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ケステン『幸福な人々』とケストナー『ファービアン』
――主人公像を通して見る 2 人の作家の異質性――
吉 田

千 裕

はじめに
ヘルマン・ケステンとエーリヒ・ケストナーはともに 1920 年代の末期に作家と
してデビューを飾り、1933 年にナチスが政権を取るまでの間はその時代を代表す
る大衆作家であった。彼らは 1927 年に初めての詩集『腰の上の心臓』（ケストナ
ー）と長編小説『ヨーゼフは自由を求めている』（ケステン）を発表したが、ちょ
うど同じ時期に雑誌『世界舞台』のパーティーで知り合い、文学者として、また私
生活においても晩年まで深い友人関係を築いていた。1) お互いの著作に関する多く
の批評を書き、また、いくつかの舞台を共作しようという計画もあった。（結局、
共作は実現していない。）両人とも新即物主義の作家だと言われ、その作風の類似
性や、よく似た名前であることも手伝って、雑誌や新聞等ではそれぞれの作品が取
り違えられて紹介されることも度々あった。
作風の類似性と言ったが、確かに 2 人の作風においては、あからさまな性描写や、
登場人物の不条理な死が頻繁に登場する点や、その読みやすく平易な文体等は共通
していると言っていいだろう。だが、作品ひとつひとつを見ていくと、彼らがそれ
ぞれ作品の主題としているものは異なる。例えばケステンの初期作品に繰り返し登
場する大きな主題は「金」と「愛」であろう。そして初期のケステンにとってとり
わけ重要なのは「金」とそれにまつわる人間関係だと言える。それは彼の初期の長
編小説『ヨーゼフは自由を求めている』や『幸福な人々』における重要な主題であ
る。2) 一方でケストナーにおいては作品の主題は「金」や「愛」に限らない。その
創作活動の初期には、新聞や雑誌上に社会風刺的な詩、コラムを執筆していたが、
題材としてはインフレ、失業者等の社会問題から市井の人々の日常生活、また性風

1)

2)

そこには、他にトゥホルスキー、メーリング、オシエツキー等の著名人が出席していた。
ケステンはケストナーとの出会いを次のように書いている。「最も若い編集者が私に言っ
た、「あなたはエーリヒ・ケストナーとお知り合いになりたいでしょうね？」私はハンサ
ムで好ましい感じの若者と握手し、彼は感じよく悪戯っぽい微笑みを浮かべて挨拶した。
私たちはすぐに長く話し込み、私たちの友情はずっと続くこととなった。」Vgl. Kesten,
Hermann: Erich Kästner –ein Sohn des Volks. In: Das große Erich Kästner Lesebuch. Hrsg. von
Sylbia List. München 1999, S. 11–15, hier S. 12 f.
ヴァーゲナーは、ケステンが描く社会は金との関係においてもあらゆる性的なものとの関
係においても退廃的であり、そしてその社会の中では、性交渉も愛も売り買いできるもの
であるという点で、金と愛は固く結びついていると述べている。Vgl. Wagener, Hans: Mit
Vernunft und Humanität. Hermann Kestens sachliche Denkspiele in seinen „Josef“-Romanen. In: Neue
Sachlichkeit im Roman. Neue Interpretationen zum Roman der Weimarer Republik. Hrsg. von Sabine
Becker u. Christoph Weiss. Stuttgart 1975, S. 146–166, hier S. 57.
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俗等その当時のベルリンのそれこそ雑多な文化が様々に登場した。1931 年にはケ
ストナーの初めての長編小説『ファービアン』が刊行されたが、その作品において
も、それらの題材は変わらずに用いられている。
そしてケステンとケストナーの初期の長編小説を比較して最も大きく違うのが、
その主人公像と、その主人公によって作られる小説の構造である。本稿では、両作
家の初期の作品の中でも「1920 年代のベルリンを舞台とした大都市小説」という
点で似ており、また主人公が「ベルリンに住む 30 歳前後の失業者」という点でも
共通しているケステンの『幸福な人々』とケストナーの『ファービアン』の 2 作品
を取りあげる。そしてその主人公たちが小説の中で担う役割の違いを考察すること
により、両者の小説の手法と構造の決定的な違いと、そこから見える 2 人の作家の
社会に対する姿勢、風刺性の違いを明らかにしたい。
1. ケステン『幸福な人々』
1.1. マックスとエルゼの幸福観
『幸福な人々』のあらすじは以下の様である。ベルリンに住む失業者マック
ス・ブラットナーとタバコ屋の娘エルゼ・プフライデラーは愛し合い、結婚を望ん
でいた。しかしそれはエルゼの父フェリックス・プフライデラーにより阻まれる。
フェリックスは、知人の葡萄酒販売人が病気の妻の手術代を捻出することができず
に困っていることを知り、タバコ工場から 1700 マルク相当のタバコをだまし取り、
それを売った金を葡萄酒販売人に与えてしまった。その 1700 マルクと借金が原因
で困窮したフェリックスは、エルゼと、不動産業を営む裕福な中年男クルムホルツ
を結婚させようとする。それを阻止するためにマックスは金を調達しようとするが
成功せず、結局フェリックスは詐欺の罪で投獄され、エルゼの母はそのショックで
心臓麻痺により死亡、エルゼも絶望して自殺してしまう。一方のマックスはクルム
ホルツと近づき、エルゼの死後は彼の事業の片腕となり、裕福な家の娘と結婚して
財を成し、幸福な人生を送る。そしてこの小説は、マックスが彼の妻に向かって話
す「我々は幸福な人々だ（Wir sind glückliche Menschen）」という言葉によって締
めくくられる。
池村睿はこの小説について、「この小説の表題は「幸福な人々」であり、すで
に述べた如く、結語もまた執拗に「われわれは幸福な人々である」となっており、
さらにケステン自身、Bücher der Liebe3) の「あとがき」の中で、「幸福」がこの小
説のライトモチーフだと言っているなど、わたしはこの小説を読んだあと、読者を
愚弄しているような、読者が愚弄されているような不快感を味わった」 4) と、その

3)

4)

ケステンの長編小説『ヨーゼフは自由を求めている』、『幸福な人々』、『ゲルニカの子
どもたち』、『異国の神々』4 作品を収録した作品集。1960 年に Kurt Desch より出版され
た。
池村睿: ヘルマン・ケステンについて(2)［『愛知学院大学論叢 一般研究』第 19 号、1971、
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結末への感想を述べている。池村が『幸福な人々』の読後に味わった不快感とは、
おそらくこの小説の読者の多くが抱く感情であると思われる。その不快感の理由と
して主に挙げることができるのは、主人公であるマックス・ブラットナーの挙動で
あろう。物語の最初は、彼は恋人のエルゼを愛し、一緒になることを望んでいる。
父フェリックスがエルゼをクルムホルツと結婚させようとするのを阻止するために、
自分が金を調達しようと約束する気概もある。しかし金を調達するための具体的な
努力はしようとせず、金持ちの知人を当てにしようとしたり、あげくには盗みを働
こうとしたりする。そして最終的には両親の惨状に心を痛めるエルゼを見捨て、自
殺に追い込む。そしてそのことへの良心の呵責を感じることなく、仕事での成功を
おさめ、家族を持ち、裕福な生活を送りながら自分は幸福であると言う。愛し合っ
ていた恋人を救うどころか見殺しにした男が、報いを受けることなく幸福になって
いるさまは、読者にとって後味の悪い結末である。
ケステンは確かに『幸福な人々』のライトモチーフはそのタイトルの通り「幸
福」であると述べている。5) そして、物語の中でその「幸福」にとって大きな役割
を果たすのが「金」と「愛」である。例えば、エルゼの幸福は次の引用から理解す
ることができる。
そしてマックスは？マックスは彼女を愛していた、マックスは彼女を必要とし
ていた。マックスは若かった。マックスは偉大だった。マックスは全てだった。
マックスは世界だった。マックスは彼女の神様だった、彼女の運命だった、彼
女の幸福だった、彼女の不幸だった、彼女の人生の戒律だった、彼女の指導者
だった、彼女の決意だった、彼女の未来だった、彼女の現在だった、彼女の道
だった。マックスは彼女だった。彼女は・・・、マックスだった。（GM, 311）
6)

ここからは、彼女にとっての幸福が、恋人マックスへの愛であり、彼女にとっ
ては彼女の人生がマックスのために存在していることが読み取れる。一方でマック
スの場合はまるで様子が違っている。
僕は幸福になりたい、彼は自分に言い聞かせた、他には何も要らない。財産、
名声、名誉、権力、愛、そんなものは要らない。僕は凡庸な人間になりたい、
凡庸な人生を送りたい。財産ではなく日銭、愛ではなく性交渉、家族ではなく
他人との付き合い、名声ではなく良いうわさ、地位ではなく勤め口がほしい、
55～70 頁］62 頁。
Vgl. Kesten: Bücher der Liebe. In. Bücher der Liebe. München 1960, S. 711.
6)
ケステンの作品からの引用は Kesten, Hermann: Glückliche Menschen. In: Bücher der Liebe.
München 1960 に拠る。以下、同書からの引用は本文中に GM と略記し頁数のみを示す。
5)
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僕の人生は品位がなくてもいい、ただ不幸にだけはなってはいけない！（GM,
161–162）
上記はマックスのモノローグであるが、ここからは彼が自らの幸福をエルゼと
は全く別のところに求めていることがわかる。マックスは財産、名声、名誉、権力、
愛といったものを全て否定する。彼が求めている幸福とは、そのような理想的なも
のではなく、もっと即物的なものである。そのことが、「財産ではなく日銭、愛で
はなく性交渉、家族ではなく他人との付き合い、名声ではなく良いうわさ、地位で
はなく勤め口がほしい」という言葉に端的に表れている。イェーガーによれば、マ
ックスのこのような考えによって、「教養市民的な価値観の明確な拒否と出世至上
主義の罷免によって実現する個人主義が生じ」ていることが明らかになっている。
そして「この小説が発行される 2 年前には、ジークフリート・クラカウアーがフラ
ンクフルト新聞上で、終わりかけた 1920 年代の文化的生活におけるその新しく支
配的な役割を保証しつつ、分析的に観察し始めていたサラリーマン文化への急転換」
7) をこのモノローグの中に見ることができると述べている。ここでイェーガーが触
れているのはクラカウアーの著書『サラリーマン』であるが、その中では緻密な管
理体制の下に置かれ、思考や行動が集団化し合理化されていくサラリーマン社会の
様子がルポルタージュの形で書かれている。このマックスの幸福の価値観は、クラ
カウアーが『サラリーマン』の中の「宿なしの避難所」という章において論じてい
る、教養市民的な価値観が崩壊した社会で、生活の中に理想や精神的高尚さではな
く、給料と娯楽を求めながら生活する、サラリーマン的な合理的価値観と重なる。
8) このモノローグから、マックスが物語においてそのような合理的価値観を象徴す
る人物であるということがわかる。そしてその事は、物語の経過の中で、マックス
のエルゼへの愛情の変化を通して決定的となる。
1.2. 合理的価値観の優位性
既に述べたように、この物語における「幸福」にとって重要な役割を果たすも
のは「金」と「愛」である。物語の中盤まで、マックスはエルゼとの恋愛関係によ
ってそれまでの人生では感じたことのない幸福を手にし、彼女と結婚することを夢
見ていた。しかしそのエルゼへの愛は結果としてマックスがプフライデラー一家の
Jäger, Christian: Hermann Kesten und die Neue Sachlichkeit. In: Dichter – Literat – Emigrant. Über
Hermann Kesten. Hrsg. von Walter Fähndes u. Hendrik Weber. Bielefeld 2005, S. 45–68, hier S. 57.
8)
『サラリーマン』の「宿なしの避難所」の章において、クラカウアーは労働者たちが中味
よりも表面的なきらびやかさを娯楽に求めていると述べ、社会が、そのような労働者の文
化的欲求が「本物の文化の根元へとたどり着く方向」つまり社会を批判する方向へとむか
わないように意図的にしむけていると指摘している。ジークフリート・クラカウアー（神
崎厳訳）: サラリーマン ワイマル共和国の黄昏（法政大学出版局）1979、127～140 頁参
照。
7)
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金銭問題に巻き込まれるきっかけとなっている。マックスはエルゼの父に渡す金を
調達しようとするのだが、上手くいかず、あろうことかクルムホルツから紹介され
た編集者ヨーゼフ・バール9) のオフィスで盗みを働こうとする。それはクルムホル
ツによって阻止されるのだが、その際マックスの心情は以下の様に描写されている。
マックスは金を落とした、彼は驚いた、まるで走っている急行列車の前に投げ
出されたかのように、もしくは高層ビルの窓の外へと、彼は落下してその落下
が終わらず、終わりなく落ちていくときの夢の中のように恐ろしい気がした、
マックスは金を床に投げた。彼の幸福の全てを床に、それは彼の幸福だった、
彼の幸福のように見えた、今では彼の不幸だ、マックスは不幸の金を床に投げ
た（以下略）（GM, 291）
マックスはエルゼへの愛情ゆえに金を手に入れようとする。その金が、彼に幸
福をもたらすものであると信じていたからである。しかし、クルムホルツに盗みを
目撃された瞬間に、その金は彼を不幸に突き落とすものに変化する。「愛」と「金」
により幸福を得ようとしたが、愛情ゆえの行動が彼を不幸に陥れ、幸福の象徴であ
った金は不幸の象徴となる。
この変化はマックスが盗みを働こうとした箇所にのみ現れるものではない。物
語全体を通して、愛と金による幸福と不幸は表裏一体となっている。そもそも、エ
ルゼの父フェリックスがタバコを詐取したのも、知人の病気の妻の手術代を工面し
てやるためで、それは知人とその妻への親愛の情からの行動であり、そこで使われ
る金は知人と妻を幸福へと導くためのものであった。しかし手術の後に妻は結局亡
くなり、あとに残された借金はプフライデラー一家を不幸へ突き落すものになる。
愛と金は、幸福をもたらす可能性と不幸をもたらす可能性の両方を常に孕んでいる。
クルムホルツに盗みを見られて弱みを握られたマックスは、エルゼへの態度を
一変させる。いまだに自分への深い愛情を示すエルゼに対し、マックスは決別の言
葉を投げつける。
僕はもう君を愛していない。（中略）君のことなんか大嫌いだ！君の存在、君
の匂い、君の顔、君の体型、君の歩き方、君の声、君の全てが大嫌いなんだ！
（中略）行ってしまえ！君は不幸を連れてくるんだ！（GM, 327）
同じように幸福と不幸の表裏一体を表すものでも、マックスにとって自らを不
幸にしたのは金ではなくエルゼへの愛であった。彼は自らの幸福のためにエルゼを
9)

『ヨーゼフは自由を求めている』の主人公、ヨーゼフ・バールが成長し、ジャーナリスト
となって登場する。ヨーゼフは『ヨーゼフは自由を求めている』、『幸福な人々』の他、
『はみ出し者』、『ほら吹き』の二篇の長編小説にも登場する。
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捨てる。一方で最後まで恋人との愛の中に見出される幸福にこだわり続けたエルゼ
は、マックスの言葉により希望を失い、自殺する。そして残されたマックスはクル
ムホルツに近づき彼の事業を手伝い、裕福な娘と結婚して家庭を築く。エルゼが死
んだ後は、自らの幸福として「金」を選んだのである。このようなマックスの選択
から、「愛」という精神的な充足によって幸福を得るのではなく、「金」という即
物的なものを充足させることによって幸福を得ようとする、合理主義的な価値観が
読み取れる。そして結末においてはそんなマックスが最終的に幸福になり、愛とい
う精神的な充足にこだわり続けていたエルゼは死ぬ。そのことから、物語において
は最終的にマックスが象徴する合理的価値観が優位性を持つこととなり、そしてそ
れは、1920 年代のベルリンにおいて、金銭的な充足という即物的で合理的な幸福
観が優位性を持っていたことを示している。マックスの幸福の価値観は当時の社会
を反映したものである。
そうして金を手にして幸福を得たマックスが妻となった女性に向かって「我々
は幸福な人々だ」と語りかけて物語は終わるが、その直前には次のような台詞もあ
る。「幸福は苦労の報いに他ならない。不幸とは才能のなさ、性格上の欠陥、人間
の没落だよ。」（GM, 336）本章の最初に言及した読後に感じる不快感とは、恋人
を見殺しにした男が何食わぬ顔で幸福になっているという物語の筋に対するものに
加えて、精神的な充足ではなく金という幸福を得て幸福になった男が、不幸という
ものを個人の気質的な問題に帰している点に対してであろう。マックスのこのよう
な態度は、大戦後のインフレーションにより多大な数の失業者が生み出され、金銭
の有無という点においては幸福といえない人々が増加していた社会においては、社
会的問題を個人の素質の問題に帰しているという点で批判されるべきと考えられる。
読者が感じる不快感とは、物語においてその当時の 1920 年代の社会における価値
観を象徴する役割を与えられた主人公のそのような態度にも由来していると言えよ
う。ケステンはこのマックスという主人公に当時の社会的な幸福の価値観を反映さ
せることにより、当時のドイツ社会と、それに対する人々の態度への自らの批判的
な姿勢を明らかにしている。この物語における主人公の役割は、他の登場人物との
関わりの中で、その行動や思考により、1920 年代当時の社会の問題点を体現する
ことである。
2. ケストナー『ファービアン』
2.1. モラリスト・ファービアン
ケストナーの小説『ファービアン』は、1931 年に刊行され、ケストナーの唯一
の大人向けの本格的な小説と称されることが多い。
『ファービアン』のあらすじは以下の様である。32 歳のファービアンは、大学
で博士号を取得したインテリでありながら、職業不定の身に甘んじ、今はタバコ会
社で広告書きをしている。彼の理想は「人間をまじめに、理性的にして、世の中が
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もっと良い場所になる」ということだが、全く具体的な行動を起こすことはない。
彼は政治的にも社会的にも混乱した 1920 年代末のベルリンで暮らしながら、その
非現実的な理想を抱き続ける。そんなファービアンとは対照的な人物が親友である
ラブーデであり、彼は大学で教鞭を取ることを目標に大学教授資格申請論文に取り
組み、また政治活動にも熱心で、思想を同じくする仲間たちとドイツ中の大学を回
り、社会主義的な新しい学生団体を結成しようと計画している。ラブーデはファー
ビアンも碓固たる意志と目標を持って生きるよう忠告する。そんな折にファービア
ンはコルネリアという女性と知り合い、お互いに惹かれ、愛し合うようになる。フ
ァービアンはコルネリアと身を固めることを考え、人生に対する希望が見え始めた
が、その矢先に勤務先から解雇を言い渡され失業する。その上にコルネリアは映画
女優になるために映画配給会社社長の情婦となり、ファービアンの元を去ってしま
う。そしてラブーデも恋人に裏切られた上、政治活動も行き詰まり、また彼を妬ん
だ大学助手の「君の論文は却下された」という嘘を真に受けてしまい、絶望してピ
ストル自殺する。恋人も親友も失ったファービアンは失意の内に故郷の村へと戻る。
そこで彼は「ここで静養しながら生きる目的が見つかるのを待とう」と思い、少し
元気を取り戻す。その直後、偶然川に落ちた少年を見かけたファービアンは、やみ
くもに川に飛び込み、少年を助けようとする。少年は自力で岸へとたどり着いたが、
ファービアンは泳ぎ方を知らなかったため、あっけなく溺れ死んでしまう。
この『ファービアン』も、『幸福な人々』のような不快感ではないにせよ、主
人公の突然の死という結末によって、すっきりしない読後感を読者に与えるだろう。
この物語についてケストナーは『ファービアン』の前書きで次のように述べている。
当時の大都会の状態を描いたこの本は、詩や写真のアルバムではなくて、1 つの
風刺である。これはあるがままを描かないで、誇張している。モラリストは彼
の時代の鏡ではなしに、歪んだ鏡を突きつけるのが常である。10) （F, 10）
このように作者自ら「時代の風刺」の小説であるということを明言しているが、
では主人公ファービアンはその物語の中でどのような役割を担っているのか。まず、
主人公のファービアンは少々その特徴を掴みづらい。この物語について語るときは、
主人公以外の登場人物たちの方が、その特徴を説明しやすい。例えばファービアン
の親友であるラブーデを例に挙げてみると、まず彼は大学教授資格を取るために論
文執筆に励んでいる。また社会主義的な思想の持ち主でもあり、ドイツ各地の大学
を回り急進的なブルジョワ青年たちを率いて、既存の階級社会を破壊し、新しく
「階級が横並びになる」社会を作り上げようという理想を掲げている。ファービア
ンはしかし、ラブーデの理想に対しては否定的である。
10 )

ケ ス ト ナ ー の 作 品 か ら の 引 用 は Kästner, Erich: Fabian. Die Geschichte eines Moralisten.
München 2009. に拠る。以下、同書からの引用は本文中に F と略記し頁数のみを示す。
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君は権力を手にしたいんだ。小市民を集めて、指導したいんだ。それを君は夢
見てるんだ。君は資本をコントロールして、プロレタリアートに市民権を与え
ようとしてるんだ。それで忌々しいくらい天国に似た文化国家を作り上げよう
としてるんだろう。でも僕は言うよ、君の天国でだって、奴らは横っ面を殴り
合うのさ。絶対に実現できないだろうけど、僕は一つの目的を知っているんだ。
もっとも、それは全然目的ではないけれどね。僕は人間をまじめに、理性的に
する手助けをしたいんだ。当面は人間にその素質があるか、それを観察中なん
だ。（F, 54）
上記の台詞はファービアンがラブーデの理想に対して一切の共感を覚えていな
いことを示す。そしてファービアン自身の立ち位置を明確にしている。それは「観
察する（anschauen）」という立場である。キーゼルは主人公ファービアンについ
て、物語において様々な社会的な領域と環境を体験する「観察者（Beobachter）」
として機能している主人公であると述べている。 11) そのことは上の引用の中でラ
ブーデに対しはっきりと反対を示している点や、第 6 章でファービアンとラブーデ
がメルキッシェス・ムゼーウムの前でナチ党員と共産党員の銃撃戦に遭遇するエピ
ソードから読み取ることができる。ファービアンは銃撃で怪我を負ったナチ党員に
向かって「君の党はただ何に対して戦うかということを知っているだけだ」（F, 66）
と言い、また共産党員に向かっては「君たちが権力を持ったとしても、人類の理想
は気づかれないままだし、またしても泣く事になるんだ。未だに人間は善良でもな
ければ、賢明でもないんだ。」（F, 66）と諭す。これらの言葉から理解できるのは、
右派にも左派にも積極的に干渉しようとしないファービアンの姿勢であり、そのよ
うに特定の思想を持たず、特定の団体に属することもしないのはファービアンが
「観察者」の役割を与えられているがゆえである。
そしてそのような役割を与えられているために、ファービアンの帰属を嫌う姿
勢は政治のみに関わらず、生活上のさまざまな面において見られる。例えば、ファ
ービアンはラブーデと同様に大学で博士号を取得しているにも関わらず、封筒の表
書きをしたりタバコ会社の広告書きをしたりと、職業不定の身に甘んじている。ま
た、物語の中盤でコルネリアという女性と出会うまでは、ふらふらと様々な女性と
関係を持つことを繰り返している。自分の身を定まった場所に置くことをせず、
様々な階層の社会や人間を「観察」することで日々を過ごしている。そしてその
「観察者」という役割を与えられているということは、ファービアンがこの物語の
副題にある通り、「モラリスト」としての役割を与えられているということと同義
である。「人間をまじめに、理性的にしたい」という理想を抱きながら社会を観察
するモラリストがファービアンである。ではそのファービアンが観察した社会、人

11)

Kiesel, Helmuth: Erich Kästner. München 1981, S. 92.
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間とはどのようなものであったのだろうか。
2.2. いびつな世界に生きる人々
まず念頭に置かなければならないのは、ケストナーが「あるがままを描かない
で、誇張している」と前書きで述べている通り、ファービアンが観察する社会や
人々は現実の 1920 年代後半のベルリンではなく、ケストナーによっていびつな形
に誇張されたベルリンだということである。そしてその誇張されたベルリンを、読
者もファービアンの視線を通して体験することになる。その社会は欺瞞、堕落、性
的倒錯で溢れている。そこで出会う人々も同様である。登場人物たちはその時代に
実際に存在していた階層に属する人々である。しかしその性格や行動はどこか滑稽
で、極端であり、歪んでいる。例えば親友ラブーデは博士号を持つ左派のインテリ
であり、既存の階級社会を破壊するという理想的すぎるような学生運動を牽引しよ
うとするが、その潔癖な性格のために失敗に終わる。また婚約者の不貞によって婚
約も破談となる。最終的には、大学教授の資格を得るための論文が不合格になった
という、助手がついた嘘を真に受けて自殺する。ファービアンがクロイツベルクで
出会う、元は高名な工学者でホームレスのコルレップ老人は、家族の金銭欲から逃
れるために半ば自ら進んで精神病院へと入る。理想主義者である彼らは理想を掲げ
るがゆえに社会からはじき出されてしまう。その対極に位置する、社会に上手く適
応している人物の例として挙げられるのが、新聞記者のミュンツァーやマルミーで
あろう。彼らは新聞に載せるニュースで政府が損をすることがないよう、当たり障
りのない記事を日常的にでっちあげている。マルミーはこのように話している。
私は体制が間違っていることを知ってます。（中略）でも私はその間違った体
制に一心に奉仕してるんです。というのも、私がこのささやかな才能を提供し
ている間違った体制の枠組みの中では、間違った処置が当然正しくて、正しい
処置が明らかに間違っているんですから。（F, 32）
この言葉は、この物語の世界観を端的に表していると言えるだろう。この物語
においては、社会に対処するのに一見好ましくも見えるラブーデのような理想主義
が間違っていて、その逆が正しいのである。まさに「歪められた」世界である。ま
た、物語の中では登場する女性たちの乱れた性規範も、「歪められた」世界を構成
する要素である。例えば物語の中盤でファービアンの恋人となるコルネリアは、法
学の博士号を持つ進歩的な女性であるにも関わらず、映画女優になるために映画配
給会社社長の愛人となる。またカフェでファービアンと出会う弁護士夫人のイレー
ネ・モルは、夜ごと不特定多数の男性と関係を持つことを娯楽としており、しかも
それは夫の承認の下である。更に物語の中盤で夫と離婚した彼女は男娼部屋の女主
人として生計を立て始める。コルネリアは学位も労働意欲も備えている、いわゆる
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「新しい女」であるにも関わらず自ら身を持ち崩していく。そしてイレーネ・モル
は見方によっては伝統的な価値観に縛られない女性と言えるかもしれないが、その
性規範は現実世界の読者には理解し難く、受け入れ難いものがあるだろう。
このように写実的な現実を描くのではなく、極端な形に誇張された社会と人々
をモラリストである主人公の目を通して読者に体験させることがケストナーの風刺
の方法である。では、それによって得られる効果とは何であろうか。現実を誇張し
歪めて描かれた世界を体験することで、読者は「現実ではないが現実と似ている世
界」を体験することになる。ここで意識されるのは、「現実であり得るかもしれな
い世界」である。現実の誇張である世界と対峙することによって、読者は同時に、
実際に存在する現実を意識せざるを得なくなる。 12) そして、より強く読者に現実
と対峙することを求めるのが、物語の中でモラリストである主人公ファービアンに
浴びせられる批判である。
その批判の具体的な例を挙げる。第 14 章においてファービアンは彼がそれまで
出会ってきた人々が大衆とともに乱痴気騒ぎを繰り広げる夢を見るが、その夢の中
でさえ彼は人々の中には混ざらず、傍観し続ける。そしてファービアンはイレー
ネ・モルから次のような言葉を掛けられる。「飛び込みなさいよ。（中略）あんた
はあんたと他人の間にあるガラスが割れるんじゃないかと思って恐いのね。あんた
は世間をショーウィンドーの中の陳列品だと思ってるのよ。」（F, 150）世間と自
分との間に一定の距離を置き、モラリストとして世間を観察するファービアンの根
幹を批判する言葉である。「ショーウィンドーの中の陳列品」という言葉は、ファ
ービアンに自分自身も世間を構成する一部であるという当事者意識が欠けているこ
とを指摘している。これはファービアンがモラリストの立場を取っているのは、結
局社会や人々との直接的な関わりを恐れているだけだという批判を表しているが、
この批判はファービアンだけではなく、それまでこの物語をファービアンの視線を
通して「観察」してきた読者にも向けられている。いびつな形に誇張された現実を
体験することで実際の現実を意識させられてきたところに、このような批判を向け
られることで、読者も現実と対峙することを求められるのである。
2.3. 「泳ぎ方を学びなさい」という言葉の意味
更に物語の終わりにも同様の批判が向けられる。それはファービアンが溺れ死
ぬ場面である。その場面は以下のように描かれている。
ファービアンは幅の広い欄干の上に身をかがめた。彼は子どもの頭と、水を
バシャバシャする両手を見た。彼は上着を脱ぎ捨てると、子どもを助けるため
に後を追って飛び込んだ。（中略）
12)

筑和正格: 没落の後にやって来るのは？――『ファビアン』と 1930 年のベルリン――［北海
道大学『言語文化部紀要』第 26 号、1994、91～107 頁］94 頁参照。
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その小さな少年は泣きながら岸へと泳ぎ着いた。
ファービアンは溺れて死んだ。彼はあいにく泳ぐことができなかった。（F,
236）
「泳ぐことができない」とは、言葉そのままの意味ではなく、「現実の社会と
関わる術を知らない」ことの暗喩に他ならない。ファービアンは泳ぎ方を知らない
のに子どもを助けようとして死んでしまった。つまり、現実と関わる術を知らない
のに突然関わろうと試みて身を滅ぼしてしまった。そのようなファービアンの姿を
モラリストの没落と捉えるならば、モラリストを通してこの物語を体験してきた読
者もまたここで没落することとなる。『ファービアン』の最終章の見出し語には
「泳ぎ方を学びなさい（Lernt schwimmen!）」（F, 231）という言葉がある。これは、
ファービアンそして読者に向けてケストナーが放つ一言であり、「現実の社会と関
わる術を学びなさい」という教訓の意味を持っている。第 14 章において、夢の中
のイレーネ・モルによって現実と直接関わろうとしない姿勢を批判され、最終章に
おいては現実と関わる術を学ぶことを諭される。
レーテンは、ファービアンの死について、「全ての実践の可能性を否定するこ
とによって、ファービアンはその純粋性を保っている。彼が（川への）飛び込みに
よって何か役に立つことをしようとした瞬間に、彼は没落する」 13) と述べている。
「行動によってモラリストとしての純粋さが失われる」ということを意味している
のであるが、確かに子どもを助けようとしなければもしかしたらファービアンは死
ぬことはなく、そのまま純粋なモラリストとして生き続けたかもしれない。ケスト
ナーは第 14 章のイレーネ・モルの言葉や最終章の「泳ぎ方を学びなさい」という
見出し語により、現実と直接関わろうとしないモラリストに対し批判を向けている
が、これは単に「観察」を否定し「行動」を促しているのではなく、社会から一歩
距離を置き観察する純粋なモラリストとして生き続けるか、「泳ぎ方を学んで」実
際に社会と関わる生き方を選ぶかという二者択一をファービアン及び読者に突きつ
けているのである。
そして、そのような二者択一を突きつけられているのはファービアンと読者だ
けではない。作者ケストナーと主人公ファービアンはその経歴や人となり、例えば
学歴や母親との関係等多くの面で重なる点が多く、これまで、ケストナーが物語の
主人公に自らを投影していたのではないかという指摘は非常に沢山の先行研究の中
でなされている。そしてケストナーは自らを「モラリスト」と称していた。つまり
『ファービアン』において主人公と読者の前に出される二者択一は、ケストナー自
身にも突きつけられていたものと考えられるだろう。ファービアンはケストナー自
身が抱えていたその問題意識を読者に問うために、モラリストとして現実社会の戯
13 )

Lethen, Hermut: Neue Sachlichkeit 1924–1932. Studien zur Literatur des Weissen Sozialismus.
Stuttgart 1975, S. 145.
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画を私たちに見せるのである。
終わりに
ここまでケステン『幸福な人々』の主人公マックス、そしてケストナー『ファ
ービアン』の主人公ファービアンについて考察してきた。『幸福な人々』は、愛し
合う恋人たちとそれを引き離そうとする家族と恋敵というありきたりなメロドラマ
を基盤にしていながら、主題になるのは愛憎のもつれではない。主人公は第一次大
戦後の 1920 年代のベルリンにおいて、それまでの時代では支配的であった教養市
民社会に代わり、新たに台頭し始めたサラリーマン社会の価値観を象徴する役割を
担っている。その主人公が恋人や恋敵と関わる中で、自らの幸福を愛情ではなく金
銭を得ることの中に見つけることで、当時の社会においては即物的で合理的な幸福
の価値観が優位であったことを示し、それに対する作者ケステンの批判的な目線を
提示する。
『ファービアン』では、読者がモラリストとして生きる主人公ファービアンを
通して、歪んだ形で誇張されたワイマール時代のベルリンを体験する。その物語に
登場するベルリン全てが現実のベルリンのカリカチュアであり、ケストナーにより
戯画化された姿である。読者はそのベルリンをモラリストの視点で体験し、またそ
の中でモラリスト自身に向けられる批判的な言葉により、現実社会で身を処す方法
について二者択一を迫られる。
この 2 人の主人公の決定的な違いは、彼らが物語の中で担う役割にある。ケステ
ンの主人公マックスは、その当時の社会において優位であった価値観を象徴すると
いう役割を負い、物語における他の人間との関係と彼自身が積み重ねるエピソード
によってその時代の社会が孕んでいた問題を明らかにしていくが、ケストナーの主
人公ファービアンは、あくまでモラリストとしてその当時の状況を読者に伝えるこ
とに徹する。そして、そのモラリストたる主人公に作者自身の姿が投影されている
ことによって、社会風刺は作者の自己批判へ、更には読者への批判へとつながる。
「お互いに似通っている」とされている作家 2 人であり、その作品群の中でも 1920
年代のベルリンを風刺的に描いているという点で特に似ている 2 つの「大都市小説」
であるが、その主人公に担わせる役割に着目し分析すれば、『幸福な人々』と『フ
ァービアン』には決定的な違いが存在するといえる。ケステンはその当時の社会が
持つ価値観を主人公に体現させることで、積極的にその問題点を指摘する。一方で
ケストナーは自分を投影した主人公をあくまで「行動せず観察する者」とし、社会
に対する自分自身と当時の読者の態度を改めて問い直す。ケステンはより能動的に
社会を批判し、ケストナーは社会に対しどこか受動的な態度を取り続けている。そ
れぞれの主人公像の違いにより、そのような 2 人の作家の当時の社会に対する姿勢
の違いが作品の中に表されていると言えるだろう。
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Kestens „Glückliche Menschen“ und Kästners „Fabian“
Eine Untersuchung des Unterschieds zweier Dichter
durch den Vergleichen ihrer Hauptfiguren
YOSHIDA Chihiro
Zusammenfassung: Hermann Kesten und Erich Kästner haben beide im Jahr
1927 als Schriftsteller debütiert und waren seitdem lange Jahre in tiefer
Freundschaft miteinander verbunden. Man nennt sie beide Dichter der Neuen
Sachlichkeit, weshalb in bisherigen Untersuchungen die Ähnlichkeit ihres
Romanstils häufig erwähnt wird. Man kann sagen, dass die beiden Schriftsteller
im einfachen Stil schreiben und in ihren Werken häufig viele sexuelle
Beschreibungen und der widersinnige Tod der Figuren auftreten. Aber, wenn
man einen Vergleich zwischen zwei Großstadtromanen, Kestens „Glückliche
Menschen“ und Kästners „Fabian“ zieht, taucht ein deutlicher Unterschied
zwischen den Funktionen ihrer zwei Hauptfiguren auf: Einerseits wird Max
Blattner, der Held in Kestens „Glückliche Menschen“, als das Symbol der
rationalen Wertvorstellungen im 1920er dargestellt und spielt dadurch die Rolle,
den Lesern die Probleme der Gesellschaft in den 1920er Jahren zu zeigen.
Anderseits wird Jakob Fabian, der Held in Kästners „Fabian“, als der die
Gesellschaft beobachtende Moralist, der über das Ideal der Menschen denkt,
dargestellt und beschäftigt sich mit der Rolle, den Lesern über die von ihm
erfahrene Gesellschaft zu berichten. Das Ziel dieser Abhandlung ist es, durch
den Vergleich zweier Hauptfiguren den Unterschied der Erzähltechnik und der
Romanstruktur bei Kesten und Kästner festzustellen und aufzuzeigen.
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