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はしがき
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での2年間の研究成果をまとめたもので、あるO

2004年度においては、アメリカの亡命知識人に関する諸々の資料を収集し、基礎資料の作成を行い、

2005年度に如、ては、それらを総合化、かっ深化させる作業を行った。我々は、両大戦間の時期を中

心に、ロシア、ドイツ、東欧を逃れてアメリカに移住し、「異郷jを永住の地とした多彩な知識人に焦

点をあてた。地理的移動、文化的な異種混交、祖国からの心理的な断絶や「家郷なきものjの疎外感

などに注目しながら、個々の人物持集団の思想的変容キコ新たな表現形態の獲得などを探っていった。

我々 は、 3人の研究者の専門分野を踏まえて、亡命知識人というテーマに新しい光をあてることを

心がけた。ナボコフを中心とした亡命文学者、映画の観客としてまた製作者としてアメリカ映画史に

一日新えを築し、た移民たち、そしてナチズムと対世命ずるなかで学問的、政治的な自己アイデンティティ

を形成してしりた社斜学者たちの実像に迫ることで、知識人の「亡命j とし、う現象がもたらしたア

メリカの文化的、社会的変容の複雑な諸棺を示そうとしたのである。
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アメリカ亡命知識人の文化・社会史的研究

「亡命知識人j をめぐって一序にかえて

研究代表者前川玲子

「亡命知識人Jという言葉が、はたしてし、かなる人々を指す用語なのかにつ

いては、明確な定義があるわけで、はない。個人の地理的な移動という現象とし

ては間ーでありながら、あるものは「亡命者J(exile， emigre )や「故国離脱者j

(expatriate)と呼ばれ、あるものは「難民J(refugee)や「移民J(immigrant)と

して形容される。 r難民jや「移民jは法律的なステータスや人口調査上の数値に

関係する没個人的な概念であるのにたいして、「亡命者jや f故国離脱者j は移

動する主体の自由意志や感情に力点を置いた概念だといえるかもしれない。だ

が「亡命者Jと「故国離脱者jいう概念もまた、明確に区別されるべきだという

考え方もある九国家権力の強制によって出生国からの出国を余儀なくされた

f亡命者j と自発的な亡命者としての f故国離脱者j との間には、その倫理的

重みと恐怖や不安の度合いにおいて比較にならない差があるというのだ。しか

しカレン・カプラン(KarenKaplan)によれば、こうした亡命と故国離脱との差

異を強調することは逆に、亡命者と移民の簡に横たわる、より支配的な二項対

立構図を見落とすことになるという。彼女は、 20世紀の欧米言説のなかで「精

神的、政治的、美的に生き延びるためにj 故郷から引き剥がされた悲劇的で、英

雄的な「亡命者j が美化された一方で、「ためらいも見せずに故国を離れ、新し

い状況に直面して、この国や社会にできるだけ加わろうと熱望するj 物質主義

的な「移民j は否定的な形で表象されてきたと示唆する O カプランはこうした

二項図式に階級的な意味合いもみている。すなわち、「政治亡命者でもなく、亡

命芸術家でもない移民Jは、「精神的ないし創造的なアイデンティティや知的職

業ではなく、あまりロマンティックでない労働にかかわっているとされj てき

たというのだ。カプランはさらに、「孤独と精神性の気味がつきまとっているj

亡命者にたいして、難民としづ言葉は f国際社会からの緊急支援を必要として

いる、罪のない、途方にくれた大衆の大群を思わせるj というサイードの一節
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計?

ゥ令

4 温圃・・

を引用して、孤高や望郷といったメタファにより審美化された知的な亡命者を

特権化させる言説がいまだ根強いことを指摘している 20

亡命知識人という言葉の定義をめぐる暖昧さは、亡命知識人に関する優れた

著書を表したローラ・フェルミ (LauraFermi)、スチュアート・ヒューズ(Stuart

Hughes)、ルイス・コーザー(LewisCoser) 3が、ほぼ同じグループ。の人々を指

して、それぞれ「知識人移民J(intellectual immigrant)、亡命者(emigre)、f難

民学者J(refugee scholar)などという異なった表現を用いていることにも表れ

ている。ブエノレミは、「自由意志で、故郷を去ったJ人々は f無理やり国境から突

き出されたJ難民 (refugee) と同一視されることを好まず、 f亡命者 (exile)

や故国離脱者 (expatriate)はアメリカ国民になる意思をもっていた人々にはふ

さわしくなし¥J 4と述べ、結局、「知識人移民j というその後の研究者にはあま

りなじみのない用語を用いることになった。フェノレミは移民を亡命者との関係

で下位にみなす言説からは影響を受けておらず、「精神的ないし創造的なアイデ

ンティティや知的職業j を有し、 fこの国や社会にできるだけ加わろうと熱望す

るj新しい移民の波として、 1930年代から 40年代初めにかけての知識人の移

住を積極的に評価したとも考えられる。

亡命知識人に関する研究史は、大まかにいって、三期に分けられる。 1940年

代から 50年代にかけての初期の研究では、政治的および宗教的な迫害によって

ヨーロッパを去りアメリカに流入した人々の規模と構成を明らかにしようとす

ることが一義的な課題であり、亡命知識人もこうした難民の群れの一角を占め

るに過ぎなかった。モーリス・デヴィ (MauriceR. Davie)は『アメリカの難民

ーヨーロツノミからの最近の移民に関する調査委員会リーポーは (Rφ1geesin 

Amencα: Report of the Committee for the Study of Recent Immigration from 

Europe， 1947)のなかで、国会議事堂事件の起こった 1933年からドイツ降伏の

44年までの聞にナチやその他のファシズム体制を逃れてアメリカに入国したヨ

ーロッパからの難民は 24万から 32万程度と算定している。このうち、教師を

含めてなんらかの知的職業についていたのは約 2万 5000人だとされるヘドナ

ルド・ケント(DonaldPeterson Kent)は、 1933年から 41年にかけてアメリカ

に到着したドイツとオーストリアからの亡命者約 10万4000人のうち学者は約

7600人だったという 6。これらの数値から、多く見積もっても、いわゆる f亡命

知識人jは難民全体の一割弱の数字であり、残り 9割の無名の難民はそれまでに

アメリカに到着した多くの移民と同じように「大衆の大群Jのなかに飲み込まれ
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ていったと考えていい。 デヴィらの初期の研究では、亡命知識人は、 24万と

も32万ともされる難民の中の統計上の「点Jでしかなく、調査委員会の主要な

関心は彼らすべてをどのようにアメリカに同化させるかということで、あった。

1968年に出版されたフェルミの先駆的な大作『偉大な移民たちーヨーロッパ

からの知識人の移動:1930 年から 41 年まで~ (nlustバous1mmigrants: The 

1ntellectual Migration from Europe: 1930-41)は、その後の多くの研究と同様

に、この託洋とした大海から主要な知識人を掬いだす作業の一つだった。ブエ

ルミの研究はデヴィらの初期の統計資料に依拠している面もあるが、同時に、

著名な物理学者の夫エンリコ・ブエノレミ (EnricoFermi， 1901-54)と共に培った

幅ひろい交友関係、と丹念な伝記的資料の発掘を通じて、独自に 1900名の亡命

知識人リストを作り、彼らの移動の歴史や個人的成功ないしは挫折の軌跡、を辿

ったのである。恐らく、ブエルミの著書は亡命知識人研究が第一期から第二期

に移る分水嶺のような位置にあると思われる。アメリカの岸に推しょせた難民

の大群といった集団から、知識人という特化された集団、さらにはその中の卓

越した個人へと焦点が絞られていくという点で、それは初期の亡命者研究とは

異なっている。一方で、、ブエノレミが、「知識人移民j のアメリカへの移動の物語

を、異質な要素に寛容なアメリカの文化風土と長い学問的伝統のなかで、育った

ヨーロッパ知識人との幸運な出会いの物語として諮っている点では、アメリカ

のリベラリズムと「良識j を評価する戦後の「コンセンサス・ヒストリーj の

流れに沿うものだといえるかもしれない。

亡命知識人研究の第一人者ともいえるマーティン・ジェイ (MartinJay) に

よれば、第二期にあたる 1960年代から 70年代にかけての亡命者研究では、若

者の反抗とベトナム反戦の時代を反映するように、文化的なヒーローとして亡

命者を見る傾向が強まったというにジェイの 1973年の著書『弁証法的な想像

力:フランクフノレト学派と社会研究所の歴史:1923四 1950~ (The Diαlectical 

1mαg仇αtion:A History of The FranゆlrtSchool αnd The 1nstitute of Social 

Reseαrch， 1923-1950， 1973)も、こうした新しい傾向を反映している。第一期

にみられたようなアメリカへの同化をよしとするような言説は主流の座をおり、

何者にも侵食されない批判精神の持ち主、故郷と異郷の双方から距離を保ちな

がら永遠の中間地点で浮遊するがごとき「亡命者的実存Jがひとつの理想と考

えられたのである。アーレント、アドノレノ、マルクーゼなどが広く読まれ、後

期資本主義社会の縮図としてのアメリカ社会や文化から疎外され、かつ意図的
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ー

に同化を拒否する反抗する主体としての亡命知識人像が描かれたといえる O

1975年に出版されたスチュアート・ヒューズの『大変貌:社会思想の大移動:

1930-1965~(The SeαChαnge: The Migr，αtion of Social Thought 1930四 1965，

1975)は、ブエノレミの著書に見られる各々の亡命知識人の個人的歴史の集積とい

う方法ではなく、思想そのものの移動と変容に焦点を置いている点で思想史と

しての重要性をもっている。彼はトーマス・マンに触れて「祖国の文化とその

国民的運命に関する自らの深いアンヴィヴァレンスを表現する弁証法的方法を

見つけたJ8と述べているが、ジェイとヒューズがともに「弁証法的なj という

形容詞を使い、亡命者の心理的なアンヴィヴァレンスとマルクス主義的なラデ

イカリズムが独特な融合を遂げる思想的変容過程に注目していることは興味深

し、

1980年代から 90年代にかけての第三期では、亡命者自身による回顧録や亡

命者に関する詳細な伝記が現れると同時に、亡命者救済委員会や財団などのア

ーカイヴの検索が可能になり、 20世紀中葉の亡命者に関する組織的な支援の実

態や政府機関と亡命者との関係などにも光が当てられるようになった 90 ノレイ

ス・コーザーは 1984年の著書『亡命知識人とアメリカーその影響とその経験』

(Rφ1gee Scholars 仇 Americα:Their Impαctαnd Their Experiences)の前書

きで「本書は、亡命知識人たちが提供したものだけでなく、彼らの教えの受容

を促進したり妨げたりした受け入れ国側の社会的、文化的諸条件をも研究の中

心課題としたj と書いている。メディア論でよくいわれるような「潜在的送り

手と潜在的受け手との間の相互流通J10に注百する視点が亡命者研究でも強調

されるようになったことは、多文化聞の異種混交(cross同 ferti1ization)の可能性

にたいする模索が 80年代以降進んだこととも関係するかもしれない。

21世紀になった今日、亡命知識人研究がどのような方向に進むのであろうか。

個々の亡命知識人に関する伝記的研究や彼らの思想史や文学史のなかで、の意義

を模索する研究は、知識人の亡命としづ社会史的現象の分析とは別の次元でさ

らに精綾なものになるであろう。また、「新しい声j に耳を傾け異質な才能を受

容することのできる文化的・社会的条件に関する研究も進むであろう。その一

方で、最後の生き残りだ、った亡命者たちも次々に世を去り、また彼らから直接

指導を受けた学生や親交のあった知識人たちの数も少なくなっている。これが

亡命者伝説 (exilesaga)の終駕を意味するのか、新たな再評価の引き金になる

のかは定かではない。カプランのように「亡命j にまつわるモダニズムの言説

4 



そのものを再検討しようとする試みは今後も続けられるであろうし、ヨーロツ

パを中心に考えられていた「亡命者Jの概念がキューパ、ベトナム、カンボジ

ア、中国、パレスチナなどからの亡命知識人の流入によってどのように変容し

ていくかも興味深いテーマである。日本の学界におけるアメリカ亡命者に関す

る研究は、著名な亡命知識人に関する個別的な研究が文学、映画学、社会学、

政治哲学などの分野で行われているが、多分野を横断するような研究は乏しい

ように思われる。本書に収録された三人の研究者の論考が、日本における学際

的な亡命者研究の小さな一歩となることを願っている。

注

1. Mary McCarthy，“Exiles， Expatriates and Internal Emigres，" The 

Listener(November 25，1971): 705四 708.テリー・イーグノレトンは、

exi1e， emigresという用語をジョセフ・コンラッド、へンリー・ジエ

イムス、 T. S.エリオット、エズラ・バウンド、ジェイムス・ジョ

イスなどの作家に用いており、マッカーシーのいうような政治的・宗

教的迫害を逃れた人々というような意味合いは含まれていない。

Terry Eagleton， Exiles αnd Emigres: S的 diesin Modem Literlαture 

(London: Chatto & Windus， 1970)を参照されたい。マッカーシー

にとっては、「真の亡命者j とは、友人のハンナ・アーレントのよう

な人物だ、ったようである。 CarolBrightman， ed.， Between Friends: 

The Correspondence of HIαnnαh ArendtαηdMα旬 McCαrthy

1949-1975 (London: Secker & Warburg， 1995)が参考になる。

2. カレン・カプラン著/村山淳彦訳 『移動の時代一旅からディアスポ

ラへj](未来社、 2003年)200、218。なお原語と対照する際には、

Caren Kaplan: Questions of Trlαvel: Postmodem Discourse of 

Displαcement(Durham: Duke Universi匂TPress， 2000)を参照され

たい。

3. Laura Fermi， nlustrious Immigrants: The Intellectual Migration 

from Europe 1930-1941 (Chicago: Universi匂Tof Chicago Press， 

1968); H. Stuart Hughes， The Seα Change: The Migration of 

Sociαl Thought， 1930-1965 (New York: Harper & Row， 1975); 

Lewis A. Coser， Rφgee Scholars 仇 Americα:Their Impαctαd 
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Their Expenences (New Haven: Yale Universi匂rPress， 1984)を参

照されたい。なお、自然科学、社会科学、人文科学などの広範な分野

にわたる亡命知識人の経験を回想、ないし分析した論文集 Donald

Fleming and Bernard Bailyn， eds・，The Intellectual Migration: 

Europe αnd Amenca， 1930-1960 (Cambridge: Belknap Press of 

Harvard Universi匂rPress， 1969)も貴重な文献である。邦訳では、

みすず書房から『亡命の現代史~ 3.4.5巻として各分野が別々に出版

されており、また、全体に統一的なテーマを与えるうえで欠かせない

ピーター・ゲイの序文が省かれているのはいささか残念で、ある。分野

はちがっても亡命知識人の研究が脱領域的なものであることこそが

重要な点だからである O ただし序文と同名の単行本 PeterGay， 

Weimer Culture: The Outsider αs Insider(New York : Harper and 

Row， 1968 はピーター・ゲイ/亀嶋庸一訳『ワイマーノレ文化~ (みす

ず書房、 1999) として邦訳があるので『亡命の現代史~ 3.4.5巻とあ

わせて読めば、編者の意図は伝わるであろう。なお、本報告書では扱

うことができなかったが、亡命した自然科学者に関する最近の本とし

てJeanMedawar and David町rke，Hitler's G伊:Scientists Who 

FledNαzi Germαny (London: Piatkus， 2000)などがある。

4. Fermi， Rlustnous Immigrants， 15.なおフエノレミの著書の日本語訳

では refugeeが「亡命者j、exi1eが「流浪j、expatriateが f追放J

と訳されているが、拙訳では、カプランの村山訳に準じて「難民j と

訳した。ローラ・フエノレミ/掛)11トミ子・野水瑞穂、共訳『亡命の現代

史 1 二十世紀の民族移動~ 1 (みすず書房、 1972)、18を参照された

し、。

5. Maurice R. Davie貴 Rφ1geesin Amencα: Report ofthe Committee 

for the Study of Recent Immigration from Europe (New York: 

Harper & Brothers， 1947)， 23-24， 41.さらにアメリカにおける亡

命知識人の援助団体の活動や、アメリカでの生活に関するアンケート

にたいする亡命者の回答を収めた著書で、ある StephenDuggan and 

Bet守 Drury，The Resαle of Scienceα口dLeαming : The Story of 

the Emergency committee In Aid of Displαced foreign 

Scholars(New York: Macmillan Company， 1948)も参照されたい。
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なお、イギリスにおける亡命知識人に対する援助活動と著名な知識人

の業績を記した初期の著作としては、 NormanBentwich， The 

Rescue αnd Achievement of Rφ.lgee Scholαrs: The Story of 

Displαced Scholars -and Scientists 1933四 1952(Hague: Martinus 

N詰ho百， 1953); Lord Beveridge， A Dξfense of Free Leαmlng 

(London: Oxford Universi匂TPress， 1959)などがある。

6. Donald Peterson Kent: The Americαnizαtion ofthe 1mmigrants of 

1933-1941(NewYork: Columbia Universi匂TPress， 1953)， 15. 

ア MartinJay，“The German Migration: Is There a Figure in the 

Carpet?" in Cultural Migr，αtion in Americαη Society: The 

針。ceedingsof the 14th Sα'Pporo Seminar iη Americαn Studies， 

July 27-・・.30，1993 (Sapporo: Hokkaido Association for American 

Studies)， 7. この時期の傾向を示すものとしては次のような著作が

ある。 MartinJay， The Diαlectical1mαg仇αtioη:A History of the 

Frankfurt School αnd the 1nstitute of Social Reseαrch 1923申 1950

(Boson: Little， Brown and Company， 1973); Martin Jay， 

Permanent Exiles: Essα.ys 0口 1ntellectual Migration from 

Genπαny to Americα(New York: Columbia Universi匂T Press， 

1986); Anthony Hei1but， Exiled in P，αrαdおe:Germαn R々戸.lgee

Artists αnd 1ntellectuαls inAmericαfrom the 1930s to the Present 

(Berkeley: U niversi匂Tof California Press， 1983); Henry Pachter， 

Weimαr Etudes (New York: Columbia Universi匂TPress， 1982). 

8. スチュアート・ヒューズ著/荒川幾雄・生松敬三訳『大変貌:社会思

想、の大移動 1930申 1965~ (みすず書房、 1978)、1890

9. 例えば GiulianaGemelli ed.， The "Unαcceptαbles: Americαη 

Foundαtionsαnd Refugee Scholars between the Two Wαrsαηd 

Aβ叫Bruxelles:P. 1. E. -Peter Lang， 2000)などが参考になる。

10.ルイス A. コーザー/荒川幾男訳 『亡命知識人とアメリカーその影

響とその経験~ (岩波書庖、 1988年)、 viii。
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ー

二重露出一一『ロリータ』の世界*

若島正

ロシア人亡命作家であり、また 20世紀文学に蛇立する多言語作家としても名

高いウラジーミル・ナボコフ (VladimirNabokov) の代表作『ロリータ~ (Lolita) 

は、今からちょうど 50年前の 1955年に、パリのオリンピア・プレス (the

01ympia Press)から出版された。発表 50周年記念に新潮社から出版される『ロ

リータ』の新訳を夏休みに手がけていて、校正脳りの点検作業に没頭していた

とき、たまたま次のような文章がわたしの自にとまった。語り手のハンパート・

ハンパート (HumbertHumbert)がロリータに対してソファでけしからぬ行為

に及ぶという、有名な場面に出てくる一文である。なお、以下で原文からの引

用はすべて、アノレフレッド・アペル・ジュニア(AlfredAppel J r.)が編集し注釈

をつけた『注解ロリータ~ (TheAnnotαted Loiltα)からのものであり、カッコ内

にそのページ数を示す。

My heart beat like a drum as she sat down， cool skirt ballooning， 

subsiding， on the sofa next to me， and played with her glossy fruit. (58) 

『ロリータ』を翻訳していて、しばしば経験したのは、今までまったく自に

した記憶がないような文章に遭遇するときの驚きだった。これまでに何度も何

度も読んでいるはずなのに、その文章を読んだ記憶がないというのは、つまり

それが頭の中を素通りしていたということなのだろう O そしてあるとき、その

文章があたかも大きな活字で書かれているかのように、いきなり自に飛び込ん

でくる。そして、そういう瞬間には、きっと何かがそこにある。読者の眠って

いたセンサーを揺り起こすような秘められた力が、ナボコフの文章には潜んで、

いる O

先ほどの文章でいうと、わたしがはっとしたのは、ピリー・ワイノレダー (Bil1y

Wi1der) が撮った映画『七年目の浮気~ (The Seven Yeαr Itch)に出てくる、マリ

リン・モンロー (MarilynMonroe)が地下鉄の換気口の上に立ち、白いスカー

トがまさしく気球のようにふわりとふくらむ、あの有名な場面をつい想起した
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からだ。突拍子もない連想のように思われるかもしれないが、実は必ずしもそ

うではない。ナボコフが書いた傑作長篇小説の一つ『青白い炎~ (P，αle Fire)で

は、 TVの画面に顔が大写しになった、「なかば開いた唇、うるんだ眼、頬の上

のひときわ美しし、小さなほくろ、奇妙なフランス語風表現j の、明らかにモン

ローを指す女優が出てきたのをご記憶の方もいるだろう。だからここでも、ナ

ボコフが『七年目の浮気』のモンローを下敷きに使ったとしてもおかしくはな

いのである。なるほどたしかに、両者の状況はまったく異なっているが、それ

でも「涼しげにJ(cool)という言葉を見ると、どうしでもあのときのモンローを

思い出したくなる。(実際に、両者の設定はどちらも夏であり、モンローの姿を

見てトム・イーウエノレ (TomEwell)は f涼しそうだねJという言葉を口にする。)

いったん『ロリータ』と『七年目の浮気』に架空の補助線を結んで、みると、

さらに両者の不思議なつながりが見えてくる O 問題のスカートがふくらむ場面

は、 トム・イーウエノレが二階に引っ越してきたモンローを誘って一緒に映画を

観に行った帰りの出来事だった。その映画は、 SF恐怖映画の怪作『大アマゾ

ンの半魚人~ (Creαturejヤomthe BZack Lα.goon) 0 ところがモンローは意外な

感想を口にする。あの怪物はかわいそう、愛に飢えていたのに、というのだ。

これがよからぬ下心を持ったトム・イーウエノレを半魚人に見立てる効果を生ん

で、われわれ観客は思わず笑ってしまうのだが、これはちょうど『ロリータ』

のハンパートにも当てはまる。彼は!日世界からやってきた紳士のような仮面を

つけているが、実はニンフェット愛という病を抱えたわ怪物J(monster)なの

である。

もちろん、これはナボコフを読み過ぎたわたしの妄想にすぎないのかもしれ

ない。そこで、データを調べてみた。すると、『七年目の浮気』が封切られたの

は、 1955年の 6月であることがわかった。なんたる偶然。『ロリータ』がパリ

のオリンピア・プレスから出版されたのは、 1955年の 9月なのだ。もっと正確

に言えば、ブライアン・ボイド (BrianBoyd)による伝記 vlαdimirNαbokov: 

TheAmericαnYeαrsの記述によると、ナボコフがオリンピア・プレスから『ロ

リータ』の校正刷りを受け取って、それに手直しを加えていたのはその年の 7

月のことであり、事実確認はできないが、たまたま『七年目の浮気Jを観た(あ

るいはその噂を知った)ナボコフが、最終段階でこの描写をすべり込ませたと

いう推測もまったくの不可能ではない。もちろん、冷静に考えれば、おそらく

ただの偶然にすぎないのだろうが、しかしそれで、も、この奇妙な符合には、ナ
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ボコフの小説を読むときの体験を伝えてくれる何かがある O あるいは、ナボコ

フの小説には奇妙な予言的性格があると言ってもいい。

ナボコフが最終稿で加筆したかもしれない箇所に、わたしが翻訳の最終稿を

点検していたときに気づくという、目玄量がするような錯覚体験。ナボコフに触

れると、世界がナボコフ色に染まっていく o 50年を隔てた二つの時点が一挙に

ひとまたぎされて、『ロリータ』が突然生々しいものになる。

映画の話から始めたので、もう少し『ロリータ』と映画というテーマを続け

てみよう。

ハンパートは、<魅惑の狩人>(The Enchanted Hunters)というホテルでロ

リータと一夜を過ごした時をふたたび取り戻そうと、ある町の図書館で 1947

年 8月中旬の新聞を探す。そこで彼が読んだ雑多な記事の中に、 rw真昼の暴動』

と『失われた心』が 24日の日曜に両劇場で封切予定j という一文が出てくる O

アメリカにおけるナボコフ研究の草分けとなったアノレフレッド・アペノレ・ジ

ュニアに、ナボコフと映画やコミックスといった大衆文化とのつながりを論じ

た『ナボコフの暗黒映画~ (Nαbokov's Dαrk Ciηemα)という書物がある。そこ

でアベル・ジュニアは、この『真昼の暴動~ (Brnte Force) と『失われた心』

(Possessed) について詳しく論じていて、ナボコフ本人から直接聞き出した

話として、ナボコブがこの二本を実際に観たことがあること、「いろんな理由か

ら使うのにちょうどいいと思ったj が、「なにしろずいぶん前のことだから、憶

えていなしリという談話を伝えている。その「いろんな理由Jが何で、あったか、

アッベノレ・ジュニアの分析はおおむね正しい。パート・ランカスター(Burt

Lancaster)が主演したジュールズ・ダッシン (JulesDassin)監督の『真昼の暴

動』は脱獄物で、これは現在囚人となっているハンパートにはぴったりだし、

原題の BrnteForceを「獣のような力jと読めば、それはしばしば「獣J(brute) 

と呼ばれるハンパートを指していることになる。カーテイス・パーンハート

(Curtis Bernhardt)監督のフィノレム・ノワール『失われた心』は、看護婦役の

ジョーン・クロフォード (JoanCrawford)が建築技師のヴアン・へプリン (Van

Heflin)にすっかり心奪われ、最後は精神錯乱症に陥る物語だが、それはもちろ

んハンパートにも当てはめることができる。(し、ささか斜め読みをすれば、ドス

トエフスキイの『悪霊』の英訳版は ThePossessedというタイトノレなので、ナ

ボコフがつねにこきおろしていたドストエフスキイへのあてこすりをここに読
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み取ることができるかもしれない。)

ただ、おそらくナボコフがこの二本に言及しているのは、それよりももっと

直接的な理由があったからではないか。すなわち、当時の新聞を実地に調べて

みれば明らかになるような理由が。そこでデータを調べてみると、この二本が

封切られた時期は、『真昼の暴動』が 1947年 6月、そして『失われた心Jが

1947年ア月であることがわかる。つまり、現実の時間が小説内の時間と整合し

ているわけだ。綿密なリサーチ癖のあるナボコフが、実際に 1947年 8月中旬

の新聞を図書館で調べていたのはほぼ間違いない。

この二つの映画のことはしばらく脇に置いて、もう一つ、こんな映画が言及

されていたことをご記憶だろうか。ハンパートがロリータの住む家に寄宿する

ようになってすぐのこと、母娘と一緒に夕暮れに庭で語り合って時間を過ごし

ていたときに、女主人のシャーロット (Charlotte)が次のような映画の話をする。

The old girl had finished relating in great detai1 the plot of a movie she 

and L. had seen sometime in the winter. The boxer had fallen extremely 

low when he met the good old priest (who had been a boxer himself in 

his robust youth and couldstill slog a sinner). (45) 

実は、これも今回翻訳をしている最中に、新たに気づいた箇所だ、った。この

映画は、先の二つの映画とは違って、題名が明かされてはいなし、。だから、学こ

の映画が架空の映画だ、ったとしても不思議で、はなく、アベル・ジュニアも『ナ

ボコフの暗黒映画』でまったくこのことに触れていないし、『ロリータ』に詳し

い注釈をほどこした『注解ロリータ』の中でもこの箇所にはなんの注釈も付け

なかった。しかし、これはおそらく架空の映画だろうという思い込みをあっさ

り捨ててみれば、ジョン・ウェイン (JohnWayne)が主演したジョン・フォー

ド (JohnFord) 監督の『静かなる男~ (The Quiet Mαη)を指しているのは、誰

の目にも明らかではないだろうか。

とは言っても、「ボクサーがひどく落ち込んで、牧師に相談するj というのは、

『静かなる男』への言及にしてはかなり奇妙で、あり、物語の筋書きの中でなぜ

わざわざそこが言及されたのか、考えてみる必要がある。問題の箇所は、リン

グ上で相手を殴り殺してしまい、そのためにボクサーをやめて故郷のアイルラ

ンドへ帰ってきたジョン・ウェイン演じる主人公ショーン・ソーントン (Sean
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Thornton)が、ある男との決闘に応じるかどうかで悩み、プレイフェア牧師

(Reverend Playfair)のもとに相談に訪れる場面である。そこでプレイフェア牧

師は、コインをカップに入れる一人遊びに興じている(図版参照)。

このテーブルゲームこそは、ハンパートが歴史上の文献に現れるさまざまな

ニンフェットたちをたどる第 1部第 5章で、自分の記述に興奮して「私はティ

ドルウインクスのカップに楽しい空想を投げ入れているだけなのであるJ(19) 

とか「私のカップはティドルであふれそうになっているJ(20) と比輸で書いて

いる、そのティドルウインクス (tiddlewinks)なのである。

さらに映画のこの場面で、ナボコフの『ロリータJとつながる細部がもう一

つある。相談を持ちかけられて、プレイフェア牧師は新聞のスポーツ記事を切

り抜いて集めるのが趣味であることを告白し、ソーントンの事件もすで、に知っ

ていることを明らかにする。そのときに彼が口にするのが、「世の中には蝶を集

めたり、切手を集めるのが好きな人間もいるがねJ (“Some men collect 

butterflies， some stamps.")とし、う台詞なのである。言うまでもなく、蝶の採
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集はナボコフの生涯を通じての趣味であり、おそらくナボコフは『静かなる男』

を実際に観たときに、この場面のこの台詞を記憶にとどめたのだろう。~静かな

る男Jへのかなり奇妙な言及には、以上のような含みが隠されているのである。

ただ、シャーロットが娘のロリータと一緒に観た映画が『静かなる男』だと

同定でき、なぜそれが選ばれたかについても『ロリータ』のテクストの範囲内

での理由と作者ナボコフの個人的な理由が推理できたとして、この言及はさら

に別の問題をはらんでいる。もう一度小説の文脈に戻れば、シャーロットがこ

うして話しているのは、小説内では 1947年 6月の時点である。彼女がロリー

タと一緒にこの『静かなる男』を観たのはその前の冬だから、 1946年の終わり

から 1947年の初めにかけてのことに違いない。しかし、現実には、『静かなる

男』の封切りは 1952年の 7月なのだ! この S年ほどのずれは、いったいど

う解釈したらいいのだろうか?

ナボコブの単なる見落とした、ったとして片づけるのは、いささか困難である。

すでに見た二つの映画『真昼の暴動』と『失われた心』では、時計の針を合わ

せたようにきっちりと小説内の時間と現実の時間が整合していたのを考えると、

『静かなる男Jではその細心な配慮をうっかり忘れたのだとは想、像しにくい。

むしろ、『真昼の暴動』と『失われた心』ではわざわざ題名を出しているのに、

『静かなる男』では筋書きだけに言及して題名は伏せたところに、何らかの作

為を感じ取るほうが自然ではないだろうか。それでは、ここに仕掛けられてい

るアナクロニズムの意図は何だったのか?

もちろん、何らかの意図を作者ナボコフの側に求める前に、それをハンパー

トによる語りに求める読み方も可能だろう。ハンパートは、この告白録の編者

であるジョン・レイ・ジュニア ρohnRay Jr.)が書いた序文の記述によれば、

1952年 11月 16日に獄中で死亡した。投獄されたのがその年の 9月だとする

と、ハンパートが r静かなる男』を実際に観る(あるいはその筋書きを知る)

ことは理屈の上では可能で、ある。それを踏まえた上で、シャーロットがロリー

タと一緒に 1946年から 1947年にかけての冬に『静かなる男』を観たという

話は、何らかの理由によるハンパートの担造であると主張することもできるだ

ろう。ハンパートはこの箇所を、当時付けていた日記を記憶によって再現する

という形で書いているが、その記憶による再現が担造も含んで、いることを自認

しているので、そうした主張も充分に可能性の範囲内にある。これは、ハンパ

ートをどの程度まで虚構の創り手としてとらえるかという問題にかかわってい
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る。この告白録にどの程度の信濃性があるのか、われわれ読者がどの程度ハン

ノミートの告白を信じていいのか、という問題と深くかかわっている。

告白録の信濃性という大きな問題がテクスト中に現れる日付の矛盾から発生

し、それがナボコフ研究者の中でも意見を二分することになり、いまだ決着を

見ていないという、いわゆる「修正派j をめぐる議論については、今回の新訳

につけたあとがきですでに素描しておいた。日争かなる男Jのアナクロニズムが

はらむ問題は、実はその議論とある意味で類似している O いったんハンパート

の語りを疑い出せば、その先に待っているのは底なし沼のような解釈の分岐で

あり、これは容易に片がつかない。

そこで、とりあえずノ¥ンパートの語りをこの件に関しては信じることにして、

ナボコフが何らかの理由でこのアナクロニズ、ムを仕掛けたと仮定してみよう。

すると、その仮定から導かれる結論はおそらく一つしかない。すなわち、『ロリ

ータ』の小説世界では、『静かなる男』が現実の時間より S年前に劇場公開され

ているのである。

この映画の扱い方とほぼ同型なのは、音楽の扱い方に見出されることも付け

加えておきたい。ロリータを連れてハンパートが全米を逃避行した、 194ア年の

夏から 1948年の夏までの l年間に、ハンパートはロリータにせがまれでしょ

っちゅうジュークボックスに小銭を投じた。そこから流れてくる甘ったるいセ

レナーデ、を歌っている声には、「サミーとかジョーとかエディとかトニーとかベ

ギーとかガイとかパティとかレックスJ (148)といった名前が付いていたとハ

ンパートは言う。

アベノレ・ジュニアも『注解ロリータ』で指摘したとおり、これはそれぞれサ

ミー・ケイ (SammyKaye)、ジョー・スタッフォード (JoStafford)、エデイ・

ブイツシャー (EddieFisher)、トニー・ベネット (TonyBenett)、ペギー・リ

ー (PeggyLee)、ガイ・ミッチェル (GuyMitchell)、パティ・ページ (PattiPage) 

を指している。「レックスJ(Rex)に相当する歌手は実在しない。ところが、こ

こにも奇妙な事実がある。彼らの大半は、主に 50年代になってデビューしたり

スターになってヒットを飛ばした歌手たちなのだ。さらに付言すれば、トニー・

ベネットがアンソニー・ベネデット (Anthony Benedetto)というイタリア系で

あることが明らかな本名からこの芸名に変えたのは 1949年のことであり、ミ

ッチ・ミラー (MitchMil1er)に才能を見出されたガイ・ミッチエノレがこの芸名

を付けてもらったのは 1950年であった。すなわち、 1947年の夏から 1948年
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の夏までの時点では、まだ「トニーj も「ガイ j も現実には存在すらしていな

かったのである。これはどういうことだろうか?

この謎を解く鍵は、ナボコフが『ロリータ』執筆のために作成した創作メモ

の一枚にある(図版参照。ブライアン・ボイドの vlαdimirNαbokov: The 

Americαn Yeαrsより )0

ナボコフが愛用していたカードの上欄に書かれている「ウオール・オ・マテ

ィックJ(Wall-o-Matic)とは、ナボコフが『ロリータ』を執筆していた当時、

食堂などによく設置されていた遠隔操作式の小型ジュークボックスである(図

版参照)。ナボコブが見たウオール・オ・マティックは、おそらく 100曲から選

べるタイプのもので、図版のようにウインドウには左右の列にそれぞれ 10曲ず

つ計 20曲の曲目を表示できるようになっている。そしてナボコフは、その自に

したウオール・オ・マティックに出ていた 20曲の歌手名と曲名を、カードの表

裏に書き留めた。

カードを見ればわかるように、ここには SammyKayeや EddieFisher 、Jo

Staffordや TonyBennettという名前があって、このメモがすでに引用した箇
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所のソースになっていることは明らかだ(ちなみに、ナボコフはこうした流行

歌にはまったく聞く耳を持たない人間だ、った。彼がわざわざ曲目を書き留めた

のは、純粋に執筆のための資料にする目的である)。

当然ながら、ジュークボックスに出ているのは当時流行していたヒットソン

グばかりであり、この曲名リストから、ナボコフがこのメモを作成したのは

1952年であることが推測できる。そしてナボコフは、知ってか知らずか、その

1952年の時点で活躍していた歌手たちを、 1947年から 1948年にかけてとい

う期間に設定されている、 5年前の小説世界の中にそのまま送り込んだのだ。現

実世界との蹴酷が生じているのは、それが原因である。

ただ、歌手の名前だけではなく、 1952年のヒットソングの名前までメモした

ナボコフには、おそらく他の意図もあったのではないか。そのメモのもう一つ

の使い道として考えられるのは、失綜した後、人妻となり妊娠したスキラー夫

人として手紙をよこしてきたロリータに、ハンパートが再会する山場の場面。
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日付は 1952年の 9月 23日だ。大きなお腹を抱えてクッションにもたれかかっ

ているロリータを眺めているとき、ハンパートは初めてロリータに対する真実

の愛情に目覚め、それを読者に向かつて宣言するが、その決定的な場面の背景

では、ラジオが「恋に狂った女と悲運の歌J(277)を歌っている。この重要な役

割を担った曲は、ナボコフがメモに書き留めたリストから推理すると、おそら

くジョー・スタッフォードの "You Belong To Me"という片思いの歌である O な

ぜなら、ジョー・スタッフォードの "You Belong To Me"というシングノレは、

1952 年の 9 月 13 日から 10 月 11 日まで\《ビルボード~ (Billboαrd)誌のヒ

ットチャートで 5週連続 l位になった。ナボコフがメモに書き留めた "Pret匂r

Boy"という曲は、そのシングノレのB面なのである。(ナボコフが情報を仕入れた

ウオール・オ・マティックは、効率性を重視して一つのレコードの両面を使っ

ていたので、 100曲といっても実際にはレコード盤にすれば 50枚だっ

た。 "PrettyBoy"がナボコブのメモに残ったのはそういう事情からである。)つ

まり、この場面では現実世界のその時点で人々が最もよく耳にした曲がラジオ

から流れているわけで、、小説世界の時間と現実の時間が完全に一致しているこ

とになる。

以上、細かい話ばかり長々と書いてきたが、それを要約してみれば、『ロリー

タ』には映画や音楽といった大衆文化の扱いにおいて、時間的な歪みを含んだ

いわば二重露出というかダブノレ・ヴィジョンが特徴として認められるというこ

とである。わたしはこれをナボコフの意図的な戦略だと考える。なぜかと言え

ば、この特徴は映画や音楽だけにとどまらず、描かれている時代風俗全般につ

いても言えることだからである。そのうち、とりわけ読者の自を惹くのは、タ

ノ〈コとガソリンスタンドだろう O ロリータが熱を上げている劇作家のクレア・

クイノレテイ (ClareQui1守)は、 ドローム (Drome)という銘柄のタバコの宣伝に

出ている。 ドロームとはラクダを意味する言葉なので、読者が必然的に思い浮

かべるのはキャメノレ (Camel)である。事実、この時期はキャメルをはじめとし

て煙草の宣伝が最も華やかなときだった。新聞雑誌の広告のみならず、 1946年

には歌手のヴォーン・モンロ--(Vaughn Monroe)をホストとして、「キャメノレ・

キャラヴァンJ(Camel Caravan)というラジオのショー番組を始め、好評を博

した。すなわち、読者はキャメル→ドロームという言葉の歪みを通して、キャ

メノレとその宣伝活動を自の前に思い浮かべると同時に、それがドロームという

銘柄に変身している虚構世界も自にすることになる。(付言すれば、すでに名前
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を出した人気歌手のジョー・スタフォードも、チェスターフィールド

(Chesterfield)としづ銘柄の煙草の広告に当時起用されていた。これはナボコフ

が常連寄稿者としてつねに目を通していた、高級週刊誌《ニューョーヵー)(The 

New Yorkeけにもよく掲載されたものである。図版参照。)それと同じことが

ロード・ノヴェルとしての『ロリータ』にとって不可欠な風景であるガソリン

スタンドについても言えるので、ここで、はシェル (Shell)が「貝殻J(Conche)に、

モービ、ル (Mobil)がそのトレードマークから「ペガサスJ(Pegasus)に変身して

いる。これも言葉の歪みを通した二重露出の例である。
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おそらくこれは、テクスト中の言葉を借用するなら、「焦点調節の問題j なの

だろう。『ロリータ』を読むとき、いわゆる現実世界と、それを歪んだ鏡に映し

たような幻の虚構世界が同時に目に入る。片方の自を閉じると、その二つの世

界の一つだけが見える。 r~ロリータ』と題する書物についてj という作者あと
がき代わりの文章で、ナボコフはこの小説を書くときに「アメリカを発明するJ

(312) という課題に直面していたこと、そして「少量の平均的『現実性~ (鈎括

弧なしには意味を持たない数少ない言葉の一つ)を個人的な夢想の樽の中に注

入するj ために「風俗的成分を入手j したと述べている (312)0 まさしくその

ような夢想の樽で、醸成されたのが、ナボコブが描いた夢の「アメリカJなのだ。

ここまで論じてきたのは、時間のずれ、言葉の歪みという変形作用だったが、

『ロリータ』で措かれているアメリカの地理的な細部も、たぶんそれと同様の

変形作用を受けていると想像できるだろうし、またすでに指摘されている実例

もある。そのあたりの綿密な検証は、今後の課題として残されている。いずれ

にせよ、『ロリータ』のアメリカは、時間的にも空間的にも、現実のアメリカと

は微妙なずれを持った世界なのだ。しかもそのずれは、うっかりすると見過ご

してしまいそうなほどに微妙な場合が多いのである。このような『ロリータ』

の小説世界のとらえ方は、ナボコフの著作全体から眺めると必ずしも奇異なこ

とではない。実際に、この後に書かれることになる大作『アーダ~ (Adα)では、

ほとんど SF的な設定で、北米大陸にアメリカとロシアとフランスが地理的に

も言語的にも融合してしまい、時間的なずれを伴ったもう一つの歴史がそこで

展開されているのだから。

さらに付言すれば、『ロリータ』におけるこ重露出の原理は、小説世界の構築

を支配する原理にとどまらず、その主題系をも支配している。ハンパートが見

るロリータとしづ少女は、ドロレス・ヘイズという生身の女の子から幻視され

た存在である。わたしたち読者の自には、ロリータとドロレスのふたつの姿が

同時に映る。あるいは、ロリータだけを見ていると、ドロレスは自に映らない。

ハンパートが f我がロリー夕、このロリータJというとき、いったい彼はロリ

ータのことを言っているのか、それともドロレスのことを言っているのか、そ

れがつねに問題になるのだ。『ロリータ』という小説がまるで立体鏡を見るよう

な奥行きを持ち、焦点が定まってはっきりとした像を結ぶということがなく、

どこまで、行っても読み尽くされないのは、おそらくそこに最大の原因がある。

まだ決着を見ていない、修正派をめぐる議論についても、わたしはこ重露出の
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原理をいわば統一場理論として用いることにより、ある程度の解明ができるの

ではなし、かとぼんやり夢想しているが、もちろんそれが解明されたからといっ

て、『ロリータ』が読み尽くされたことになるわけで、はけっしてない。

最後に、ふたたび時間のずれについて。ハンパートは手記の中で、この告白

録はロリータが死亡した後に出版してほしいと記す。その手記を編集する作業

を託されたジョン・レイ・ジュニア博士は、偽の序文の中で、「リチヤード・ F・

スキラー夫人J(実はロリータ)が 1952年のクリスマスの日に出産中死亡した

ことを明らかにする。その序文の日付は 1955年の 8月513だ。

つまり、 1955年の 9月に出版された『ロリータ』は、あたかも小説内の出来

事が現実に起こったために出版の運びとなり、こうして読者の手元に届けられ

たのだというようなイリュージョンが、一瞬需のようにたちこめる。小説の時

間を現実の時間に抵抗感なく接続して、わたしたちが手にしている『ロリータ』

とし、う書物じたいが現実世界と虚構世界の両方に同時に存在しているような魅

惑を発生させる、ナボコブの魔術師ぶりに感嘆せずにはいられない。ここでも

二重露出の原理が働いているのである。

だから、序文の日付を 1955年 8月5日としたナボコブの意図はよくわかる。

しかし、ナボコフはここでうっかりミスを犯したのではないか。実は、この日

付はオリンピア・プレスから出た初版の 1955年版にはなかったものである。

これはアベノレ・ジュニアが編集した『注解ロリータ』の 1970年版で加筆訂正

されたものだ(従って、 1958年にアメリカで初めて出たときの版を底本として

いる新潮文庫版にはこの日付はなし、)0この加筆によって、序文の記述に一箇所、

矛盾が生じたことにナボコフは気づかなかったのだろうか。登場人物たちが事

件後どうなったかを列挙した中に、その情報を提供したウインドミューラー

(Windmul1er)氏の娘ルイーズ (Louise)が現在大学2年生になっているとある。

ところが、第2部の第 33章で、ラムズデーノレ (Ramsdale)を再訪したハンパー

トは、ウインドミューラーの事務所をたずね、そこで彼の娘が大学に入学した

ことを聞かされる。日付はロリータと再会した翌日で、 1952年 9月24日。つ

まり、 1955年 8月 5日の時点では、ルイーズは 2年生ではなく 3年生のはず

なのだ。

この矛盾はどこから生じたのか。わたしの推理を記そう。ナボコフが『ロリ

ータJの原稿を完成したのは 1953年 12月6日のことだった。そして、可ロリ
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ータ』と題する書物についてj で述べられているように、ジョン・レイ・ジュ

ニア博士の序文はいちばん最後に書かれた部分だった。だとすると、ナボコフ

が序文のところを書いていたときには、小説世界の時間で考えると、ノレイーズ

は 2年生なのである。言葉を替えれば、ナボコフはその記述で小説世界の時間

を現実の時間に接続しようとしたのだ。その時点でまだ『ロリータ』出版の見

通しが立っていなかったナボコフにしてみれば、それしか手がなかったのかも

しれない。しかし、そうして空白に刻印された時間は、その空白に f1955年 8

月 5日j という日付が加筆されたときに、忘却された。いやもしかすると、こ

の時間のずれもまた二重露出の一例で、ナボコフの見落としではなく作為的な

ものなのだろうか。

小説世界から現実世界へと戻された時間。わたしたちは『ロリータ』をもう

一度読み直すときに、そのことを意識せずにはいられない。わたしが『ロリー

タ』の翻訳原稿を完成したのは、 2005年 8月 4日のことだ、った。そして原稿

をメーノレで、送信しようとしたときに、どうもこの日付は何かあったはずだとい

う気がした。そして思い出したのだ、ジョン・レイ・ジュニア博士の序文の日

付が 1955年 8月 5日だったことを。そしておそらく、その日付は、ナボコフ

がオリンピア・プレスに最終のゲラを郵送し、ついに『ロリータJが自分の手

元を離れて、あとは書物として出版されるのを待つだけになった目だったはず

だ。

(補記)

*本稿は、「新潮J2006年 2月号に「二重露出一一『ロリータ』新訳の舷量j

として発表したものを、大幅に加筆訂正したヴァージョンである。
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ニッケルオデイオン一一最初の常設映画館

加藤幹郎

常設映画館の誕生

それまでストアフロント劇場で夜間のみ映画興行をおこなっていたピッツパ

ーグのある興行主(ハリー・デイヴィスとジョン・ P・ハリス)は、一九O五年、

自分たちが経営していたヴォードヴイノレ劇場の伝統的興行形態を導入して、映

画を午前から夜中まで間断なく上映することを思いたつた。観客は好きなとき
ひとめぐ

に入場し、当初は一五分から三O分、後年は一時間半ほどで一巡りする旅行記

映画、実景映画、喜劇映画、メロドラマ映画などからなる短篇プログラムを好

きなだけ見ることができた(短篇映画しかないこの時期、このプログラム編成

は良く言えば多様で、あり、悪く言えば雑多で、あったが、いずれにせよ先行する

ヴォードヴイノレ興行のヴァラエティ性を継承するもので、あった)。この新しい興

行形態をとるストアフロント劇場は、不況期にふさわしい安価な入場料(基本

的に五セント=ニッケル硬貨一枚)にちなんで、ニッケルオデイオン(原音により

忠実に表記すればニコロウデイオン)と呼ばれることになった。

この新形式の娯楽施設はオデイオン(楽堂/劇場)の名にふさわしく、新た

に化粧漆喰と麻布で装飾し直され、前身の素っ気ないストアフロント劇場より

は見栄えのするものとなった。そしてこの新しい興行形態と新呼称はまたたく

まに全米に広がり、!日来のストアフロント劇場にさらに改良が加えられ(貸庄

舗用の玄関やガラス窓がとりのぞかれ、その空きスペースにロビーやボック

ス・オフィスが積極的にもうけられ)、あるいはーから新造され、五年後の一九
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ニッケルオデイオン

ー0年までには全米で-0000館以上もの「常設映画館」が営業し、アメリ

カは未曾有の映画ブームにつつまれた。

ニッケノレオデイオンはもともと貸!苫舗用スペースから出発しているうえに、

劇場許認可制(消防法その他の規制)にともなう出費をおさえるために、当初

あえて小規模経営を選んだ(この新興娯楽産業に参入しようという者はいまだ

小資本家にすぎなかった)ので、劇場の収容定員数はたいていの場合三00名

未満にとどまった。平均的な劇場サイズは幅七・五メートノレ、長さ三Oメート

ノレ程度で、スクリーンもせいぜい縦三・五メートル、横四・五メートノレほどし

かなく、このスクリーン・サイズは映画史上特筆すべき小ささであった(あま

りにも小さすぎるこのスクリーン・サイズが、被写体をより大きくとらえるク

ロースアップ・ショットの浸透をうながす要因のひとつとなったと主張する映

画学者もいるほどである)。当初ニッケルオデ、イオン館内は入口からスクリーン

にいたる中央通路しかなく、木製の座席もお世辞にも立派なものとはいえず、
む

映写機も座席後方部に剥きだしのまま設置され(ほどなく防火対策のために鉄

製ブースに入れられるようになるが)、主たる設備として伴奏用ピアノがあるく

らいだ、った(オーケストラ伴奏が現れるのは、もう少しのちのことである)。

しかしともあれ、そこに行きさえすれば、つねに映画が見られる「常設映画

館j という新しい概念と空間がここに定着したのである O しかしひとつ注意し

なければならないことがある。それはこの「常設映画館j で映画のみが観客に

提供されたわけではないということである。当時、映写機は各劇場に一台しか

なく、それゆえフィルムをかけかえるあいだ(あるいはフラジャイルなフィノレ

ム破損のさし、)空き時聞ができ、それを埋めるためにガラス製スライドの上映
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が頻繁におこなわれた(r一分の休憩ーただいまフィルムのかけかえ中J)oスラ

イド(幻燈)はしばしば映画が登場するまえの前映画的装置として言及される

が、幻燈は映画という新ミディアムの登場後、すぐさまそれに取って代わられ

たかというと、そうではなく、幻燈と映画の共存は長いあいだつづいた(それ

マジック・ランタン

どころかこの時期の映画の映写機は幻燈機を土台としており、これに付属器

機をつけることで初めて映画映写機となった)。

先行ミディアムの継承と構造的置換

ニッケルオヂイオン ランタン

常設映画館でのスライド上映(幻燈上映)はもっぱらふたつの重要な機能を

はたしていた。ひとつはニッケルオデイオン館内における観客のありうべき態

度を観客に指示すること o いまひとつは歌手や観客が歌う歌のイラストレーシ

ョン(歌詞字幕と歌の内容の図示)となることであった。前者は前述のように

「喫煙ご遠慮、くださしリ、「大声でのおしゃべりや口笛指笛はおやめくださしリ、

「当劇場で迷惑をこうむった場合、係の者にお知らせくださしリ、「帽子はお脱

ぎくださしリといったメッセージが記されたスライドで、映画鑑賞を妨げるも

のを映画館から排除し、円滑なプログラム運営をはかろうとするものであった。

後者は歌手や観客の歌う歌の内容にあわせてポーズをとった人物像やその背景

の写真スライドで、今日のカラオケ映像を想起させなくもない。それらのスラ

ひ

イドは手彩色の美しいカラー画像と大胆な画面構成で観客の目を惹いた(しか

も一曲の歌で少なくとも-0数枚のスライドが使用された)。スライドはまた今

日なお一部の劇場でそうであるように地元企業の宣伝のためにも使用されたし、

一九一O年ころまでには新作映画の宣伝やスターのプロモーションのためにも
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利用された。
ニッケルオヂイオン

重要なことは、この新形式の常設映画館で、は、その誕生にヒントをあたえた

ヴォードヴイノレ劇場のフ。ログラムが積極的に受け継がれているということであ

る。ニッケルオデイオンの誕生以前も以後も、ヴォードヴイノレ劇場で、はコント

ライトニング・スケッチ・アート マジック・ランタン

や奇術やアクロパットや早描き芸とならんで映画やスライド(幻燈機)

の上映や歌声の披露がおこなわれていた。ニッケノレオデイオンでも比重こそ逆

転すれ、ヴォードヴイノレ劇場のライヴ・パフォーマンス性は継承された{ヴオ

ードヴイノレ劇場とニッケノレオデイオンは一九一0年代初頭まで共存していた)。

ニッケノレオデイオン館内では、映画はもっぱらイラストレイテイツド・ソン

グ(スライド・ショー付き館内合唱)と交互に上映(上演)されていた。つま
フィルム

り、それじたい音声と音響をともなわないサイレント映画は、ピアノ伴奏によ

る歌手と観客の大合唱という観客参加型のライヴ・パフォーマンス・プログラ

ムによって補完されていたのである。重要なことは、ニッケノレオデイオンはア

メリカ映画史上ほとんど最初の常設映函館でありながら、映画同様に、スライ

ド映像とピアノ伴奏付き合唱が重要視されたということである。最初期のサイ

レント映画館は、のちのトーキー映画館同様、音声(歌声)を重視したのであ

る。

それはたんに映画上映の合間の余分な時間を埋めるためにイラストレイテイ

ツド・ソング(カラー・スライド上映付き合唱)がおこなわれたということで

はない。イラストレイテイツド・ソングはヴォードヴイノレ劇場全盛期から継承

された人気演自のひとつで、あり、観客はサイレント映画を見ることと同じくら

い、映函館でスライドを見ながら歌を歌うことを楽しんだのである。映画を見
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る場所と環境の変化(ヴォードヴイル劇場から常設映画館へ、重厚な劇場から

安普請の劇場へ)にもかかわらず、内実はほとんど何も変化しておらず、要す

るに構造的な置換がおこなわれたにすぎない。

ミディアム

変化したものは媒体である。つまりヴォードヴイノレ劇場で、の生身のアクロバ

弓-<1--=ング・スケッチ・アート

ットや J早通き芸の実演は、ニッケノレオデイオンで、の、それらを映像上に

再現したアクロパット映画や早描き芸映画[初期アニメーション映画]へと構造

的に置換された。そしてもうひとつ変化したものはミディアムの変更にともな
ニッケルオヂイオン

う劇場名における経済的指標 (r五セント劇場J) である。逆に言えば、ヴォー

ドヴイノレ劇場から常設映画館へと構造的置換が効かなかったものこそ、スライ

ド上映付き合唱というプログラムだったことになる O この時期の映画は映像を

みごとな画面構成と多彩色で見せる機会は稀であり、まして映像に大音量の音

声をのせることは苦手だ、った。ヴォードヴイノレ劇場からニッケルオデイオンへ

の移行において、構造的な置換と直接的なプログラム(イラストレイテイツド・

ソング)の継承がみられるということは、言し、かえれば、ニッケノレオデイオン

は映画史上あくまでも過渡的な存在だということであり、その後につづく一九

ピクチュア・パレス

~O年代なかば以降の映画宮殿期以後においてはじめて今日、われわれがお

およその共通理解のもとで認識している映画館というものが成立することにな

る。

多かれ少なかれ「サイレントJで、あったニッケノレオデイオンでの映画上映は、

館内大合唱(非サイレント)によって歴史的にも構造的にも均衡をとられてい

ふえん

た。ということは、敷桁してみれば、色も音もついていないそノクロ・サイレ

ント映画の常設映画館は当初から、色も音もついていたスライド上映(歌手の
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歌声と館内合唱とピアノ伴奏)によって、音声/音響が動画と同調するカラー

映像という、きたるべき世界標準の映画をまがりなりにも準備していたことに

もなる。

「歌うスライド上映j が人気を呼び、それゆえそこに重点がおかれていたニ

ッケノレオデイオンを、これまでの映画史家は「最初の常設映画館Jと呼んでき

た。もしこの命名に正当性があるとすれば、それは当時、ヴォードヴィル劇場

や一般の劇場でよりもニッケルオデイオンでのほうが頻繁に映画を見ることが

できたからだというよりも、むしろニッケルオデイオンのフ。ログラムにおける

未来への投企(色も音もついた映像を見つづけたいという観客の欲望の醸成)

にこそありはしないだろうか。

したがって「十九世紀末と二十世紀初め[一八九O年ころから一九一O年ころ]

とは、幻燈と映画の共存時代とはいうものの、メディアとしての映画が圧倒的

に優位に立っていく時代でもあったJ (岩本憲児『幻燈の世紀おとしづ評言は

従来の映画史観と矛盾しないがゆえに、よりいっそう誤解をまねきかねない唆

味な評言である。少なくともアメリカにおいては「幻燈と映画の共存時代j は

真に長く、その長い蜜月時代において両者は切っても切り離せない親密な時期

をすごしたのである。「映画が圧倒的に優位に立ってし、く時代j の到来は少なく

とも一九-0年代後半まで待たなければならないのである。

ピアニストを撃て

これまでの議論を整理する意味でも、ここで、代表的なニッケルオデイオンの

興行形態をおおまかに再現してみよう。①カラー・スライド(歌詞字幕や歌の
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内容を図案化したもの)の上映とピアノの生伴奏付きで館内大合唱(イラスト

レイティッド・ソング)が一曲、歌手(ピアニストが兼任する場合もあれば専

属歌手の場合もある)と観客のあいだでおこなわれる。②映画上映まえにスラ

イドで、観客にたいして、ありうべき映画鑑賞態度の案内がおこなわれる(前

述の「大声でのおしゃべりや口笛指笛はおやめくださしリ等)。③それからおも

むろに一本自の映画上映が音楽伴奏付きではじまる〈ただしニッケルオデイオ

ン初期には伴奏はないことが多かった)。このときの上映時間はおよそ一五分

(ニッケルオデイオン期までに映画は、それ以前の見世物的な短篇[一分弱から

数分程度のもの]からプロットをもっ、より長尺のもの[リールのかけかえなしに

一台の映写機で中断なく上映できるワン・リール分の一五分前後]に拡大してい

る。またそれじたいでは一本[ワン・リーノレ]分を構成しない数分単位の短い「実
つな

景映画Jなどは、同様の主題の作品数本を繋ぎ合わせてワン・リール分とした)。

④一本目の映画上映が終わると、インターミッション(幕開)となり、館内の

照明が号され、ピアノの間奏とともに売り子がピーナッツなどを売り歩く。⑤

照明を落としてふたたび①と同じ手順で一曲、館内合唱。そして②と同様の館

内マナーに関するスライド上映を随時はさみながら、⑥二本自の映画上映がは

じまる。⑦二本自の映画上映が終わると、④と同じ手順でインターミッション。

以下、三回目のスライド付き合唱(イラストレイティッド・ソング)と三本自

の映画上映が同じ要領でつづき、⑦三本自の映画の終了とともに、プログラム

がワン・サイクノレ終了し、インターミッションにはいって観客の多くが入れ替

わる。ただし観客はプログラムの途中からでも入場できたので、いつでも好き

なときに退場できた。それで、もしばしば観客の行列ができたので、ワン・リー
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ノレ分を早回しして、早めに観客の入れ替えをおこなうことも少なくなかった(最

初のモーター駆動のものは一九O八年にあらわれるが、ニッケルオデイオン期

全般を通じて映写機は手回しのものが多かった)。以上①から⑦までのワン・サ

イクルに要する時間はおよそ一時間で、このサイクノレが一日に一四時間ほど一

週間休みなくくりかえされた(ただし教会が信徒会衆を集めねばならない自曜

日にはニッケノレオデ、イオンの興行が禁止される都市もあった)。また①から⑦ま

でのあいだにヴォードヴイノレの実演がはさまることもめずらしくなかった。ニ

ッケルオデイオン後期には上映される映画本数は六本くらいにまで増え、それ

にともないプログラム全体も長時間化した。

祝祭的空間

こうした興行形態を見ると、サイレント映画の上映空間が、その言葉とはう

サイレント

らはらに全体としてかならずしも「静かj ではなかったことがわかる。映画館

内はピアノの音響と歌手と観客が歌う歌声と頻繁に沸きあがる観客の歓声(指

笛や口笛)とおしゃべり(米語を解さぬ知人のために米語字幕を口頭で翻訳し

てあげたり、映画についてたがいに意見を述べあったりする習慣)に満たされ

た祝祭的空間であったことがうかがえる。スライドによる種々の警告 (f大声で

のおしゃべりや口笛指笛はおやめくださしリ等)が、警告されねばならないほ

fヰ弐らつ

どの観客の長呼ぶりを逆に露呈している(それゆえ観客のこの放呼ぶりをニツ

ケノレオデイオンで上映される映画作品の内容で社会的に吸収しようとしづ試み

も実践されることになる。たとえば合衆国海軍はこの時期、毎年五000人を

こえる新移民を新兵としてむかえいれているが、ニッケルオデイオンでは一九
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-0年から海軍徴募キャンペイン映画を上映している)。

サイレント映画のこうした祝祭的空間は、ニッケルオデイオン期直前(一九

O四年)ころまでさかんに製作されていた人気「ジャンノレj のひとつ、

「さ雪道長話J(広義の「実景映画J)の上映時にもっとも典型的にあらわれる O

この「ジャンノレj 映画を見ると、街の住人たちが頻繁に映画のカメラのまえを

横切ったり、カメラのまえに群がるようにして、積極的にその被写体となって

いることがわかる。カメラを直視し、カメラに向かつて満面の笑みをうかべる

街の住人たちは、カメラに写されることの意味をよく理解していたのである。

じっさい、この「ジャンノレJ映画の広告は当時、「この映画にはあなたの街とあ

なた自身が写っていますj といった類の言説でなされた。つまり観客は-0日

ほどまえに自分たちの街を訪れた撮影隊が、ほかならぬ自分たちを写したこと

をよく知っており、今日、映画を見に来たのは、もっぱらスクリーンのうえの

自分たちの顔を見るためであり、それゆえ上映空間は、あそこに誰それが写つ

ている、ゃれここには自分が写っているといった歓声で満たされることになる。

そこには自分たちの街に自分たち自身が往来している姿がいきいきと再現され

ており、画面を指さしながら、口々に歓声をあげる観客が場内を埋めることに

なる。この時期までのスクリーンはしばしば観客のための鏡となり、観客はそ

こに自分の客観的な「似姿j を認めることに熱中したのである(この一見素朴

きわまりない映画製作とその受容形態は、今日のテレヴィ実況中継に写りこも

うとテレヴィ・カメラのまえに群がる若者たちの姿と基本的に変わるところが

ない)。

もっとも映画館内のこうした祝祭性は、観客の非均質性(雑多性)を逆照射
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しでもいる。つまり館内の観客全員の顔がかならずしもスクリーンに映し出さ

れるわけではないのだから、観客の反応はまちまちである(極端な場合、

ホームタウン・フィルム

「ご当地映画Jが「ご当地J以外の土地で上映されれば、それは広義の旅行記

映画、観光映画その他のジャンルとして受容されざるをえない)。

後年、映画史が初期から古典期への移行期(一九O七年ころから一六年ころ

一一それはニッケルオデイオン中期から消滅期にほぼ一致する)をむかえると、

映画は長篇化しはじめ、明確な意忘をもった主人公と首尾一貫した物語を用意

するようになる。それは原則としてすべての観客が等しく自己同一化できる主
アヴァター エモーション

人公(観客の主観的な「似姿jあるいは具現者)を映画が用意し、主人公の感情

モーション てんまっ

と行動の顛末に観客が一喜一憂し、物語を過不足のない統一体としてまとめあ

げ、そのことによって観客の映画にたいする反応を均質化することを意味した。

その意味においてニッケルオデイオン初期の観客はいまだ非均質なものであり

つづけた。その点においても「歌うスライド上映会Jに重点がおかれた(少な

くとも力点の半分がおかれた)ニッケノレオデイオンを最初の f常設映画館Jと

フィルム

呼ぶことは、ガラス製スライドが映画(動画)ではないという一事をもってし

ても、誤解をあたえかねない物言し、かもしれない。

館内の静粛性

写真スライドを上映しながら館内で大合唱をくりひろげる。このおよそ映画

館に似つかわしくない観客参加型の人気ライヴ・パフォーマンス(イラストレ

イティッド・ソング)は、ニッケルオデ、イオンの誕生(一九O五年ころ)とと

もにはじめて普及した娯楽形態だ、ったわけで、はない(二一世紀に入っても往年
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の人気ミュージカル映画『サウンド・オブ・ミュージック~ [ロパート・ワイズ

監督、一九六五年]が歌詞字幕付きで館内大合唱を前提に再上映されるという事

ニッケJレオデイオン フィルム スライド

例がないわけではないが)。常設映画館では映画のみならず幻燈にも活躍の場が

あたえられたわけだが、スライド・ショーとともに館内で合唱するという娯楽

形式は、ニッケノレオデイオンがブームになるまえのヴォードヴイル劇場から受

け継がれたもの(一八九0年代なかば以降の習慣)である。後続するおよそす

べてのニュー・ミディアムは、先行するミディアムの習慣を形式的に(場合に

よっては形骸的に)残存させる。習慣とはその本性が見えづらくなった一連の

無意識的行動のことを言う。

そもそも常設映画館での映画と幻燈の共存関係は、一見したら新旧ミデイア

の混在として奇異な現象に思えるかもしれない。しかし eメイルが浸透した今

日でもlzzは存続しつづけている。それは弔電や祝電としていまだになくては

ならぬミディアムとして eメイルと共存している。それが文化習慣というもの

である。先行するミディアムはけっしてそれじたいで時代遅れの旧式ミディア

ムとなるわけではない。文化習慣の緩慢な変化に対応する噌好と流行と技術の

変化によってミディアムの新!日交代は決定する。

さて館内合唱の習慣はたんに音楽産業と映像産業が密接に結びついていたと

いうことを意味するだけではない。米語を解さぬ大量の新移民観客に、米語字

幕(歌詞)付きスライドと館内合唱で、好むと好まざるとにかかわらず米語学

習の機会があたえられたということでもある O ほぼ-0年間のニッケノレオデイ

オン期(一九O五年から一四年まで)だけでアメリカにやってきた新移民は一

000万人をこえる。つまり米語をほとんど解さない大量の新移民は、たしか
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に安価な娯楽施設(映画館)で米語学幕っきスライドを見て、米語の歌を歌う

機会に遭遇したのである(ただしこれは大都市部のニッケルオデイオンで外国

語[新移民の母語あるいは第一言語]の歌が歌われなかったことを意味するもの

ではなし、)。それにたいして映画を見ることそのものによって新移民観客層がア

メリカ化をうながされることはニッケノレオデイオン中期まではかならずしもな

かった。一九O七年の時点でニッケルオデイオンで上映される作品の約三分の

こが、一九O九年でもまだ約二分のーが外国(もっぱらフランス)映画だった

からである。

映画館でスライドを見ながら伴奏音楽に合わせて歌を歌うとしづ文化習慣は、

ニッケノレオデイオンじたいが時代遅れのものとなる一九一四年までにほぼ完全

にすたれることになる(同時にアメリカにおける自国映画の上映割合は右肩あ

がりに増加しつづ、ける)。スライド付き合唱(イラストレイテイツド・ソング)

の衰退はもっぱら映画の長尺化(今日の映画作品とほぼ同じ長さの映画が上映

されるようになったこと)とそれにともなう映写機の複数化(映写機が一台か

ら二台に増えたことによって映画が間断なく上映できるようになり、リーノレを

かけかえるあいだにスライド上映をはさむ意味がなくなったこと)による。

それは映画史が初期を終えて古典期をむかえようとする時期でもある。映画

アトラクション

は言葉のあらゆる意味で見世物的な短篇映画から、観客が主人公に感情移入し

ながら物語を楽しむ長篇映画へと地殻変動的にその形態を変えたのである(映

画館で観客が歌を歌うことをやめるとき、映画館はそれじたいでスベクタクル

化し、長篇映画の楽しみ方を観客に教育しはじめるのである)。

本来、映画上映前に観客にスライドで要請されていた館内エティケットのひ
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とったる静粛性 (f大声でのおしゃべりや口笛指笛はおやめくださいJ) と映画

上映の合間におこなわれるスライドによる館内大合唱とは相容れないものであ

った。静粛性は、映画の長篇化とそれにともなう物語への持続的集中のために

いよいよ重視され、それとともに館内大合唱は無用の長物と化した。映画史の

初期から古典期への移行は、映画館の観客が集団として呼びかけられる状態(ス

ライド付き合唱への参加や隣席同士でのおしゃべり)から個人として呼びかけ

られる状態(隣席とのおしゃべりをやめ、合唱もやめ、スクリーンの主人公に

一個人として自己同一化すること)への移行でもある。そのような意味で、静

粛性の要請は観客の均質化につながった(映画の上映中に新移民たちが話す外
なま

国語も、!日移民たちが話す詑りも次第に聞かれなくなった)。

この時期のアメリカでは大衆音楽の受容構造もまた大きな様変わりを見せは

じめていた。かつてのようにシート・ミュージック(一枚刷りの楽譜)を買っ

てきて(楽譜はニッケルオデイオン館内でも販売されていた〉自分でピアノを

弾きながら歌を歌うという能動的なスタイル(ニッケノレオデイオン館内での大
フォノグラフ

合唱もこのスタイルに準ずる)から、蓄音機とレコードを買ってきて流行歌を

聴くという受動的な受容スタイルへと変化しはじめていたのである(ラジオ放

送が本格的になるのはもう少し先の[一九二O年以降]のことになる)。映画産業
トーキー

界と音楽産業界は歩調を合わせて、きたるべき発声映画期(一九三0年代以降)

の脹胎期に入り、娯楽のライヴ・パフォーマンス性は徐々に、 しかし確実に

機械的再現性に取って代わられていった。

館内の静粛性がもとめられはじめたのは、それだけのためではない。日本で

じようぜつ

はサイレント期に弁士が一九一三年ころを頂点に縦横無尽の鏡舌ぶりを発揮し
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ていたが、同様に、欧米のサイレント中期(一九O九一一二年ころ)にも映画の

長篇化にともない複雑になった物語をライヴで説明する「説明者Jがつくこと

はめずらしくなかった(映画の説明者じたいは映画史最初期から存在したし、

とりわけ一九O四年からO八年のあいだ人気を博し、少数ながらサイレント期

全般を通じて存続した)。しかもこの説明者はたんなる「説明者j の位置にとど

まることなく、ときに日本の弁士のように劇中の登場人物になり代わって台詞

をしゃべることもあった。弁士ほど活躍の場はあたえられなかったものの、説

明者は、観客同士の fおしゃべり Jの代わりに(観客同士でいま見た映像につ

いて意見交換する代わりに)、映像について観客に補足「説明j をあたえるわけ

だから、「説明者Jの存在は観客に沈黙を強い、いきおい館内の静粛性を高める

働きをもつことになった(彼が「説明j しているあいだ、観客はおしゃべりを

やめることが期待された)。しかし一九一三年ころ以降、長篇映画がより自己充

足的な物語をもち、それを表象するための映像言語が成熟しはじめると、アメ

リカの映画館からは次第に説明者の姿は消えてゆくことになった。
かげせりふ

またニッケノレオデイオン中期(一九O八年ころ)には日本で「蔭科白Jと呼

ばれるものに相当するものも短期間流行した。すなわちスクリーン裏に数名の

「役者」を配置し、サイレント映画のために台詞をしゃべらせるのである(ス

クリーン裏からでもスクリーン上の登場人物の位置と動きが見えるので、「役

者Jは自分が担当する登場人物の背後に立って台詞をしゃべり、その結果、映

像と音源の空間的一致がリアリズムJの深化として一定の評価を受けた)。歌

手がスクリーン裏で映画の内容に合った歌を歌うこともあった。サイレント期

における興行側のこうした音響的な配慮は、一九O八年以降のニッケノレオデイ
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オン過当競争期において、他館との差別化をはからねばならない映画館主の新

しい試みのひとつで、あった。このことはまた観客側の「非サイレント性J(おし

ゃべり等)を軽減することにもつながった。とはいえ館内の静粛性が厳密にも

とめられるようになるのは、もっとのちのことである。

スライド写真から物語映画のほうへ

たほう、この時期、スライド会社が製作したイラストレイテイツド・ソング

用の卓抜なスライド写真は同時代の映画発展に多少なりとも寄与した。スライ

ドは同時代の映画がおよばないたしかな映像構成力と奔放な想像力とによって、

物語映画における新しい映像表現の基盤のひとつともなり、ひいてはスライド

写真のためにポーズをとる俳優に、映画俳優となる道を切り拓くことにもなっ

たからである。前映画的な装置(スライド写真のためにポーズをとる俳優とそ

れを構成する写真技術)が映画的な装置(映画俳優と物語映画)の誕生と展開
マジック附ランタン

をうながすのである。この意味でも先行ミディアム(幻 燈=スライド)と

後行ミディアム(映画)は非連続的(切断的)ではなく連続的である。あとか

ざんし

ら来るミディアムは先輩ミディアムの残浮を積極的に引き継ぐのである。

伴奏音楽

前述したように、ニッケルオデイオン初期まではサイレント映画に伴奏音楽

がつくことは稀だった(その意味では、ある時期までサイレント映画は音楽的

には文字通りサイレントだ、ったことになる)。しかし一九O九年ころにはエデイ

ソン社などによってキュー・シートが発行され、その指示にもとづき伴奏者が
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映画の特定の場面にふさわしい音楽を、その場面の進行に合わせて演奏するよ

うになった。それ以降、サイレント映画に音楽が伴わないということは基本的

になくなった。

映画配給の近代化

一九O五年から一三年にかけてニッケルオデイオンがアメリカで爆発的流行

を見た理由のひとつに、映画配給の近代化があった。一九O三年ころまでは、

興行主(映画上映者)は上映用プリントを直接、製作会社から借り出さねばな

らなかった。しかるにニッケルオデイオンの隆盛に歩調をあわせて配給網が整

備され、興行主は大量の安価な商品(レンタル映画)を配給会社から比較的自

由に取りょせることができるようになった。それによって興行主は興行(映画

上映)に専念することができるようになり、遅くとも一九O七年までには大手

ニッケノレオデイオンでは映画上映プログラムはほぼ毎日変えられるようになり、

場合によっては昼間と夜間の二度変えられた。

それほど観客はニッケルオデイオンに大挙して押し寄せたのであり、上映作

品の多様化は観客の立場からすれば、大量に流通する商品のなかから次々と新

商品を選びとる新たな悦びが付け加わったことになる。それはデ、パートにおけ

る商品の大量多品種展示販売に似ていなくもない。いずれにせよ映画の製作=配

給=興行とし、う三大分業システムの確立が進んだことが映画の観客動員の飛躍

的増大につながったのである(一九一O年までにニッケルオデイオンの観客動

員数は全米で毎週二六00万人にのぼった。これは全米人口のじつに二Oパー

セント弱になる)。
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移民の時代

この時期にニッケルオデイオンが爆発的流行を見たもうひとつの理由に移民

の大量流入があった。移民の大量流入は映画の生産(製作拡充)と消費(市場

拡大)という切り離せない二項にとって重要なモーメントとなった。そもそも

映画はその産業的/美学的両側面において人と物の国際的大移動の時代の産物

なのである。

映画産業室温期の一八九0年代、毎年約三O万人の移民が新たにアメリカ合

衆国に押し寄せ、それが一九O七年にはピークに達し(それはニッケルオデイ

オンの最盛期とほぼ正確に重なる)、その年の一年間だけで、約一00万人の移民

がアメリカにたどり着いた。新移民の大部分は米語を解さぬ貧しい労働者であ

り、それが安価な娯楽である無声映画の大量動員に結びついた(じっさいそれ

はヴォードヴイノレ劇場に行くよりもコニー・アイランドの遊園地に行くよりも

廉価だ、った)。ニッケノレオデイオンは婦女子(一九一一年のニューヨークの統計

では観客のじつに三分のーが未成年者で、あった)のみならず、世界中からやっ

てくる多種多様な民族集団を均一料金制のもと無差別に(一等席、二等席の区

別も大人子供の区別も男女の区別もなく)包摂していったのである。

あるいはまた世界に冠たるハリウッド映画がユダヤ人娯楽産業として出発し

たこともここで想起しておくべきことかもしれない。ハリウッド映画誕生の遠
しようけつ

因にはポグロムがある。一八八一年以降、ロシア西部で狽獄をきわめたこの組

織的ユダヤ人迫害によって、一九世紀末から二O世紀初頭にかけて(一八八一

年のロシア皇帝アレクサンドノレ二世の暗殺事件から一九一四年の第一次大戦勃
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発までに)、二00万人以上ものユダヤ人がアメリカに移住した(ポグロムのせ

いだ、けで、はないにせよ)。そしてそのこ00万のユダヤ移民のなかに、のちにハ

リウッド・タイクーンと称される立志伝中の大物ユダヤ人がふくまれていた。

とりわけ有名なのが次の八人である。カール・レムリ (ユニヴァーサノレ社)、ウ

イリアム・フォックス(二十世紀フオツクス社)、アドルフ・ズーヵー(パラマ

ウント社)、ルイス・ B・メイヤー (MGM社)、ハリー、アノレパート、サム、

ジャックのワーナー四兄弟(ワーナー・ブラザーズ社)0彼らはほとんど例外な

しに幼少期に変転する運命に追い立てられてロシア、東欧、中欧などから、ほ

とんど一文なしで、米国に渡ってきて、そこで望郷の念にさいなまれながら両親

か片親を失い、あるいは父親の度重なる失敗を見ながら成長し、悲嘆と差恥に

まみれ、さまざまな障害をくぐり抜けながら商業的センスを発揮し、ニッケル

ふとうふくつ

オデイオンの隆盛に関与し、不撲不屈の奮闘の結果、やがてハリウッド映画産

業の立役者になった世代であり、その意味でまぎれもないアメリカン・ドリー

ムの体現者で、あった。

新移民による新移民のための安価な娯楽がやがてアメリカ大衆文化の代弁者

となり、さらに世界市場を席巻した歴史を考えあわせると、ハリウッド映画は

故郷や民族や宗教あるいは父親といった自己同一性の拠りどころを失った男た

ちによる、そうした人間たちのための無意識的ノスタルジーの娯楽ということ

になるかもしれない。

同化と異化

映画産業の活性化が移民との函数で語ることができるとすれば、それは両方
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向においてそうである O これはニッケノレオデイオン期以降により明確にあらわ

れることだが、映画はいっぽうで新移民のアメリカ化(アメリカ人への自己同

一化)を促進する方向で機能し、たほうで新移民のノスタノレジーを慰撫する非

アメリカ化の方向で機能した。映画は新大陸での新しい自己同一性の創出に貢

献すると同時に、!日大陸に脱ぎ捨ててきたはずの!日い自己同一性の保持、失わ

れた故郷への断ちがたい想いに苦しむひとびとの慰撫にも貢献したのである。

前者は勃興する大量消費社会における世界戦略商品として標準化、規格化され

るハリウッド・メイジャー映画に対応するし、後者はニューヨーク各地にそれ
す エスニック・グループ

ぞれの出自ごとに棲み分けした民族集団(新移民)のためにもっぱら製作さ

れるマイナー映画に対応する。しかし「アメリカ映画j がこの両方向性をもっ

ているということじたい、多様な視点と時空間をそンタージュする映画の本源

あかし

的異質性、還元不可能な絶対的異質性の証であり、映画館でこそひとは真の欲

望の拡大充足を夢見ることができるのである。

具体例として、ニッケノレオデ、イオン期に製作された、ニューヨークはマンハ

ッタン、ロワー・イースト・サイド(ユダヤ新移民街)を舞台にしたアメリカ

の映画会社のメロドラマ群を取りあげてみよう。たとえば『ユダヤ女の恋物語』

(一九O八年)、『ユダヤ女の心~ (一九一三年)、『ユダヤ人のクリスマス~ (一

九一三年)とし、った一連のメロドラマ映画で、は、ユダヤの伝統文化とアメリカ

の新しい文化習慣とのあいだでの葛藤が家族の不和というファミリー・メロド

ラマ装置を始動させる。恋愛問題がプロットの要でありながら、ユダヤ教徒と

非ユダヤ教徒との結婚問題や移民第一世代(親)と第二世代(子)とのあいだ

の文化的葛藤が物語の核心にある。これらの映画では世代交代を物語の核とす
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ごい

るファミリー・メロドラマの語葉で、民族集団の同化問題が語られる点に特徴が

ある。もっぱら一九世紀末に「故郷Jを捨て新大陸に新しい共同体を築かざる

をえなかったユダヤ人たちは、新しい環境にたいして同化と異化のあいだで揺

れ動いていたということが、こうしたニッケルオデイオン期の映画からもうか

がえる。

しかしながら、そのいっぽうでアメリカのユダヤ人がかかえる問題をあっか

ったこうした米語字幕付きサイレント映画は、舞台となっている当のロワー・

イースト・サイドに立地するニッケルオデイオンでは、イディッシュ語(東欧

系ユダヤ人の言語)字幕やイディッシュ語のヴォードヴィルをまじえて上映さ

れた。それは映画の物語がアメリカ (WASP主流文化)への同化(子供の世代)

か伝統的ユダヤ文化の墨守(父親の世代)かで揺れるものであることと対応し

て、もっぱらユダヤ人からなるロワー・イースト・サイドの観客に相異なるふ

たつの文化のつかのまの共存を夢見させたのである。

エスニック・アイデンティティの形成

さてニッケルオデイオン中期から末期にかけて、数多くのイタリア映画がニ

ューヨークをはじめとして世界中で大ヒットした。有名な作品だけをあげても

『ボンベイ最後の日~ (一九O八年/一三年)、『スパルタカス~ (一九O九年/

一三年)、『クォ・ヴァディス~ (一九一三年)、『アントニーとクレオパトラ~ (一

九一三年)と枚挙にいとまがない。これら歴史スベクタクル映画はおおむね質

が高く、古代ローマのブランド・イメージとあいまってアメリカの!日移民/中

産階級観客の大量動員に貢献し、アメリカ映画産業の成熟に拍車をかけた。と
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同時に映画学者ジョルジョ・ベルテツリーニが示唆するように、ニューヨーク、

マンハッタンのリトル・イタリーに居住するイタリア系新移民に、奇妙なイデ

オロギー効果をあたえることにもなった。

リトル・イタリー居住者の多くは貧しい南イタリア (rキリストにさえ見放さ

れた地J)からの移民である。近代国家としての統ーが遅れ、国内に「南部問題J

をかかえたイタリアでは、一九一一年(ニッケルオデイオン後期)に時季はず

れの植民地(リビア)獲得戦争を起こしながらも、南北イタリア人のあいだに

は国民国家意識は生まれがたかった。しかるにときならぬイタリア史劇映画ブ

ームを異境の地でむかえることになった多くの南イタリア新移民たちは、自分

たちが新世界で生きのこるためには、自分たちをイタリア系アメリカ人として

再規定すべきことに気づくしかなかった(リトル・イタリーの隣接地にはチャ

イナ・タウンもあればユダヤ人街もあり、彼らは彼らなりの方法でアメリカへ

の同化をはかつていた)。

南イタリア人という地域主義的アイデンティティからイタリア系アメリカ人

という民族集団的アイデンティテイへと自己同一性の脱皮を後押しすることに

なるのが、ニッケルオデイオン期に大ヒットする古代ローマに取材した(現代

イタリアに取材していないところがポイントである)イタリア映画だ、った。南

イタリアからの新移民は古代ローマ帝国という近代イタリアの担造された「起

源j の表象を他の多くの新!日移民たちと共有することで、アメリカに流通しう

る自分たちにふさわしいアイコン(自己同一性)を掲げることができるように

なったのである。満場一致のアイデンティティ、明証的アイデンティティなど、

それじたい虚構の産物でしかない以上、あまたの映画館で多種多様の観客層に
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よって同定認知されることによって、ひとつの根なし草的新移民がまがりなり

にも新しい自己同一性を標梼できるようになる。それが映画館のひとつの公共

圏的機能であろう。異郷の地で映画を通して、そこで生きるのに適した新たな

アイデンティティを獲得する。ニッケルオデイオン後期は、スクリーンのなか

でも外でも、そうした主体の生産がさかんにおこなわれていたのである。

ノスタルジーと映画

前項の議論からもわかるように、映画は当初から(リュミエールの時代から)

移動性の高い国際商品だ、った。ここでもうひとつだけ移民と映画の強い結びつ

きを示す例を、視覚文化学者ジュリアナ・ブルーノの調査から引いておこう。

南イタリアはナポリの三大映画製作会社のひとつにドーラ映画社があった。

これはエノレヴィラ・ノタリとしづ女性を中心にほとんど家内制手工業的に経営

されており、夫をカメラマンに、息子を役者に(ドーラ映画社としづ会社名は

娘の名に由来する)、一九O六年の映画産業勃興期から一九三O年、ファシスト

(の検閲)とサウンドの到来とともに経営が立ちゆかなくなるまで、の芸事ト期全

般を通じて、およそ六O本もの長篇映画と-00本以上の短篇映画(実景映画

その他)を地元ナポリで演出製作した。それらは初期映画の多くがしばしばそ

うであるように、非職業俳優をつかってロケーション撮影され、その意味では

ロッセリーニらのネオレアリズモ(新現実主義)を数十年先取りするものでも

あった。

さてここで重要なのは、そのノタリの映画がニューヨークに移住した南イタ

リア人たちにとってきわめて重要な意味をもったということである。これはニ
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ッケノレオデイオン期からは離れるが、一九二0年代、ノタリがナポリで製作し

たサイレント映画は、懐郷の念いちじるしいマンハッタンのリトル・イタリー

居住者たちのあいだで絶大な人気を博した(じっさいイタリア系移民は他の新

移民[民族集団]にくらべて帰郷率が高かった)。余勢をかったノタリの映画はピ

ッツバーグやボルティモアのイタリア入居住区のみならず、遠くブラジノレやア

ノレゼンチンにまで輸出された。

ニューヨーク=ナポリを結ぶこの映画コネクションはやがて興味深い展開を示

すことになる。ニューヨークに住むノタリ映画のファンたちは一方的に輸入さ

れるノタリの映画に飽きたらず、やがてみずからプロデューサ一役を買ってで

てノタリの経営するドーラ映画社に特定の主題にもとづいた記録映画の製作を

依頼する。その特定の主題とは、ニューヨークに住む南イタリア人たちが捨て

けんれん

てきたはずの生まれ故郷の巻恋の地や親戚の姿を収めたもので、あった。一九二

五年から三O年までのあいだに、 ドーラ映画社は郷愁の念にとらえられた海外

移住者を慰撫する膨大な数のドキュメンタリー映画を製作している。

ドーラ映画社製作の故郷への「旅行記J映画は、イタリア系アメリカ人三世

(新移民の孫の世代)にあたるマーティン・スコセッシの映画『私のイタリア

旅行J](二00三年)よりも八O年、ロベルト・ロッセリーニのネオレアリズモ

コメロドラマ映画『イタリア旅行J](一九五三年)よりも三O年もまえに実現さ

れた痛切な「イタリア旅行j である。映画館はしばしば故郷喪失者たちの私的

想像力を励起する公共圏となる。映画館は異境の地で自分たちが本来どこに帰

属していたかを想起させる記憶と歴史のアーカイヴ(集蔵所)なのである。

同様の現象は、イタリア系移民のみならず、ほとんどすべての新移民につい
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て言える。ロワー・イースト・サイド(ユダヤ系新移民街)では、一九二0年

代から三0年代に、東欧系ユダヤ人のためにイディッシュ語映画が輸入、製作

され、 トーキーの場合は米語学幕付きで上映された。またイディッシュ語演劇

にもとづいて製作された!日作の米語字幕付きサイレント映画もしばしばイディ

ッシュ語吹き替え版でリヴァイヴアノレ上映されたO
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「亡命大学Jと社会科学者たちーハンス・シュバイヤーを中心に

前川玲子

1967年、ハンナ・アーレント(HannahArendt， 1906-75)は「ニュー・スク

ール・フォア・ソーシャル・リサーチJ(N ew School for Social Research、以

後「ニュー・スクールj と表記する)の大学院教授となり、その最初のセミナー

で「二十世紀における政治的経験j に関して講義した。伝記作者エリザベス・

ヤング=ブノレーエル(ElisabethY oung-Bruehl)によれば、それは「今世紀のは

じまりに生まれ、その「暗い時代Jを生きたある架空の人物一実際には夫のブ

リュッヒャーーの経験を跡づける内容の科目J1だ、ったという o W全体主義の起

源~ (The Origins of Totαlitaliαnism， 1951)の作者で、亡命知識人の中で最も

よく知られた人物の一人であるアーレントがこの大学院で教鞭をとったことは、

「ニεユー・スクーノレj と亡命者との歴史的な粋を考えると意味深いことであっ

た。

ニュー・スクールは 1919年に当時 rニュー・リパブリック』の編集に携わ

っていた複数の進歩的知識人一ハーパート・クローリー(HerbertCroly)、歴史

学者のチャーノレズ・ピアード(CharlesA. Beard)および、ジェイムズ・ハーヴェ

イ・ロビンソン(JamesHarvey Robinson)、そして後に亡命者の「パトロンJ

となるアルヴィン・ジョンソン(AlvinS. J ohnson)などによって創設された。「ラ

デイカルな思想家に避難所を与える機関J2を目指していた「ニュー・スクールj

は、異端の経済学者ソースタイン・ヴェブレン(ThorsteinVe blen)のような「内

なる亡命者jにも学聞を続行する機会をあたえていた。こうした伝統に忠実で、あ

ろうとしたのが、 1922年から 1940年まで fニュー・スクーノレJの学長だった

ジョンソンだ、った。ヒットラーが権力を掌握した 1933年、ジョンソンはヨー

ロッパの学者のための「亡命大学j を「ニュー・スクールj の中に設置するこ

とを決意した。ナチス政権の下に 1933年 4月、 f職業官吏団再建法Jが公布さ

れると、ユダヤ系や左翼および反ファシズムの立場をとる大学教員の多くが休

職させられたり、定年にいたる前に退職を強いられたりした。その前にも、フ

ランクアルトの社会研究所のように、研究所そのものが閉鎖に追い込まれると

ころもあった。ヴイノレフガング・シヴェルブシュ(WolfgangSchivelbusch)はそ

のときの有様を、 f1933年 3月 13日、ナチスの手がヴィクトリア小路 17番
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の社会研究所に迫り J、「動員された刑事警察 Ia班が二、三階の部屋に押し入り J

「大量の書類等がずたずたにされて山をなしJ、「建物は封鎖され、部屋には封

印が貼られたJ3 と叙述している。社会研究所はジュネーブに一年いた後に、

1934年にコロンピア大学の中に「寛大に迎え入れられj、研究所の「仕事が推

進されるうえで安全で、手を差し伸べてくれる環境J4になった。 1950年に社会

研究所はフランクアルトに戻るが、そのアメリカ時代には、マックス・ホルク

ノ¥イマー(MaxHorkheimer， 1895四 1973)、テーオドア・アドルノ (Theodor

Adorno， 1903-1969)、エーリヒ・フロム(ErichFromm， 1900-1980)などが多

彩な学問的貢献をしたことはすでに数多く諮られてきた。

恐慌で揺れる 1930年代初頭のニューヨーク 5に突如出現したこつの亡命知識

人の学問拠点一社会研究所と「亡命大学j とは、対照的なコンセプトに基づい

ていた。前者がドイツの研究機関のまるごとの「亡命j でありいわば緊急避難

で、あったのにたいし、「亡命大学Jは、既に存在したアメリカの進歩的な研究・

教育機関の一部として亡命者が本国での研究を続行できる環境を作るという

「異種混交j 的な色彩をもっていた。さらにニューヨークの社会研究所には、

フランクフノレト時代のメンバーが集団として集まったのに対して、「亡命大学J

は、主にジョンソンの個人的ネットワークの中から「寄せ集めj られた多様な

学者から構成されていた。

「亡命大学j の資金は、個人の篤志家に加えロックフエラー財団のような非

営利団体から拠出されていたが、それは 2年間などに限定して招鴨学者の給与

を財団が負担するというものだ、った 6。ロックフエラー財団は、特定のプロジェ

クトへの補助金や助成金あるいはフエローシップの給付などを通じて、 1920年

代から幅広いヨーロッパの学者と独自のネットワークを作りあげていたにロッ

クブエラー財団のスタップとジョンソンとの間に取り交わされた手紙や財団の

内部文書からは、両者の間にも亡命知識人の選択基準やアメリカへの同化など

に関して考えに開きがあったことが窺われる。ジョンソンがすでに確立された

名声や業績よりも、亡命の緊急性や必要度を重視したのにたいし、ロックフエ

ラー財団側は、若くてその将来が未知数な無名の学徒よりも、アメリカの学界

および国全体にとって利益になるようなすでに確立した優秀な人材を望んでい

た。このことは、ニューヨークの「亡命大学Jに緊急避難したのちに、アメリ

カ各地の大学に亡命知識人を拡散させるべきだとしづ財団の方針とも関係して

いた。第一に、数年のうちに他の大学から引き抜かれないような人材は「亡命

47 



大学Jに居つくことになり、財団がこうした学者を助成し続けなくてならない

という財政的な危倶があった。第二に、ニューヨークという移民や亡命者の集

中する国際都市に留まることで亡命学者のアメリカへの同化が阻害されるとい

う意見もあった。第三に、移民への寛容さが薄れている時代にユダヤ系や左翼

が多くをしめる外国の学者集団を優先的に助成することへの慎重論もあったの

である 80 30年代はじめといえば、移民の入国を制限するもっとも厳しい移民

法(ジョンソン・リード法、 1924年に議会通過)が何度か延期されたのちに

1929年 7月 1日に発効したばかりだ、ったえナチスの台頭によって危機にある

ヨーロッパの状況はまだ一般にはあまり知られていなかったし、アメリカ市民

も経済恐慌のなかで瞬いでいたときだけに、亡命知識人の運命への一般的関心

はかなり低かったといってもよい。その一方で¥ジョンソンのようなりベラル

派の知識人は、苦境にあるヨーロッパの同僚を救いたいという人道主義と、新

しいブレインの導入によってアメリカの経済・社会構造を変革したいと情熱が

合い半ばしていたのである。

このように受け入れ側の様々な思いが交錯するなか、 1933年 10月に「亡命

大学Jは発足した。しかし、「ニュー・スクール」内の正式な組織となり講義が

始まったときには、その呼称は「政治学および社会科学大学院J(Graduate 

Facul匂Tof Politica1 and Social Science )に変えられていた。コーザーによれ

ば、「教授団の多くの新メンバーは「亡命J (エグザイル)という言葉を不快に

思って、この新しい学校が「ニュー・スクールと一体の部門であり、アメリカ

の教育制度の恒久的な一部をなすことを明確に示すような名称にすることを迫

ったJ10という。 10月の開講に間に合うようにアメリカに入国できた教授障は

初 9人だったが、まもなく予定されていた全てのメンバーがそろった。発足

時のメンバー、 (rメイフラワー組J)は、次のような顔ぶれだった。まず学部長

となったのが、経済学者および社会学者のエミール・レーデラー(Emi1Lederer， 

1882四 1939)だった。彼はマックス・ウェーバーやw.ソンバルトと社会学誌の

編集に携わったのち、ハイデノレベルク大学、東京帝国大学(1923-25)、ベルリン

大学で教授をつとめた。ジョンソン自身が経済学者であったことから、経済学

の分野が一番多かった。他に、キリスト教社会主義者のエードアノレト・ハイマ

ン(EduardHeimann， Universi勺T of Hamburg)、『フランクフルト新開』

(Frlαηkfurter Zeitung)の元経済記者だったアノレトュール・ファイラー(Aruthur

Fei1er， University of Konigsberg)、国家財政の専門家ゲールハート・コノレム
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(Gerhard Colm， Institute of World Economics in Kiel)および労働経済学者で

プロイセン議会の議員でもあったフリーダ・ヴンダーリヒ(FriedaWunderlich， 

Berufspadagogisches Institut in Berlin)がいた。その他の分野では、ゲ、シュ

タルト心理学者のマックス・ヴェルトハイマー(MaxWertheimer)、法律学者の

へノレマン・カントーロヴィ'Y(HermannKantorowicz)、農業専門家のカール・

プラント (KarlBrandt， Agricu1tural College in Berlin)、そして社会学者の

アノレベルト・ザーロモン(AlbertSalomon)、エーリッヒ・フォン・ホーンボス

テノレ(Erich von Hornbostel)とハンス・シュバイヤー(HansSpeier)がいた 110

但し、彼らのすべてがジョンソンの最優先リストに挙げられていたわけでは

ない O 招待を断った学者の 中 に は 、 カ ー ノ レ ・ マ ン ハ イ ム (Karl

Mannheim， 1893四 1947)をはじめ、神学者のパウル・ティリヒ (PaulTillich， 

1886同 1965)、いわゆるキール学派の計量経済学者アードルブ・レーヴェ(Adolf

Lowe)、ヤーコプ・マルシャーク(JakobMarsch品。、ハンス・ナイサー(Hans

Neiser)などがいた 120 rニュー・スクーノレj の名はヨーロッパの学者に知られ

ていなかったし、複数の大学や研究機関から招待を受けた学者も多かったから

である O しかし、 1943年にファイラーが死んだ後、マルシャーク、レーヴェ、

ナイサーは「ニュー・スクーノレj の教授陣に加わることになり、発足メンバー

のコルムも入れるとキール学派の学者が一向に揃うことになった。さらに、ニ

ューヨーク神学校で教えていたティリヒは、「ニュー・スクーノレJの講演やセミ

ナーの常時参加者となった。フランクフルト学派とも親しかったティリヒは、

社会研究所と「ニュー・スクーノレJの両方に知人をもち、同じニューヨークに

ありながら稀にしか行き来のなかった二つの組織の数少ない仲介者の役割を果

たした 120

1938年のオーストリア併合、 39年のフ。ラハ占領とポーランド侵入、第二次

世界大戦の開始、そして 40年のパリ陥溶後は、「政治学および社会科学大学院j

はより多様な集団となった。当初のドイツ入学者に加え、オーストリア、イタ

リア、フランスなどからの亡命学者を吸収することになったからである。第二

次世界大戦中の時期には、 ドイツ系が主流を占める大学院で、は居心地の悪かっ

たフランスとベルギーの学者のために、「ニュー・スクーノレJの中に「高等研究

学院J(Ecole des Hautes Etudes)が別個に創設された 130 後に各分野で有名

になる多くの学者一哲学者のフェリークス・カウフマン(FelixKaufmann)、レ

オ・シュトラウス(LeoStrauss)、プロイセン商業省の大臣でもあったハンス・
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シュタウデ、インガ'-(HansStaudinger)、人類学者のクロード・レヴィ・ストロ

ース(ClaudeLevi-Strauss)、ロシア生まれの言語学者のローマン・ヤーコヴソ

ン(RomanJakobson， 1896四 1982)などが、他の大学からの招鳴を受けたり本

国に帰ったりするまでの数年を「ニュー・スクール」で過ごしたのである。教

授障の拡大とともに、「政治学および、社会科学大学院j に登録する学生数は、

1934年の 153名から 1940年の 520名に増えた。大学院生のなかからものち

に各分野で主導的な地位を占めることになる人材が育っていった 140

このようにニューヨークの片隅で、進歩的教育の場として発足し、次第に成

人教育、労働者教育の場として機能しつつあった「ニュー・スクールJは、 1930

年代から 40年代にかけて、広範な亡命学者のための「避難所Jとなり、学際的

な研究の実験場となったのである。以下、 f亡命大学Jの発足メンバーの中で最

年少だ、った社会学者ノ¥ンス・シュバイヤーの軌跡を、 1933年から 1942年まで

の時期を中心に辿っていきたい。

1. ある出会い

ハンス・シュバイヤー(HansSpeier， 1922-1989)は、その伝記的エッセイの

中で、 1933年の 8月、恩師エミール・レーデラーからロンドンに呼び出された

ときのことを回想している。二人の会合に向席したのが「ニュー・スクーノレj

の学長で、経済学者アルヴィン・ジョンソンだ、った。ジョンソンは 1927年から

『社会科学百科事典~ (Encyclopediαof Social Sciences)の編纂に携わり、事典

への寄稿を要請したドイツの社会科学者たちの知己を得るようになった。初対

面のジョンソンは、シュバイヤーにある任務を依頼した。 ドイツに帰って「亡

命大学j に招きたい学者に招聴状を渡すという仕事だ、った。レーデラーも、そ

の一員に含まれていた。別れ際にジョンソンは思いがけない言葉をもらした。

「あなたにも来ていただきたいと思いますJとo 28歳の彼はこの申し出を即座

に受諾した 15。シュバイヤーは 1928年にハイデノレベノレク大学でレーデラーと

カーノレ・マンハイムの指導を受け、経済理論と社会学で博士号を取得していた。

その後ベルリンの出版社で事典の編集などに携わり、ベルリン大学に移ったレ

ーデラーの下で助手を務めながら、 ドイツ政治学大学(DeutscheHochschule 

fur Politik in Berlin)で、政治社会学の講師をしていた 16
0

1933年 2月ヒットラ

ーが権力を掌握してまもなく、シュバイヤーが勤めていた大学は閉鎖され、宣
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伝省に接収された。彼はユダヤ系で、はなかったが、社会民主主義者でドイツ社

会民主党の活動に参加していた。同じ頃、小児科医としてベノレリン市に雇われ

ていたユダヤ人の妻も仕事を解雇された。一人息子だ、ったシュバイヤーは、病

気がちの両親のことが心配だ、ったが、相談にいった医者は、「このような選択を

迫られる場合、両親よりも自分の妻や子供の将来を最優先に考えなさいJと忠

告したという。シュバイヤーにはドイツの将来に何の幻想、もなかったという。

「最初から私は、ヒットラーはヨーロッパを戦争に引きずり込むだろうし、彼

の支配はドイツの軍事的敗北によってのみ終わるだろうと考えていたJ17と当

時の心境を語っている。 1933年 9月、シュバイヤーは妻と生後 2週間の娘を

イ半ってニューヨークへと旅立った。

2. ナチズムの研究

シュバイヤーは、当時のドイツの大学で過ごした他の学者と同じように、専

門以外にも幅広い関心をもっていった。彼がハイデルベノレク大学の博士論文に

選んだテーマは、その激しい気性とエクセントリックな振る舞いのためマルク

スとも対立したドイツ社会主義者フェノレデ、イナント・ラサーノレの歴史哲学だ、っ

た。副専攻は哲学と近代史で、若い頃ラサールがヘーゲ、ノレに心酔していたこと

もあって、ヤスパースのセミナーにも出席し、博士論文の査問を受けている 180

彼は哲学だけでなく文学的な関心も強く、「ニュー・スクールJのジョンソンは、

その自伝でシュバイヤーを「情熱的な文学的関心を持った社会学者J19と形容

している。シュバイヤーにとって、「アカデミックな生活は束縛を与えるものだ

という気がして、作家になるのが夢だ、ったJ20という。彼が残した遺稿 21には

ドイツ語で書かれた詩や短編、文学的エッセイが多くあり、中にはアメリカに

来るまえにドイツの有数の文学雑誌に掲載されたものもある。「ニュー・スクー

ルJで教えた最後の年となる 1942年には「文学の社会学Jというセミナーを

開講し、シェークスピアの f嵐』について論じている 220

しかしこうした哲学的、文学的な興味にもかかわらず、シュバイヤーのアメ

リカでの当初の研究は第一義的に、彼に故郷を捨てることを余儀なくさせたナ

チズムの本質、あるいは現代の大衆社会の問題を扱うものだ、った。彼がアメリ

カに移住する前年の 1932年、ホワイトカラー労働者と国家社会主義の関係、を

論じたシュバイヤーの本がドイツで出版されることになっていた。だが、その

内容に異議を唱えた編集委員の反対で、出版は取りやめになった。その要約は
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1934 年に「ニュー・スクーノレj の紀要『社会研究~ (Social Reseαrch)に英語で、

発表された。 1939年には、ドイツ語の草稿の四つの章が英訳されて『ドイツ社

会におけるサラリーマン~ (SalαバedEmployee 仇 Germαny)とし、うタイトル

でコロンピア大学から謄写版刷りで出版されたが、極めて限られた読者の眼に

しか触れなかった 230 アーサー・ヴィディッチ(ArthurJ. Vidich)によれば、こ

うした読者の一人が、シュバイヤーの知り合いの亡命知識人ハンス・ガース

(Hans Gerth)であり、ウィスコンシン大学でガースの指導を受けたC・ライト・

ミルズ(c.Wright Mills)だったという 240 ミノレズの『ホワイトカラー:アメリ

カの中産階級~ (White Collαr: The Americαn Middle CIαsses)が、シュバイヤ

ーのドイツ新中産階級に関する研究から影響を受けたとすれば、亡命知識人と

その後のアメリカの社会科学者との間の世代を超えた思想的伝播の一例という

ことになろう。 1977年に、シュバイヤーの 45年前の幻の研究書はほぼ元のま

まの形で出版され、 1986年にシュバイヤー自身が英訳して rドイツのホワイト

カラー労働者とヒットラーの台頭打GermanWhite-Collar Workers and the 

Rise of Hitlef)というタイトノレで、出版されている。

シュバイヤーは、ギムナジウムに通っていた頃、同級生に公務員やホワイト

カラーの息子が多く、彼らが国粋主義的であったこと、また王制の復興を願う

保守主義的な教師が多かったことを回想しているおが、彼のホワイトカラー労

働者への興味はこのあたりにまで遡ることができるのではなし、かと思われる。

ベルリンの郊外で、生まれたシュバイヤーは、あまり豊かではない中産階級の出

身だ、った。父親は家庭の事情から 15歳で学校をやめ、独学で生命保険会社の管

理職になったが、第一次世界大戦後のインフレで家計は苦しかった。母親は現

在のドイツとポーランドにまたがるポメラリア地方の出身で、母方の家族は海

を隔ててポメラリアの北に位置するスウェーデンからやってきた。 15歳のとき

にシュバイヤーはルーテノレ教会で、堅心礼を受けるのを拒否し、学校の愛国主義

や順応主義を奨励するような教育を嫌って、ロシア文学やイプセンなどを読み

耽った。 1923年に大学進学資格試験に合格したあとも、家計の苦しさを知って

いた彼は、すぐには大学に行かず、見習い銀行員としてベノレリン株式取引所で

電話係りをしたり、数学の家庭教師をしたりしていた 260 ハイデ、ノレベノレクから

ベルリンに戻ったあとは、レーデラーの紹介で出版者に勤務し、社会民主党の

労働者教育に携わって多くのホワイトカラーやブルーカラーの労働者と接した

ことも、彼に象牙の塔の外の世界をつぶさに観察する機会を与えた。さらに、
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ベルリンの労働者階級が多く住む地域で小児科医をしていた棄のリサを通じて、

シュバイヤーはさらに労働者の直面している問題に関心をもつようになった。

ソーシャル・ワーカーに同行して失業した労働者の家庭を訪問したことも、彼

が準備していた本の基礎資料を提供することになった 270

シュバイヤーの関心は、伝統的な中産階級とブルーカラー労働者の狭間にい

る新中間層としてのホワイトカラー労働者がなぜ、排他的なナショナリズム、

そしてヒットラーのような独裁者を進んで支持するようになったのかをつきと

めることだ、った。経済状態が悪化すればホワイトカラーはその経済利害のため

に戦闘的になりプロレタリアートと合流するだろうという伝統的なマルクス

義の予想、それに依拠したドイツの共産主義者や社会主義者の主観的願望はま

ったく現実とは一致していないように思われたのである。シュバイヤーは、マ

ックス・ウェーバーの名誉やステータスに関する考察が、マルクス主義者の経

済決定論より現実を解く鍵になると考えた。彼は次のように書いている。

サラリーマン(sa1ariedemployee)は通例、自分たち自身の社会的価値基準を

つくりだすことができない。むしろ他の階層からそれを借用するのである。

一部では、労働者の価値概念を採用し、他方では公務員よ軍人、伝統的な中

産階級、教養あるブルジョアの価値概念、場合によっては、起業家の価値概

念を採用するのである。それゆえワイマール共和国におけるドイツ人のサラ

リーマンをほかの階層の価値に寄生する存在として特徴づけることができる。

こうした理由で、多くのドイツのホワイトカラー労働者は民族(Volkstum)や

国民的再生といったプロパガンダの最初の餌食になってしまったのである。

彼らには、自分たちに安心感を与え、真に自分たちのものだといえるような

道徳的な伝統の支えが欠如しているのだ 280

シュバイヤーによれば、ホワイトカラー労働者は、伝統的中産階級のライブス

タイルを模倣するだけの経済的裏づけがない一方で、ブルーカラーとの差異が

極小化してし、く現実にいらだ、って、その不安と空虚さを民族的ないしは国民的

誇りで埋めようとするというのだ。

シュバイヤーの著作は、例えば『フランクフルト新聞~ (Frankfurter Zeitung) 

の記者で 1930年からベルリン支局に勤めていたジークフリート・クラカウア

ー(SiegfriedKracauer， 1889四 1966)が 1929年に新聞に連載し、 1930年に単
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行本として出版した『サラリーマン~ (Die Angestellten)とも共通するものがあ

る。ちなみに『サラリーマン』は 1933年 5月 10日に焚書にされ、長い間忘れ

去れることになった。第二次世界大戦後にワイマール時代のドイツ映画の分析

でよく知られるようになったクラカウアーもまた、パリ、ロンドンを経て 1941

年にアメリカにたどり着いたユダヤ系亡命知識人の一人で、ある O シュバイヤー

はクラカウアーの作品を参考文献に含めているが、モンタージュ的で印象主義

的な手法で書かれたクラカウアーの著作と、統計や対面調査などに依拠したシ

ュバイヤーの手法はかなり違ったものである。しかしエーリッヒ・ベーター・

ノイマンの解説によれば、クラカウアーの作品への反応は「電撃的jで、レーデ

ラーは「これまで、現れなかった、余人に近づきがたい具体性によって心を把え

る」と評した 29というから、シュバイヤーがレーデラーを通じてクラカウアー

の影響を受けたことは十分に考えられる。一方、クラカウアーも、「サラリーマ

ンのプロレタリア化j に関連して「近代的奴隷制がのこっていると考えられる

社会空間とは、今日ではもはや多数の労働者が働く現場ではなく、オフィスの

ことであるJというレーデラーの言葉を作品中で引用 30しているので、新中間

層に関するレーデラーの先駆的な研究に親しんでいたはずである。レーデラー

の弟子であるシュバイヤーはもとより、恐らくクラカウアーも、 1912年に出版

されたレーデラーの著作 (Die 丹かαtαngestellten in der Modemen 

Wirtshaβsentωickluηg)や、 1926年に出ているとし、うレーデラーとマルシャー

クの共著書 31 (1937 年にアメリカで『新中間層~ [The New Middle Class]と

というタイトノレで出版された)を読んで、いただろうと思われる。フロム、アー

レント、フランツ・ノイマン(FranzNeumann)など多くの亡命知識人が 1940

年代にファシズムの本格的な研究を行うことになるが、レーデラー、シュバイ

ヤー、クラカウアーを含め、ワイマール共和国における社会主義と民主主義の

二重の崩壊の現場に居合わせたドイツの左傾化した知識人たちは、嵐の渦中で

分析を続けながら、その仕事を亡命先のアメリカで続行させようとしたのであ

る。

3. 新たな模索とレーデラーの死

シュバイヤーのドイツの新中間層に関する関心は、「ニュー・スクーノレJでの

新しい研究生活が始まると、次第に他のテーマへと移っていった。 1930年代の

初頭、アメリカの学者はファシズムの問題よりも足元の経済恐慌にどう対処す
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るかに追われていた。しかし、失業問題への対処、ニューディール政策で、打ち

出された様々な処方築、労働争議など f赤の時代j のアメリカの動向に、社会

学者としてのシュバイヤーが関心を向けたとしづ形跡はない。むしろ 33年から

40年ごろまでの時期、彼はさまざまな領域に越境しながら、自分のなかで思想

的、政治的な修正を進行させていったといえるかもしれない。彼の関心は、人

間の行動や心理の暗黒面一暴力性や破壊本能、英雄崇拝、他者への妬みや憎悪

などに移っていった。大学院で「戦争の社会学J(socioloぉTof war)についての

講義を行ったのもこの頃だ、った 320 ~ドイツのホワイトカラー労働者とヒットラ

ーの台頭』の 1977年版(ドイツ語版)の序文のなかで、シュバイヤーはこうした

変化に言及して、「進歩のイデオロギーと西欧の工業化の影響で、多くの社会科

学者は経済的あるいは社会的なリスクを人間が直面している最大の悪だと考え

るようになった。その結果、肉体的な危険すなわち暴力的な死の危険という基

本的な社会生活の現象をおろそかにするようになった。リベラリズムも社会主

義もこうした問題を唆味にする傾向があるJ33と記している。

なぜ人間は暴力、破滅的行為、あるいは自己犠牲を強いるような権力への服

従をあえて求める衝動へと駆り立てられるのか-こうした想念が、 1940年の

12月に行われたセミナーでのシュバイヤーの発表原稿「リスク、安全、そして

現代の英雄崇拝Jの主要なテーマとなっている。このセミナーに参加したのは、

新フロイト学派の精神分析家カレン・ホーナイ(KarenHorney)とシュバイヤー

の同僚であるゲ、シュタルト心理学者のヴェルトハイマー、そしてフランクフル

ト大学の哲学教授で、 1938年から fニュー・スクーノレj の教授陣に加わったカ

ート・ライツラー(KurtRiezler)だ、った。このように学際的なセミナーで様々な

分野の学者と意見を交換することで、シュバイヤーの初期の経済学的また社会

学的関心は、人間の非合理的で、非理性的な衝動を解明しようとする心理学的な

興味へと移っていったように思われる。しかし彼の関心は、ホワイトカラーの

分析のときと同じように、ファシズムを成立させる要因を探求することであっ

た。

この口頭発表で、彼は「現代の英雄崇拝の中で、我々をもっとも当惑させる

事例は、西欧の、教育を受けた大衆が自分たちの政治的自由の破壊者を崇め奉

るという現象であるJと述べている。彼は、「経済的利害以外の動機についてい

かなる洞察ももたらさなしリマルクス主義理論と、「心理学的な洞察に欠点があ

るマックス・ウェーパーの社会学体系Jへの不満を表明する。彼は、「現代のシ
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ーザーが大衆的想像力を捕らえるのは、大衆は脆弱で、、まったく非英雄的で不

満だらけで、自分でリスクを選ぶこともできないような生活を送っているから

だj としづ o r充実した生命の発現から疎外Jされている無力な人々は、「英雄

崇拝によって文明のくびきからの開放の深い欲求を露呈する」というのだ。シ

ュバイヤーによれば、カリスマ的なリーダーは二つのグルーフ。を同時にひきつ

ける。一方は、「偏在する危険におびえ、社会的安全を要求するj大多数の大衆

で、独裁者は彼らに失業などの受動的な危険からの解放を約束する。他方、た

とえ経済的、社会的な不安がなくても現実に空虚さを感じている「官険家、若

者、全ての階級からの脱落者j には彼らが潜在的に望んでいる「危険な生き方J

を提供する。しかし最大限の安全と最大限の危険を求める一見相反する欲求は、

実は、現代人がその只中で生きるとらえどころのない「惨めさと期待J34の所

産だというのだ。

1941 年に出版された『自由からの逃走~(Escαrpefrom Freedom)でフロムは、

「個人が孤独におちいり懐疑や孤独感や無力感に打ちひしがれると、その時か

れは、破壊性や、権力あるいは服従を求める衝動へと駆り立てられるJ35と書

いているが、シュバイヤーの英雄崇拝の分析にも、フロムと同じような社会心

理学的アプローチがみられる。 1930年代にアメリカに移住したマルクス主義的

な傾向をもっ亡命知識人たちは、次第にファシズムを社会経済的な要因からだ

けでは分析できないと考え始め、フロイトなどを援用して人間の意識下の衝動

や人間のパーソナリティのタイプなどに注目するようになった。亡命した精神

分析学者がエューヨークに多く住んだことでこうした議論が活発化したと同時

に、ナチスのヨーロッパ全土への侵攻が進み、ユダヤ人への迫害が織烈になり、

1939年には第二次世界大戦が始まったことで、暴力、破壊、死といった平時な

ら非自常的な事柄として忘れられていたことが学問的な対象としても無視でき

なくなったといえよう。シュバイヤーは、 f自然災害や伝染病を制御することに

成功したかにみえる文明に、死との闘争は成功していないことを思い起こさせ

たのは他ならぬ戦争だJと書いている。暴力は「常軌を逸した行為(犯罪)Jか

「過去の野蛮主義(戦争)Jだと考えられ、「進歩思想、によれば、歴史はすべての

形態の非合理性からの段階的な開放のプロセスであるj とみなされていたにも

かかわらず、「科学とテクノロジーの発達によって非戦闘員にも暴力的な死の危

険は広がったJ36というのだ。

このように、ファシズムという妖怪の正体を突き止めようとした一人の社会
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学者として、シュバイヤーの関心は、ドイツの中間層の経済・

戦争や暴力の考察、あるいは独裁者と一体化する英雄崇拝の問題、破壊性へと

向かう人間の衝動の心理的分析など複数の方向へと向けられていった。こうし

た模索を続けていた時期に、恩師であり今は同僚となったレーデラーもまた、

一冊の本を書いていた。 1939年に死亡したレーデラーが死の一週間前に完成さ

せたという『大衆の国家一階級なき社会の脅威~ (Stαte of the Mαsses: The 

Threat of the Classless Society， 1940)は、ファシズムおよび大衆社会の危険

を洗い出した研究書として、一連の亡命知識人の知的な関心が凝集していった

一つの点を指し示している。シュバイヤーはレーデラーの遺稿を整理し、みず

から序文をつけて世に送った。彼は序文のなかで、「この本は、チェコスロパキ

アがヨーロッパの地図から抹殺された後、ドイツ軍と秘密警察がポーランドに

侵入する前に書かれたJ37と説明している。レーデラーはボヘミアのピノレゼン

の生まれで、あり中欧の運命を悲しみの念で、みつめていたに違いない。こうした

世界情勢のなかで書かれた著書であることも反映して、『大衆の国家』は、マル

クス主義的な知的伝統の中で研究を続けてきた経済・社会学者の手になる本と

しては悲観的な内容だといえる。

レーデラーのファシズムの定義のなかで群集一「内面的に一体化され、互い

に一体と感じ、一体として行動する可能性をもっ多数の人々J38は、進歩とか

幸福とか自由とは限りなく逆のベクトルに歴史を動かしてし、く O

ファシズムは、抑圧そのものではない。また自由なプレスの検関それ自体

でもなければ、少数民族の迫害それ自体でもなく、これが決定的な点だが、

イデオロギーの注入それ自体でもないのである。ファシズムを画期的変化

たらしめ、歴史的展開点たらしめたものこそ、人類が歴史上はじめて、社

会の支配ではなく、その破壊を目撃しなければならなかったという点であ

る。ファシズムはすべての集団を粉砕し、社会のすべての層を群集に溶か

しこむ。まったく変化のない永遠の国家を出現させようとする教義に、支

配され、指導された、一つの社会制度へと、これらの群集を変容させよう

としているのだ 390

彼によれば、イタリアやドイツで出現したような「全体主義的国家Jは、「社会

諸集団を基盤とし、それらの存在を認める国家j と本質的に異なっている。そ
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れは「大衆運動に合致する一つの精神をつくりあげ、政治的反対勢力のあらゆ

る潜在力を破壊し、どんな攻撃もおよばない権力の中枢を確立Jするというの

だ。彼の議論で興味深いのは、「異なった集団に属しかれら自身なんら一つの集

団を形成していない諸個人から成り立っているJ多数者(mu1titude)Jが「群集

になるかどうかは環境によるj のであり、「共通の文化的基盤の存在こそ重要J

だとしていることである。「心理的にいって一つの全体」である群集が形成され

るのには、「共通の歴史的体験(敗戦とか勝利のごとき)Jや「宗教的感情や民

族意識J、「同じことばを話し、読むことができることJが必要で、あり、群集は

「どこでも問じ性質の原始的な群れJではなくて、「その生起する時代の特徴を

背負っている歴史的現象jだというのである。彼は関東大震災のときの朝鮮人へ

の群集的暴行にも触れて、極度の緊張、危険、苦難に直面したときに、多数者

の中の f国民とか国土とか民族とかいった、外部からそそのかされやすい情動

的な潜在力を含む心理的領域j が刺激されて「少数民族に対する情動の爆発J

として発現した事例だと説明している 400

群集をっくりだす一体性を文化的・歴史的基盤におき、そして、ある国民や

民族に一体的な情動をもたらす言語のシンボリックな機能を重視することで、

レーデラーは、言葉による煽動-プロパガンダが特に重要だ、と考える。さらに、

レーデラーは、「開き手があたかも群集のなかにいるときと同じような影響をう

けるJラジオなどの発達によって、「すべての人々を大衆に変貌させ、かれらを

この状態にとじこめる技術的な機会が、今日ほど与えられた時代もいまだ、かつ

てなかったJ41 と述べている。しかし彼によればファシズム体制では、プロパ

ガンダによる心理的説得は、議論の余地を残さず反対者を抑圧する暴力装置の

使用と併用されることでよってのみ効果を発するのである。こうした議論はア

ーレントの『全体主義の起源Jなどでより精般に論じられることになる。 1939

年の 3月から 9月頃までの間に一気に書き上げられたと思われるレーデラーの

ファシズム論には、現在進行中の事態にたいする冷徹な分析の眼差しがあり、

自国語でない言語で書くという難しさも考えると、そこにはナチスを逃れた亡

命知識人の執念といったものが感じられる。

レーデラーの思想的変容という点で重要なのは、彼がこの遺作で、「成層社会

は関争であり、葛藤であり、搾取であり、抑圧である。これに対して、階級な

き社会は平和であり、生産力の計画的発展であり、自由である」というマルク

ス主義的見解を、「われわれが大衆国家を経験する前にっくりだされたものJと
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して退けている点である。彼によれば、ロシアの例をとっても「すべての階級

の廃止j は、「大衆支配を意味するテロリズムの政治体制と、大衆情動ならびに

大衆本能にたよらなければならない独裁的政府を要求j する。近代社会の袋小

路からぬけ出る途は、「大衆の支配する体制のなかで自己を喪失するか、あるい

は歴史を人間精神による社会の変容過程と考え、われわれに与えられた機会を

完全に利用させてくれる社会・経済的諸制度を確立するかであるj とレーデラ

ーはその著作を締めくくっている。彼は f自由な意見と自由な討議のゆるされ

た自由な社会jの追求と、より多くの平等を求める「経済的民主主義の概念J42 

は必ずしも矛盾しないとすることで、その社会民主主義的な余韻を残している。〆

レーデラーの群集論は、一面では、理想的なプロレタリアートの概念一邪悪で

欲深い資本家を倒す能動的で歴史意識をもった集団ーが逆転して、知識人が恐

れなくてはならない受動的で、非理性的な群集、あるいは群集に溶解する可能性

のあるアモノレフな人々の群れに転落したという印象をあたえないわけで、はない。

この意味でリチヤード・ホーフスタッター(RichardHofstadter)が「大衆文化に

対するもっとも痛烈な告発のいくつかが、かつてーあるいはいまも一社会民主

主義だった作家から生まれた点は重要で、ある。大衆文化にかんする議論にしば

しば耳障りな雑音や非人間的な響きまで入るのは、ある意味で、期待にそわな

いまま生きる庶民への失望感が底流にあるからかもしれなしリ 43と述べている

のは穿った見方といえる。しかし、レーデラーが諸悪の根源を「無力な大衆J

に見ていたわけではない。彼は、「民主主義の弱さ、民主主義的観念の解体、新

しいイデオロギーをもった新しい階級の出現、未解決の経済問題、権威の崩壊、

ボノレシェヴイズムへの恐怖、これらすべての要素がファシストの権力奪取に貢

献したJ44と述べており、またエリートの知識人にも批判的なまなざしを向け

ている。「ファシズム体制の発足にあたり、世論、プレス、教育そしてすべての

出版に対する完全な統制が宣言されたときも、知識人はほとんど抵抗を示さな

かったし、抗議さえしなかったという事実があるJ45 として、知識人集団の弱

さにも言及しているからである。

序文のなかで、シュバイヤーは、レーデラーの著作を解釈して、それを社会民

主主義的な背景とアメリカ的な自由主義との接木と考えている。 50年代の政治

的多元主義やコンセンサス・ヒストリーの考え方を先取りするかのように彼は

次のようにいう O
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もし、われわれが歴史上の転回点を求めなければならないとしたら、将

来にではなく、現在にもとめなくてはならないと、適切にもこの本の著者

は忠告している。かれはマルクスとマルクス以後の資本主義の歴史を研究

しただけでなく、かれとわれわれの時代の政治的事象をも研究した。した

がって、ここにいう自由も理性も、ぼんやりした未来のぼんやりした特徴

ではなく、ファシズム出現以前の具体的な経験をあらわしている。民主主

義においては、階級的葛藤でさえ自由の表現である。なぜなら社会の平和

は、闘争がないということではなし、からである。社会が諸集団より成り立

っているかぎり、自由は社会の構造のなかにあるのだ。集団のなかで人間

は自分の利益を追求し、集団のなかで自己の生活を形成するのである。社

会は多くの諸集団より成り立っているのだから、元来多元的性格のもので

あり、社会的権力の分裂を含まざるをえないo

・・・現在の政治の批判的評価から出発し、究極的には、理性に対する

ゆるぎない信頼に根ざしているかれの民主社会主義の哲学は、マノレクスの

ゆがめられたプロシャ主義よりもむしろ、ここ六ヶ年間のアメリカでの経

験にもとづいている。かれはこの本のなかで、アメリカでの経験とかつて

のヨーロッパで、の経験とを同化させているのである 460

シュバイヤーの解説は、ナチス政権の台頭を阻止できなかった社会主義者とし

てのレーデラーの苦渋と無念を代弁しているというよりは、むしろ彼自身のマ

ルクス主義との訣別の意志とアメリカの民主主義への期待感を反映しているよ

うに私には思える。かれにとって、ハイデ、ノレベルク、ベルリン、そしてニュー

ヨークと共に歩んで、きた恩師の死と遺作の出版は、ひとつの時代の終りを告げ

るものだ、ったのかもしれない。事実、シュバイヤーは、レーデラーの死後、「亡

命大学Jの外の世界へ飛び出していくことになる。

4. 結語にかえて

1940年4月 20日、シュパイヤーはアメリカに帰化し、法的にアメリカ市民

となった。シュバイヤーは、「大学院j の同僚のほとんどが、「アメリカ文化よ

りもナチ以前のドイツのモーレスと文化により親近感をもっていたJと感じて

いた。一方、まだ 20代でアメリカに来た彼自身は、「社交生活の五十パーセン

トくらいをこの国生れのアメリカ人と過ごしたj と後に語ったという 47。彼の
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アメリカ文化への適応は、年配の亡命知識人より素早く、心理的苦痛を伴わず

に行われたように思える。 1936年にはイリノイ大学、 41年にはミシガン大学

の夏期講座で客員教授をつとめ、さまざまなセミナーにも参加するようになっ

た。 1940年頃までには、「亡命大学j 発足時からの同僚だ、った fメイフラワー

組Jにも死去や移動があった。社会学者のホーンボステルは 1934年には病気

で退職し、 1939年に学部長だ、ったレーデラーが世を去った。 1943年にはジャ

ーナリストのファイラーも亡くなった。グループ。の中で異色の分野からきた農

業専門家のブラシトは、亡命後は愛国的ドイツ主義者となったため、社会主義

的な傾向の強かったほかの向僚と折り合いが惑かった。しかも大都会のニュー

ヨークは農業の研究には不向きな場所だ、った。彼はまもなくスタンフォード大

学食糧研究所に移った。法律学者のカントーロヴィツは一年足らずでロンドン

大学経済学部に移った。一方、次第に教授の数も多くなり、シュバイヤーは、

哲学者のレオ・シュトラウスやキールからきた経済学者のアノレフレッド・ケー

ラー(Al仕edKahler)などとも親しくなった。 1939年にはケーラーと共同編集し

た論文集『我々の時代の戦争~ (Wαr 仇 αlrηme)を上梓している。

第二次世界大戦が始まった 1939年ごろから、シュバイヤーの関心は、レー

デラーの『大衆の国家Jの中でも扱われたプロパガンダの研究に向き始めた。

彼は『我々の時代の戦争』にプロパガンダを使つての戦争準備についての論文

を寄稿している。 1938年から 39年には、「ニュー・スクールJ内のプロジェ

クトとして、ヒットラーの『我が闘争Jの翻訳も行われた。アメリカの読者に

ナチスの実態を知らしめることで、反ファシズムの世論を喚起したいというの

が、こうしたプロジェクトの目的だ、った 480 さらに、シュバイヤーのプロパガ

ンダ研究に刺激を与えたのが、精神分析学者のエルンスト・クリス(ErnstKris， 

1900四 1957)との出会いだ、った。ウィーンの美術史家で、フロイトの直接の指導

のもとに精神分析に転じたクリスは、 1940年に亡命先のロンドンからニューヨ

ークに移ってきた。クリスはイギリス出発まえにBBCから研究用に極秘文書

を都合してもらう約束をとりつけていた。それは、 BBCが傍聴してイギリス

の政府関係者に配布していた、 ドイツの園内ラジオ放送のモニターリポートだ

った。クリスの提案で二人は、ロックフエラー財団に「全体主義のコミュニケ

ーションに関するプロジェクトj への助成を申請することにした 490

シュバイヤー自身の説明によると、ロックフエラー財団の側では、アメリカ

参戦に備えてプロパガンダ分析の技術を持った若い社会科学者を育てておきた
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いという思惑があったという 500 当時財団の人文系の助成を担当していたジョ

ン・マーシャル(John Marshall)は、内部文書で、財団が安全保障関連の研究プ

ロジェクトを続ける意義を、国益という観点からより明確に位置づけている。

マーシャルによれば、こうしたフ。ロジェクトの目的は、「第一に園内で非戦闘員

の士気を高め、第二に友好国との良好な関係を保ち、第三に敵対する国には情

報宣伝戦を仕掛けることだJ51というのだ。シュバイヤーの立場からすれば、「そ

の頃アメリカでは、内容分析の新しい方法を実験しながらナチのメンタリティ

を詳細に検討するほかの手段はなかったJ52ということになる。確かにシュバ

イヤーは 1933年にアメリカでの研究・教育生活を始めて以来ファシズムの正

体を見極めようとしてきたのであり、このプロジェクトもそうした学問的関心

の延長戦上にあったということになるであろう O また、 1940年以後はアメリカ

市民でもあり、ナチスに対する戦争にアメリカが参加し、勝利することを願っ

ていたともいえる。シュバイヤー、クリス、財団の側で、学問的関心、アメリ

カの国益、反ファシズムの情熱には明らかな温度差があったと思われるが、結

果的に、 1941年 3月にはクリスとシュバイヤーに 15，960ドルが支払われ、さ

らに翌年には 19，000ドルの助成を受けている 530 プロジェクトチームの提出

したレポートの中で、シュバイヤーは、 f全体主義的な世界の中核を占めるのが国

民の心理的な管理であり、国家社会主義的なプロパガンダは国家社会主義的な

文化の一部である。私たちはこうした文化の背後にある理論を知り、それがど

の程度特殊ドイツ的かを知る必要があるJ54と述べている。この研究の成果は

1944年に『ドイツにおけるラジオ情宜活動j(German Radio PrOpαgandα: 

Report on Home Broαdcαst during the Wα時として出版された。勝利、敗北、

敵、味方などのニュースがドイツのラジオでいつ、どのように伝えられたかを

分析した 500ページ近い文書は、新批評的なテクスト分析と、プロパガンダが

もたらす心理的効果の分析を含み、それ自体として興味深い歴史資料である 550

1941年真珠湾攻撃によってアメリカが参戦すると、「亡命J大学、そしてシ

ュバイヤーにも新たな変化が訪れる。ジョンソンは、ロックフエラー財団の社

会科学部門の部長に向けた 1942年 3月 16日の手紙で「私たちは長期的な展望

の様々な仕事を続行できない危険があるのですが、皮肉なことに、その原因は、

多数の政府機闘が我々の仕事に関心を持ち始めたからなのですJ56と書いて、

ワシントンへの人材の流出を懸念している。大学院の教授障のうち、 ドイツの

通貨改革の立案にかかわったコノレムは、連邦政府から呼ばれ、まもなく大統領
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経済諮問委員会の委員もっとめることになった。 1942年、シュバイヤーは、ロ

ックフエラー財団から政府機関に配布された「全体主義コミュニケーション・

プロジェクト Jのレポートが注目されて、連邦通信委員会 (Federa1

Communications Commission)の海外放送情報局の主任となるように要請さ

れた。 1944年からは戦時情報局に移り、さらに 1946年からは国務省の占領地

域部門の部長としてたびたびドイツに行くようになった。彼が「大学院Jに戻

ってきたのは 1947年のことだが、一年後には、今度は、安全保障に関するシ

ンクタンクとして知られたランド・コーポレーションの社会科学部門の部長と

なるため大学を去っていった。彼が学問の世界に戻ったのは、 1969年のことだ

った。彼は、マサチューセッツ大学に 1973年までつとめ、退職後は執筆活動

などを続けた 570r亡命大学Jの最後の生き残りだ、ったシュバイヤーが 1990年

に 85歳で死んだとき、 30年代の亡命知識人とそれにまつわるひとつのエピソ

ードが終わったのである。

(注)

*人名の日本語表記については、研究者や翻訳者によってかなりの食い違いが

あるため、本論文では、荒川幾男氏訳の『亡命知識人とアメリカJの巻末の

人名・研究機関名索引にあるものについては、そのまま踏襲した。

*ロックフエラー文書館に所蔵されている資料を閲覧し、かっ本論文に引用す

ることを許可してくださったロックフエラー文書館所長(Rockefeller

Archive Center)Dr. Darwin Stapletonに謝辞を申し上げたい。

1. エリザベス・ヤング:ブノレーエル著/荒川幾男・原一子・本間直子・宮内寿

子訳『ハンナ・アーレント伝~ (品文社、 1999年)、 5580

2. ルイス・ A ・コーザー/荒川幾男訳『亡命知識人とアメリカーその影響とそ

の経験~ (岩波書庖、 1988)、1110

3. ヴォルフガング・シヴェノレブシュ著/初見基訳『知識人の黄昏~ (法政大学出

版局、 1990)、1540

4. マーティン・ジェイ著/今村仁司・藤津賢一郎・竹村喜一郎・笹田直人訳『永

遠の亡命者たち一知識人の移住と思想、の運命~ (新曜社、 1989)、730

5. rニュー・スクールJはニューヨークの西 12番街、グリニッジ・ピレッジ
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の近くに位置し、コロンピアはアップ・タウンのモーニングサイド・ハイ

ツに位置する。

6. ロックフエラー財団は 1933年から 45年までに 303人の亡命知識人を援

助するために$1，410，778の予算を使っている。これらは給料や旅費のた

めに使われた個人のための支出で、亡命知識人の申請したプロジェクトの

助成は除外している O 援助した亡命知識人のリストや詳しい経過は、

Thomas B. Appleget.“The Foundation's Experience with Refugee 

Scholars，" folder 545a， box47， Record Group 1. 1. Rockefeller 

Foundation Archives (hereafter RFA) ， Rockefeller Archive Center， 

Sleepy Hollow， NY. USAに言学しい。

7. 財団などを通じた戦間期の大西洋を超えた知のネットワーク作りが、 20世

紀のアメリカの発展の知的基盤になったと論じたものに、 OliverZunz， 

Why the Americαn Century? (Chicago: Universi匂Tof Chicago Press， 

1998)などがある。

8. こうした財団側の複雑に絡み合った動機については、次のような文献や資料

が参考になる。 ReinhardSiegmunιSchultxe，“Rockefeller Support for 

Mathematicians Fleeing from the Nazi Purge，" in The 

((Unαcceptαb1es": Americαη Foundαtions αηd R々戸.lgee Scho1αrs 

between the Two wjαrsαηdAβer， ed. Giuliana Gemelli(Brussels: P. 1. 

E-Peter Lang， 2000)， 91-104; Claus-Dieter Krohn， Intellectuαls iη 

Exi1e: ReかgeeScho1arsαnd the New Schoolfor Sociα1 Reseαrch， trans. 

Rita and Robert Kimber (Amherst: Universi匂Tof Massachusetts Press， 

1993)，29田 38;“August19， 1940 Memo from JHW to TBA，" folder 4525， 

box 383， RG1.1， RFA.また、 2005年 7月 20日に「亡命知識人の文化・

社会史的研究Jの一環として京都大学人間・環境学研究科で、行ったワーク

ショップに参加したロックブエラー文書館の所長ダーウィン・ステイプノレ

トン博士(Dr.Darwin H. Stapleton)の講演(“IntellectualsFlee from 

Fascism: Rockefeller Support of Social Scientists， 1933-1945")からも

多くの示唆を受けた。

9. 出身国53IJ割り当て移民制度は 1921年に導入され、 1924年に、 1890年の

人口比に基づいて出身国別に移民数を割り当てるジョンソン・リード法が

成立した。この出身国条項は 1927年 7月 113に発行の予定だ、ったが反対
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の声が強く、議会はその発効を 2回にわたって延期した。これに伴って、

帰化不能人条項を適用されたアジア人は割り当てに無関係に移民は禁止と

なった。さらに、国籍条項によって南・東欧移民の入国は厳しく制限され
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Times， October 4， 1933. 



フランクブルトの社会研究所 (1933年 3月当時)

ナチスによって破壊された社会研究所(本文 p46-47参照)




