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ファーブル・ドリヴェの世界観

田　中　義　廣

ロマン主義が単に文学上の運動にとどまらず，一つの世界観の更新の試みであっ

たことはまちがいない。大革命を啓豪主義の破局的帰結と受取めた世代の，新たな

出口を見出そうとする焦燥感がロマン主義の土壌となったと言ってもよかろう。こ

のような模索の一つとして，言語，文明，宗教，芸術の起源の半ば秘教的色彩を帯

びた探究に基く一つの神話，過去と東方への志向が結びついた「起源の神話」が形

成される。このような神話形成の担い手の一人ファーブル・ドリヴェは，フランス

における叙事詩復興を試みたバランシュ（Pierre・Slmop　Ballanche　1776－1840）

などにも少なからぬ影響を与えた思想家であった。ファーブル・ドリヴェの詩論を

出発点として，それがいかに彼の世界観と深く結びついているかを考察したい。

とりあえずファーブル・ドリヴェの略歴を紹介しておきたい。アントワーヌ・フ

アーブル・ドリヴェ　（Antoine　Fabre　d’Olivet　1767－1825）は，プロテスタ

ントの絹商人の息子として，ラングドック地方のGangesに生を受けた。大革命勃

発の年にパリに上った彼は，父親の商売の代理人をしながら，戯曲や小説を発表し

た。凡庸な作家であったファーブル・ドリヴェがテオゾフに変身した契機は，1800

年頃のジュリー・マルセルとの恋愛とその死であったと思われる。また同じ頃彼の

保護者的存在となったドゥリール・ド・サル（Delisle　de　Sales　1743－1816）の博識

と3万6千冊の蔵書が，以下に紹介する著作に多くの材料を与えたらしい。彼の生

涯は多くの伝説に色彩られているが，レオン・セリエの研究によれば，確実なのは

その催眠術能力と聾唖者治療の事実であろう。後者は彼の言語論の応用であったが，

医師免許なしの治療行為としてスキャンダルの種となる。晩年のファーブル・ドリ

ヴェは磁気治療を行い，最晩年にはあらゆる宗教を総合する新宗教を創設したらし

いが詳細は判明していない。（D
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1）iscours　sur　Pessence　et　la　forme　de　la　po6sie

このD∫∫coπ73は，1813年にファーブル・ドリヴェが翻訳し注解を付けて出版

した7θア340ア43dθ」Ωγ’加gorθの序文として発表されたものである。　Institut

imp6rial　de　Franceのメンバーに宛ててフランス詩法の改革を提唱するファーブル・

ドリヴェの主張を要約してみよう。

詩をその本質（1’essence）と形式（1a　fomle）に分けねばならない。詩の本質は

永久不変であるが，形式は時と場所によって変化もすれば滅びることもある。詩の

形式にいくら秀でていても，それだけでは単に巧みなversificateurにすぎず，決し

て詩人であるとは言えない。真の詩人の名に値いするには，

Il　faut　encore　poss6der　cet　enthousiasme　divin，　cette　inspiration　qui

e16ve　rame，　P6claire，1a　ravit，　pour　ainsi　dire，　jusque　dans　les　r6gions　intellec一

tuelles，　et　lui　fait　puiser　a　sa　source　1’essence　meme　de　cette　science．（p．5－6）

そして詩の本質とはこのインスヒ゜レーションの直接的所産である96nie　allegorique

にほかならない。

Ce　que　j’apPelle　l’essence　ou　l’espht　de　la　Po6sie，【…　】n’est　autre

chose　que　le　g6nie　a116gorique，　production㎞m6diate　de　l’㎞spiration．

（P．12）

ただし，このインスピレーションを俗に言うそれと混同してはならない。両者はま

ったく別物である。

L’une，　sortant　de　la　nature　intenectuelle，　est　immuable　comme　elle：

elle　est　la　meme　dans　tous　les　temps，　chez　tous　les　peuples，　au　sein　de　tous

les　hommes　qui　la　regoivent；elle　seule　produit　le　gξnie：【．．．1L’autre

inspiration，　inh6rente　a　la　nature　sensible，　enfant6e　par　la　passion，　se　varie

au　gr6　des　hommes　et　des　choses，　prend　la　teinte　des　m（£urs　et　des　temps

．．．
iP．13）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
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ここで注意すべきことは，ファーブル・ドリヴェの用語法において常に，intellectuel，

intelligenCeが，霊・魂・体の霊に属す機能として理解されていることである。

以上の主張を前提として，ファーブル・ドリヴェは西洋における詩の発生と歴史

を叙述してゆく。詩は本来その語源からしても「神の言語」（2）であった。宗教の秘

儀を司る僧侶が神の意志を翻訳するのに用いた聖なる言語が，民衆の教化のために

外部に出された時，詩が発生した。古代ギリシアにおいて真のインスピレーション

を受けた最初の詩人オルフェウスは，古くから聖地であったトラキァに生まれた。

エジプトの神殿で秘儀に参入したオルフェウスは，宗派間の分裂抗争を繰返す祖国

トラキアに新たな光をもたらした。彼はその崇高な詩によって，病気を治し，神々

を鎮めるすべてを心得ていた。その名の語源がこれをよく示している。aur（光）＋

rophae（エジプト語，フェニキア語で治癒，救済）

オルフェウスをめぐる伝説はすべてアレゴリーとして解釈せねばならない。たと

えば彼の歌は獣たちまで魅了したと伝えられているが，この獣たちとは実はオルフ

エウスが調停した各宗派のことである。またオルフェウスが冥界まで追いかけてい

ったという妻エウリュディケとは，真の知識（science），一神教と三位一体の教義

にほかならない。しかし，この知識がそれを受止める資格のない者に知られること

の危険性を痛感したオルフェウスは，オルェウス教の秘儀を創設し，真の教義を選

ばれたiniti6sにだけ伝えることにした。そして一般大衆に対しては，想像力に訴

えかける芸術で魅惑するにとどめた。オルフェウスこそ西洋における詩と音楽と神

学，神話学，哲学の父であった。彼はピタゴラスに神学，プラトンに哲学，ホメロ

スに叙事詩，アイスキュロスに悲劇，ヘシオドスに神統譜の道を示した。

真のインスピレーションを受けた詩人は，その魂が1e　monde　intelligibleに運

ばれ，唯一無二の真理を悟ったのだから，彼がle　monde　sensibleにおいて詩に

いかなる形式を与えても，そのid6esは普遍的であり，すなわちその詩は，　all6gorique

になるのだ。このようなg6nie　al16goriqueに恵まれたホメロスは，オルフェウス

が示したのと同じid6esに特定の形式を与えるにさいして，　passionsを擬人化して

描くことによって叙事詩を創造した。だから彼の詩の人物や事件を文字通り受取っ

てはいけない。たとえば『イリアス』でトロイ戦争の原因となるヘレナは，思考の

原理から発生の原理によって奪いとられた人間の魂の象徴なのだ。後世の叙事詩人

が決してホメロスに匹敵しえなかったのは，このアレゴリーの原理を忘れて，事実

の集積にすぎない歴史と叙事詩を混同したからである。

一方オルフェウス教の秘儀はいっしか外に洩れ，変形し，民衆の祭，娯楽の対象
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となっていった。この秘儀のカリカチュア，profanationから劇が発生した。ちょ

うど中世以後の劇がキリスト教の秘儀のprofanationから発生したように。この

profanationはiniti6sにのみ知られるべき秘儀の真の意味が洩れる危険を伴った。

そこに劇芸術の創造者アイスキュロスが登場し，劇に二重の構造を与えた。一方で

は悲劇にホメロスの文体を採用してそこにエゾテリックな意味をこめ，他方では音

楽，舞踏，装飾などの劇的効果の導入によって一般観客の眼を表面的なスペクタル

に向けるようにしむけた。劇もまたアレゴリー的な芸術なのである。劇的効果の技

術はソフォクレス，エウリピデスと時代が下るにつれ洗練されていったが，それは

同時に，悲劇の本質であるアレゴリーを忘れることにつながった。

こうして叙事詩と悲劇に代表される詩は次第に堕落してゆく。ファーブル・ドリ

ヴェは現代にいたるこの堕落の歴史を記述するのだが，その中でシェークスピァや

アリオストをラシーヌやコルネーユに比べて相対的に高く評価していることは，時

代を先取りしたという点で注目すべきであろう。

彼の見解によれば，詩の堕落の顕著なあらわれの一つは脚韻の導入である。

partout　o朗a　hme　existera　dans　la　fo㎜e　po6tique，　elle　la　rendra

inflexible，　elle　attirera　sur　elle　seule　tout　l’efffort　du　talent，　et　rendra

vain　celui　de　l’inspiration　intellectuelle．　Jamais　le　peuple　qui　r㎞era　ses

vers　n’atteindra　a　la　hauteur　de　la　perfection　po6tique　（P．65）

これは特にフランスの詩にとって有害であった。古代ギリシア語のような長短の変

化や，英語のような強弱の変化にとぼしいフランス語は，詩のリズムをもっぱら脚

韻に頼ってきた。そのため，ただでさえ数の限られた韻を巧みに組合せる技巧にの

みとらわれて，真のインスピレーションから発する思考を自由に展開することがで

きなかった。といっても無韻詩vers　blancは，男性語尾と女性語尾の衝突を嫌うフラ

　　　　’　　　・塔X語のgemeに反する。オルフェウスに発する真の詩の再生をになうべきフラン

ス詩には，それにふさわしい形式かなくてはならない。そこでファーブル・ドリヴ

エが提唱する新詩型（オルフェウスの弟子たちEumolpidesにちなんでeumolp6e

と呼ばれる）は，十二の音節からなり，男性語尾と女性語尾が交互に現れるという

単純なものであった。その実例として彼自身ピタゴラスの詩をこの詩型を用いて翻

訳したのだ。

eumo1P6eの詩型を採用せよというこの極めて簡単な結論を導くために，ファー
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ブル・ドリヴェは180ページに上るこの1）’∫o侃z3を書き，多くの歴史的，哲学的見

解を披渥したのである。しかし彼の結論に根拠を与えるには，一見あまりにも空想

的であり，無用にも思えるこれらの主張や余談は，実は彼の世界観と深く結びつい

ており，彼の文学論はその世界観を抜きにしては語れないのだ。

語源マニアーLa　Langue　h6bm珂ue　restitu6e

1）醜oπ雌の中でファーブル・ドリヴェはオルフェウスの語源を説明して，それ

がこの伝説的人物の性格と役割をよく物語っていると指摘したが，これはほんの一

例にすぎず，D∫∫coμz8の注はこの種の語源解釈で埋めつくされている。語源こそ彼

の主張の主要な根拠であり，彼の世界観の支えでもあった。それは当然言語の起源

の問題につながる。

彼は原初の人間の言語状況を次のように述べている。

Ainsi　donc，　quoique　rhomme　ait　regu　a　son　origine　une　6tincellence　du

Verbe　divin，丑n’apPorte　pas　avec　lui　sur　la　terre　une　langue　toute　form6e．

Il　recele　bien　en　lui　le　principe　de　la　parole　en　puissance，　mais　non　pas

en　acte．（Histoire　philosophique　du　Genre　humain，　P．99）

この考えは，人間は本来霊的存在であったのが物質的存在として地上に降りてきた

という人間起源論を前提としているのだが，それはさておき，地上に姿を現わした

時点で人間は唖であった。それが社会の起源でもある恋愛を契機として，人間は他

者に自分の思考や欲望を伝える欲求にかられ，本能的な動作によってその方法を発

見する。それがsigneである。signeははただちに理解可能であり，送り手と受け手

の間のconvention　ant6rieureを必要としない。少くともその根源的な段階におい

ては。これらのsigneは文字として記された。（3）すなわちすべての文字は本来一種

のヒエログリフなのである。これらのsigneの組合せから世界のありとあらゆる言

語が発生した。だから諸言語を比較し，単音節からなるその語源にまで湖れば一つ

の母言語に行き当たる。逆にその母言語の数の限られたボキャブラリーを再構成す

れば，いかなる言語も理解可能となるはずである。

実際，ファーブル・ドリヴェはこのような発想に基いて，失われた古代ヘブライ

語の復元に着手した。彼がヘブライ語を選んだ理由は二つある。第一は，起源の言
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語の探究の手掛りとなる言語は単に古いだけではなく，聖なる文学を持つものでな

くてはならないからだ。その意味で相応しいのは，それぞれ五経，ヴェーダ，聖書

を持つ，中国語，サンスクリット，ヘブライ語である。ファーブル・ドリヴェ自身

は，時と事情が許すなら，中国語を研究の基礎として，それからサンスクリット，

ヘブライ語の順に手を着けてゆきたかったらしい。しかし彼には，単に聖書が西洋

の読者に身近であるという以外に，ヘブライ語の研究を急務と考える理由があった。

それは，聖書のモーゼ五書（ファーブル・ドリヴェは常にS6pherと呼ぶ）の『創世

記』に記述された世界創造の年代が，他の民族の伝承および近年の考古学的発見に

比べてあまりにも新らしすぎることである。これは，各民族の聖なる書（もちろん

聖書もその一つである）は唯一普遍の真理を伝えるものと考えるファーブル・ドリ

ヴェにとって容認しがたいことであった。さらには『創世記』3章19節のドあな

たは顔に汗してパンを食べ，っいに土に帰る。あなたは土から取られたのだから。

あなたはちりだから，ちりに帰る」をとらえて，モーゼは霊魂不滅を否定したと非

難する者もいる。それではなぜこれらの矛盾や誤解が生じたのか。ファーブル・ド

リヴェの答は簡単明瞭である。聖書の翻訳が間違っているのだ。そしてその間の事

情は次のように説明されている。

ユダヤ出身のモーゼはエジプトのファラオンの宮殿で育ち，エジプト教団の秘儀に

参入した。後にユダヤの民の指導者となったモーゼはその指導原理として，エジプ
コ　ス　モ　ゴニー

ト教団で得た高度の科学と一神教の教義に基づく宇宙創世論S6pherを著した。この

聖書のヘブライ語こそ，エジプトの教団で用いられていた言語なのである。この聖

なる言語は同時に三重の意味をになっている。すなわちsens　propre一文字通り

の直接的物質的意味，sens　figure一象徴的意味，そしてsens　sacr6一ヒエロ

グリフ的な意味である。第三の意味は6critureによってのみ伝達可能となる。たと

えば文字の形とか文字間の位置関係などが重要な要素を占める。前述の言語起源論

においても，ファーブル・ドリヴェはsigneの6critureによる定着に言語の形成過

程を見，通念に反してParoleを付随的に生じたものと考えていた。6critureを重視

するこの理論はまた，聖なる書の解読から母言語，さらには後述のように世界史を

再構築しようとする彼の体系にとって極めて（おそらくあまりにも）好都合であっ

た。確実な手掛りの残っていない原初のparoleに対する考慮が一切不必要になるか

らである。

さてモーゼは類い稀れな96nie　all690riqUeを駆使してヘブライ語の三重の意味を

巧みに使い分けた。これはやはり知識の危険な漏洩を避けるためである。しかしユ
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ダヤの民は次第に堕落してゆき，バビロン捕囚の間に決定的にヘブライ語の知識を

失ってしまった。シナゴーグにおいては意味不明な文句を暗諦しているにすぎない。

このような事態を予見したモーゼは，一方では書物自体を無知ではあるが志操堅固

なユダヤの一部族の手に委ね，他方では少数の選ばれた者に口伝で聖書のエゾテリ

ックな意味を伝受し，両者を後世に伝えようとした。ユダヤのラビはこの口伝（カ

バラ）を保持していると主張するが，それは疑わしいとファーブル・ドリヴェは考

える。彼の推定によれば，モーゼが真正の口伝を伝えたのはおそらくエッセネ派の

人々であったが，彼らは長年異端派として迫害されたため，堅く口を閉ざして語ら

ず，現在はその存在さえ消滅したらしい。

西洋においてはじめて聖書のギリシア語訳が試みられた時，訳者たちはエッセネ

派に助けを求めたらしいが，彼らはヘブライ語のsens　propreを教えただけで秘密

を守り通した。この七十人訳聖書に疑問を抱いたSt－J6romeはヘブライ語原典に当

りラテン語に訳したが，彼もまた確実な情報を得ることができなかった。こうして

キリスト教世界の原典となった聖書は，そもそもその出発点から誤って翻訳され，

せいぜいsens　propreを伝えるにすぎないのである。

この失われたヘブライ語を復元するために，ファーブル・ドリヴェは6年の歳月

を費してLa　Langue　h6braique　restitu6e（1815）を著した。この大著は，ヘブラ

イ語文法，語根表，　『創世記』十章までの対訳註解，フランス語による正訳から成

っている。彼の努力の大半が傾けられた文法と語根法は，前述の語源論に基いて作

成された。あらゆる言語の共通の母言語の再発見をめざすこの語根表は当然普遍的

なものであり，いかなる言語にも有効なものでなくてはならない。その一例として

彼はフランス語のemPlacementの解釈にこれを適用している14）対訳は，『創世記』

の各語の語源に文法と語根表を忠実に適用して，その意味を明示した英語直訳およ

びフランス語直訳から成る。ただしファーブル・ドリヴェはこの直訳では主に第一

の意味と第二の意味が一体化した意味を表現することにつとめた。第三の意味はい

まだ明らかにすることの危険を感じ，その解読法のヒントを示すに留めたという。

彼の訳例として，たとえば前出の3章19節の仏語直訳はこうなる。

19．　　En－agitation－continuelle　de－1’esprit－tien，　tu－t’ahrnenteras　de一

nourriture　jusqu’au－restituer　（au　r6int6grer，　au　reSSuSciter）－tien　a－la－terre一

adamique（homog6ne　et　similaire　a　toi）car　tel　de－quoi－d’elle　tu－as－6t6・

tir6，　tel－esprit－616mentaire　tu－es；et－a－1’616ment－spiritueux　tu－dois－etre　res一

titu6．（P．117）
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普通の文体に改めた正訳ではこうなる。

19．　Tu　t’en　nourriras　dans　1’agitation　conthluelle　de　ton　espdt，　et

jusqu’au　moment　de　ta　r6int6gration　a　rEl6ment　adamique，　homog6ne

et　s㎞ilaire　a　toi：car，　comme　tu　as　6t6　tirεde　cet　616ment，　et　que　tu　en

es　une　6manation　spiritueuse，　ainsi　c’est　a　cette　6mmation　spiritueuse　que

tu　dois　etre　r6int6gr6．（P．319）

この新訳によれば，モーゼに対する霊魂不滅の否定の非難はその根拠を失うことに

なる。

さらにファーブル・ドリヴェ訳では，　アダムは常に1’universel　Adamもしくは

Adam，1’Homme　universelと訳されている。これはアダムが一人の個人，最初の

人間ではなく，種全体としての人間であることを示している。いやもっと正確に言

えば，ファーブル・ドリヴェの体系において，人間は動物界の一つの種ではなく，

それだけで鉱物界，植物界，動物界と並ぶ人間界（r6gne　hommina1）を形成して

いるのだから，アダムはすなわち人間界を表わしている。イヴも決して一人の女性

ではなく，　homme　universe1としてのアダムが外界に自らを顕示するためのsa

facult6　cr6atrice，　sa　force　efficiente，　sa　volont6　propreなのだ。叙事詩の場

合と同じくすべてはアレゴリーとなる。詩の本質はアレゴリーであり宗教と詩はも

ともと同じものであったと考えるファーブル・ドリヴェにとって，これは当然の帰

結であろう。

このアレゴリー観と聖書翻訳の成果は，1823年に彼がバイロンの『カイン』を

仏訳出版し，反論を加えた時の主要な根拠ともなっている。この訳書の批判的な序

文の中で，彼はバイロンの才能を讃えながらも，その作品の源泉となった聖書がそ

もそも誤っているのだから，バイロンは出発点からすでに間違った道に踏みこんで

しまったと指摘している。バイロンは，アベルを性格は穏健善良だが善を実行する

力のない弱い人間，カインを激烈，情熱的で美徳においても罪においても偉大な人

間として描いているが，それは聖書のsens　propreを文字通り受取ったための誤解

である。ファーブル・ドリヴェ流の正訳聖書によれば，アベルとカインはnature

616mentaireの二つのカforce　expansiveとforce　compressiveにほかならない。原

初において後者は前者より強く，substance　universeUeに働きかけ物質を生みだした。
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聖書に描かれた兄弟殺しとは，このコスモゴニックな出来事の擬人化にすぎないの

である。（5）このような批評が的を得ているかどうかは別問題として，少くともファ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、黹uル・ドリヴェの立場が一貫していることは認めねばなるまい。

東方神話一rHistoire　ph皿osopbique　du　Genre　humain

オルフェウスもモーゼもともにエジプトでイニシェーションを受けたというファ

一ブル・ドリヴェの所説を聞けば，エジプトこそ文明の源泉であるように思われる。

事実十八世紀から「古代エジプトの知恵」というテーゼは神話化され，その余波は

ネルヴァルやゴーチェまで及んでいる．しかしファーブル・ドリヴェの視線は・あ

るいは夢想は，エジプトの彼方に向けられていた。

再びD漉oμz∫に戻り，劇の起源についての彼の説を思い起こしてみよう。劇は

ギリシアにおいて宗教的秘儀のprofanationから発生したのだが，これはすなわち

いわゆる劇は宗教的秘儀の影のようなものであり，本来の劇とは神殿内で行われる

秘教的儀式の一部であったことを意味している。ギリシアの秘儀はエジプトのそれ

の模倣にすぎない。しかしエジプトの秘儀もまたインドから伝えられたものだ。（6）

インドこそ劇の発生地であり，それは劇dramaの語源が示している，とファーブル

・ドリヴェは主張する。そして例の語源解釈を用いて，dramaはサンスクリットの

人名Ramaにアラム語，シリア語の接頭辞dが付いたもので，「ラマより生じたも

の」を意味すると説明している。（7）ラマ（もしくはラムRam）とはギリシア神話の

ディオニッソス，ローマ神話のバッカスと同一視される存在で，ラマ神の功業と勝

利を讃える劇的表象が劇の起源であるという。この奇妙な説の射程を明らかにする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ﾉは，ファーブル・ドリヴェの主著Histoire　phnosophique　du　Genre　humaln

（1822）を待たねばならない。

ファーブル・ドリヴェは，本書がその一部になるはずであった大胆かっ壮大な計

画の当初の意図を序文の中でこう述べている。

Mon　intention　6tait　de　r¢unir　sous　un　meme　point　de　vue，　et　dans

1’ordonnance　d’un　meme　tableau，　rhistoire　g6n6rale　du　globe　que　nous

habitons，　sous　tous　les　rapPorts　d’histoire　naturelle　et　politique，　physique

et　m6taphysique，　civile　et　religieuse，　depuis　l’origine　des　choses　jusqu’註

leurs　demiers　d6veloPPements；de　mani6re　a　exposer　sans　aucun　pr6jug6

les　systさmes　cosmogoniques　et　g6010giques　de　tous　les　peuples，　leurs

doctrines　religieuses　et　politiques，　leurs　gouvemements，　leurs　m（£urs，
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leurs　relations　diverses，　1’㎞fluence　r6ciproque　qu’Us　ont　exerc6e　sur　la

civilisation，1eurs　mouvements　sur　la　terre，　et　les　6v6nements　heureux　ou

malheureux　qui　signa1さrent　leur　existence　plus　ou　moins　agit6e，　plus　ou

moins　longue，　plus　ou　moins　int6ressante（p．27－28）

しかし，余命があと3年しか残されていなかったとはいえ，彼が他の著作に着手

した形跡はない。それは個人で人類史を記述するにはあまりにも短かすぎる本書が

（現在のテキストで700ページ近い大部のものではあるが）上記の計画を十分に包

括していると思われたからに違いない。

je　vis　avec　un　peu　de　surprise　que　les　plus　grandes　difficult6s　n’6taient

pas　la　o心je　les　avais　d’abord　㎞agin6es，　et　qu’U　n’6tait　pas　tant　question

de　ramasser　des　mat6riaux　pour　en　constmire　P6difice　que　je　m6ditais，

que　de　bien　connaitre　leur　nature，　afin　de　les　ranger，　non　selon　leur　forme，

mais　selon　leur　homog6n6it6；leur　fo㎜e　d6pendant　presque　toujours　du

temps　et　des　circonstances　ext6rieures，　et　leur　homo96n6it6　tenant　a

1’essence　meme　des　choses．　Cette　r6flexion　m’ayant　amen6　a　examiner

profond6ment　plusieurs　doctrines　que　les　savants　classaient　ordinairement

comme　disparates　et　oPPos6es，　je　me　convainquis　que　cette　disparit6　et　cette

opposition　consistaient　uniquement　dans　les　fo㎜es，　le　fond　6tant

essentiellement　le　meme．（P．29）

これを見れば，彼の詩論の根本である本質と形式の区別が，その歴史観・世界観

の一一部であることがわかる。J’avais　auparavant　indiqu6　rorigine　de　la　po6sie，

et　fait　voir　en　quoi　son　essence　diff6re　de　sa　forme：　ceci　tenait　toujours　a

1’histoire　de　la　terre（P．35）そして世界の諸現象の背後にはく1’existance　d’une

grande　Unite，　source　6temelle　d’oh　tout　d6coule＞（p，29）が想定される。

「神の言語」である本来の詩は，このUnit6から発したものだから真理を伝えるは

ずである。またこのような詩の典型である各民族の聖なる書は，その形態がいかよ

うに異っていても本質は同一であり，唯一の真理を語るものでなくてはならない。

これがモーゼの聖書の矛盾を解くべく，ファーブル・ドリヴェをしてヘブライ語の

復元に取組ましめた動機であった。そしてこの聖書の研究と母言語の探究は，人類

史の再構成にっながる。なぜなら，彼にとって，いわゆる先史時代の解明の手掛り

は，考古学的遺跡，魂のない物質にではなく，精神的遺跡である言語，そしてその

言語を最もよく保持する聖なる書の研究にあるからである。　　、
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Croyez－moi，　savants　de　la　terre，　ce　n’est　point　en　dξdaignant　les　livres

sacr6s　des　nations　que　vous　montrerez　votre　science；c’est　en　les　expliquant．

On　ne　peut　point　6crire　l’histoire　sans　monuments；et　celle　de　la　terre

n’en　a　pas　d’autres．（p．31）

こうしてすべては彼の大系のはめ絵にぴったりとはまった。

さてファーブル・ドリヴェの人類史は宇宙の原理と人間の構造についての考察か

らはじまる。宇宙はProvidence，　Volont6，　Destinの三原理によって作動する。

Providenceは普遍的自然の高次の部分nature　naturante，　Destin（必然性）は下

位の部分nature　natur6e，　Volont6（自由）は総体としての人間Homme　universel，

r6gne　hominalである。　Destinはすでに為されたことに働きかけ，　Volont6はこれ

から為されることに働きかけ，　Providenceは現在を支配する。　VolontεとProvi一

denceが調和してDestinに働きかける時，善が生まれ，離反する時，悪が生じる。

この三者はUnit6に統合される。

この三分説はミクロ・コスモスとしての個々の人間にもアナロジックにて適用さ

れ，神秘学の古典的三分説，霊・魂・体を形成する。この霊・魂・体に付随する下

記のような諸機能によって個人は構成され，これらが調和的に発達することによっ

てはじめて完全な人間に近づく。霊・魂・体はpuissance　efficiente，　volitive（聖

書のイヴ解釈を総起されたい）に統合されてはじめて，三原理のVolont6となる。

esprit－　　　　　assentiment－　　intelligence－　　sagesse

δme－　　　　　　sentiment－　　　entendement－　　raison

corps－　　　　　　　　sensation－　　　　　instinct－　　　　　　bon　sens

この思想はすでに7εr∫do76∫do　Pア伽gorθの註釈に現われているが，　ここで

は世界史を動かす原理として展開される。白色人種の発生からナポレオンにいたる

世界史を三原理の顕現の場として説明してゆくH醜0舵ρ痂1030ρ規卿θぬσe群θ

伽脚∫ηにおいて，ファーブル・ドリヴェは，歴史もまた一つのアレゴリーととら

えているのだ。

この人類史は一貫した観点から再構成されてはいるが，ファーブル・ドリヴェに

とって，資料の不十分な先史時代が彼の夢想を発揮するにも，聖なる書の解読とい

う彼の方法論を実践するにも好都合であったことは言うまでもない。その意味から
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もここでは前述のラムに関連する記述をとりあげてみたい。

北極地方に発生した白色人種（ボーリァ人もしくはケルト人）が歴史の舞台に登

場しようとする頃，世界は高度の文明を持つ黒色人種（アトランチス人）に支配さ

れていた。それ以前は，より古い先進民族である赤色人種がそれぞれ地球の西半分

と東半分を支配していた。赤色人種は天変地位によって海に沈み，今はアメリカ大

陸の高山にわずかに残っているにすぎず，黄色人種もすでに黒色人種に隷属を強い

られている。

黒色人種との衡突を繰返しながら次第に成長していったケルト人は，北欧神話に

も登場する巫女Voluspaのもとに団結し，アトランチス人を撃退してヨーロッパの

支配権を得た。以後ケルト人は代々Voluspaを名乗る巫女とその補佐である僧侶集

団（ドルイド），および政治権力を司る王による二権分立神政統治の下に発展して

ゆく。しかし巫女は先祖の霊の霊媒にすぎない立場を次第に忘れ，自らを神そのも

のと思いこみ，権力を奪取した。この巫女たちの専横な行為は，人身御供をはじめ

とする迷信的祭祀をはびこらせることになった。このような乱れの罰としてか，ア

フリカからもたらされた「象皮病」という業病がケルト人の問に蔓延しはじめた。

この危機を救ったのが，夢のお告げで病気の治療法を発見したドイルド僧ラムであ

った。その功績によって人々の信頼をかち得たラムは，さらに残酷な儀式の徹廃と

教義の改革を試みる。これは巫女の猛烈な反対をまねき，ケルト人は巫女派とラム

派の二つに分れて対立することになる。しかし内乱を好まないラムは，反対派の説

得に失敗すると，同調者を率いて流浪の旅に出た。

コーカサスを越えたラムの一団は，イランでアトランチス人を破り，既に住みつ

いていた白色人種を統合して帝国の基礎を固める。ラムの軍団はここから二手に分

かれ，一方は小アジァに，一方はインダス河を越えてさらに進軍する。　ランカ島

（現在のスリランカ）での戦闘を最後として，アトランチス人に対する決定的な勝

利を収めたラムは，インドを中心にイラン，アラビア，カルデア，エジプト，エチ

オピア，リビアにいたる世界帝国を確立するのである。ファーブル・ドリヴェによ

れば，古代インドの叙事詩rラーマーヤナ』はこのラムの事蹟を歌ったものである

という。

この何十世紀も繁栄を極めた世界帝国は次のように組織されていた。ラムはガン

ジス流域のアヨーディヤーを首都に定め，世俗の支配者である王に政治権力を委ね

た。王の下には各地方の諸王がいる。またラムはアフガニスタンのバルクとバミヤン

の二都市に教団を形成し，’自らその教皇となった。ラムは先支配者のアトランチス
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人にすでに知られていた一神教の原理にケルト人の祖先崇拝を加味し，それを指導

原理として国民の宗教的，精神的指導者となった。教皇の下にはやはり各地方の大

司教が置かれ同じ役割を果たす。エジプトはこのような大司教座の一つであった。

ラムの後継者である代々の教皇と王，この宗教的権威と政治権力の分立において，

すべての学問はUnit6の原理のもとに高度に発達した。

劇がインドに起源を持ち，エジプトに移入されたというP勧oμ73での主張は，イ

ンドの総本山でラムを讃える劇的表象が，当然その支部であるエジプトにも伝えら

れたということにほかならない。

さて調和的な帝国が分裂したきっかけは，音楽の研究から発生した二元論（男性

原理と女性原理）である。どちらの原理に優位を認めるかという思想上教義上の対

立に政治的抗争が結びついて，帝国は分裂し，世界中が動乱を繰返すことになる。

調和の崩れた世界史は，人間のVolont6の過度の活動や停滞によってアナーキズム

と混迷の歴史となり，現在にいたるのである。このような混乱状態にある人間を正

しい道に向けるためにProvidenceによって選ばれた若干の人物がいる。それがブ

ッダ，モーゼ，オルフェウス，易経の伝説的作者伏犠などである。オルフェウスは

ラムの出国後野蛮状態に退行していたヨーロッパに文明の光をもたらした。モーゼ

とオルフェウスがともにエジプトでイニシェーションを受けたのは偶然ではない。

それはエジプトが先支配者の赤色人種や異色人種の時代からすでに宗教的学問的中

心の一つであったため，他の大司教座に比べ，アナーキズムの世界においてもより

よくラム以来の伝統を保持しえたからである。

結　び

以上に簡単に紹介したファーブル・ドリヴェの世界観を通じていくつかのことが

指摘できる。まず彼の詩論はその世界観の一部であり，詩の本質と形式の区別は，

精神と物質，言語におけるエゾテリックな意味とエグゾテックな意味，歴史におけ

る原理と現象の区別に通底している。そのため彼はすべてをアレゴリーと見なし，

エグゾテックな形式を通じてエゾテリックな本質を求める神智学者となった。彼

の著作はこのような作業の成果であると言ってもよい。

ところで本来隠され，へ部の者にしか知られるべきではないエゾテリックな知識を，

ファーブル・ドリヴェがある程度まで公にしたのは何故であろうか。彼の自伝30岬επ傭か

らうかがえるところでは，最初彼はナポレオンをProvidenceによって選ばれた者，第
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二のラムになる可能性のある人物と信じていたらしい。ところがナポレオンは次第

にDestinに支配される軍事的独裁者（ちなみにファーブル・ドリヴェはロベスピエ

一ルを過度のVolont6に支配される者と評している）としての正体をあらわしてい

った。そこでファーブル・ドリヴェは彼を正しい道に向けるために建白書を提出し

たのだが，聞き入れられるどころか，そのためかえって迫害を蒙ったと信じているふ

しがある。それからは，おそらく自分こそProvidenceに選ばれた者であると思い

こんだのであろう。そして科学の発達にともなって人々が秘密の知識を受入れるに

足るだけ成長した今日こそ，将来の黄金時代をもたらす真理を明示することが自分

の使命であると信じたのである。

宗教と科学，伝統と進歩，またラム帝国およびその彼方に暗示された赤色人種や

黒色人種の卓越した文明からの下降的歴史観と，ラム帝国にいたる白色人種の進歩

および現代の科学の進歩に見られる上昇的歴史観の共存，すなわち過去の礼讃と未

来への希望，さらには東方の文明と知恵に憧れながらその起源を白色人種と考える

逆説的な優越感，これらの一見相反するものの奇妙な混交は，王政復古時代の，現

状への不満を基盤とした複雑な政治的思想的状況を反映するものであろう。

宗教と政治の関連でいえば，ファーブル・ドリヴェはここでも宗教の本質は一で

あり，その形式である崇拝（culte）の形態は多であると繰返す。だから信教の自由

を認めなければならない。一なる宗教の本質はこれらの異った宗派を争わせるもの

ではなく，逆に統一するものである。いわゆる宗派戦争は実は政治の戦いにほかな

らない。政治の形態も，たとえば共和制，王制など多様であるが，その一つが宗派

をないがしろにするか，特定の宗派と癒着する時，災厄が生じる。宗教の本質はあ

くまでも宗教的権威と政治権力の分立した神政でなくてはならない。ラムの帝国が

そのような理想の帝国のモデルとして描かれていることに注目されたい。ラム帝国

の神政は一見中世ヨーロッパのローマ法皇と皇帝の関係を思わせるが，ファーブル・

ドリヴェは，ローマ法皇は常にいずれかの政治権力と，利用するか利用されるか，

ないがしろにされるかの関係にあり，ラムの神政とはほど遠いものと考えてい

る。これは彼がプロテスタントに生まれたことと関係があるかもしれない。また王

政復古時代の自由主義者と王党派にしてもしかりである。自由主義者は宗教的権威

を認めない，王党派は宗教を自分たちの政治目的に利用しようとする。政治と宗教

のあるべき姿を示すことが，初出時にはDε1E観50伽14θ肋o〃珈θと題され

ていた彼の人類史の大きな目的の一っでもあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●tァーブル・ドリヴェの思想は，その言語観，詩論，オルフェウスのエジプトで
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のイニシェーション説，秘儀のインド起源説などの痕跡をバランシュの07p雇εに

残しただけで，彼の死後忘れ去られていた。しかし彼の思想は十九世紀の後半にサ

ン・チーヴ・ダルヴェードル（Saint－Yves　d’Alveydre　1842－1909）によって復活し，

世紀末オカルチストたちの古典となる。彼の精神的権威と政治的権力の分立の思想

は，サン・チーヴ・ダルヴェードルの「経済」を加えた三権分立思想に流れこみ，

Synarchie改革論を生んだ。このSynarchie思想の余波は第二次大戦下のフランス

にまで及んでいる。また彼の人類史の記述は後者に全面的に採用され，ラム帝国の

教団が現存しているというアガルタ幻想を生み，インドの神話化に新たなページを

加えることになる。

註

1．この教団の儀礼用テキスト五α7雇尻曜0ηηθ7ごεθ’1σ041θ8陀Cπ1’擢εのタ

イブ原稿が第二次大戦後発見され，近年出版された。セリエはこれがファーブル・

ドリヴェ自身の手になる草稿からタイプされたことはかなり確実であると推定してい

る。上のジュリー・マルセルの件もこの原稿に記載されていることである。やはり

近年出版されたファーブル・ドリヴェの自筆の回想録30岬θη傭にもそれを暗示す

る記述があるのだが，肝心な部分が抹殺されている。この原稿の相続者がファーブ

ル・ドリヴェの女性関係の記述をほとんど抹殺したためである。

2．これはCourt　de　G6belinの説を採用している。

3．聴覚的言語Paroleは二次的なもの，6critureに付随するものとして重視されて

ない。

4．　ρrθη1∫2rε　ρσπ∫ε，87α〃2〃2αかθ　ぬθ∂ηz吻z4θ　p．41－43

5．　Cα∫》2　4θ　．乙or4　、θア置oη　P．31－P．32

6．Mais　cet　art　6tait　d6ja　vieux　en　Asie　lorsqu’il　prit　naissance　en　Europe．

J’ai　d匂a　dit　qu’il　y　avait　dans　la　c616bration　secr6te　des　myst6res，　de

v6ritables　repr6sentations　dramatiques．　Ces　c6r6monies　mystiques，　copi6es

sur　celles　qui　avaient　lieu　dans　la　cε16bration　des　myst6res　6gyptiens，　avaient

6t6　apPort6es　en　Egypte　par　les　pretres　血diens　a　l，6poque　trξ｝s－recul6e

（P．75－76）

7．p．78
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