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―トーマス・マン『非政治的人間の考察』の転回点―

『パレストリーナ』との出会い

坂　本　彩希絵

序

トーマス・マンが第１次世界大戦下で執筆した『非政治的人間の考察』（1918）は初版
本にして600頁に及んだ「見通しのきかない作品」 1 ）である。しかも、なぜそのように難解
になってしまったのかという原因がまた見通しがたい。しかしそれを敢えて分析すれば、
まず、その中心的テーマである「政治」の特殊な定義自体が問題である。H. クルツケによ
れば、それは今日私たちが政治と呼ぶ事象を必ずしも意味せず、むしろ「生と社会を、精
神、すなわち頭脳から判断し、そして頭脳による諸理念に適応させようと試みる世界観」
を指す。 2 ）更に、この著作において展開されているマンの思想信条は、ほとんど反動的とさ
え呼べるほどに愛国的であり、およそ100年を経た今、その情熱を理解するのは容易なこ
とではない。しかもマン自身が自分の信条に対して批判と肯定との間を行きつ戻りつする
ために、全体的に論理の交錯が甚だしい。加えて、成立事情もまた込み入っている。第１
次世界大戦下の２年半に亘って書き継がれたため、ドイツの政治状況、あるいは戦況の変
化の影響を受け、主張や論争のテーマ、更に論敵が章によって異なる場合がある。そして
最後に、同じく作家であった実兄ハインリヒ・マンとの確執が、文明対文化という大きな
構図の論争へと敷衍されていることも、本書を読む上で注意しなければならない。
『非政治的人間の考察』は伝記的な研究の中で言及されることが多い。これはこの著作が

創作作品ではなく、時局を論じたエッセイであることに由来するのであろう。この「日記
あるいは年代記」（9）に対しては、当然のことながら他の創作作品に対するのとは違って、
それを解釈することよりも、そこに記録された思考と精神のあり様を、個人史および時代
史として掘り起こす歴史研究的な姿勢が相応しい。1990年代後半に相次いで公刊されたマ
ンに関する伝記研究はいずれも、マン個人の人生の中にマンが生きた波乱の時代の諸問題
を見出すことに力を注ぐ過程で、『非政治的人間の考察』とその周辺の政治的な言論には強
い関心を示している。 3 ）  『ブッデンブローク家の人びと』を書いた、デカダンスの作家であ
るマンが、開戦とともに激越に右傾化したという「大きな謎」 4 ）を、当時のドイツで一般的
であった好戦的なナショナリズムの観点から解明するのであれ、それを更にまたマンの特
殊個別的な思想へと還元するのであれ、『非政治的人間の考察』を時代史的な視座から完全
に切り離して論じることは不可能であろう。しかし、マンとその時代の関係を解明する必
要性を重視するあまり、この著作に披瀝されたさまざまな思考から、芸術的に価値のある
議論を選り出し論じることは、あまり積極的にはなされてこなかったのではないか。その
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逆は多い。すなわち、『非政治的人間の考察』の随所にある、マン自身による諸作品の解釈
は、それらの研究において頻繁に引用されてきた。またクルツケはその伝記的な仕事にお
いて、野心的にも作品解釈に踏み込み、一見非常に非政治的な物語である『ヴェニスに死
す』（1912）が、その後の国粋主義的な言論活動の「精神的前史」 5 ）をなすと看破した。し
かしながら、『非政治的人間の考察』を書くまさにその中で、マンが新たに獲得した芸術上
の見解についてはほとんど問われていない。

この著作の中で、マンは自らを過ぎ去った時代に生まれながら、新しい時代にも親和す
る、相克を抱えた人間と見なし、しかもそのような引き裂かれた内面を持つことに、作家、
すなわち芸術家としての光明を見出そうとする。非芸術的な論争の渦中にあってなお、マ
ンは芸術家性という、若い時分より長らく取り組んできた問題に関して、新たな知見を得
たと言えよう。

本論は従来の伝記的な研究を否定するものではない。むしろ、マンが上述のような芸術
家性を認識するに至ったきっかけを、ハンス・プフィッツナーのオペラ『パレストリーナ』
との出会いに求める点では伝記的である。実際に、このオペラの初演の時期が、『非政治的
人間の考察』の成立史上の転回点と重なるという伝記的事実は、本論の強力な論拠をなす。
ただし、第９章「美徳について」に収められた、この芸術祝祭劇についての批評を中心に
論じるにあたって、その追究の対象はマンの政治思想ではなく、あくまで美学的な事柄で
あり、また、追及の方法は、上に挙げた成立過程に関わる事実を除き、一次資料である『非
政治的人間の考察』にある言語表現の分析と解釈に限定する。

１．『非政治的人間の考察』の成立過程

「美徳について」の中の『パレストリーナ』論を扱う前に、1917年６月12日のこのオペ
ラの初演が、『非政治的人間の考察』の転回点となったことを端的に示すために、この著作
全体の成立史を概略しておきたい。

1914年の８月にドイツ軍がベルギーに侵攻すると、当時『魔の山』執筆中であったトー
マス・マンは『戦時随想』（1914）、『フリードリヒと大同盟』（1915）という時局的な論文
を発表し、ドイツの開戦に対する支持を表明した。マンとしては、この戦争を国家間の権
力闘争としてではなく、民族文化を支える精神的原理の衝突として捉え、著名な知識人と
しての自負から戦争への「召集」（9）に精神的に応じたつもりであったのだが、文化一般
を「野蛮の反対ではない物」、「デモーニッシュなものの昇華」と定義し 6 ）、戦争をも文化
の一部として肯定的に論じたことによって、ロマン・ロランのような徹底した平和主義者
から厳しい批判に晒されることになった。自身の文化論を「奇怪」と呼ばれ、傲慢な狂信
者という非難を浴びたマンは 7 ）、ついに1915年の10月、『魔の山』の執筆を中断し、もう一
度、自分の保守主義的な文化論を誤解される余地のないほど徹底的に論じることにする。

このような事情を背景に書き始められた論争的なエッセイは、著者自身の予想と計画を
はるかに超える長大なものになり、それが『非政治的人間の考察』と題され、一つの本へ
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とまとめられたころには、２年半の歳月が流れていた。クルツケによるとこの『非政治的
人間の考察』の成立には「４つの段階」がある。 8 ）

第１の段階は、先にも述べたように、ロマン・ロランを初めとするフランス系の知識人
たちに対する弁明を企図した1915年秋から同年末までの数ヶ月である。「抗議」、「非文学
的な国」という２つの章がこの時期に書かれ、ローマ帝国に対する抵抗というはるか古代
の出来事と、カトリック教会に反抗したマルティン・ルター以来の新教精神の２つの観点
から、「プロテストする国」ドイツの精神史が掘り起こされている。

この２つの章が書かれた直後、1916年１月に、もし、マンの実兄であるハインリヒが、
エミール・ゾラを論じたエッセイを発表せず、その中で暗に弟を非難することもなけれ
ば、マンのこの仕事はもっと早くに完結し、その表題さえ違っていたのではないか。この
第２の段階が、兄の「ゾラ論」に対する反論であることは、「文明の文士」と題された章に
如実に示されている。

ただ、血肉を分けた兄との確執は、マンにとっては自身を批判的に省みる契機ともなり、
そこから「自省」、「市民性」、「正義と真理に抗して」という章が生まれることになる。

1916年春から始まるこの第３の段階は、自己懐疑と弁明とが入り混じる大変厳しい時期
であり、続く「政治」を加えた４つの章のために、1917年の春までのおよそ１年の時が費
やされた。この時期のマンの苦悩は息子クラウス・マンが長じてから発表した自伝『転回
点』（1942/1952）にも描かれている。 9 ）

マンの「非政治的」な姿勢、すなわち、「政治」、「文明」、「進歩」を1789年以降の大革
命から続くフランス的な精神的伝統の比喩とみなし、それが自然や人間の生を、頭脳によ
る世界設計の対象へと矮小化することに他ならないからこそ、より深遠な、ドイツ的な魂
を守るために立ち上がるのだという姿勢は、上に挙げた７つの章であらかた確立されたと
言えよう。しかし、各章のかなりの部分が後に加筆されたことを考え合わせると、ここま
での３つの段階全体での成果が、費やされた時間に比して小さかったことが分かる。時間
的には全体の約７割に匹敵するにも拘わらず、紙数ではおよそ３分の１でしかない。これ
は逆に言えば、1917年６月から1918年３月までの最後の段階が非常に生産的であったと
いうことである。「美徳について」、「人間性について」、「信仰について」、「審美主義的政
治」、「イロニーとラディカリズム」の５章の他に、それ以前に書かれた各章にも大幅な修
正が施されたし、全体の総括としての「序章」が書かれたのがこの時期であることも忘れ
てはならない。この「序章」では『非政治的人間の考察』全体の主旨が非常に明確に説明
されており、マンが以前の混迷の雲を抜け出したことが分かる。

このような成立過程を見ると、1917年の６月がマンにとって転機であったことが容易に
推測できよう。同月12日にハンス・プフィッツナーの『パレストリーナ』を鑑賞したこと
が、この転機と無関係であるとは到底思えない。その２日後の14日にマンはそれまで半年
間も抱え込でいた「政治」の章をついに書き上げ、更に数回『パレストリーナ』の公演に
足を運んだ後、月の後半から翌８月の前半にかけて、一気呵成に熱烈な劇評を著した。 10）そ
の中でマンはこのオペラとの出会いによって、終わりの見えない「ポレーミクから救い出」
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され、本来の自分へと立ち返ることができたとはっきりと語っている（407）。この芸術祝
祭劇の主人公に、マンは理想的な芸術家の形姿を見た。それは、美的領域における真の保
守主義者の像であり、マンの芸術認識に正当性を与えてくれるものに他ならなかったので
ある。『非政治的人間の考察』成立の最終段階は、実質、この『パレストリーナ』を論じた
一章「美徳について」から始まる。 11）

２．プフィッツナー『パレストリーナ』との出会い

２－１．『パレストリーナ』
『パレストリーナ』はハンス・プフィッツナー（1869-1949）が作詞と作曲の両方を手が

け、1917年の夏に発表した３幕のオペラであり 12）、作品の表題でもある、ルネサンス後期
のローマの音楽家ジョヴァンニ・ピエルルィージ・ダ・パレストリーナ（1525-1594）が、
トリエント公会議（1545-63）のために「教皇マルチェルスのミサ曲」を製作し、その成功
によって教会音楽におけるポリフォニーの復権を果たせしめたという伝説に拠る。

この芸術のための祝祭劇はしかし、同じジャンルを代表するリヒャルト・ヴァーグナー
の『ニュルンベルクのマイスタージンガー』（1868）とは別の趣で、かなりの異彩を放っ
ている。例えば主人公は恋に燃える若い騎士などではなく、愛妻に先立たれ気力を喪失し
た老人である。第１幕の終盤にはパレストリーナはついに霊感を得て、奇跡的なミサ曲を
製作するが、それは情熱的な努力の結果として天賦の才が花開いたということではなく、
逆に諦念と消極の只中にあって、死者達の霊から鼓舞された結果に他ならない。最終的に
はパレストリーナの偉業が全ローマから讃えられて、祝祭の華々しさのうちに幕が下りる
ものの、そこで讃えられる芸術の根源が、喪失と諦めと死者の声であるという陰鬱さが、
このオペラの一種異様な内実である。

このペシミスティックな作品はしかし、ミュンヘンのヴァーグナー祝祭劇場である摂政
宮劇場（Prinzregententheater）において、ブルーノ・ヴァルターの指揮で初演されるや、大
変な成功を収めた。長期化する戦争による消耗に喘いでいたミュンヘン市民たちは、絶望
から栄光へと返り咲くルネサンスの巨匠の姿に慰めを見出したのだろう。パレストリーナ
を演じたテノール歌手カール・エルプが「さあ、汝の千の輪に、最後の石であるこの私を
つなげよう、汝、神よ、私は安らぎに満ちた良きものでありたい」と美しく歌い上げたと
き、観客の「ドイツ芸術」（摂政宮劇場の碑文）への愛着と希望が沸き立った。このオペラ
の舞台は確かにローマではあったが、しかし、ひとつの文化的伝統の末裔が、すなわち「最
後の石」として完成者となるというメッセージは、明らかにドイツ国民に向けられていた
のである。 13）

２－２．トーマス・マンとハンス・プフィッツナー
『パレストリーナ』のメッセージに鼓舞された者たちの中にトーマス・マンもいた。むし

ろマンは、この作品が自分のために生まれたとさえ思ったに違いない。マンは初演に先
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立って、兼ねてよりの知己であったヴァルターを通じて『パレストリーナ』の台本を受け
取り、その後ヴァルターに熱烈な感謝の手紙を送っている。記録によると、マンは最終通
し稽古に招待されて、それ以降、1917年の夏の間は何度も劇場に足を運んだらしい。 14）そ
の後、上述のようにほぼ同月のうちに劇評を書き上げ、それを10月にまず『ノイエ・ルン
トシャウ』誌に発表してから、更に加筆修正を施し、『非政治的人間の考察』の「美徳につ
いて」の後半部分として再録することになる。このオペラの伝える「ゲーニウス」（422）
が、古の偉大な巨匠たちやパレストリーナの亡き妻のような過去の者たちによってもたら
されるものであり、それに進んで参与する最後の者は、伝統の完成者としての栄光に輝く
という「後ろ向き」（414）の理念は、『非政治的人間の考察』の「核心に触れ」るものと
して、たちまちマンの「親密な所有物」（407）となったのである。

６月15日、『パレストリーナ』の第２回公演と第３回公演の間に、マンはプフィッツナー
を招いてこの作品について語り合ったという。マンはこのときのプフィッツナーの印象
を、「気難しい、内部に分裂を抱えた驚くべき人間」と評し、人間的には必ずしも親近感を
覚えなかったようだ。しかし、マンはこの会談においてプフィッツナーが漏らした「死へ
の共感」という言葉に激しい衝撃を受けた。なぜなら、この言葉はマンが当時執筆を中断
したままにしていた『魔の山』の主題に他ならなかったからである（423f.）。 15）これほどま
でに親縁性のある芸術家と出会ったのだから、マンがその翌年に「ハンス・プフィッツ
ナー協会」を立ち上げるほどにこの作曲家に心酔したのも無理からぬことである。しかし、
両者の蜜月は５年間しか続かなかった。というのは、大戦終結後もますます右傾化を強め
たプフィッツナーとは反対に、マンは1922年に『ドイツ共和国について』を著し、ヴァイ
マール共和制の支持を明らかにしたからである。このマンの「転向」とその後の活動をプ
フィッツナーが理解するはずはなく、1936年には他の著名な音楽家たちとともに、マンに
対して「リヒャルト・ヴァーグナー都市ミュンヘンの抗議」を突きつけるに至る。この抗
議声明は３年前の1933年にマンが講演「リヒャルト・ヴァーグナーの苦悩と偉大」の中
で、ヴァーグナー〔芸術のコスモポリタン的性格を論じ、そのドイツ性を相対化した〕こ
とに対する激しい非難であり、この抗議運動によって身に危険を感じたマンは、ついに亡
命を決意する。 16）

この劇的な破局の顛末は、マンとプフィッツナーの関係として最も注目される出来事で
あり、それゆえに、それ以前の『非政治的人間の考察』ないし『パレストリーナ』論にお
ける美的な影響関係は霞んでしまいがちなようである。そこで以下の章では、当時のマン
が1917年の夏にこのオペラから得た美的認識と着想を追究し、これまでの研究の隙間を埋
めるとともに、それがマン文学全体の中で持つ意味を問うてゆく。

３．パレストリーナ形象とトーマス・マンの芸術家性

トーマス・マンが『パレストリーナ』に感じた親和性はもちろん、完成者としての「最
後の石」という理念にある。しかし、マンの自己意識は、自分をただの最終者とは見なし
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ていない。この時期のマンを最も苦しめたのは、古い時代への帰属意識にも拘らず、自分
の中に新しい精神をも認めざるを得ないということであり、パレストリーナという形象に
も同じ苦悩を積極的に投影しようとする。そして最終的にマンは、新旧双方の時代に属す
るという自己矛盾こそが、創造と芸術家性の根源であるという確信を得るに至る。

３－１．古い時代への帰属意識
『パレストリーナ』の第１幕では、ローマのこの名の知られた作曲家のもとをボッロメー

オ枢機卿が訪れ、カトリック教会による多声音楽禁止の危機を警告し、教皇の心を取り戻
すようなミサ曲を作るよう依頼する。 17）これに対してパレストリーナは自分が身を捧げて
きた伝統的な多声音楽が、新たな音楽に克服されつつある今、もはや創作への意欲を失っ
てしまったと言って、依頼を断ろうとする。折しも、弟子のシッラは、古い伝統と決別し、
フィレンツェで花開きつつあるという「ヌオヴェ・ムジケ（新音楽）」の世界へと旅立とう
としている。パレストリーナは自分のもとを去ろうとする弟子を止めようともせず、枢機
卿に向かって次のように言う。

パレストリーナ
  彼〔シッラ〕を引き止める権利は私にはないと思います
  　　　　　〔中略〕
  幾代にもわたる巨匠たちの芸術は
  不断に奇跡の大聖堂を築くため
  時代をこえて密かに同盟しています
  芸術に彼らはその生と信頼を捧げました
  私もまたこの貧しい存在を芸術に差し出しました
  彼にはそれが使い古されたがらくたにしか思えないのです
  克服された、死んだものだと信じているのです
  　　　　　〔中略〕
  そして新たな響きの中で考え生きています
  おそらく彼のほうが正しいのでしょう！
  　　　　　〔中略〕
  私たちに不滅と思われたものも、風に吹かれるように消えてしまうのでしょうか？
  考えるのも悲しく―ほとんど理解もできないことですが……（F17）

幕が開けて間もなく示されるこの諦念に満ちた姿勢は、トーマス・マンには〔「イロニー的
保守主義」〕の完全な表現に思われた（418）。それは、新たな時代の到来を陰鬱な気持ち
で甘受することであり、マンはシッラが目指す16世紀末フィレンツェの「新音楽」を、20
世紀のヨーロッパを席巻する進歩思想に置き換える。『非政治的人間の考察』の「序文」に
おける、「新しいものが地平線の上に昇ってきて、自分を否定する」という言葉や、自分が
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生きているのが「世界の歩みに既に追い越されてしまった生」であるという意識は（40）、
明らかにこのパレストリーナの諦念と通じている。あるいは、パレストリーナの「発展は
私の内部ですでに終わった。私は偉大な時代の最後にいる、年老い、死ぬほど疲れ切った
男なのだ」という独白も（F30）、マンの「私は、精神的本質において、私の人生の最初の
25年が属している世紀、すなわち19世紀の正嫡である」（21）という宣言と共鳴すると見
てよいだろう。

３－２．葛藤
トーマス・マンはしかし、パレストリーナの諦念に独自の解釈を施しているようだ。と

いうのは、マンは、この作曲家を古い時代の巨匠で、新しい音楽に駆逐されつつある存在
と理解するのではなく、その苦悩が実はパレストリーナ自身の内に芽生えた新旧の相克に
基づくものだと考えるからである。

それにしても、この〔パレストリーナの〕憂愁はどこからくるのだろうか？〔中略〕
しかし、自分の生の頂点と転回点が時代の転回点と重なり合う場合は、そして、ゆっ
くりとではあるが、既に疲れが染み付いてしまっている場合は、そのような状態にな
らざるを得ないだろう〔中略〕。一つの時代の雰囲気の中で成熟し、そして突然新たな
ものが興るのを目の当たりにし、しかも、自分の本質の一部もまた、その新たなもの
に属しているということ。例えば片足は中世に、もう片方の足はルネサンスに入れて
立っているというのは、決して易しいことではない。（419）

パレストリーナは本当に、そのような新旧を股にかけて立つ人物として描かれているだろ
うか。確かに、パレストリーナを励まし、創作へと駆り立てようと現われた、古の巨匠た
ちの幻影に対して、彼は自分の抱える問題の難しさを訴えて反論する。

パレストリーナ
  あなたがたは強い時代に強く生きられた
  まるで母なる大地に抱かれた穀物の一粒のように
  いまだあいまいに無意識の中にあった時代に
  だが意識の光が、致命的なほどにぎらつく光が立ち現われ
  厚顔な日の光のようにかき乱し
  甘美な夢のもつれ、芸術創造の敵となる
  このような力の前では、最強の者でさえ降伏するほかない（F30f.）

マンの解釈の論拠となったのは、この「意識の光」という言葉であろう。マンはこれを、
パレストリーナの中に目覚めた新たな音楽への意識と解釈し、それが彼の創造を妨げてい
ると理解している。だが、この「意識」が本当にパレストリーナ自身のものであるのかは、
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オペラの歌詞からは分からない。むしろこの少し後に現われる、「目を見開いたまま、生の
深遠へと、私は時代から逃げてゆこう」（F31）という詩句を見ると、やはりこの「意識」
はパレストリーナの外部に興った「新音楽」を指しているように思われる。だが、まさに
この、曲解の可能性もある解釈が、マンの『パレストリーナ』論の核心なのである。それ
はマンが、新旧二つの時代に片足ずつ入れて立っているというパレストリーナの姿を、「序
文」においては自分の姿として描き出していることからも明らかである。

40歳とは節目の年齢である。もはや若くはないし、自分の未来が世間一般の未来とは
もはや同じではなく、自分一人のものに過ぎないことに気付く。お前は自分の生を最
後まで全うしなくてはならない。世界の歩みに既に追い越されてしまった生を。新し
いものが地平線の上に昇ってきた。その新しいものは、もしお前がいなければ、到来し
得なかったはずだが、それでもお前を否定する。40歳は生の転回点である。そして―
本文の中で指摘したはずだが―個人的な生の転回点が世界の転回の雷鳴に伴われ、
その恐ろしさを否応なしに意識させられるのは、取るに足らないことではない。（14）

オペラの中のパレストリーナが、史実に照らし合わせればほぼ40歳であったことをマンが
知っていたかどうかは定かではない。しかし、「個人的な生の転回点」と「世界の転回」の
一致という現象を指摘した「本文」というのが、『パレストリーナ』論の上掲の箇所である
のは間違いない。「新しいものが地平線の上に昇ってきた」、「その新しいものは、もしお前
がいなければ、到来し得なかった」という言葉も、「突然新たなものが興るのを目の当たり
にし」、「自分の本質の一部もまた、その新たなものに属している」という部分とそれぞれ
呼応する。マンはまた「私は時代の声を聞き取るために、自分の内的な声に耳を傾けさえ
すればよかった」とも言う。しかし、自分の「最も深く、最も根源的なもの」と「最も無
意識的な、最も売り渡しがたい、最も本能的なもの」が、その「新しいもの」に対して反
旗を翻さずにはいなかったのだ、と（28）。つまるところ、世界の進歩を必然的で不可避
だと認め、そして自分の本性から、その進歩と促進を避けることができないにも拘わらず、
その進歩を信奉できないパレストリーナという解釈は（420）、マンの自己投影以外の何も
のでもない。

３－３．二つの魂を持つ芸術家
マンは「序文」の中で、相反するものを内に抱え葛藤することこそ、作家であること、

すなわち芸術家性の証だと主張する。

前々から私は、作家であるということは、問題性の産物であり表現であると思ってい
た。つまり、此処と彼処の、然りと否の、一つの胸に宿る二つの魂の、そしてやりき
れないほど豊かな内的葛藤、対立、矛盾の産物であり表現なのだ。一個の問題的な自
我を巡る精神的倫理的格闘でないとすれば、作家という状態は、いったい何のために
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あり、どこから生じるというのか。（20）

これは、年甲斐もなく新しい時代に夢中になっているように見えた兄や、その他の論敵に
対するあからさまな挑戦である。ただ、マンがこれほどまでに敢然と自身の芸術家性を主
張できた背景には、やはりプフィッツナーの描くパレストリーナが―マンの解釈によれ
ば―内的な葛藤を経ることで偉業を成し遂げ、讃えられる姿に鼓舞されたからであろう。

オペラの中で、パレストリーナの前に現われた先人たちの幻影は、この無力感に苛まれ
たかつての巨匠を励まして、以下のように告げる。

幻影たち
  建築物の最後の要石を
  組み上げようという意思
  それこそがこの時代の意義
  汝が汝の全き像を示すとき
  汝の形姿が完全に
  創造主の精神の中で原初から
  燃え上がっていた姿のまま
  現われるとき
  そのとき汝は明るく輝き、清らかに鳴り響く
  汝、ピエルルィージ
  主の美しき鎖の
  最後の石よ（F32f.）

「最後の石」となって古の巨匠たちの後に続き、「美の大聖堂」を完成させることを自分に
課せられた使命なのだと悟ったパレストリーナは、取り憑かれたようにミサ曲を書き始め
る。そうして完成した曲は「本性と時代的位置からして、彼だけが作ることのできる必要
不可欠な作品」となり、パレストリーナは「近代に発展した芸術を『教会的感情』に結び
つける」という「保持的にして創造的な行為」を達成する（421）。パレストリーナが辿り
着いたのは、半ば古く、半ば新しい者として両者を融合させ、それによって唯一無二の完
成者になるという境地である。『パレストリーナ』を「苦悩に満ちた芸術家性を讃える真の
祝祭劇」（410）と激賞するマンの熱狂は、このオペラによって、数年来苦しんできた内的
な葛藤が、「自分が何者であるか、どこに属し、どこに属さないか、というより、どの程度
こちらに属し、どの程度あちらに属すかを知る」（421）ための前段階であったと確信でき
たことによる。

マンはまた「序文」において、親交のあった思想家 18） の言葉を引用する。

一つの文化が前進する方向を見出すのは、我が国のおめでたい連中が想像するほど難



46 坂　本　彩希絵

しいことではないし、歓声をあげながらそれに同調するのもさほど立派なことではな
い。生の本来の軌跡を認識し、生の後ろ跳びを、矛盾を、緊張を観察すること、生が
バランスを保つために必要とする重り、消耗して衰弱した生に新たな緊張をもたらす
反対方向への力、生のドラマの進行には不可欠な敵対者、これら全てを観察するだけ
でなく、自己の内において活発に拮抗するのを感じること、それが人間を、その時代
における全き人間を作るのだ。（20；斜体字部分は原文による）

マンがこの「全き人間」の像としてパレストリーナの姿を思い描いていたことは想像に難
くない。もっとも、実在したとはいえ、オペラの登場人物では、説得力を欠くのは否めな
い。それゆえに、マンは例えばゲーテのような、誰もがひれ伏す偉人を時折引き合いに出
す。しかし、『パレストリーナ』論にあるいくつもの表現を、「序文」の中でも変形しつつ
再度使っているのは動かしがたい事実であり、そこから、プフィッツナーのこのオペラと
の出会いがマンに与えた影響の大きさが窺い知れる。

結

この『パレストリーナ』論には、『非政治的人間の考察』におけるマンの芸術論を読み解
く上で鍵となる要素が他にも多く存在する。例えば、無前提的に何度も用いられる「ロマ
ン主義」というテーゼ、そしてショーペンハウアーの哲学とヴァーグナーの世界など、こ
の著作を理解するのに不可欠なテーマが、この論の中に凝縮されている。そもそも、マン
は「非政治性」を一貫して「音楽」という比喩に背負わせているが、集中的に音楽作品を
論じたのはこの箇所だけである。しかしながら、その内容と意義の検証が十分になされて
来たとは言いがたい。もちろん、マンとプフィッツナーとの交友は破局も含めて広く知ら
れており、マンが『パレストリーナ』を鑑賞した日付や、その感想を友人たちに書き送っ
た手紙などについては詳細に実証されている。新しいところでは、H. ヴァジェによる、マ
ン、プフィッツナー、ヴァルター３人の影響関係を、ある「社会的集団と時代」の「精神
史」の一齣として読み解いた研究がある。 19）しかしやはり、プフィッツナーの思想信条が、
当時のマンのそれに劣らず多くの問題を孕んでいるために、この２人に関して何らかの考
察をしようとすれば、まずは政治思想的な親縁関係の把握に努めざるを得ない。結果、プ
フィッツナーや『パレストリーナ』の影は後年のマン作品にも散見されるにも拘わらず、
マンがその何を自分の文学に取り込もうとしたのかについては、今なお考察の余地が残る
こととなった。『非政治的人間の考察』における『パレストリーナ』論に限定して言うなら
ば、芸術、そして芸術家とは何かという、マンが終生追求したテーマに対して、このオペ
ラ作品は一つの答えを与えたことになろう。
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注

『非政治的人間の考察』からの引用は次の版に拠る。Thomas Mann:  Die Betrachtungen 
eines Unpolitischen. In: ders.: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Hrsg. von Hans Bürgin 
und Peter de Mendelssohn, Frankfurt a. M.: Fischer 1974.

この作品からの引用の出典頁は、本文中の引用末尾に括弧を付けて記す。
１）  Hermann Kurzke: Die Betrachtungen eines Unpolitischen. In: Helmut Koopmann 

（Hrsg.）: Thomas Mann Handbuch. Frankfurt a. M.: Fischer 2005, S. 678-695; hier S. 

681ff. 

２） この頃のマンは、自分が論じている「政治」や「デモクラシー」が時事的問題や
政治制度とは「表面的にしか関わっていない」（32）と信じており、それゆえに
自身を「非政治的人間」と呼んでいるが、そのような「『反政治的な』反抗が実は
極めて政治的で、特にその影響から言って政治的であるということを理解してい
ない」という批判もある。Klaus Harpprecht: Thomas Mann. Eine Biographie. Berlin: 
Rowohlt 1995, S. 415.

３） 前注に挙げた K. ハープレヒトの『トーマス・マン伝』の他に、P. メンデルスゾーン
『魔術師―ドイツの作家トーマス・マンの生涯』（Peter de Mendelssohn: Zauberer. 

Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. In drei Bänden. Hrsg. von Albert 
von Schirnding, überarbeitet und mit Zitatnachweisen versehen von Christina Klostermann. 
Frankfurt a. M.: Fischer 1996.）、クルツケの『トーマス・マン―芸術家としての
生』（Hermann Kurzke: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. München: Beck 1999）
がある。

４）  Kurzke （Anm. 3）, S. 237.

５）  Ebd., S. 238.

６）  Thomas Mann: Gedanken im Kriege. In: ders.: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. 
Hrsg. von Hermann Kurzke. Frankfurt a. M.: Fischer 2002. Bd. 15-1, S. 28 u. 35.

７） ロマン・ロラン『戦いを超えて』（『ロマン・ロラン全集』第18巻、宮本正清訳、
みすず書房、1959年、61-62頁）参照。

８）  Kurzke （Anm. 1）, S. 681ff.

９） 「思い出されるあの頃の父の顔には、その性格に本質的に備わっていたはずの善
良さもイロニーもない。目に浮かぶ父の表情は緊張していて厳しい。」／「訪問客
に新作について尋ねられるときの父は、少し当惑して見えた。『本ではあるのです
が』と言うものの、奇妙に視線がさまよう。『いや、小説ではないのです。戦争に
関係するものなのです。』」Klaus Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. München: 
Ellermann 1980, S. 68.

10） Vgl. Hermann Kurzke: Betrachtungen eines Unpolitischen. ［Kommentar］ In: Thomas 
Mann : Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Hrsg. von Hermann Kurzke. Frankfurt 
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a. M.: Fischer 2009. Bd. 13-2, S. 495 und Kurzke （Anm. 1）, S. 683.

11） 「美徳について」の前半は後期ロマン派の作家アイヒェンドルフの『のらくら者の
生涯にて』についての評論であり、それに続く形で『パレストリーナ』論が置か
れている。これはしかし、この最終段階が『のらくら者』論から始まることを意
味しない。というのは、『のらくら者』論は1916年11月に『ノイエ・ルントシャ
ウ』誌に掲載されたものの再録であり、実際は第３の段階に属しているといえる
からである。

12）   以下、この歌曲のあらすじについては、大田黒元雄『歌劇大事典』（音楽之友社
1962年、453-454頁）参照。

13） Vgl. Ludwig F. Schiedermair: Deutsche Oper in München : eine 200jährige Geschichte. 
München: Langen Müller 1992, S. 156ff.

14） Vgl. Kurzke, （Anm. 10）, S. 495f.

15） K. シュレーターはこの「死への共感」について「当時のトーマス・マンの生活感
情の多くを包括するもの」と断じている。（クラウス・シュレーター『トーマス・
マン』、山口知三訳、ロロロ伝記叢書、1981年、120-121頁。）

16） Vgl. Hans R. Vaget: Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik. Frankfurt a.M.: Fischer 

2011, S. 203ff.

17） 『パレストリーナ』からの引用は、フュルストナー版のテキストを用い、各引用の
末尾に（F31）のように頁数を記す。Hans Pfitzner: Palestrina. Musikalische Legende 
in drei Akten. Berlin: Fürstner 1916.  尚、このテキストはマンが1917年５月にヴァル
ターを介してプフィッツナーから受け取った台本と同じものである。（２－２章
の冒頭および脚注の14を参照のこと。）

18） 筑摩版邦訳の注によると、この「思想家」の実名は未詳であるが、エルンスト・
ベルトラムである可能性が高い。（トーマス・マン『非政治的人間の考察』、前田
敬作・山口知三訳、筑摩書房、1968年、27頁。）

19） Vaget （Anm. 16）, S. 10.
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Begegnung mit „Palestrina“

— ein Wendepunkt von Thomas Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen“ —

Sakie SAKAMOTO

„Ein unübersichtliches Werk“, so Kurzke, ist der von Thomas Mann während des ersten 
Weltkrieg verfasste Essay „Betrachtungen eines Unpolitischen (1918)“.  Aber ein erkennbares Motiv 
lässt sich doch aufweisen: Hans Pfitzners Opernstück „Palestrina (1917)“, dessen Aufführungen 
Thomas Mann wiederholt besuchte, trieb den Autor an, in seinen schon seit Langem stockenden 
Betrachtungen erneut vorzurücken.  Der Opernheld Palestrina schien Thomas Mann sein ideales 
Künstlertum verkörpern, auf den er seinen unpolitischen Ästhetizismus gründete. 

Wie ausschlaggebend Thomas Manns Begegnung mit „Palestrina“ am 12. Juni 1917 für die 
Entstehung dieser Betrachtungen ist, beweist die Chronologie.  Die ersten Kapitel sind schon im 
Winter 1915 entstanden.  Danach hat er in einem Zeitraum von 18 Monaten nur ein Drittel des 
Werkes geschrieben, und zwar bis Anfang Juni 1917.  Aber ab Mitte Juni  kommt die Produktion 
plötzlich wieder in Gang.  In nur zwei Wochen entsteht  eine enthusiastische Kritik über „Palestrina“, 
die das neunte Kapitel „Von der Tugend“ bildet.  Bis zur Vollendung des Manuskripts im März 1918 
schreibt Mann in 9 Monaten 6 Kapitel  und überarbeitet auch die vorher geschriebenen Teile beträcht-
lich.  Da dieses Stück Thomas Mann „Trost und Wohltat vollkommener Sympathie“ gewährt, ihn 
„positiv“ stimmt und „von der Polemik“ erlöst (S. 407), ist er wieder genug bei Kräften, um seine 
Betrachtungen zur Vollendung zu bringen. 

Darüber hinaus hebt sich die Wichtigkeit des Opernstücks dadurch hervor, dass die „Palestrina“-
Passage und die „Vorrede“ etliche Einsichten gemein haben, die sich zudem noch im Ausdruck glei-
chen.  Es geht darin ums Künstlertum des Helden Palestrinas, und dieses identifiziert Thomas Mann 
mit seinem eigenen.  Seine Ansichten darüber gibt er mit fast gleichen Worten in der Vorrede wieder, 
die er am Ende des Entstehungsprozesses (im Frühjahr 1918) nachträglich geschrieben hat und in der 
alle wichtigen Motive des Werks zusammengefasst sind.  Palestrina wird darin als eine zwiespältige 
Figur zwischen einer vorhergegangenen und einer heranbrechenden Epoche dargestellt.  Und indem 
er als letzter die alte Epoche beendet, wird er als ihr lobenswürdiger Vollender anerkannt.  Der Letzte 
und der Vollender - das ist eine der besten Ideen für Thomas Mann, der zwischen der deutschen 
Tradition und dem Fortschritt mit neuen Werten hin und her schwankt.


