はともかく、実生 活と文

学 との相克 に常 に悩んでい たカフカ にとつて、この詩で歌 われ ているような小さな情景が、いわば理

想の 作家生活 に見えたとしても不,臨義ではない。もっともこの 時点でカフカは 、この艶笑 的な言拘 そ

鼠原詩の引用は、中野孝狩 三つの測(辻 理編丁カフカの世界』荒地出版社1971年83100頁 所収)、100頁より。
55」.E3evS.1%E
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のものを、さほ ど深い意味を込 めて 引用 したわけで はなか ったの かもしれ ない。単にフェリー ツエに

夜なべ仕 事をさせ ないために、さしあたり手近 にあるものを使 って話 した可能 腔も十分 に考 えられ る

からだ。56ともあれ 、これ は 「よくよく味わ い尽くさね ばならない」詩だ とカフカは 引用後 に述べ ている。

実 際に彼 は、否応 なくそうす ることになるのだが。

 十 日後の手紙で彼は再 び、フェリー ツェが夜 に手紙 を書 くことにっい て少 しばか り苦情 を言う。そこ

で彼 は、お そらく表 現を和 らげるためだろう、また哀枚 の詩 を引き合 い に出すことに思い及 ぶ。「中国

とは 逆に、ここでは 男の方 が女友達から灯を取 り上 げようとして います 」(BF 158)。 そして 、自分は

「恋人が夜 に手紙を書 く」ことには文 句を言うくせ に、「その夜 の手紙」そのものは大喜び で受 け取 るの

だと自己批判を書 き添えている。つ まり、相手が手紙 を書くことに反 対したとはい え、手紙をもらつて

嬉しくないわけで はないと強調しているのだ。その際、同箇所 に括弧で くくつて書き添えられて いる内

容 に注意してお こう。「中国文学 には 、この『書斎学者』der Stubengelehrteへ の軽蔑と尊敬とが頻 出

します 」。この挿 入部は、カフカが「中国人」へ と行い はじめている自己投 影の 「二重性 」を垣間み せ て

いるからだ。中国文学から受け取つたイメージに 自らを重 ね合 わせることは、彼にとつて望ましい 自己

像を獲 得 する手段でありえたと同時に 、その 自己像 の否定1生を確認 す る経 路でもありえたのだ。この

手締)後 は一 ヶ月以上 にわたつて、「中国の詩」へ の言及 はフェリーツェへの手紙 に出てこない。

 年が変わって1月14日 の夜 、例 によって夜遅くまで書 いていたカフカは 、繰り返 しあの 「中国人の

学者」のことが 思い浮か ぶ と述べ 、やや唐 突に以前の話 を蒸 し返している。そして続けて言 う。「残念 、

残念なことに、私 を眠らせ ないの は女友 達 ではなくて 、彼 女 宛てに 自分が書きかけている手紙 でしか

ないのです」(BF 250)。 こうして相 手が側 にいないことを嘆いてみ せ たその 口で、相 手 にす ぐ横で

座 つていられ ると自分は書けないだ ろうとカフカは相 手の接 近を牽 制する。そして、いか に 自分の創

作活動にとって孤独 と静寂とが、隔離され た「地 下室 」が必要 であるか を説 いているのだ。手紙 の最後

は 、「地 下室生活者 を嫌が らないでください!」 という呼びか けでもって締 めくくられ ている。この よう

な求愛と忌避との折 衷こそが 、彼 のフェリー ツエへ の典型 的態 度であった。そもそも、か っ て最初 に

彼 女に親 称Duで 呼びか けて愛を告 白した手紙の内容か らして、「結婚」や 「父親になること」が 自分

には無理であることの弁解 に他 ならなかつたのだが。57

 さて、四十 日ばか り間をおいて突然 「中国人」の話題 が再浮 上す るからには 、そこに何 らか の契機

があつたと見るのが 自然である。これ には、序論でも触 れたブ ーバ ーの 『中国幽霊 ・恋愛物語集 』が

一 定の役 割を果たしていると考えられ るので はない だろうか
。というのも上の 「三通 目」にほど近 い16

56ちなみに、カフカが「どこでも、中国でも」男性の文学独占の事情が同じである論拠として引き合いに出した哀枚

だが、現実には時代の風に逆らって多くの女性の弟子を集め、後世において女1生権利運動7)先駆者とまで見な

 された人物であった。アーサー・ウェイリー(加島祥造・古田島洋介訳)『衰枚』平凡杜東洋文庫1999年 、254真
57BF 88 ―(1912年11月11日 。)
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日付けの手紙で、彼はこの本を「私の知る限り」では「すばらしい」本だと持ち上げている(BF 252)か

らだ。この辺の事情から察するに、ブーバーの『幽霊・恋愛物語集』の書評を読んで束1艦を受けたこと

が、カフカの「中国人」への関心に再び火がつく引き金となつた可能駐は十分にあると思われる。とこ

ろで、なぜカフカがこの時期にブーバーの本に関心を抱いたのかも、同じ書簡から見て取ることがで

きる。ちょうどカフカは、「ユダヤ神話」に関するブーバーの識寅を聴きに行く前だったのだ。駆

 1月19日 付けの手紙は、哀願で始まつている。「どうか、二つ前の手紙のように書くのは止めてくだ

さい」(256)。つづけてカフカは、自分にはあくまで「地下室」が必要なのだと言いつのる。「フエリー

ツェには、この必要 性が理解してもらえないのか?卜 ・・1そして分かつてくれていないのか?も し俺

が地下室に住むなら、同じ地下室が無条件に彼女のものにもなつてしまうことを」。これは、「地下室」

に触れた文面から判断するに、先の14日夜の手紙に対するフェリーツエの手厳しい返事に応えたも

のだろう。ひとしきり嘆きおえたカフカは、そこでまたしても一.一枚の詩のことを思い出す。そして詩に歌

われている情景を「再現 してみせたあと、この女性の行為は「自己蜘繭」にすぎないと断言するので

ある。後の手紙で説明されるところによると(BF 262)、これは要するに、詩中の女性が不当にも「一度

きり」のかりそめの「勝利」に満足している(すなわち、気まぐれで男の文学活動を邪魔した)ことを非

難しているものと思われる。つまり、彼は『深夜』の女陸像をフェリーツエに見立て、対する「中国人の

学者」に、文学の妨げとなる共同生活の「被害者」の自己像を投影しているのだ。ここで注意する必要

があるのは、それまで(あるときは求愛・拒絶の手段に、またあるときは執筆生活の理想像の象徴に

と)多義的に用いられてきた「中国人学者」像の意味内容が、前の三通目の手紙を経て、ここで固定化

することである。すなわち最後の(五通目の)手紙では、もつぱらこの手紙で暗示したことが展開され

るのだ。

 1月21日 から22日にかけて書かれた手紙は、その全体が問題の言拘 の「解釈」に充てられている。

その長々とした分析を要約しよう。カフカは詩の内容から年老いた学者の姿を想像し、そう仮定すると

傍らにいるのが「妻」ではなく「女友達」なのは不自然だと言う。その上で彼は、あえて詩人が「女友

達」に作つたことを重視して、もしもこれが「妻」であって、読者に似たような情景が毎晩繰り返されて

いるところを読者に想像させるならば、その所帯じみた雰囲気は詩の情趣を台なしにしてしまい、も

はやとても「笑う」どころではないと結論するのである(BF 2610。さらに彼は自分の「両親の結婚生

活」を引き合いに出し、少なくとも「うちの両親の婚姻」は「そんな風 だと述べる。「詩の解釈」が、いつ

のまにか、結婚生活が自分には無理だという(いつもの)逃げ口上に化けているのだ。

 さらにこの手紙では、「二通目」で言及されていた「書斎学者」の両極的な意味が展開される。カブ

腸BF 252,257参照℃これらの書簡については後述する。
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カは 、中国詩集で 「書斎人」が 「恐れ を知らぬ旅人」と対 置され て嘲笑の的 となつている萄 ことを引く。

勇 敢な 「旅人 」が数々の戦功をたて、家 庭では愛す る「妻 」と「子 どもたち」に囲まれて幸 せ に暮 らして

いる60の に比べ 、「書斎人」は 「女友達」との信頼関係を築 くこともできず 、子 どもの影 もない 「空つぼ」

の部屋で孤独 に暮 らしているというのだ(BF 263)。 そう言 つてから、カフカは気 づく。

  これ は何と恐ろしい詩で しょう。考えてもみません でした。こんなもの は、ひもといてみ る

  のもいいです が、踏み にじってしまうのもいいかもしれ ませ ん トー]

こうして彼 は、この詩を「味わいつ くした」のである。

 これ らの書簡に現れ る「中国人」像 につ いて、Leeは 「理 想像」としての肯 定的含意のみ を読み 取る。

そして例 えば、花婿が結婚式 まで花嫁 に会わない東洋 の風 習は正 しいと述 べ たカフカの言葉(BF

449)な どを、彼 が 東洋の 結婚形 態 を理 想化 してい た 「証拠 」として挙 げ てい る。61こ れ に対 して

Mengは 的確 に、カフカにおける中国人像 のもっ 「二重 の機能」62を指 摘した。それ は、一方で は相

手を引きよせ ようとしながらも、同時に相手 の接 近の可能 性を排 除 ケることである。そ の肯定的 側面 に

関して、Mengは 、もっぱら当時のヨー ロッパ にお ける(道教 的イメー ジに結 びつ いた)中 国の 「風景i

の肯定的 イメー ジに由来するもの と考えている。63冒 頭 のハ ガキ にお ける「私は 中国 人」だとの言葉

も、この線で解 釈される。その分析 は、カフカの中国人像が 、もっぱらフェリー ツェとの 関係 にお いて

現れるものであることを洞察した点で優 れている。そして 「ハ ガキ」以 降の カフカが 「中国人」に言及す

ることが稀 になることについて、Mengは 「自己否定感情」の深 まりを見 る。しかし実際 には、上で検証

したように、カフカ は「中国人の学者」という像そのものに、肯定と否定の二 重の相を投 影していた。そ

の否定的な相 は、すで に上の手紙 において最高潮 に達 していたのである。

 五通 の「中国詩」書簡にお いてカフカが行っていることは 、他 者へ の 素朴な 自己投影 、すなわ ち

肥 「恐れを知らぬ旅人」der unerschrc)ckene Reisendeと は「侠客」の訳語である。ハイルマン詩集所収の言寺のうち、

 活動的な人間と「儒学者Sを対比しているものとして、Mengは 李白の『行行且遊猟 篇』ZuRol3, zuXol3 zurJagd

 に、加えてGoebelは 同じく『侠客行伽 漁 ㎜ ぬr窺 に、それぞれ注意を促している(Meng, S―90;Goebel

 X1997),5.59 a
6D Mengは 「妻子」への言及をカフカの想像力に帰しているが、 Goebelは ハイルマン詩集から杜甫の『i冶村』加

 DorfK'angを 、もう-つの可能な源泉として挙げた(Goebel(1997), a.a.0., S.60)。そこでは旅先から帰還した

 男を妻子が鱒 ・て歓迎し、子どもが「膝にまとわりついて離れない」情景が歌われているからだという。吉川幸次

 郎譜 世界古典文学全集29杜 甫∬』筑摩書房1972年 、225頁参照℃
61L㏄

,5.18.また後述の手紙の言葉(BF 101)は 、「アジアにいれば離れずにすむ」との意味に解されている。
田Meng ,5.91.
aEbd .,S.87,91£
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「感情移入」の段階的形成である。それは、「遠く」を目ざして「ここ」に至る旅にも喩えられよう。五通の

うち最初の手紙が書かれた一週間前、カフカは自分がフェリーツェに感じた距離感を「ヨーロッパ」と

「アジア」の間の距離に仮託して諏 ・た(BF 101)。

  実際、もし私たちが別々の大陸に分かれて住んでおり、あなたがアジアのどこかにいたと

  して、これ以上お互い離れるのは無理だつたでしょう。

そこでは「アジア」が単なる「遠く」の象徴として使われていた。その距離がゼロとなるのが、「恐ろしい

詩」だと声を上げたときのことである。「かなた」が「ここ」になつたときに、全ては元のままでしかない。

中国詩人の詩句を「味わいつくす」旅をくぐり抜けたすえにカフカがたどり着いた場所は、「いま・ここ」

にいる「自分自身」に他ならなかった。確かに「どこでも、中国でも」事情は変わらず、彼には逃げ場が

なかつたのである。

1―3.「やせた学者」一 「中国人」断片

 架空の中国を舞台とする『万里の長城』にまっわる物語群は、1917年の初頭に成立したと推測さ

れている。ほぼ同じころ書かれたとおぼしき断片の―つ に、一人の「中国人」の姿を撒 ・た騨 が

あるが、その書き出しは次のようになっている。

  年老いて、たいそう膨れた腹で、軽い心臓 病にかかっているので、私は昼食後に片足を

  床に下ろして寝椅子に横になり、一冊の歴史書を読んでいた。女中がやって来て、すぼ

  めた唇に二本指を当てながら、来客を告げた。「誰だ?」と私は尋ねた。午後のコーヒーを

  待つている時間に客を迎えることになったのに腹を立てて。「中国人です」と女中は言い、

  引きつつたように身をよじって笑いを押し殺した[…]

客の正体を知ろうと、しばらく女中と押し問答をしていた「私」は、やがて業をにやして女中を怒鳴りつ

け、跳び上がつて自分で戸を開ける。だが、その巨大な「私」の姿を見て、戸の外にいた「中国人Jは

さっさと逃げ出してしまう。そこで「私」はおもむろに手を伸ばし、相手を捕まえて部屋の中に引つばり

こむ。その軟弱な小男は見たところ「学者」であり、「首をかしげながら、半ば閉じたような目をして微

笑していた」。そこで断片は途切れている。この断片は、カフカが明確に「中国人」をテーマ化した、

ほとんど唯一の例である。したがってカフカの「中国人」像を考察する上で、この謎めいた作品は重要

磁BBCM 53f
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な意味を持つ と思わ れる。だが、これ は はたして「作 品」だろうか。何 かの書き出しなのか。それ とも独

立した掌篇なのか。それとも、そもそも解釈不能な文 章の切れ はしにす ぎな いのか。

 いず れ にせ よ、『万里の長城 』関係の作 品群の成 立直前 に書か れ たと見られる『八折 り版ノー トB』

の 中に 、問題の 断片が含まれることは示唆的である。直接 的 関連 が 明らか でないカフカの 「中国」と

「中国人」を一括 して論じるため には 、この断片を避 けて通ることはできまい。ここまで追 ってきた 「中

国人 」形象を描くテクスト系列の末端に、そして同時 に 「中国」を描いた物 語群 の入 口に位置す る以上、

問題 の断片が(一 見したところ断絶 している)両者 をつ なぐ「橋」であつた可能 性は高いからだ。

 この断片が書 かれるに至るまで の事 情を整理してお こう。前年5月 にマリー エンバ ー トで 書いた例

のハ ガキの 中にあるように 、この保養地のことを非 常に気 に入 つたカフカは 、つ づく7月の休暇 をそこ

で過 ごす ことに決 めた。そ のことを知つたフェリー ツェの提 案で 、二人 はマリーエ ンバ ー トで落 ち合う

ことになる。一度 は結んだ婚約をまた解消 したあと、近 年は 文通も稀 になつていた二人 の 関係 は 、こ

この地で大きく改 善した。すなわち、二人は 二度 目の婚約 を結ぶ のである。つづ く冬 にカフカ は創 作

上 の長い停滞期か ら脱 し、集 中的に作品が産み 出され た。生前 に発表 され た短 篇のほとん どがその

ころの作で 、その 中には傑作の誉れ 高いもの が数 多い。と同時 に、それ はフェリー ツェとの共 同生活

の 可能 性が再 び 現実味を帯びて、カフカを圧迫しは じめた時期 でもあつた。そのさなか に 「中国人」

の像 がカフカの 中に再浮上 してくることに、何の不思犠 もあるまい。「中国人 学者」とは 、フェリー ツェと

の 生活へ の憧 れと不安に揺れる自己を象徴するものであつたのだ から。

 ところが 、カフカ作 品の 中国 ・中国人モチーフを分析したW.Mengは 、ごくあつさりと「カフカの 自

画像 というよりは、む しろ夢の 形象である」65と述べ 、この 間題を素通りしてしまう。その際Mengは 、

どうや ら断片 に登 場する「私 」、す なわち大男の老人 をカフカと同一視 しているらしい。66こ の点 に関

してJoseph P. Stre】kaは 、 Meng論 文で全 文引用 され た断片の 冒頭の 「膨 れた腹11eibesfiilleの 一

語 が 「溢れ る愛」と誤訳されていることから、この誤 りがMengの 解釈 に影 響を与えていると推 測して

いる。67実 際 それ がMengの 誤読に基づくのか 、英訳 の際の誤記 ・誤訳の 一つであるのか は定かで

ないが 、この断 片の解釈に限ってMengの 見方 に偏 りが見 られるの は確か である。断片 内で中国人

が 「分からない言葉 を話す 」と言われ ていることにコミュニケー ション疎 外のモチーフを読み 取つてお

きながら、彼が 「断片」の中国人をカフカの 自己像 と想 定しな いのは奇妙 に思 われる。カフカにお ける

中国,焼i豫 に込め られた、フェリーツエに対す る「二重 の機 能」の 的確 な洞察により、Mengは 「中国

人」の両極 的な意 味を明らかにしたのであるが、68察 す るに、中国人 との 自己同一化 がフェリー ツエ

筋Meng
, S.93.

66Ebd ., S。88.「カフカは中国人の訪問を受けたことがある」との表現が見える。
田Strelka

, Joseph P.:DerParabo]ikerFianzKafka T�ingen;Base12001, S,74―
68Meng , S91任
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のみ に関わるモチ ーフで ある点を強調 しようとするあまり、「ハガキ」にお けるのが 「最初で最後 」69の

中国人へ の 自己 同一化 であると位 置づ けるの に急で 、以 後に(フエリー ツェとは直接 関わりのない 文

脈 で)再 びカフカが 中国人 に 自己を同一視 していると認めるのを忌避 したのかもしれない。もつとも、

この断片での 「中国人」の 姿が、先 に見てきた例 と比べ て正体のっ かみ にくい、具体的な内実を欠い

たものであるのは確か である。その限りで は、Mengの 「夢の形象」という形容は、的を射 ていなくもな

い。したがつてここでは 、「中国人」像そ のものよりも、それ がテクスト内で果た している役 割に注 目す

べきであろう。

 ともかくStrelkaが 主張しているように、70「中国人」はすなわち 「カフカ 自身」であり、対 する「大男」

は 「カフカの父 親」の像であると見るのが、この場 合は正しい。「中国人 」の「学者」としてのカフカの 自

己イメー ジが成 立す る過程 は、先に見てきたとおりである。虚弱な 仲 国人学者」の像 は、(生活不適

格者 としての)作 家 的 自己のあり方 を象 徴しているのだ。それ では、なぜ 「年老いた大男」が 「父親」だ

と言えるのか。その点 、Strelkaは 特に考察 を加えるまでもな く自明と見なしているようだが、これは簡

単に通 り過ぎるべ きで はない重要な問題である。

 この 問題を考える前 に、カフカのフェリーツェへ の関係 の背後 には 、常 に 「父」の像 があつたことを

思 い出す のは有益 だろう。一般 にカフカの文学の 「出発」を告げたとされる短篇『判決』は、先 に述 べ

たようにフェリー ツェへ 最初 の手紙を書 いた余韻の 中で7気 に書き上 げられ た。その作 品内で描か

れるの は、あくまで 「父 と息子」である。(息子ゲオル クの 「婚約者」F・B嬢 の存在は言及されるだ けで 、

登場 はしない。)カフカは フェリー ツェとの関係 にお いて、常 に「結 婚」と「父親」になることを意識して

いたが、71そ の 際には 常に 自分の父親 のことが念 頭にある。例え ば先に論 じた「中国詩」書簡の五通

目でも彼 は、結婚 生活へ の忌 避感情を、自らの父母 の生活を根拠 に語 っていた。η ここで参考まで

に、―連 の中国 詩書簡と同時期 に(そ の 「三通 目」の直前 に)書かれた手紙から、カフカが父親の姿 を

描写 した箇所を引用しよう。自分の父 が子煩悩な父親であることを語るスケッチ の導入 として 、そこで

カフカ は父の 「食後 の習慣」について述 べている(BF 249)。

  私の父 は、食 後 にはい つも少しばか り安楽椅 子に腰 かけて短い睡 眠をとります 。いつも、

  そうした後で店 に出るのです 。(心臓 病のせ いで、食 後には横になることができません 。)

や はり中国人断片 の 「老 人」も、「・醸 病 」のため 院 全 に横 になれないの で)「片足を床 に下ろして」

働  .. ,S.9ユ.
ηStrelka , a.a.0.,5.74.
71A .a,0L, BF 88.
鷹～Aa ―0L, BF 262.
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いる。このことか らすると、断片 の人物 が、手紙 に描かれ たようなカフカの 「父」の 姿を再現したもので

あることは疑いないと思 われる。さらに一歩踏み 込んで、カフカの頭 の 中では 「父 ・フェリー ツェ・中国

人」が一組 に連 なって記憶されていると推測す ることさえ可能かもしれな い。そのことは、問題 の中国

人 断片 と、他ならぬ 『判 決』との比較によって 目に見えてくる。そしてさらに、その 比較を通 じて、この

断片が 実際 「作品」に、それも明瞭なプ ログラムを備 えたもの に違いな いことが浮か び上がつてくるの

である。

 二つ が相似的 関係にあることは、まず作品構造 から見て取れる。まず 、登場人物が共通する。① 部

屋 の主である「病気 」の 「老人」、② その部屋へ の訪問者 、③ 女 中。この三人 のみ である。(『判渕 の

「ペ テル ブル クの友人」と「婚約者」は 、その場 に出てこない。)さらにプ ロットが酷 似している。① 一人

の 訪問者が 「老人」のもとに訪 れる、②寝 ていた病人 が突然 、はね 起きる(す ると「天井 」に届くような

「大男」である)、③ この変 貌をきつかけ に、訪 問者が逃 げ出してゆく。この相似関 係からす ると、作 者

が何 らかの意味で『判決』を念頭に置き、その「改作」を試 み てい るとも考えられ るだ ろう。さらに 、二つ

の作品での、作品 内へ 父親像 が導入され る部 分を細部 にわたって検証す れ ば 、両者の 間には上の

ような 「相似的」関係 以外の 関係が存在す ることが見えてくる。す なわ ちそこには 、明瞭 に「対 照的 」な

関係もまた存 在して いるの だ。例えば 、『半1渕 の父親像 は次のように紹介される。

  父親は 、[…]新 聞を読 んでいた。視 力の衰 えを補 うた めだ ろうか 、目のす ぐ横 に近 づけ

  ている。卓 の上に、あまり手を付けていない様 子の朝食の残 りが 置かれ ていた。73

ともに病気 の老人 である点で双方 の登場 人物は変 わりない が 、朝食 を満 足 に食べ ることが できない

ほど衰弱 している(とされる)ゲオル クの父親 とは違 い、断 片 中の老人 は 「昼食」まで 食べ てしまって

「たいそう膨 れた腹 」をしているのだ。さらに前者 が読ん でいる(ふ りをしている)の は 「新 聞」であり、

後者が読んで いるのは 「歴 史書」である。ともに 「事 件e歴 史」Geschi(ihteを伝 えるものでありながら、

「新聞」が伝統とは切 断され た不安定なものであり、病人の(装 われ た)老 いの不安と衰 弱とを浮き彫 り

にしているのに対 し、「歴史書」は伝 統に樟 さす安定 したもの である。それ は老人の老い を合法化し、

老いてなお壮 んな粘 り強い生命 力を裏打ちする方 向に働 いて いるのだ 。そしてまた 、物語の結 末も

反転している。短 篇の主人公ゲオル クは、正体を現した父との激 しい 口論の末、父の溺死刑宣告に服

して橋か ら身を投 げる。反対に断片の反 ・主人公は 、い とも簡単 に老人 に捕捉され てその場 に留まる

ことになる。こちらで 「父 」と「息子 」の 間に言葉の 応酬 ま行 われず 、「中国人」はただ沈黙し、不可解な

7a Ein Landarzt undandere Lhucke zu Lebzeiten. GW 1. H-G. Koch iHrsg.), Frankfiirt am Main 1994,

 S,44―以下「L」と略記
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オリエンタル ・スマイル を浮 かべ るのみ である。短 篇にお いては、はじめ 「父」の 方が無力さを装 って

お り、その後 「息子 」の権 力掌 握の欺 隔 性が暴露され ることで、静的な作 品 内世界 が一挙 に崩壊 して

―種のカタル シスに至るのだ が
、断片 にお いては逆に、父親 像は 当初か ら揺 るぎない権 力をほしい

ままにす るか に見える。その 「父 」の 巨体に 肉迫され た 「中国人学者」が、ひたす ら受動的に、沈黙と

微笑でもつて相 対 することでストー リー の流 れは堰き止められ 、そこで全 てが停 滞する。

 以上 の対照 にもまして重 要と言えるの は、作 中に設 定され た視 点の転換 である。『判決』において

視sは ほぼ常 にゲオル クの傍らに寄り添っているのに対し、中国人断片 にお いて視sは 「私」すなわ

ち老人=父 親像 の側 に統一されているのだ。この場 合の 「父の視線」でもって、カフカは 自己を徹底

的に客体=物 体化 す る。そ の視 線は 、同年少し後 に書か れた『十一 人 の息子』や 『家 父の心配1αb

Sorge des Hausvatersに お いて、数列 ヒされた 「息 子たち」や 奇妙な物体 「オドラデ ク」に注がれた

「父 」の眼ざしと同種のもので ある。そしてもう一つ 、あくまで『判渕 と中国人断片 とを二つの作 品とし

て比較 した場 合、明らか に対 照的 である点 がある。それ は 、比較 にならないほど圧倒 的に後者 にお

いて「言葉 が少 ない」ことである。前者をカフカは一晩のうちに、内面から流 れ 出てくるものをそのまま

吐き出すようにして書き、日記 帳 に「ただ このようにしてのみ 書くことが できるのだ」と誇 らしげに書き

つけた。74だ とす ると中国人断 片でカフカが行つていることは、「書く」ことで はなく、「沈黙」へ と向け

て言葉 を削ることだ ったのかもしれない。それ はちょうど、作中の 「中国人」が沈黙 を守ることに呼応し

ているか のようだ。

 最初期の『ある戦 いの記 鋤 にお ける軽 やかな主観性の拡 大の表現か ら、『判決1で の重 苦しい 主

観 へ の閉塞を経て 、このような禁 欲的 自己客 観化の境 地にカフカはたどり着 いた。この断片でカフカ

が試み た小さな 「自己パ ロディー 」は、彼 が行ってい嫡ll作 上の模索の 一表 現と見ることができよう。

そこで 「素材」として使 われ たのが 、彼 にとって最も成 功した初期作 品、『判 決 』であつたことは、彼 の

新しい 手法が決して突然 ・自然 にカフカの中に生まれ てきたわけではなく、自らの従来の 創 乍手法を

突きつ め 、意図的 に反転させ ることで得 られたことを示している。また、『判決』こそはフェリー ツェとの

出会い によつて生み 出された作 に他な らない。その 出会い によって、カフカは 「作家」となった。そこ

に 「中国人」の 姿をい わば 「上塗 り」することで、初めてフェリーツェへ の手紙を出発 点とす る円環 は閉

じられたのだ。なぜな ら「中国人」という像 に投 じられ たの は、フェリーツェの存在に対して境界づ けら

れたカフカの 「イ稼 的 配 」だったのだか ら。そ の豫 の 中には 、微 との関わりの中でTせ ざる

をえなか つた 、「f稼 であること」の肯定 性と否定 陛の全てが詰 まつていたのである。

 以上の章 では、カフカの創 作手法の 変遷を背景として 、その変化の節 目ごとに 「中国人」像 が出現

74Tageb�herBand2・'1912-1914 . GW 10. H-G. Koch(Hrsg.), Frankitat am Main 1994,5.101.
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す るさまを描き出すべ く努 めた。カフカの作 家としての 流儀が推移 す るの に平行して、そ の像 もまた

変わつていったのである。本稿に残る課題は 、そのような変遷をた どった カフカの 「中国人」形象 が、

時期 的には連続 して書かれる「中国」を舞台 とした物 語群へ 、いか なる影 響 を与えているかを明らか

にす ることである。

2.「中国」の意 味するもの

 従 来の研 究 にお いて、カフカにお ける「中国」と「中 国人」とが切 り離 され て論じられてきたことは、

序章で述べ 為 先行す る「中国人」か ら後年 の「中国」へ の 関係とは、何 なのだ ろうか 。そ の関係 は、

そもそも存 在す るのか。この間いに答える前 に、カフカの 「中国」物語群 が解釈者 によつてどのように

意味づけられ てきたかを概観 しておこう。

2―1.「 万里の長城」の解釈

 ごく少数 の例 外を除いて、カフカの描く「中国」とい うトポスが何か の 「隠喩」であることは、ほとんど

の解釈者たちの意見が一致する点である。その指示対象 に関しても、諸 説の振 幅はさほど大きくない。

もちろん 、解釈 間 に決定的な相違がないわけでは決 してない。だ がその決 定的相違 自体が、ある一

定の範囲 内に収まるような観を呈しているのだ。つまり、『万里 の長刎 とい う作品には 、大雑 把に分 け

ると①普遍 的 「人間(人 類)の 状況」を描 いた 、② ユダヤ 民族の歴史 の考察 である、とする二つ の両極

的解 釈があり、にもかかわらず 大勢では一方が他 方を携斥す るには 至らず 共存 しているように見える

のである。

 前者を代 表す るのは、疑いもなくWilhelm Emri(hの 解 釈である。そこで 「中国」は人類全体 、ある

いは 「宇 宙」の象徴として把握され 、「長蜘 の建設 は 「人類 の生 存」のため の営み であると位 置づ けら

れ る。75中 国モチ ーフの作品に 「歴史」―般 に関する文脈 で触 れたClaude Davidの 言及76も 、この

解釈の系列 に位置づ けられ るだろう。Davidは 、カフカの後期作 品に歴 史 の頽 落現象 へ の視 線を読

み こむ。そこには歴 史の 「麻痺 作用」が徐 々に進行 するさまが描かれ ているというのである。77ま た、

『万里の長城』に「精読」の手法で迫り、個 々のモチー フを詳細 こ分析 してクライスト、ニーチェ、フロイ

トなどのテクストとの 関連 を考察したRalf R―Nicolaiの 研究も、この同じ流れ に入る。そこで は、「自

75ヴィルヘルム・エムリッヒ(志波一富・中村詔二郎)『カフカ論I蜂 起する事物』冬樹社1971年 、318頁。
76Davi(Lαaude:Ifatka und Geschichte. In:C. David(Hrsg.)伽 鰍 ヨノ1乃θ畑θ刀㎜(1伽 んbma

 G�tingen 1980,5.66-80.5.75,76£
77Ebd .,5.71.
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然」と対置 され る人 間 「精神」の発 達史に 「壁 の建設 」は同―視 されてい る。78(そ れ に対 し、「北方の

遊牧民」の像が 「自然」の側 の力を代表す るとされ る。四)

これ に対す る「ユダヤ的」解釈 の例を挙 げると、Clement Greenbergが 『万里の長城 』を基本的 に

「民族離散」(ディアスポラ)下にあるユダヤ 民族の状況を櫛 、たものとして簡潔 に論 じている。80ユ ダ

ヤ教の伝統 にお いて 「律法 」(トー ラー)が 「柵」「壁 」の隠喩 で表され ることから、作 中に描か れた断続

的 に続 けられ ている「壁 の建 設」は、ユダヤ人におけるユダヤ教 の形成(お よび 、同化 ユダ ヤ人 にお

けるそ の形骸化 のプロセス)そ のものの比喩として解釈されるのだ。カフカの掛 ・た「中国」の特徴は 、

① 空間的に無 限に広大であり、地域 間相 互の(特 に「中央」へ の)往 来が不 可能に近いこと、② 時 間的

には 「歴 史の外 」にあるかのような停 滞 性、あるいは 「円環的」時間 に支配され ている点にある。(それ

がヘル ダー以来 のドイツ文化 圏にお ける中国像のステ レオタイプ に他ならないことを、RJ. Goebel

が細部 にわたつて明らか にしている。81)それ を「ユダヤ人」の状況か ら解釈 したとき、特に問題になる

の は、「歴 史」である。いか にも「無時 間的」な「中国」の像 でもって表され ているの は、元 来 「異教的 ・

神 言甜勺」な時間の循環か ら脱 して、「一方 向的」「直線的 」時間 としての「歴史」を発 見した民族 であるは

ず のユダヤ人が 、「民族離 散」下 にお いて 「律法 」を機 械的 に反復 するしか能 がない 「非歴史的民 族」

の代表格 となり果てた事寒2だ ということになる。ところで、このGreenbergの 論考で注 目に値す る

の は、冒頭 から一 貫して 「ユダヤ教 」に引きつ けて解釈を施 していたにもか かわ らず 、一箇所で 突然

「しかしユ ダヤ 的意味か らの長 城解 釈に、過 度に整 合性をもたせようとす るべきで はない」と述 べて、

長城 が「人類の 状況全体」の比喩である可能 性にも含みを残す ことである。紹 この点 にお いて彼 の論

考 は、二つ の解釈傾 向が共存 する『万里の長           ような様 相を呈す ることに

なつているのだ。

 このような「ユダ ヤ的 」解 釈 は 、カフカが 当時置か れて いた時代状 況を丹念 に押 さえたRitchie

Rbbertsonの 優れ た研究 輿 によって、一挙 に精緻化 され た。その著 作の副題(『ユダヤ性 ・社会 ・文

学』)が示 すとおりの優 指 噴位で 、いわばRobertsonは カフカ研 究の最低 限の前提を明るみ に出した

の である。その 前提か らなされる解釈 は 、『万里の長刎 にお ける語り手 「中国の年代 史家」の考察 が、

「sNioolai, RalfR.:.躁 認"伽 撫 ロぬr伽 θ曲 θη1瞼召砂"珈 拐励加 訪αηeηvθ㎜ 読θ撚 ―

 WU也burg 1991, S.28.
79Ebd ., S―35£78f
eo Greenberg , Clement:At thelBta7ding ofthθ Great Vaaff OfCima, ln: im maa Zうo毎Angel Flo重℃s;

 Homer Swander(Eirsg.). Madison 1958, S.77―81.
81(]oebel(1997), Sユ5―31,65-90.
ee Greθenberg, S.79.
ee Ebd ., S.80.
en Robei tson, Ri㏄hie:.lfaLkaJJudentuni(GlesθLtsrchai71t'teratur, StutJtgart 1988.
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単 に「社会 一般 」だけで なく、とりわけ 「ユダヤ社会 」へ と向けられ ていることを論じて説得 力がある。%

す なわち、この物語断片には 、「血」・「民族」・「統一 」86などといった 、当時 の 「文化シオニスト」の術

語 がちりば められているのである。ただし、語 り手 は 「壁 の建 設」の有効 性 自体 には懐疑 的で あるよう

に描かれ ている。この点 に関してRobertsonは 、カフカが 同時代のシオ ニズ ムに懐疑的 ・批 判的で あ

る反面、「宗教 」に基 礎づけられ た「民族共 同体」を理想 とし、そ の実現のための基盤 を、「東 方ユダヤ

人 」の宗教 的生活を手がかりに模索 していた と結 論づ けている。87

 さて、本稿の 目的である、カフカにお ける「中国」と「中国人 」との架橋のため に、以上の議 論は寄与

してくれるだろうか。中国物語における「隠喩」を解き明かす ことで 、その 目的に一歩なりとも近づいた

と言 えるか。実は 、それ は疑わしい。先 に述べたように、カフカの 「中国」と「中国 人」を論 じた論者 が

概 してこの問題を避 ける傾 向にあること自体、そ の架橋の 困難 さの表れ とも言えよう。その二つ の関係

を視 野 に入れ た議 論としては 、往 年カ フカ作 品 の隠 喩 的性 格 に多 大 な 関心を払 つてきたJ.P

Strelkaの ものが 、ほぼ唯一の例である。カフカ文学の 本質を「形 象」B丑dをもちいた 「寓話」Parabel

である点 に求 める彼の著1竹 寓話作家フランツ・カフカ』で は、「カフカと中国」を論 じるため に一章が

害1伽れ ている。saそ こでStrelkaは 、カフカ にお ける道教 的要素を強調 したLeeの 問題提起を大 枠

では継 承しっ っ 、一種 の美的解 釈を提 示してMengの 議論を補 完 ・拡大す ることを 目ざす ので ある。

そこで重視されるの は他でもなく、カフカの最大の源 泉であつたハイル マン訳詩 集(自 体よりもむ しろ

それ に訳者本人が寄 せた)『序刻 である。そこでハイル マンは 中国文学 の本質を規 定しようと努 めて

いる。その文章がカフカに与えた影 響を総括して 、『序文 』は彼 に 「舶来 の新 奇なもの を伝 えたわけで

はなく、自らの奥底にある独 自のもの、とうに 自ら獲 得していたものを再認」させたのだとStrelkaは 述

べている。89これ はカフカの 「中国人」へ の 自己同一化=感1青 移入 を考える上で重 要な指摘であろう。

そ の上 で、ハイル マンが李 白の詩について語った言葉 に光が 当て られる。

  これ はデカダンスの宿酔では なく、故 国喪失 者の哀 訴でもない。これ は恐るべ き世 界の

  孤 独の苦 悩なのだ。それ でもつて文化 民族は 、その代弁者た る個 々 人の嘆きに、民族的

  必然 性の表 現を与える[…1そ れ は人類 全体が 、地上 世界全体が 叫び を上げ たかのよう

  に戦 。go

%Ebd ,, S.228f
86BBCM 68.
柳Rober幅on , S.233f
田Strelka

, S.71-89.
冊Ebd ―, S.78.
90Hei㎞ 田m l塩ns伍sg):ChinesischeLyrikvom 12. Jahrhundertv. ChristusbiszurGegenwart.
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この箇所 にカフカは 自己との深 い親 和1生を感 じ取ったに違いないとStrelkaは 見る。そこか ら彼 は 、

カフカにとつて 「中国文学」とは文学 的理想の象徴 として位置づ けられ て いたと考 えるのである。しか

し、そ うすると問題 が生 じる。カフカに、「中国」であること自体を肯定的 に描 いた作 品が 、ほぼ皆X91

で あることだ。そこからStre】kaは 結局のところ、カフカにおける中国文化へ の共感と賛嘆 の念は、表

立っては影をひ そめ 、Leeの 言う意 味でのf道教 」作品群 において 「沈 殿」したと結 論づけざるをえな

か つた。この議 論 にお いても、なぜ 作品の舞台が 「中国」である必 要があつたのかという問いは―歩

手 前で回避され てい ると言 わね ばならない。Stre】kaに 言わせると、中国物 課 羊にお けるトポスとして

の 「中国」像は 、「そもそも全く中国とは関係ない」。92結 果 として彼 の論 考は 、カフカにとつての 「中国

人 」像 の意義を考 え抜 くこと自体 が、カフカ作品の 「中国」像との 「切断」をもたらす好 例を示したと言え

よう。そこでは 、双 方の像を一括して論 じることの困難さが逆 説的に明らか にされ ているのである。

 ところで 、カフカ前半生 にお ける「中国」の肯定的イメー ジが後期作 品から払拭 されていること自体

に、もつぱら当時の時代状況(特 にオ ーストリア帝国の官僚制度)へ のカフカの批判を見るStrelkaの

読 鮪 ま、お そらく『万里の長捌 そのものよりも、それ に関連する作品の ―つである『一枚 の古文書』に

依 拠していると思わ れる。以下で は少し横道 にそれ て、本稿で の考察 に益するものが与えられること

を期待しつつ 、この作 品をめぐる議論をやや詳 しく追ってゆくことにしよう。

2―2.「 一枚の 古文 書」をめぐって

 「ユダヤ的」解 釈に立つRobertsonが 「普 遍的」解釈にとりたてて異 を唱 えていないことか ら分かる

ように、『万里 の長城』の 「中国Jに まつ わる議 論には 、あまり対立らしきもの が 目立たない。ところが、

同じ中国物語 群 に属す る短 篇 、『―枚 の古文書』につ いては、なぜか相容れ ない解釈 同士 が衝 突し

あつているように見 える。カフカの生前 に発表され たこの短篇は、同じく「中国」に取材 した(そ して短

篇集『田舎 医者』(1919)に 発表 され た)「寓話」作品でも、明らか に(少な くとも『万里 の長城 』のtか ら

抜き出してみると)抽象 的 ・形 而上学的 陛格 が強く見える『皇帝の使い』と比 べて、草稿 段階 にお ける

表題 の 「中国の… 」が 削除され たにもかかわ らず、一種生々しい 「中国」の実在感 を伝 えている。当時

の 「政 治的」雰囲気 をよく保持 しているか らでもあろう。

 『万里の長刎 をユダヤ民 族問題 との関連で考察 したRober sonは 、こちらの 作品に関しては 「ユ

ダ ヤ性 」を重視 しない 。とはい え、(カフカ作 品に抽 象 的な「歴 史の頽 落過程 」を見るにとどまつた

 M�chen 1905, S.XLVI.
si Strelka,5.80£
舩Ebd ., S.80.
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Davidの 説93に 対 して)作 中で描かれた 「北方の遊牧 民」の侵入 は具体的時1ざ状況 に関連づ けられ

る。「遊 牧民」によつて脅か された 「中国」は、むしろ大戦 で没落 に瀕 した 「オーストリア帝 国」の隠喩 と

して把握 されるのだ。94これ に対してDusan Glisovicは 、『万里の長城』につ いてはユダ ヤ的解釈

を踏 襲し、さらに「保守的」政治状況 の隠喩 を読み こん でいるもの の、『古文書』をオー ストリア帝国 の

隠喩としてみる見方は退けている。95す なわち、この作 に限ってはカフカの作家的 ・実存的契機を重

視し、「遊牧 民1と「手工 業者」の対比を「作家 」と「市民」の対比 と想定す るのである。両者 の見解 の分

かれ めとなつたものは、察するにHeinz Politierが 行 った 「遊牧民」の特徴に関す る指摘であろう。

彼らの意思疎 通の手段 は 「コクマルガラス」の鳴 き声 に似 ている96とある。この点に関しPolitierは 、

チェコ語 で 「コクマル ガラス」は 「カフカ」とい うことか ら、「遊牧 民」側 に作 者の 自己像 が投影 され てい

ると推 測したのである。97Politier自 身は 、この作 品の 「中国はカカニア」と考えた。98滅 亡 に瀕 した

「オ ーストリア帝国」に北方から「カフカ」が集 団で押し寄せ てくるとは、いささか奇1蚤な図である。この

指摘 が解 釈者 の問でノ」・さな混乱を巻き起こした観があるのも、無理か らぬことであろう。

 だ が以上のような見解の相違 は、まだ微 々たるもの にす ぎない。この作品の解釈 史にお いて ひと

きわ異彩 を放つているのは、RJ. Goebelが 提示 した議 論で ある。これこそが、章 の冒頭 で触れ た

「少 数の例外」に他 ならない。そこでは、Robertsonを 始め とす る「隠喩 的」読解に対して、「文字どお

りの」読み99が 試 みられる。す ると、カフカにお ける「中国」とは 、「現 実の中国」を描いたものと読む こ

とができるのだ。す なわ ち、帝国主義諸勢力によって侵略 され 、植民 地化 の憂きめにあつている清朝

末期 の 中国の 「現実の姿」が、『古 文書 』には記され ていることになる。カフカの 中短篇 に登場す る形

象を、何ものかの 隠喩で はなく描か れている当のものと見なす 解釈な らば 、他にもいくつ か見受 けら

れ る。例えばGlisovicは 、中国物語群 とほぼ同時期(1917年 老頽 に書かれた短箒『ジャッカル とア

ラブ人』Schakale undAzaberを 、同年11月 に出された 「バ ル フォア宣言」の文脈 から、(カフカ 自身

移住 を考えていた)シオ ニストの入植先 パレスチ ナ にお ける、ユダヤ 人とアラブ世界の紛 争を描いた

ものと解 釈した。looしか しGoebelの 議 論は、カフカに 「現 実の中国」との接点が何も見 あたらないだ

けに、よりいつそう刺激的なものになっていると言えよう。

93David , a.a.―σ, S.76f
9雲Rober幅on,5.1838二
95Glisovic

, Dusan:Pob'tikim Werk Kztkas T�ingen;Basel 1996, S.89任
96BBCM 81.
餌Politier(1965)

, S.144.
98Poh包e馬Heinz:2晦 ゲ櫨 凶励θ石わ働a£ θηノ加 伽 鰭 η四η掘 η㎜ 訪認αηげ鰍a In:Modern

 Austrf�1.iterature 1111978), Heft 4,5.105.
99(淑∋bel(1997)

,5.92,
100Glisovic

, S―83ff
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 冒頭で触れ た論文集『カフカと中国』所収の論 考101に おいて、Goebelは 、「新歴史 主義1の 問題

意識 窃継 承す る立場を前 面に立て、「解 釈」とは 「主観 耕 薄築物」に他ならぬことに 自覚 的であろうとす

る。そのため には 「過去 が意味す るもの の客 観的再 構築」という幻想に対 して距離 をとった研究 方法{

が採 られ ね ばならない。そこで 、カフカの 「中国」についての 「言説」に同時代の別分野のテクストを並

置することで、「カフカ」に新 しい政 治・文化的意味を読み こむことが試み られ るのである。102そ のた

めの比較 材料として選ば れ るの は、上でも触 れたH・ハイル マンの 中国言捌 序文 』、および1・ディト

マー の中国旅行 言暫 新しき中国 にて』で ある。103前者 は、「西と東 」の相 互理 解の欠如 に高 度に意識

的な視 点を備 えたもの であり、後者 は、その露骨なヨー ロッパ 中心主義的 進歩思想 植民 地主義 礼賛

にもかか わらず 、それ をときに踏 みこえる「現 実の 中国」へ の視線をも併せもつ テクストである。これ ら

のテクストのカフカ作品へ の直接 的影響 が明らかであることか ら、カフカの 「現実の 中国」へ の関心が

想定され る。

 そ の前提から展 開され るGoebelの 主張は示唆に 富んでいる。そのうち、いくつかを挙げ てみ よう。

まず 、『古文書』において 「遊 牧 民Jが 「野蛮人」と呼ばれ ることに、列強の中国植民地化へ の批判 が読

みこまれる。作 品内で一方 的に描かれる「遊牧民」と「中国人」の言語疎外の状況は 、自文化 の価値観

内に縛られた視座か らは 異文化交流が 不可能 であるとい う解 釈学上の困難 を描いたものだとされ る。

また作 品 内で異文化 間の葛藤 に解決 が見出されていないことは、他でもな くディトマー の楽観的ヴィ

ジョンへ の批判 、す なわち 自文化 中心主義 に基づく「進 歩」礼賛へ の批判 を意 図したパ ロディー と解

釈 され るのである。作 品名が 「古」文書で あることは、1912年 の 辛亥革命後 の混沌とした 中国の政治

状況 から、5年前 の清朝 中国時代 が 「古」の 時代に思われたであろうことに関連づ けられ る。そして、

野蛮な「遊 牧民 】にカフカ 自身の特徴を見 出した例のPolitierの 擶 野㏄ か らは、「西洋 人e侵 略者 」

としてのカフカの 「自己批 判」の存 在が結 論づけられ ることになる。

 さて、また別の一面 でGoebelは 、サイー ドの提 唱した「オ リエンタリズ ム」の概念を拡 大することで

議 論の豊穣化を企 図する―連 の研 究の流れを汲んでいる。105特 に「ドイツ文学」の分 野からサイー ド

に対 してなされ た応 答としては 、Andrea Fuchs・Su血yoshiの 研 究106が 最も早 い―例 である。周知

のようにサイー ドは 、ごく少 数の例 外を除き、「ドイツ文学 」を『オリエンタリズム』での 考察から意図的

lol Gcebel
, RolfJ.:Satka's`An OldManuscript"andthe European Discbruse an ChingDynastyChina In:

 Hsね(1996), S.97-111.

    ..
03Ebd ., S.101ff
胆Politier(1965), a.a.o.,5.144.

 Abel(..,)>s.ioo;Gcebel(iss7), s2e
o6 Fuchs・Sumiyos域And㎎a:Orlentalismusin derdeutschen I.i'teratua'Untezsuchungen zu Werken des

 19.und20. Jahrhunderts, uon Goethes�West一�tlicheDivan"bis ThomasManns�Joseph"-7btralogie.
Hildesheim;Z�ich;New York 1984.
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に除外した。107この点 に関してFuchs-Sumiyoshiは サイー ドの政 治的意図を攻撃しつつ 、ゲーテ

の『西東詩 集』などを例 に取り、「東洋」像のもたらした文学上 の生産性 を強調 しようとす る。108しか し、

文学 による「東洋」像の制度化を明るみ に出そうとしたサイー ドの 立揚と、む しろ「文学的価1uに 重き

を置く立場とで は、結局のところすれ 違わざるをえない。サイー ドの議 論 には 、あくまで 「東洋」は 「本

質的 に現 実と対応 しない観 念・創造物」で はないという「第― の前提jlo9が あつたのだ が、これ に反し

て 「ドイツ文学」に焦点を絞った研究は 、む しろ文学 中の 「東 洋」像 ―般 の、いわば 空中から空中へと

さし渡され る性格 を浮き彫りにしてしまう。そしてカフカの拠 ・た、漠 然と「人類全体」の絵 図とも解され

るような「中国」などは、―見したところ「現 実の東洋」という名の 地面 に足が触 れることがないか に見え

る仮構的 「東洋」像 の最たるものであろう。他でもないそのカフカを材料 に、Goebelは 、「ドイツ文学」

において浮遊 す る「中国」像 の「現実の 中国」への着 地 点を探 つたのである。

 そのGoebelの 研 究が、大まかにはFuchs・Sumiyoshiと 立場を共有している点がある。それ は、

過去 に属す る文学作品か ら救うべき肯定的契機 を選別し、過去の 「救済」を試 みるという基本姿勢であ

る。この方向 性は 、「過去」を「現在」の意味で染め上 げることをも辞 さないGoebelの ラディカル な手法

によつて極 限まで推し進 められている。彼 は著書『中国構 築 カフカのオリエ ンタリズ ム言説 』にお い

て、先の論文で扱 った『一枚 の古文 書』から、中国 に関係 するカフカのテクストほとんど全てへ と議論

の適用範囲を広 げ 、個 々の文脈 に囚われ ない 自由な読 み によって 同様 の主張がその つど成 立す る

ことを示した。uoさ らに研 究の視野も、通 時的に大 きく拡 大されて いる。そこに姿を現す のは 、ヘル

ダーからロラン・バル トまでの 「オリエンタリスト」たち に、「他者 」の像 を歪め てしまう解 釈学的営為その

ものを否 定する「非解釈 学的」姿勢D系 譜を読みこみ 、その流 れの 中に「カフカ」の 「自己省察 的」あり

方を位 置づ けようという気宇壮大な試み である。すなわち、「東洋=他 者」を主観的表象 によつて歪 曲

する言説を操つた代表者たる当の 「オリエンタリスト」たちの 中に、そ のような言説を相 対化する契機が

求められ るのだ。

 実質 的な議 論の拡大 として重 要なのは 、ディトマ ーのもう一 つ の旅行記 である『世 界周遊 記』Eine

Fahrt um die Weltが 考察 の対象に加えられ ていることで ある。111典 型的 に植 民 地主義的立場 に

立つ『新 しき中国』に対して、『周遊 調 は(単 に複数 の人物 による「対話形式 」で書かれているというだ

けでなく)、西洋 中心の植民 地主義による中国の 「進 歩」へ の信奉 と、それ を否定して 中国側 の 「自助

努力」に期 待す る立場とがせ めぎ合う、高度 に 「対話 的」テクストであつた。このようなテクストと、一 見

mエ ドワード・サイード(今沢紀子訳)『オリエンタリズム』平凡社ライブラリー1993年 、上巻53頁 以下。
08Fuchs・Suxniyoshi

, S.4任
09『オリエンタリズム』上巻25頁 。
io前掲書(注46)

。
11(與ebel(1997), S―67�j
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無時間的なカフカ作品 との並置を通じて 、Goebelは 当時のドイツがす でに植民 地を保有 し、そこに

植 民 地主義の肯 定と否定 とが渦巻いていたことを鮮烈 に印象づ けたのである。

 カフカ作品が 「寓 話」で あることを強調するStre】kaは 、上のような 「文字どおり」の解釈をにべ もなく

「誤 調 と切り捨 てているが、囎 その批 判はGoebelの 議 論の根 幹には触れ えていな い。この議論の

眼 目は 、人が 「他 者」へ 相対 する際の 態 度を、カフカを素材 に考え抜くことにあつたのだか ら。そこで

提 示され た視 点は 、Strelkaが そ の流れ を汲むところの、カフカに 「東洋的」本質を仮 想す ることで、

ひ いてはカフカ文学 を「東 洋性」という名 の他者性 に囲いこむ解釈 の系 譜 全体を疑問に付 さず には

おかない。

 もちろんまだ 問題 はある。カフカが 「現 実の 中国」へ と切実 な関心を 抱くようになる契機が提示され

ないた め、Goebelの 描 くカフカの 「現実 の 中国」を尊重 する意思は 、あたかも突然変異的に彼の 中に

発生したものであるか のような印象を与えるのだ。はたしてこの人 間は 、先 天的 に 「遠 くの他者 」へ の

「正しい」接し方 を心得 て生まれてきた特異例なのだろうか。この 印象か ら出発す る思考 は結局、カフ

カを取 り巻く神話 系 に、また新たな神話を一つ 付け加 えるのみ に終わりか ねない。そのような 「カフカ

神話」は、さしあたり本 稿の考察 には関係 がない。では、Goebe1の 提示した視座か ら受け取ることが

できる最良のものとは何か 。それこそは 、彼がカフカのテクストか ら別 出してきた「自省 的」態度 への

視線である。そのような態度 は、「他 者」の存在 に高度 に、鄙 ・"あることの所産以外で はありえない。

カフカがその態度 でもって向き合 つていた存在が何 であるかを究明すれ ば、彼が 「中国」を舞台 に作

品を書か ざるをえなかつた理 由もまた、自ずと明らか になろう。

 ただ しこの成 果は 、上 のような神 言謝 ヒを免れるべ く、再び歴史 的文脈へ と投げ返され ね ばならない。

以下ではそのため に、「非解釈学的」態度 はひ とまず措 くことにして、もう一っ別の 同日計 七のテクストを

比較の対象 として選 び 出す ことにしよう。選 ばれ るのは、マルティン・ブ ーバ ーの論 考『タオの教 え』

である。「文化シオ ニズム」運動の指 導者ブーバー が、― 面で は中国の思 想 ・文学の紹介者 でもあり、

特に彼が『タオ の教え』を 「後書きJとして添えたアンソロジー『荘子 の語 りと喩 え』(1910)は 、ドイツ思

想 史上で一時代 を開拓 したと評価 され ていることは序章 で述 べた。113だ がそれだけでなく、カフカと

その周辺 の人 々 の間 での み通用 す る特 殊な意 味を、このテ クストは有していたのである。次章 での

考察は、しばらくカフカを離れて 、ブ ーバー の初 期思想 の特 徴と、そこで 「中国」が果たしていた独特

の役 割を明らか にす ることを 目ざす。その課題が果たされ たとき初 めて、カフカがそ の 「自省 的」態 度

でもつて 向き合つていた 「近くの他 者」の実在と、そこに密接な 関わ りをもつていた 「中国Jというトポス

1毘Strelka
,5.74£

iis Hsia(1985) , a.a.0.;S.386£
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の含意 とが視 覚化されるだろう。

3.二 重化す る「東方」一 初期ブーバ ー の中国思想受容 とユダヤ 民族主 義

 ブ ーバー は大戦 中に一種 の「回心」を遂げて「対話の哲学」へ と転向し、1923年 に出され た代表作

『我 と汝 』lch und Duで 初期の神秘思想 へ の傾倒 を自己批 判している。114彼の著 作集 第+醤 哲 学

関係著作』に収 められている論文 は、ほぼ全て『我と汝』以降 に書か れたものである。それ はいわ ば 、

「対 話の哲学」へ の転回 以前の 自らの思想 内容を、もはや 「哲 学」とは見なさない とい う著者 自身の決

意 の表れでもあろう。ところがその中にあって、1909年 の『タオの教 え』の ため に特男1」に場所が割か

れ ている115ことは、一見して不思議 に思 われる。はたして、ここにあえて『タオの 教え』を加 えた理 由

については 、ブ ーバー 自身が著 作集の序文で特 に触れ ている。rここには、私の歩 んだ道の 初期 段

階の一っが 、他のどこよりもよく記録 されている。卜・・】その段階 なしには 、そもそも道 はなかったかも

しれない」。116『タオの教 え』はブ ーバ ー初期 の思想 を代 表すると同時に 、そこに孕 まれ ていた問題

性 を最 もよく反 映したものでもあるのだ 。以下で はまず 、『タオ の教 え』が書かれ るに至るまで の初 期

ブ ーバ ーの思想的展開を追う。117

3―1.ブ ーバ ー の神秘思想 と民族思想

その初 期思想 を特徴 づけるの は、「内面へ の沈 潜」として の神 秘主 義へ の傾斜である。1906年 に

エックハル トの 現代語訳を出すなど神秘眉想 研 究を行つていた無政 府主義 者グスタフ・ランダウアー

の影響 下で 、ブ ー バー は早くか ら神秘主義に携 わつていた。そ の関心の あり方の特 徴は、おそらく神

秘体験 における「個人」の存在の重視に集約 され るだろう。彼の神 秘主 義との関わりの集 大成とも言 う

べ き、神秘体験 の証言集『忘我の告 白』Ekstatische Konfessionen(1909)の 導入部 をなす 論考『忘

我 と告 白』Ekstase und Bekenntnisに おいても、個人 の内面にお ける「体験」を根源 におく立場 が

鮮 明に表 され ている。そこでブーバ ー は、日常的な 「営為 」Getriebeに お いて失わ れ てい る万物 の

「統一性 」E血heitを 自己の 内奥 にお いて体験 ナることを、「忘我」Ekstaseの 体験と呼んだ。118そ の

ua Buber
, Martin:隔a.磁 ヱ&燃 ηzur翫b舶b MUnchen;Heide】berg 1962,5.135.以 下「SPAと

 略記,
iis Ebd .,5.1023-1051.
ns Ebd .,5.8.
117初期ブーバーの神秘思想 ・民族 田想にっいてはKbhn

, Hans=Mrtin Muber;Sein Werk undseine Zeit

 K�zぬ1961,S―59-136 Friedman, Maurice:Maltin BubersLife and Work,'Tlie Early Years 1878-1923.―
New York 1981, S.76.147;Robertson, S.193・203を参照した。

uaマ ルティン・ブーバー(田口義弘訳)『忘我の告白』法政大学出版局1994年 、13頁。
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ような 内面 的体 験に おいて 「主・客」「自・他」の分離や 、ありとあらゆる見かけの 「多様 性」Vielheitは

解 消され 、ただ 統一 された 「世 界e自 我」のみ が実現する。

 以上のような 「個 人」の内面 レベ ル にお ける「統一」の 思想を、ユダヤ民 族主義者としてのブーバ ー

は 眠 蜘 のレベル へ と自らの 手で変換 してみ せる。そ の思想 上の 「翻駅 」は、プラハでシオニスト学

生 同盟 「バ ル ・コクバ」のため に1909年 か ら11年 にかけて行われ た三 度の講 演で遂行 され た。119

そ れまで の数 年 間政 治の世 界か ら遠 ざかつていたブー バー は 、講演の前 に不安 に駆られ 、聴 衆 に

自らの意 思が伝わ らなか つた場合 は早 々 に話を打 ち切る手はず を調えて壇上 に立ったという。だが

蓋 を開けてみ れ ば講演『ユダヤ 性とユダヤ人』Das/irdentum und die Judenは 大きな成功を収め 、

以後ブー バー は 「文化シオ ニズム」の指 導者としての地位 を確 立してゆくことになる。120こ のときの

講演の内容は 、個 々人の民 族性 の獲得過程を「子 ども」の知覚の成長過程 に喩え、そこから現代のユ

ダヤ人 の、とりわ け 「西方ユダヤ 人」の置 かれた不幸な状況を照 らし出そうとす るもので あつた。すな

わち「子ども」は知 覚の第一段 階として移ろいゆく「環境世界」の存在を認識 し、次 に唯一不変なもの と

しての 「自我」の 存在を認識す るようになる。それと同じように、個々人 は第一段階として故郷 ・言語 ・

風 習などから外的 な民族性を 自覚し、そこから第二 段階として、脈 々と「血 の中に受け継 がれてきた

不変の民 族性の 内的 自覚へ と至るとされ る。121そ の二つの段 階が 「西方ユダヤ人」にお いて は断絶

状態 にあるため 、彼 らは絶 えず 「環 境世界 」と「内面世界」との分裂 に苦 しまね ばならない。その不 幸

な 状況を克服す るには個 々人 が 自らの民族性を「選 び取る」ことを決意 する必要があるが、ひとたび

その 「選択1が な されたあかつ きには 、「個人 」と「共 同体」の境 界は消滅 し、民族との「統一」が実現す

るとい う(JJ―17f)。

 つづ く二度の講 演、『ユダヤ性 と人類 』Das Judentum und die Menschheitと 『ユダヤ性 の刷 新』

Die Erneuerung des Judentumsで は問題 の範囲 が大きく広 げられ 、ユダヤ民族が 「人類 全体 」に

対して果たす べ き使命 と、そ のた めの望ましいユダヤ 改革運 動とが考察 される。そこでブ ーバ ーは 、

人間の認識 の根源 的 「二元 幽 を最 も深 く自覚 していた民族こそユダヤ人であると位置づ け、その内

的分裂の意識 が 強烈 であるが ゆえに、その 「統一」への欲求もまた強いと考えた(JJ 19爾 。このような、

「神1を も生 み 出す ほどの 「統一」志 向(JJ 22)が 、諸民 族の「統一」、す なわち人類の和合のために寄

与 しうるとされ るのである。これ らの講演 に共通して見られ た特 徴は 、や はりその濃 厚な 「個人主義 的」

119これらの講演は一度まとめて出版(1911)され、後に他の5つの「ユダヤ民族に関する講演」とも併せて再干―」

 (1923)された。Buber, Martin;Derdude undsein Judentum;gesammelteAufs舩ze undReden. K�n

 1963,S.3―46.以下「JJ」と略記 なお 「バル・コクバ」とブーバーの関わりについては、恥 ㎞, S.90£F由血1an,

 S.124―147.また佐々木茂人『「バル ・コクバ」と「民謡の夕べ」』(GermanisLikKyoto第3号 日調 蚊 学会京都

 支部2002年 、41～61頁所収)を参照℃
日〕Friedman

,5.126£
izi JJ ll�
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色彩であった。麗 そこでブーバ ー は、あくまで 「個 人」を 出発 点として確 保しつつ 、「共 同体」へ と至

る可能 匪を示 そうとしたのである。そこで は(後 年の思 想 にお いてとは 大きく違 い)、超 越的な 「神」を

自明の前 提とす ることを周到に遡 ナる立場が堅持されてい る。

 以上のような思想 上の 「翻訳」のための決 定的契 機、いわ ば思想 を具現化 するための 「器」を提供し

たのが、東方ユダヤの宗教運動 「ハシディズム」であった、123ブ ー バ ーの 民族 思想は 、当時の 時代

思潮 に即して 、テニエスの 「共同体」Gemeinschaftと 「社会」Gesellschaftの 鴎llを前提としてい る。

宗教的伝統 に根 づ いた、主に農 民と手 工業者か らなる共 同体 にお いてこそ 、「個 人」と「民族」の境 界

線は消滅 し、ユ ダヤ民族の 「統―」が実現するはず なので ある。ハ シディズムの理念 の 「共同体」は、

そのための恰好の モデ ル となつた。す で に少年時 代 にハ シデ ィズ ムとの 咄 会い」を体験 していたと

いう若 きブ ーバー は 、上の十 連の講演 に先立っ4年 間、(―時期シオニズムの活動を中断 してまで)

ハシディズムの研 究に従事す る。その成果が『ラビ ・ナハ マン物 語集 』Die Geschichten des、磁 ゐが

Nachmau(1906)お よび『バ ール シェムの伝説 』Die Legende des Baalschem(1908)の 二つの東

方ユダヤ伝説集で ある。(この二冊をカフカは読ん でいた。124)ブー バ ー の考えでは、「東方ユダヤ

人」のハシディズム共同体 には、世俗化して硬直化した 「西方 ユダヤ人」社会 にお いて失われ た宗教

性 ・根 源的生命力が保存されており、「『教え』を伝 説風の 『喩え』をもちいて伝達す る」という伝 統維 持

の手段 が生きていたのである。

 注 目に値す ることに、このハシディズ ムへ の関心は 「東 洋a想 」との 関係 にお いて規定され ていた。

そ のことが最も明確 に定式化されているのは、彼の 「ユダヤ民 族講演 」の一つ 『東洋精神とユダヤ 性』

Der Geist des Orients und das Judentumに お いてである。 E5そ こで はまず 「東洋」と「西洋」とが

「モ ーター 」と「センサー 」の喩えで対置 されている。つ まり、生の 「統一」へ と向か う原 動力は常 に 「東

洋」の{賜 ・ら供給され、「西洋」はそれを受 け取 り精緻 化す るしか ないとされ る。そして、「ユダヤ 人」は

「東洋 」の一部として位置 づけられる。ただし、本来の 「土壌」Bodenか ら根 こそぎにされて(初 めて)

「遊牧 民」と化したユダヤ人は、「西洋」において根 なし草 になり果ててしまつている(JJ 58£D。かつ て

ユダヤ人が保持していた生の 「統一」へ の創造 的なカ は弱まつてしまったが 、それ が例外的 に保 存さ

れ ている場所こそ 、「東方ユダヤ」の「ハ シデ ィズム」なのである(JJ 62)。

ショー ペ ンハ ウアー や ニー チ エなどに 由来す る 「世俗 化 され た神 秘 主義 」をブー バ ー に 見る

囲K6hn ,5.91£F】de(㎞an, S.145f
囲Kbhn

,5.68―85;]EYiedman, S94-123;Robertson,5.198ff
四A .a.0.   .i,Anm.2.
izs JJ 46-65.

                   -58一



Rbber上sonは 、その神 秘 思想 の社会 思想 へ の「翻駅」はごく容易であつたと想 定した。126だ が、その

ように 曲芸的な変換 操作が 、それ ほど葛 藤なく行われ たはず はあるまい。『忘我と告 白』で ブーバ ー

は言う。「忘我」の境 地を体 験し、「世 界=自 我 」との 「統 一」を実現 した人 間は、もはや 「およそいか な

る共 同体ももたない」のだ と。127ここには 、「民族共 同体 」の 理念には用意 に解 消され がたい契機が

顔 をのぞ かせ ているので はないか。「個 人」のもの である体験を「他者」へ と伝 達す ることにまつ わる

困難が、「個人」の 「共 同体」へ の参入を阻む 要因として立ち現れてくるのである。

 この不 協和音を、ブーバ ー 思想の一 つの通 過点 、あるいは構成要素と見なされ がちな128『タオ の

教 え』にも読み こんで みよう。す ると、そ れは 「共 同体」へ の期待と、個人 ・共同体 間の架橋しがたさの

自覚とが交差す る点に結 ばれたテクストとしての姿を露わ にするはずである。

3一2.ブ ーバ ー『タオの教 え』の思想

 『タオ の教 え』は 、老荘 思想 の紹介として、一点 を除くと、ごく普通のテクストだと言える。もちろん、

そ の内容は若 きブー バー 自身 の特異な 宗教 思想に立脚してお り、彼の生きた時f輪 兄を色濃 く反映

してもいる。いわ ゆる世 紀転 換期 の支配的思想である認識 懐疑 言譜 壊疑の 立場 に添 う思想家として

老 荘は位 置づ けられ 、「真 の行為」で ある「無為」、すなわち 自然=必 然 に逆らわず に生きることが説

か れ 、その理 念に即した望ましい(「寄 生虫」的でない)支 配者 ・権 力者像 が述べ られ る。み せか けの

「主・客」の対立図式 に囚われている旧来 の西洋、思想を反転 させ た像として、万物との合一を実 現した

東 洋思想が提示 される。それ は大きく見れ ば、裏返 しの 「オリエンタリズム」に頻繁に見られ る、否定さ

れ るべき「西洋 」の近代の対 蹟豫 として理想化 された 「東洋」の一典 型に回収 されてしまうだ ろう。

 では 、そのテクストが特異である一点とは何か。それ はこの 、老荘思想 を解 説するはず の論考 にお

い て、老子 や荘 子の話がなかなか始 まらないことである。そもそも、常識 的に考えれ ば最初 に来ても

お かしくない、「タオ」(道)という言葉の 意味の説 明が始まるのす ら、全体のちょうど半分が過 ぎたあた

りなのだ。なぜ 、そのような長 い前置きが必 要だつたのか。その部分でブ ーバ ー は、い わば宗 教の

「系譜学 」ともいうべきものを企てている。そこで宗教 の起源 として想定されるのは 、(彼が『忘我 の告

白』で 追求した)個 人にお ける「統 一」の体験 で窃 る。疑いもなく彼はここでも、『忘我の告 白』での 問題

意識 の圏内にいる。だが『タオ の教 え』でのブ ーバ ーの姿 勢は 、『忘我 の告 白』に寄せた解説『忘 我と

告 白』におけるのとは微 妙に異なっている。後者 において、本質的に 「言い表しえない」ものとブ ーバ

ー が 自ら式化す る129ところの 「忘我」すなわ ち「統一」の体験を
、彼 自身 「言い表し」はじめてしまつて

126R6be]曲c)n
,5.193.

卿 『忘我の告白』19頁。
1圏Kbhn

, S.118 Friedman, S.87�
囲 『忘我の告白』17頁、
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いるとす れ ば、前者にお いては、そのような 「忘我 」の本質 を読者 へと伝 達しようという努力 が主 に払

われているわ けで はない。『タオの教 え』で課題とされ ているのは 、むしろ「統一」を体験した人間 が、

(その体験 の本質 を言葉 によって伝えることは不 可能 だと知 りっ っ)そ の体験を「語りだすJプ ロセスを、

現象 それ 自体として定式化することである。つまり、ほとんど同じ時期に 出された二つ のアンソロジー

に寄 せられた二つ の解説でありながら、『忘我と告 白』での関心の 中心は 忘我体験 の 「内容」そのもの

であり、『タオ の教 え』にお いては忘我 体験の 内容 を「語 ること」へ と関心が移 行してきていると見ること

ができるのだ。その微 妙な 関心の移行 の契機は 、す でに『忘我と告 白』の 中に求 められ る。そこには

繰り返し、自らの体験が 「言葉」によつては伝 えられ ないことを知 る「忘 我者」が、にもかかわ らず語 りだ

さず にはいられ ないといつた事 実が申し述べ られ ている。そ して、そもそも「言語とは共 同的なものの

機 能であり、共同的なものをしか言い表す ことがで きない」。しか し、世界との合 一を体 験した 忘我者

は、もはや 「お よそいか なる共同体 ももたない」130ので ある。

 「社会」の対立項である「個人」の体験をあくまで 出発点として選んで いた初 期ブーバ ー の思想 は、

同時に個人の体験を他者へ と伝 達する可能 性をも否 定しか ねないものであつた。これ は、もう―つ の

「社会」の対立項で あり、それ に代わるものとして理 想化 された(ユ ダヤ民族 の)「共同体」へ の 経路を

も閉ざしてしまうものに他ならない。その難 問を解決す るべ く模 索を続 けて いた時期 に、その 隙間を

埋める一つの 可能 性を提示した のが 、老荘 思想 にお ける「語 り」と「喩え」のあり方だつた と考 えられ る

ので はないだろうか 。

 『タオの教え』の書き出しは、奇妙 にもカフカの『一枚の古 文書』の 冒頭 「どうやら、多くのことがなお

ざりにされ てきたようだ 」131を髪 髭とさせ る。「人種と文化の理 論にかまけて、我 々の時 代にお いて は、

古の智 恵がなお ざ りにされ てきた」。そ の智恵 とは、西洋 とは 全く異な り、東洋 が 一つ の 「統 一体 」

Einheitを 形成し、民族の成員は 「共 同陶 を享受 していることにつ いての認識である。132というのも、

精神の 原始的状態である「呪術 」Magieか らの 脱却が西洋 と比べ てずつと遅 いため 、東洋 にお いて

は全てが未 分化の 「呪術」的段階にとどまっているか らである。「呪術」を保持 しているの は西洋 の 中

で は 「民族の宗 教 酌 の みであり、そこでは 「いまだ 紐 分化 され ていない生の全体性 」が保 持され てい

る(SP 1023)。 ― ここで は、「民族宗鞠 に「西洋 の中の東洋 」ともいうべ き独特の地 位が与 えられて

いることを確認 しておこう。これ はもちろん 、「ハ シデ ィズム」に保 存された 「ユダヤ性ヨのことを指 す。

ブー バー の 目は 、「遠くJを見や るようでいて、その実 どこまでも「近く」に縛られているのだ。

130同書既出箇所19頁 。
131BBCM 80 .
糊 別の箇所では、そのような「智恵」の所有者としてヘルダー、ゲーテ、ノヴァーリス、ゲレスの名が具体的に挙げ

 られている(JJ 46)。
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 さて、上のような前提 に立ち 、ブーバ ー は宗教の起源を定義づけようとす る。「宗教 」Religionの 前

段 階として、ブ ーバ ー は 「智」Wissenschaft(科 学)と「掟」Gesetz(律法)と 「教え」Lehreの 三つ の力

を想定している。西洋 で支配 的な 「智 」(科学)と「掟」(律法)に加 え、東洋 文化は 「全てが必 然である」

という「教 え」に立脚 している。そのため に東洋では 諸々 の分裂が 生じないが 、「教 え」を欠いた西洋

にお いては 「智」が 「真 実」と「認識 」の 分裂を、「掟 」が 「当為」と「行為」の 分裂を呼ぶ。元来 「教え」は

「智」「掟 」とは全く無 関係 であり、「教 え」に他 の二っ が混ざりこむことによつて初 めて 、「宗教 」が生ま

れ る。そもそも「教 え」が純粋 に実現 しうる場は、ただ 「真実の生」、すな わち 「統一され た生」を生きる

人間、す なわ ちブー バ ーの言 う「中心的人間」der zentrale Menschの 生 においてのみである。宗教

とは 、その 「教 え」が頽落 した形式 なのである(SP 1024{∋ 。-こ の思弁 的な 「宗教 発生史」が 、『忘

我 と告 白』に垣間 み られ たような 、「忘我 」を体験したものは必ずそ の体験 を語りだす はず だとのブ ー

バ ーの確 信を拠 り所 としていることは 言うまでもない。はたして以 下で展 開され るのは 、いか にして

「教 え」(「統一 」の体 験)は 伝 達 され るのか という問 いにまつ わる事柄 で ある。そこで は 、「喩 え」

Gleidmjsと 「神 話」Mythusと いう二つの 、「教え」を伝達する形式が提示される。前者 は 「中心的人

間」本人 の用いる言葉 、後者 はその 人間の生涯が 「時 代の意識1に 残す 沈殿物と定義される。

 「中心的人間 は現 れるや いなや 、素朴 な人々、心の 貧しき同胞たちを求めず にはい られない[…1

そ して人々 に語 りか ける。人々 が聞 いて分か る言葉 、すなわち喩えで。この人が死 ぬと、そ の生涯 は

人 々にとつて― つ の喩えとなる」。つ まり、「神 話」となるのである。この 「神 話」、す なわち 「中心的人

間」の神 格化 が 「宗教 」を産 み 出し、「暴力行為」でもって人 々を縛 りつ ける(SP 1026田 。一 この批

判 は 、広くはキリスト教 へと、狭くは使徒パ ウロへ と向けられている(SP 1035)の だが 、この 定式化 に

即 してブ ーバ ー は東洋 思想 のうち① 中国の 「タオ 」の教え、② インドの 仏教 、③ユダヤ ・原姶 キリスト

教 、という実例をとりつ つ 、「体 1の伝 達に関す る自説を繰り広げる。彼 に言わせ れ ば、イエス ・仏陀 ・

老 子などはみな 、「統 一」を体験 し、伝わ らぬ と知りつつも語りはじめた 「中'齢勺人間」の例 なの である。

パ ウロ、アショカ王 、荘子 が彼 らの 「使 徒」として並置され る。「暴力行為 」によって「教 え」を歪めるよう

な否 定的 「使徒 」像 に対して、望ましい 「使徒」として荘子が提示 される。

 では、根本 にある体験が 同じな ら、そ の違 いはどこにあるのか。道教 にお ける、他 には ない特 徴と

は 何か。その点 をブ ーバ ー は、そ の 「語り」のあり方 、あるいは群 衆へ の対し方の差 異に見 る。そもそ

も初期ブ ーバー にお いて、「万物の 統―」の体験 は、徹 底した 自己の 「内面への沈 潜」を通 じてのみ

得 られ るものと位 置 づ けられ ていた。133す なわち、「孤独 」のなか にお いてしか体験で きないものと

して。しかし、それ を「語 る」ために は、群 衆の中に出てこなけれ ばならない。その際 「体験 そのもの」

を伝 えることは不 可能であるか ら、語 られた言葉 は必 然的に 「喩え」となる。「喩え」としての完成度 が

133『忘我の告白』既出箇所13頁 。

                  -61一



高まるにつれて、それが 「純粋 な統 一」か らは離 れたもの になつてゆくの は防ぎようがない。人中で語

られ るまで に完 成された「喩 え」は、す なわち 「説話」Erz臧lungで あり、ブーバ ーの把 握では仏陀と

イエスの言葉がそれ に妥当す る。それ に対して、「統一」を体験した孤独 の 中か ら群衆へ と向か う途 ヒ

で、あえて踏み とどまって「隠れ た生」を選び取つた人 間(老 子)の 言熱 ま、未形成のまま「夢のような」

移行期 にとどまった 「喩え」、す なわち 「形象」B丑dとなる。このような人 間は

  人 々のもとへ は赴かない。彼 は隠 れる。その隠れ 場所が彼 のため に子 どもを産 んでくれる

  のだ。[・弓 人hの もとへ 向かう途 ヒにあるわけではな いにせ よ、その言葉 は喩えへ の途

  上 にある。[…】その語りは形象の語りである。(SP 1033D

まるでカフカ研 究者が「カフカ」にっい て語 っているような 口ぶりではないか 。試 しに二っ 三つ 実例を

引いてみよう。「彼 の思考は概念 ではなく、形 象でもつて行 われ た」。「つ まり、物語が彼 の子どもだつ

たのだ」。「このような喩えめい た形象 の性格 から、卜 ・]貝か けの問題 ・矛 盾対立はお のず と解 けてし

まう」。134-そ れ はさてお き、ブ ーバ ーは(伝 説 上の)老 子が 「隠 れて生 きた」、イエスや 仏陀のよう

に人 中に出て説教 を行わなか ったことを重 視し、それ ゆえに老子 こそが他 の言駄 りも「純 粋な統 一」か

ら離れず にす んだと考える。その証拠が 、(上で言うように 「喩 え」として は未形成 な)老子の 「形 象」的

言語である。そして彼の 「使徒」である荘子 は、「多くの民 衆の喩えを己れ のうちに集 めつ つ 」「喩えを

詩 に作った」(SP 1035)。 荘子もまた 「隠れて生きた」人物 であつた以上 、「喩え」を群 衆の 中で形づく

る契機 は存在 しなか ったはず である。ところが荘子の 「教 え」の言葉 は 、生まれ ながらにして豊かな

「多様幽 を、「喩え」としての 性格を有しているもの、す なわち 「詩 」1}ichtungで あつたので ある。

 このような特権的 地位が荘子 に与えられ る根拠 としてテクスト内に用意 され ているもの は、「民衆 の

喩え」を彼が吸収 したとされる箇所に求 めるしかないように思 われる。あくまで 「個人」の 「内面」での体

験を根拠に据 えたブ ーバ ーの 思想が 「共同性」と交 わるの は 、この点 である。イエスが行 ったような

「喩 え」のかたちで 「群衆」に説 かれ た 「教え」は、「教 え」の源 泉である「内面」か ら離れて しまつている

ため に、いずれ 暴力的使徒 によって 「神話」化され 、単 に抑圧 的な 「宗教 」に転化せ ざるをえない。そ

れ がキリスト教 の文化にお いて生じた事 態である。それへ の代 替案 を提示 す るため には 、「内面」に

留まりつ づ け、な おかっ 「喩え」を 口にする道が見出され ね ばならない。その道を実 現しているように

見える唯一の例が、荘子であった。それ を可能にす る契機こそ、「民衆=民 族」Uolkの 「語り」である。

すなわ ち、その 「語り」を 自らのうちに取りこむことが、「内面へ の沈 潜」を維 持 しつ つ言葉 を発す る条

件なのである。初期 ブー バ ー の神 秘主義 は、(以上のように彼 自身によって意味づ けられ た)「中国

「彊Brod , S256,165;St【 ℃】ka, S.4.
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思想 」という段階を踏 んで初 めて、社 会的文脈へ と「翻訳」可能 になった のではないか。

 ブ ーバ ーの老 荘 思想受容の 特徴は、同時代の―般 的受容と比較すると、より明瞭に浮き彫 りになる。

第一次大戦中、老荘 曽想 の 「無為」の概念 は、主 に平和主義者の 間で 「非暴力」の思 想として広 く受容

された。135(そ れ には、1915年 に出版 されたデー ブリンの思想 小説『ワン ・ル ンの三跳躍1乃b加'

Spzzinge des Wanglungが 、大きな影響力をふるつた。)それ より少し早いものとして、岡倉天心の

影 響下でホー フマンスタール が行つていた西洋 ・近代文 明批判 の文脈 での 老荘、思想受容 も、分 かり

やす い例と言える。136そ ういつた受容 において典 型的に見られ るのは 、「西 と東」の 単純 な二項図式

である。これ に対 しブ ーバ ー は、「西と東」の「間にあるもの」の存 在に意 識 的にならざるをえない状況

にいた。「ユダヤ人」は彼 にとって、まず 自己(ヨmッ パ社 会)の 中にあって他者であ るもの であり、

また他 者=東 洋に属 していなが ら自己であるものだつたか らだ。彼 にとつての 「東方」は、いわ ば 「近

くの他者 」と「遠 くの他 者」からなる二重 底構造をなしていたのである。「近 く」の他者 の存在 は 「遠く」の

他者へ の 関心を生 み 、「遠 く」へ の眼ざしは「近くJの像 を明瞭化す る。そ の 「遠く」の候補の 中か ら特

に 「中国1、老 荘 思想 が選 ばれ たのは 、「民衆e民 族」に根 ざした荘子の文 学性にこそ、ブ ーバー の

抱えていた独特 の問題を解く鍵 があると感じられたからで はないか。彼 が熱L・に東 方ユ ダヤの 、そし

て中国の伝説を紹 介したのも、そこから理解で きる。さらに一歩踏み こんで 言うと、そこには 「荘子」の

文学 性を 自らにお いて再具 現化す るという意図があったので はないだろうか。す なわち 「民族=民

衆」の 「語 り」に依拠 しつ つ 、新 たな 「喩え」を自らの手で 作り出そうという野心が。自らの文 学を実現す

るため 「中国人 」にな りたがったの は、な にもカフカだ けで はなかったかもしれ ないのだ。

初期ブ ーバ ー の思想 にお い ては 、「東方 ユダヤ」と「中国」とは互い に支え合つていた。その 「中

国」は決 して、1,eeが描き出したような超時間的に妥当す る普遍 的人 間類 型や、 Mengの 把 握するよう

な漠 然とした肯定的 像であるだ けではなく、同時代のユダヤ 民族問題と一 回的 ・決定 的に結び つい

たトポスに他な らなかった。それ は 「中国人」の衣装をまとつたブー バー によって、「ユダヤ民 族運動」

の隠喩として通 用す るべき地 位に押 し上げ られたと言えよう。彼 が意図した 「民衆e民 族jに 根 ざした

文学によるユダヤ 民族の再 生は 、まさに 「ヨーロッパ 中の 中国」を実現す る試 み だったのである。

3-3,カ フカのブー バー 受容

 カフカは大戦 中に、ユダ ヤ民族問題へ の関心を次第に強め ていつた。基本的にカフカの生活圏は

ブーバ ー の問題 意識の 射程 内にあり、何よりそこでは 「ユダヤ人」が、切 実な 「近くの他者」として常 に

135Schuster
,5.166 170E Fee,5.167-186.

136Ebd .,5.159 Fee,5.170
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存在していた。彼 がブーバ ー の 中国思想論を読んだ という証 拠 はない が、ブー バー 思想 におい て

「中国」が果た していた役割 について何らかの知識 は持 つてい たはず である。したがつて、彼 が謙 ・

た作品にお ける「中国」の含 意を考えるには、まず カフカとブー バ ー との 間の 関係 ・距離を見きわ める

必要がある。そのために、以下でカフカのブーバ ー思想 受容を概 観してお こう。

 日割ざは、カフカが『万里の長城 』を書いた大戦末 期か ら数 年間さかの ぼる。そのころのカフカ周辺

の思想状況 に関してRobertsonが 特 に重視するのは 、 Michael I.�yが 提唱した「ロマン主義的反

資本 主義 」の概 念137で ある。これ は 「近代化」に伴う社会 の変化 により引き起こされた 、市民杜会 ・市

場経済 ・産業化などへ の反感 に基づ く思想潮流を指 し、(『反 政 治的人 間の考察 』のトー マス・マンか

ら、自由主 義的な ヴェーバ ーや ジンメル 、さらにはル カー チや エル ンスト・プロッホなどのマル クス主

義 者に至るまで)「右」・「左」にかか わらず 幅広く共有され ていた時 代の志 操とも呼べるものである。

Rbberbsonは 、社会 主義 ・無政府主義へ のカフカの関わりを疑 問視した上で、138この 「ロマン主義 的

反資本 主義 」概 念をカフカ に関す る「妥当な思考枠」として提示す る。139当 時の 「シオ ニズム」運動も、

この時代潮流とは 当然 ながら無縁でなかつた。そしてカフカの住む プラハ にお いては、ウィーンを拠

点 とす るヘル ツル の主導した、いわゆる「政 治シオニズム」とは異なる思想(ア ハ ド・ハ ームの創始 し

た 「文化シオニズム」)が、この 「ロマン主義 的反資本主義 」と独 特に結 びつ いて発 達するのである。即

その思想 の特徴は 、総括す ると、「宗教感情 に満たされた共 同体」への 回帰 を目ざす 点 にある。この

思想輝 動の最大の 精神 的支柱となり、プラハ の学生組織 「バル ・コクバ 」を通じて、カフカにも大きな

影響 を与えた存在が、マル ティン・ブーバ ー であつた。

 カフカのブー バー思想へ の 「応答」として、Rbber重sonは1914年 に書か れた『流刑地にて』を挙げ

ている。141そこで は(ブ ーバ ー的意 味で)宗 教 的感情 に基 づく「共 同体 」と世俗化した 「社会」の対 立

とが描かれ ていると解され る。Rober面nは そこに、肯定 的ブー バー 受容 および 「社会」へ の批判を

読み 取つている。だが 「将校」の言葉を 「カフカ」の意見 と同一視できるか につ いては 、結 局のところ疑

問 に付されるより他 はない。

 そして、さしあた り創 作外 の資料からうか がえるカフカのブ ーバ ー に対 する感情 は、決 して好意 的

なもので はない。端 的には毛嫌いしていたとさえ言える。序 章でも触 れた 、『中国幽霊 ・恋愛物語 1

を 自分 の 「知る限り」との留保っ きで称 賛したフエリーツエへ の手紙で 、カフカ は、「ユダヤ神 話」につ

熾L�y , Michael:GaorgLuk臘s;Frnm Romanticism to Bnlchevism. London 1979,5.23―引用はRobertson,

 5.385,Anm26に よる。
1認Roberむgon

, S.187ff
139Ebd ., S.189f
140Ebd ., S.190丘二
iai Ebd .,5.203ff

                    -64一



いてのブーバ ー講 演を聴 きに行 くの に、あまり気 乗りがしな いと述べている。142

  彼 の話 はもう聞い たことがあります が 、わび しい 印象を受けました。彼 の言うことの全 てに

  は 、何かが欠 けているの です。

ともあれ 実際に講 演会で 直接ブーバ ー に会つて話したカフカは 、彼 に対 する評価を一時的 に改 めて

いるように 見える。「本 人は元 気で 、素朴 で、一 目おか ざるをえない 人物 」で、「彼の書いた生 ぬるい

代物とは無関係のようで したJ。鴎 これを換 言すると、カフカにとつてブー バ ーの著作 は 「生ぬるい」

代物 だ つたので ある。そして次 の 日の手 紙で彼 は 、ブー バ ー の 「高い 」本を買つたフエリー ツェに

散々嫌 味を言 いつ のる。泌 カフカの 賛辞を真 に受 けたフェリー ツェは 、どうや ら自分でブー バ ーの

本を購 入してしまつた らしい。そのことを知つたカフカは、「あんな高い本」を考 えなしに買つたことで

彼女を責めるのである。(実のところ彼 の方 は 「色々と引用が載つている詳 しい書評」を読 んだ にす ぎ

なかつた。それで 先に 「知 る限り」ではと断つていたのだ。)どうやらフエリー ツェは、『中国幽霊 ・恋愛

物語集 』のブーバ ー の文体 をカサ ノヴァ回想録 になぞ らえて褒めたらしい。カフカはそれ を頭ごなし

に否定 してから、そもそも翻 訳なの だか ら「彼の」文体などと言えるはず がないと決 めつけ、続 けて次

のように書いている。「それ とも、それ はまた大 幅な脚 色だらけだ とでもお つしゃるのです か。あのせ

いで 、彼 の伝説集 は私 にとって耐えがたいもの になつているのです」。ここで言及 されているブー バ

ー の 「伝説 集 】とは
、先 に触れ た『ラビ・ナハマ ンの物語、再 話集1と『バール シェムの伝説』のことを指

す。このときのカフカの反応を、カネッティは先行作家へ の 「嫉妬 」と結び つけているが、195それだ け

ではあるまい。ここで カフカが攻撃したのが 、ブーバ ーの1900年 代にお けるハ シディズム研 究の成

果である二冊の 東方ユダ ヤ伝説集だ つたことに注意す る必要がある。決 して 高いとは言えない 中国

物語集 への評価も、そ の批判の系列 に連な るものである。上 に引いた講 演会 についての発言 に関し

て 工£eは 、カフカがブー バー の 「ユダヤ」に関す る講 演よりも、む しろ「中国」に高い 関心を示してい

た例 と見なした。螂 しか し、ブーバ ー 思想 にお ける「ユダヤ」と「中国」がそもそも不可分 であることは 、

上で検 証した とおりである。そこで は、「民衆=民 族」の語りに依 拠して新しい文学を創成 することが

幽Aa .0―, BF 252.本 稿第一章第二節参照℃
幽BF 257 .ブーバー 自身の証言によると、カフカはすでに1910年 と11年に、ベル リンのブーバーに会いに来

たことがあるらしい。後年ブーバーはそのときのカフカの印象を、「あれは実に不幸な男だった1と特に同情する

そぶりもなく語ったという。Friedman,5.189.
144Aa .0., BF 260.
幽 『もう―つの群 ⊥概 出箇所141頁 。
1硲そのN.T Leeは 引用箇所を取り違え、カフカはブーバーの講演について語ったのとは別の手紙で後 日改めて

『中国物語 1を賞賛した、と理解している。Lee, a.a.0., S-19.
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目ざされ ていた。カフカの ブーバ ー への批判 は 、まさにそ の神 秘 主義=民 族思想=文 学理論 の根

幹 に関わるものだ つた はず である。

 ここでは、カフカの創 作に反映されたブーバ ー 受容のあり方を示 す例 として、後 期の断 片『喩えに

つ いて』Von den Glei'chnissen(1922)を 挙げたい。この本来無題の 断片 における「喩え」は、多様 に

解され うる。例 えばBeda Allemannは 、きわめて慎重 にで はあるが、「喩え」を「カフカ文学」自体の

隠喩 として読む 可能駐を提示した。147だが 、「喩 え」が『タオ の思想』にお いていか に中心概 念を形

成していたかを鑑 みれ ば、(Rbber{βonの 挙げた『流刑地 』にもまして)ご く直接的な 「ブ ーバ ーへ の

応答」と見 なすことができよう。冒頭の表現 からしてす でに、ブー バ ーの 定式化 した 、(常に 「喩え」で

しかありえないという)「中心的人間」の説く「教 え」の特 性1娼 を思わ せ るものとなつている。

  多くの人 々が不平を言つている。賢者 の言葉 はいつもいつも喩 えばかりだ と。日常 生活で

  は使えないのに、そんなものしか我々 はもらえないのだ。もし賢 者が 「わたれ 」と言つても、

  それは通 りの反対側 に行 けという意味ではない[…]こ ういう喩えは全て、「分か らないこと

  は分からない」としか言 つてないし、そんなことな ら我 々はもう知つている。r・・]

  それ につ いて 、ある人が言つた。「なぜ 逆 らつたりす る?喩 えに従つたら、君た ち 自身が

  喩えになって、目常の 労苦 などか らは解放されるは ずだ 」。幽

人そのものが 「喩 え」になるというのは 、や はりブー バー が 「中心 的人間」に関して 、死後 に 自ら一つ

の 「喩え」になると述べていた150こ との反映を読み 取 ることがで きる。この 「ある人 」の言葉 が引き金と

なって、畳 みかけるような対話 が 「もう―人」との間で 勃発す る。この極 端に言葉 を切 りつ めた問答 に

おいて勝敗が争われたす え、この短い断片は唐 突 に終 わる。

  もう―人が言った。「賭けよう。それも喩えだ 」。

  ―人 目が 言つた。「君が勝 った」。

  二人 目が 言った。「だが残念ながら、喩えの 中だけでねJ。

  一人 目が 言った。「いや 、現実に。喩 えの 中で は君 は負けたのだよ」。

147Allema㎜ , Beda:Zeit und Geschichte im Werklfafkas D. Kaiser;N. Lohse(Hrsg.), G6ttingen 1998,

 5.115-126.
148A.a.O., SP 1026.
1佃1廊 励 脳rロ ηゴaηぬ ロ蹴 照 雌(血1ηA㊨(螺GW 8. H-G. Koch(Hrsg.), Frankfiut am Main

 1994,5.131£
150Aa .0., SP 1027.

                    ..



この断片の醍醐味は、おそらく、そこに無限の語りの位相を読みこむことができそうな多義性にあると

思われる。だがここでは、あえてその豊かな読みの可能性を排し、できるだけ「貧しい」、即物的な読

解を続けることにしよう。

 前半で提示されている「賢者」と「多くの人々」との対置は、後半での「一人副と「二人目Jとの対置

に即応している。ならば、前半で「賢者」が拠るところの「喩え」と「多くの人々」が拠るところの「目常生

活」の対立は、後半では「喩えの中」im Gleichnisと「現実に」in Wirklichkeitの対立へと変奏されて

いると見ることができよう。「一人目」がすなわち「賢者」の一人であり、ブーバーの言う意味における

「中心的人間」であるならば、彼が語る言葉は確かに「喩え」に他なるまい。「二人目e日 常人」がその

言葉を「喩え」、すなわち真実に似て非なるものと見なしたのはr現実に」正しい。ただし、日常人の正

しさは「現実」の範囲にしか及ばないことが、後半では「二人目=賢 者」によつて主張される。前半で

「日常人」の倶から「喩え」が「日常生活」とは相容れないものとして排斥されていたのを裏返すように、

今度は「賢者」の側が、「教え」の領域である「喩え」の中から「現実」を排除するのである。

 ここでカフカが「一人目e賢 者」と「二人目e多くの人々」のどちらの側により強く同情を感じている

かはともかく、明らかなことは、ここに「伝達」の決定的な挫折・断絶が描かれていることである。『タオ

の教え』のブーバーは、まさに「多くの人々」による「日常的営為 と、「個人」の体験である「教え」との

間に開いた深淵を強く意識しつつ、その両者を架橋するものとして「喩え」の概念を提示したのだった。

ところがカフカの断片では、両者が鋭く対立するものとして再度捉えなおされている。しかも、他でも

なくブーバーが「伝達」の可能1生を託した「喩えJという手段に的を絞り、そこにカフカは「伝達」の挫

折・断絶の罪を負わせるのだ。それは、とりもなおさず『タオの教え』で打ち出された方法への決定的

懐疑であるように見える。

 序章で触れたヤノーホの「証言」が事実なら、カフカは一時期中国思想に強い関心を抱いた上で、

そこに(ブーバーが見たような)可能1生をっいに見出せずに終わつたことが推測される。そのような思

想上の距離は、先に触れた手紙におけるカフカの『伝説 1批判が、主にブーバーの「脚色」「文体」

に向けられていたことを考えに入れると、二人の文学上のプログラムにおける距離にも転化できる。

若きブーバーの意図したような、(ユダヤ民話への「メ編 な脚色」がその表れであるところの)「荘子」

的あり方に対して自らを境界づけつつ、カフカは、貧しい言葉で書くという「老子」的あり方を自覚的に

選び取つたのではないだろうか。

4.結 論 ― 「十番目の息子」と「万里の長城」

ここまで論じてきて痛感せざるをえないのは、カフカ自身が中国や中国思想について語った言葉

の不足である。おそらくはそのために、解釈者たちは、「カフカ」性に「東洋」性の類似物を見出すか、
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カフカの周辺 にいた人 物の言葉 の中に 「カフカ」を見 出す か 、さもなけれ ば 一貫 した解釈を放 棄する

しかなかつた。以下で はまず、その資料不足をわ ずかな りとも補うた めに 、―可能な 「中国」・「中国人」

への言及箇所を―つ指摘 したいと思う。その指摘 が妥 当であれ ば 、これ まで論 じてきたカフカの 「中

国人」像の変遷 に、最後の一ペ ージが付 け加えられることになる。また、そ れでようやく『万里の長城』

を論じるための前 提が出揃ったことにもなろう。

そのための材料 は、騎 十一人の息子』である。この 、十 ―人 の 「息子 」に対する評価 を「父」が列

挙するという特異 な形式で 書かれ ている作 品は、先 にも述べ たカフカの 自己客体化 の好例である。

従来、本作に関す る「中国」との関わ りは、わず かにR・ ヴィル ヘ ルムの『中国民ﾄ から「列挙」の形

式へ の影響が指 摘される151の み に留まつていた。ここで取り上げた いの は、作 中の「息子」たちのう

ち「十番 目の息子」につ いての言葉である。この「息子」の描 写は 、概 してごく抽 象的 にしか言及 され

ない他 の息子のものと比較して 、そ の外貌の描 写の 具体性 にお いて 際立つている。その外 見は、一

見してこれ は 「偽善者」だと人 に思 わせ るようなものだという(L228)。

  いつもきつ く締 めた胴 着を着て、古 いけれ どもひどく念入 りに磨 き立てた黒い帽子 をかぶ

  っている。無 表情な顔 で、やや 顎を突き出し、目の上 に瞼が重 たげ に覆 いか ぶ さっている。

  時おり口許 に二本指を当てる 一 その様 子を見たら、思つてしまう。「こいつ は途 方もない

  偽 善者だ 」と。

これ だけでは何 のことや ら解釈す るすべもあるまい。この謎 めいた短 篇をお そらく最 も詳細 に内在解

釈した伊幡 あるWerner Kraftの 考察が、この箇所 については 、そこに 「新しいことは何も書かれてい

ない」152として、あっさりと分析を放 棄しているの は示唆的 であ る。この 作品 に関しては他 に、ブロー

トが伝えるところの、「十 一人の息子」とは十一 の 自作短 篇のことを指す というカフカ 自身 の証言153を

もとにした、「息子 」の諸 相を別 のカフカ作品にまっ わる一種 の 「暗号」と見な すMalcolm Pasleyら の

一連の研究がある
。1Mそ の解釈 にならってカフカの蔀 ・たものの 中から対応する箇所 を捜してみ た

ところ、幸いなことに 、上の 外見描写は 本稿でも扱 つたf中 国人」断片 との連 関で読む ことがで きる。そ

isi Binder
, a.a.0.,5.212.

152]K「aft'Werne「:肋 」鰍 ヨノZ加幼 舳 腿 αηゴ(勅 θ幡 ―F「ankfiztt am Main 1968, S.60f
153Brod

,5.165.
嗣Paslex I～似co㎞:伽'伽 臨 必θ趣 雌2飽 四θ刀鰍a鼠In:Kafka-Symposion;Datierung

, Funde,

 1瞼舳 幼初.Berhn 19665.21-37;Mitche皿, Breon=1物z、 磁3智 〃㎜ 血～θ';」4楠w」i_aokatthePrrzzle.

 In:German Quarterly!974, S.191-203;B�chenstein, Bemhard:Elfs�ne. In:David(1980),5.136-151―

また拙撒 フカの,肝 たち』(『研究報告』第15号 螂 鰍 輔 蚊 研 魑 ㎜1年 、婚69酬 又)参照n
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の手がかりとなるのは、「息子」の描写の中でも特に不可解な「口許に二本指」という表現である。断片

において物語の開始を告げるのが、他ならぬ口許に添えられた「二本指」だつたからである。155そう

いえば、この断片の中にも一人の人物の外見を細かく描写して列挙した箇所があつた。

  それは見たところ学者で、ノ」・柄で、軟弱で、角縁眼鏡を掛けて、堅い、疎らな、白髪混じり

  の黒いヤギ髭を生やしていた。軟弱な小男で、首をかしげながら半分閉じたような眼をし

  て微笑んでいた

断片末尾の「中国服を着た中国人」の描写である。この「中国人学者」の描写と、同じように並べられて

いた上の「息子」の外見描と写を見比べたなら、そこに数え上げられている特徴は、(「二本指」はとも

かく)当時の戯画化された「中国人」のステレオタイプなのではないかと思えてくる。その上で、「息子」

の外見と並んでKra仕 が考慮に値せずとした「息子」の「語り」を聞いてみよう。

  だが彼の語りを聞いてみるがいい!分 かりやすく、思慮深く、手短かで、意地悪1く活発に

  質問を切り返す。そして驚嘆すべき、自明の、悦ばしき世界全体との調和の中にある。この

  調和のおかげで必撚i的に、首はしゃちこばつて頭はふんぞり返るわけだ。

これが「中国人学者」についてのコメントであるならば、「悦ばしき世界全体との調和」とは老荘思想へ

の言及でなくて何だろうか。その前に列挙されている諸相は、簡明で論争的な『老子』の文体の特徴

に合致している。どうやらここでカフカは、端的に「老子」について語っているようだ。もちろんそれは、

ブーバーを経由してカフカの中に入つてきた像のこと以外にはありえない。しかしここでさらに興味

深いのは、次に述べられる、この「息子」の世間での評価についてのきわめて慎重な態度である。

  多くの人々が自分のことを利口だと考えており、自分でも言ったこの理由から、彼の外見

  に i悪を感じたのだが、その人々を彼は言葉によって強く引きつけた。一方で、彼の外見

  には無関心だが、言葉の方は偽善的に思われる、という人々もいる。私は父親として、決

  定を下したくはないが、後者の判断を述べる人hの 方がともかく前者より傾聴に値すると

  白状せねばならない。

ここで語られていることが「老子」にっいてなのか、カフカの自画像としての「中国人学者」についてな

iss BBG`M 53.本稿第―章第三節参照n
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のか は一義的 に決 定できない。さしあたり「老子」だ と取つてみ るならば 、そ の内容は驚 くべきもので

ある。R. J. Gaebelに ならって言うと、これ こそ 「オリエンタリズム言 説批判」に他ならない。そこではま

ず 、① 黄禍 論の時代にお ける人種 的偏見(異 人種 に対する生3  悪感)を ② 「東洋 の叡智」の理想

化で克服し、老 柾思想 に「西洋」の救済を求めた人々 の系列が総 括され る。それ はブーバ ー に始まり、

ホー フマンスタール 、クラブント、ヘッセらが歩んだ道で ある。156そ のような 「自分のことを利 口だ と思

つている」人 々 に対して、ここで批判的視線が 注がれ ているの は明 らかで ある。(彼らの説 は 、あまり

「傾 聴に値 」しない。)その系列 に対して、③ 老荘 思想の説 く言葉 自体に 「偽善 者」的なものを察知する

人々 がいる。こちらには、一定の評 価が与えられている。だ が評者である「父」の 立場 は、そのうちの

いずれ にも完 全に 回収され ることはない。彼は④ 人種 的偏 見 が誤 りで あること、だがその裏返 しで あ

る他者 の理想化 ・「東洋の深 層」への憧れも同様 に信 用な らない ことを視 野 に入 れつ つ 、か といって

他者 への 「無 関心」に基づ き安易な 「判 析」を下す という誘 惑 にも屈せ ず 、最終的判断を留保 するので

ある。これ はまさに、Goebelが 定式化した「非解釈学的」態度そのものではないか。ただ し、それ を安

易に 「遠く」の他者へ 向けた態 度表 明と短 絡するなら、カフカ にお ける「近く」の他 者の存在 の重み を

隠蔽することになる。先に見てきたように、彼 の 「中国」像 の背 後に は、もう一 つの 「東 方」とも言 うべき

「ユダヤ 民族∫が常 に控えていたのだか ら。

 だ が、もう一っ のケー ス、すなわちそこでカフカ の 自画像 としての 「中国人学者 」のことが語られて

いるという場合もまた捨てがたい。む しろ、それ は第一 のものを包括 してい ると見 るべきかもしれ ない。

「荘子」的 にあろうとしたブーバ ー に対 して、カフカが 「老子」的にあることに 己れ の作家性を見 出して

いた 可能 性につい ては、先 にも論じた。Pasleyら の解釈 に従 うなら、157短篇『十一人の息子』は、作

者 が 自らの創作 を回顧した、一種 の「自己総括」と見なされ る。この 短篇で 、先の断片で提示された 自

己像 「中国人」を受 けつ つ 、それ を代表す るもの として(ブ ー バ ー がアンソロジー を編ん で紹介 した

「荘子」ではなく)あえて 「老子 」が選ばれ ていること。その ことを鑑み ると、カフカが、フェリーツェとの

葛藤の 中で獲得した 「中国人学者」という自己像 に、さらに 「老子」の像 を重ね 書きしたことは十分 に考

えられ よう。また、「中国人 」断片と短篇『十 ―人の 息子』の 問 に 「中 国」を舞 台にした物語群 が書かれ

ていることからすると、短篇での 「父 」の視 線は、それ らの物 語 にも向けられ ている可能 性は 高い。

以 上のような前提 のもとに、『万里の長城 』に描 かれた 「長城」の意 味するものを解 釈する試 みへ と

移ることにしよう。この断片 は、大きく分けると前半 と後 半の二部 構成をなしている。その前半で は 「壁

の建設 」自体にっい ての、後半では 「帝政」という制度 につい ての考察 が、主 に繰り広げ られている。

156Schuster, S.147-176;Fee, a―a.0―, S.167―186.
157注154参 照

e
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書き出しは次のようで ある(BBCM 65)。

  万里 の長城 は、最北 地点で完 結した。南東 と南 西か ら建設 は始まり、ここで一っ になった

  のだ 。この分割 工事方 式は、ノ」・さな単位でも行われ ていた。二つの 大きな労働集 団、東 と

  西の集 団の内部 で。

この 「分割工事jTeilbauは 、少人数の労働 者が約 「500メー トル 」ずつ を分担し、「5年」をめどに完成

させ るというもの である。工事は 連続しては行わ れず 、一箇 所が完成すると、担 当者た ちは全く別 の

地方 へと送 られて 、そこで工事 を再開す る。作 品前 半での語り手の考察 は 、なぜ このような非効 率的

な方式 が採用 され たの かとい う点 に、もっぱら向けられ ている。作品のこの部 分に 関して、す で に

・..一  が 「シオ ニズム」へ の関連 を指摘していることは先 述した
。湖 そこでRbber㈱nは 、「東と

西」の 労働渚集 団との 表現 に、「東 方ユダヤ人」と「西方ユダヤ人」の含意 を読み 取っている。159そ も

そも「中国」というトポスが 、(先に考 察したように)ブ ーバ ー によつて「ユダヤ 民族運動」の隠喩となる

べ き地位 に据 えられ ていたことを鑑み ると、その読 解はごく妥当なもの と言えよう。しか しなが ら、「壁

の建設」をユダ ヤの 「律法」の 起源 と関連づけるGreenbergの 説 を継承したRober㈹nの 解 釈は、や

や 歯切れ の悪 いものになつている。160というのも、まず 「壁の建設」につ いてシオニズム運動 への暗

示を読み 取つて おきなが ら、それ を「ユダヤ律法iの形成 」と同一視すると、作 品内で描 かれ ている状

況 が、いつ の時 代の話 か分 からなくなってしまうか らだ。確 かに作品後 半の 「帝政」に関す る考察は 、

「中国 」を「民族離 散下のユ ダヤ民族史」の 隠喩と見 なす ことが比較的容易である。だ が、前半 で描か

れる「壁 の建 設」自体 は、決 してはるか昔から延 々と繍 ・てきた営みのようには提示され ていない。む

しろ、それ はごく近年 に開始 された 「事 業」である。その困難を解決す るた めに、Rbbertsonは 、「中

国」像 の伝統的 含意である「停滞 陶 と絡めて、「過 去と現在とが混在してい る」か のようなユダ ヤ民族

性 の停滞 ＼の批判を読み 取る方向を模 索している。しかし、ここで はひ とまず 「壁=ユ ダヤ律 法」の同

―視 は留保し
、解 釈 の整 合1生を優先す ることにしよう。断片『万里 の長城』は 、普遍的な間題でも、ユ

ダヤ 民族の置かれ た状況一般でもなく、す ぐれて同日剤舶 勺な「ユダヤ民族問題jに 焦点を絞つた作品

と見なしうるのである。

作 品 冒頭の 「長城 」の建設 が、ユダヤ民族の新たな 「共同体」設立の試 みを寓意化 したもの であると

す る一方 、その試 み の実効 性が語り手 によつて疑 問に付 されていることは 、政治運動 としてのシオ ニ

!ε8Robertson
, a.a.0., S.228ff

159Ebd ., S―231.
1α〕Ebd.,5.231

                  -71―



ズムへのカフカの批判的距離の表れであるとRbbertsonは 解している。161その解釈では、政治的

シオニズムの主張を額面どおりには受け取らず、あくまで「宗教」を基礎に置く「共同体感情」の創出

にこそシオニズムの真の目的があると考えるカフカの姿勢が結論づけられている。その根拠とされる

のは、作品内で少し後に言及される「それがどこにあつて、そこに誰がいるのか」誰も知らないという、

「神的世界の残光」に包まれた「指導部」(BBCM 70)の存在である。だが、語り手がこの「指導部」に

っいてあまり好意的に語っているとは思えない点を差し引いても、この解釈にはまだ難う戦 る。その

最大の問題点は、語り手の立つ位置に関するものである。このどうやら「年代史家」らしき人物は、ど

のような場所に拠って何を語っているのか。

 従来この作品に描かれた「中国」像と、それに先行する「中国人」像とが解釈者たちによつて「切断」

されてきた根拠の一つに、ここでは「中国人」が「集団」としてのみ描かれていることが挙げられていた

のだった。それははたして本当だろうか。このテクストからは、「単独者」としての「中国人」の姿は完全

に抹消されているか。そうではあるまい。この作品内で「万里の長城建設」に関して延々と学問的考察

を加える語り手の語り自体の中に、それを鏡として映りこんでいる語り手自身の像が表すものは何か。

それは、やはりそこに「中国人」の「学者」が一人、実在している事実に違いないのである。この「中国

人学者」は、(Rbber{80nが想定するように)「社会」の辺縁に立ちつつ、そこに一方的に眼ざしを注ぐ

ことが可能な特権的地位にいるわけではない。この人物は決定的に「壁の建設」に巻き込まれつっ、

しかも自らの参与する事業への根本的な違不「感を抱えつつ生きている。本稿で1―1欠考察してきたよう

に、カフカにとっての「中国人学者」像とは、「杜会」のみならず「共同体Jの辺縁にも立っ像に他なら

なかつた。それは、「結婚」という名の、二人の男女からなる最小単位の「共同体」すら築き上げること

もままならず、その周辺を旋回しっづけていた人間の像である。― 「蜀 を築く側の勢力が仮想撤と

する「遊牧民」とは、ヨーロッパ「社会」のユダヤ人が己れのうちに抱える、自ら建設を目ざすところの

「共同体」とは相容れない否定的ユダヤ性の像でもあったのではないだろうか。だからこそ語り手は、

自分では自分の内なる「遊牧民」の姿を見ることができない。ここには、「ユダヤ人問題」をいわば集

約した存在としてのカフカの自己理解が映し出されている。

 そして、この作品内には、もう一人の「中国人学者」がいる。「万里の長捌 と「バベルの塔」を比較考

察する著作を出したとされる「学者」(BBCM 69)である。その箇所の記述によると、その「学者」は、

目下建設中にある「長城」が完成したあかつきに、それが「新しいバベルの塔Jの基礎となりうると主張

した。そしてそれを実証するため、事細かな(文献学上および実地検分両面の)研究を行ったという。

その「学者」が著した、出版当時「誰もが読んでいた」本の中には、漠然としたものにせよ「塔の設計

図」が描きこまれており、「民衆=民 族」の力を「将来の事業」のために結集するための提案が色々と

isi Ebd .,5.230.
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なされ ていたのである。この書物を回想しっ つ 、その内容に語り手 は真っ向か ら反駁を加 える。

  壁 はそもそも円形 です らなく、四分の一円か半円みたいな形をなしているにすぎないのに、

  どうして塔 の基 礎にな ど役 立つ は ず があろう?そ れ はもしか すると、ただ精神 的な意 味

  合い で言われ ただ けなのかもしれ ない。

このモチ ーフにつ いてEmh(hは20世 紀の精神的状況の反映を見て取 り、162 Robe雌sonは 人 工的

な 「共 同体感情」の創 出が、政治 目的 に悪用 され うる危険性 に注 意を促したものと見ている。塒 その

見 解は 、さらに適応 範囲を狭めることができるだろう。「バ ベル の塔 」とは、いまだ諸民 族が 諸言語 に

よって分断され ていない原初 状態 を指す とも考えることができる。ならばそれ を新たに建設 するとは、

「諸民族 の再 統合」を成 し遂げ ることの 「喩 え」に他 なるまい。ここですぐさま想 起されるの が、「バ ル ・

コクバ 」のために行われ た 「ユダヤ民 族講演1に おけるブ ーバー の思想 である。彼 はユダヤ民 族運動

を、まさに「人類全 体」の 、す なわち 「諸民 挽 の 「統―」へ の足 がかりと位 置づけた。164そ のことを上

の 「学者」に対す る批 判が念頭 に置い ているとすると、この作 品内エピソードで問題になつているの は、

紛 れもなく「人類 全体」の状 況に関することだということになる。その限りにおいては 、Emrichら の 「普

遍 的」解釈 は完 全 に妥当であった。しか しそれ は、例 えばここで カフカが用いている「喩え」に、文 彩

として 両義 的な意味づ けが施 され ていたがゆえの妥 当さでは必ず しもなかつた。従来この作品 に関

して 「普遍 的」解 釈と「ユダヤ的」解釈が 並び立つてきたことの背後には、ブー バー の独特 な民族主義

理 論があつたかもしれない。

 語 り手が批判す る「学 者」の本 で述べ られている内容 は、文字どおりのことを意味するべ く意 図して

書 かれたわけではなく、「精神 的」意 味合いで言われた 「喩え」を提 示したに過ぎないとされる。そこで

批 判の対 象にな っているものが実 質的 にブ ーバ ーの理論であるならば 、それ はブ ーバ ー がユダヤ

民 族主義のイデオ ロー グとして展開 した言 説が、「比較=比 喩」Uerglei(;h以外の何ものでもないこと

を暴露す るものである。ブー バー がプラハ で若 きシオニストたちを前にして語ったとき、彼はその語 り

の 中に 「喩え」を勧 こんで語 つただ けで はない。その 「語 り」自体に対して、「それ も喩えだ」とカフカ

は 秘かに 眩くのである。『万 里の長城』が書かれ た大戦 末期 には、ブーバ ー の―連 の 「ユダヤ民族講

演」が行われた 時期 からす ると、ユダヤ 人をめぐる状況 は大きく変化 している。だが、それ らの講 演で

提示 され た問題 のアクチュアリティーは 、いささかも減 じることな く存続 していた。例えば以前の 「ハ シ

デ ィズム共同体」に代 わるものとして 、パレスチ ナのユダヤ人入植地 に形 成され た集 団農 場 「キブ ツ」

i田『カフカ論I』319頁 以下
。

1〔遣Robertson , a.a.0.,5.230.
1〔aAa.O., JJ 18{f
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が、新たな瑠想として位置づけられることになる。だがそこにもまだ、ブーバーが敷いた道の痕跡が

認められる。すなわちそこでは、可能な限り「社会」から離れたところにある、「細胞」単位の極 」・の「共

同体」の建設が理想化されていた。おそらくカフカは、そのような同時代の状況に対して、それを用意

したとも言えるブーバーの社会思想の出発点に立ち戻つた上で、一種の根源的批判を試みたのだ。

それは、歩んだ道こそ違え、ともに「中国」に精神的基盤の一端を置いた者同士なればこそなしえた

ことだったのかもしれない。断片『万里の長城』は、奇しくも同じ時期に「西洋社会」へと紛れこんでし

まった「中国人」二人の問に交わされた、冷ややかな精神の交流の賜物だつたのである。

 「荘子」ブーバーが「喩え」でもつて乗りこえていった「伝達1の困難さの手前で、「老子」カフカは決

定的に立ち止まった。先へ行つたブーバーは、結局のところ「人中」へと出て自ら「喩え」を駆使して

「教え」を説きはじめるとともに、また「文学」からも離れていつた。これに対して、終生「隠れて生きた」

カフカは、終生「作家」でありっづけた。そして同日計駄 たち、特に身近にいるユダヤ人同胞によって

行われてきた「共同体」の追求を作品化したのである。そこに形象化された奇妙な「五ヶ年計画」の図

でもつて確保されているのは、まさに上のような意味内容全てを包括した「共同体」そのものへの懐疑

の眼ざしであつた。

 この作:b�が書かれて約半年、1917年8月のカフカの喀血を機会に、彼と婚約者フェリーツェとの関

係は速やかに終息へと向かう。これ以降、カフカの「中国人」像が目立つた変化を遂げたという形跡は

ない。この形象は、やはり彼女の存在に一回的に結びついたものであつた。かつて「フェリーツェ」と

いう「―人の他者」に対して境を接しつつ形成された自己像「中国人」を、『万里の長城』でのカフカは

最大限に活用する。彼の「中国」と「中国人」への関'凶ま、決して「中国」物語群が書かれる手前で一度

途切れたわけでも、ただ単に「道教的世界観」へと昇華を遂げたわけでもなく、同じ一つの方向のも

のであった。それを用いて彼は、「ユダヤ民族」という「集団の他者」に対して境を接しつつ、再び自

己を規定しなおしたのである。ここでの「中国」というトポスは、ユダヤ人の民族アイデンティティーが

構築される場であると同時に、カフカ個人の自己規定作業が行われる場でもあつた。その建設現揚の

さらに上からは、絶えず作者であるカフカ自身の眼ざしが注がれつづけていたことを忘れてはならな

い。その眼ざしは、こう語っている。Cこいつは途方もない偽善者だ」と。それは、「共同体」の創設の

可能性を疑問に付しつつも、いわば寄生虫として「共同体」の辺縁に生きざるをえなかった「f稼」が、

自らの存在に下した「判決」とも言えよう。彼の極端なまでの「自省的」態度は、そのような葛藤を経て

かろうじて成り立っていた危うい作家性の上に形成されていったものだつたのである。
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 „Das ist ein grenzenloser Heuchler.” 
           — China- und Chinesenbild bei Franz Kafka — 

                               KAWASHIMA Takashi 

Franz Kafka, der das Prosafragment Beim Bau der chinesischen Mauer (1917) und 

mehrere China-Erzählungen geschrieben hat, liebte die chinesische Literatur, die zu 

seiner Zeit in ganz Europa enthusiastisch aufgenommen wurde; besonders schätzt er 

die von Hans Heilmann herausgegebene Gedicht-Anthologie Chinesische Lyrik vom 12 

Jahrhundert v Chr bis zur Gegenwart (1905). Auch soll Kafka mit dem Taoismus 

„ziemlich tief' beschäftigt haben, der erst durch seinen Zeitgenossen und Bekannten 
Martin Buber populär geworden war. 

 Einmal hat Kafka sich selbst einen „Chinesen" genannt, was seine Fremdheit 

gegenüber Gemeinschaften aller Art betonen soll. Auch Walter Benjamin und Elias 

Canetti haben ihn und seine Werke als „chinesisch" bezeichnet. Während aber in der 

Folge die Identifikation Kafkas mit dem „Chinesen" derart betont wurde, daß man 

sogar die ihm eigentümliche Denk- und Lebensart als „asiatisch" und damit 

„non-logisch" charakterisierte, blieb die Beziehung zwischen dieser Identifikation und 

dem Bild „Chinas" in den Kafkaschen China-Erzählungen, das im allgemeinen 

entweder als die Metapher der ganzen „Menschheit" oder die des historischen 

„Judentums" interpretiert wird, wesenhaft unerklärt. 

 Das erste Kapitel dieser Arbeit gibt einen Überblick darüber, wie sich das 

Chinesenbild bei Kafka vor allem in Bezug auf den Briefwechsel mit seiner Freundin 

Felice Bauer wandelte. Seine Identifikation mit einem „Chinesen," die sich in den 

Beziehungen zu Felice entwickelte, fand ihren endgültigen Ausdruck in der Erzählung 

Elf Söhne, wo Kafka sich selbst als einen „grenzenlosen Heuchler" mit den Zügen des 

Chinesen Lao Tse darstellte. Im zweiten Kapitel werden die bisherigen 

Interpretationen der China- Erzählungen zusammengefaßt. Das dritte Kapitel zeigt 

eine Lesemöglichkeit von Martin Bubers Aufsatz Die Lehre vom Tao (1909), der nicht 
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nur bei der Rezeption der chinesischen Kultur eine bahnbrechende Rolle gespielt hat, 

sondern auch Bubers zionistische Grundrichtungen gewissermaßen vorbereitete. Im 

vierten Kapitel wird versucht, das Fragment gebliebene Erzählung Beim Bau der 

chinesischen Mauer im Kontext des zionistischen Denkens des frühen Martin Bubers 

zu interpretieren. Der „Mauerbau" und dessen Identifizierung mit dem Grundbau des 

„babylonischen Turms" durch einen „Gelehrten" in der Erzählung könnten Bubers Idee 
 der menschheitlichen Einheit auerund der Volkseinheit widerspiegeln, an dessen 

Idealismus und Politik der Erzähler Kafkas scharfe Kritik übt, die wiederum aber 

zugleich an sich selbst gerichtet ist. 

 Kafkas Chinesenbild stellt einerseits den gescheiterten persönlichen Versuch dar, 

eine „Gemeinschaft" mit Felice herzustellen; sein Chinabild anderseits ist eine 

Produktion seiner höchst skeptischen Haltung den Versuchen der 

Gemeinschaftsfundierung gegenüber, die von seinen jüdischen Zeitgenossen 

unternommen wurden. 
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