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はじめに

　本論は、トーマス・マン（Thomas Mann, 1875-1955）の三つの作品『ブデンブローク家
の人々』（Buddenbrooks, 1901）、『ヴェニスに死す』（Der Tod in Venedig, 1912）、『魔の山』
（Der Zauberberg, 1924）を主要な考察対象とし、それらの関係を論じるものである。中で
も、この三作品の中間に位置する、作者37歳の時の『ヴェニスに死す』を主に取り扱う。
というのも、時間的・空間的特徴から見て、『ヴェニスに死す』が『ブデンブローク家の
人々』と『魔の山』とを結ぶ接点となるような重要な役割を果たしているからである。こ
のことを検証するために、その成立史と主要モチーフを追究したい。
　本論文は、第１章で『ヴェニスに死す』の成立史を整理する。マンの生涯におけるヴェ
ニス旅行経験、マン文学一般に影響を与えたヴァーグナーとニーチェ、ゲーテの青春への
憧れ、同性愛傾向、コレラ等について論じる。第２章は『ヴェニスに死す』の主要モチー
フを概観する。「老作家が美少年に憧れて神話の世界に落ちていき、コレラで死ぬ」という
粗筋に従い、老いと少年愛、ギリシア神話のディオニュソス、コレラと死、若さへの憧れ、
古代ギリシア的同性愛等について述べる。第３章では、『ヴェニスに死す』における「共時
的横軸」と題し、ここでは図式的にとどめるが、三作品の時間的ないしは空間的特徴につ
いて考察する。『ブデンブローク家の人々』の「通時的縦軸」、『ヴェニスに死す』の「共時
的横軸」、『魔の山』の「高さ軸」、そして「縦」「横」「高さ」の総合について提示する。
　このように、マン文学の発展過程を「縦」「横」「高さ」の立体的総合という視座から見
れば、短編小説である『ヴェニスに死す』を、長編小説と同等なものとして、マン文学の
中に位置づけることも可能となるであろう。

１．『ヴェニスに死す』の成立史

　ここでは、『ヴェニスに死す』 １） の成立に関係の深い事項について述べることにより、こ
の小説の成立史を振り返り、成立の背景を整理して、作品への理解を深める一助とする。

１－１．ヴェニス
　過去のドイツ文学において、ゲーテは北国ドイツと比べて南方の明るい環境への憧れ
を、『イタリア紀行』（Italienische Reise, 1816-17）として残したが、アッシェンバッハは、
創作の行き詰まりを打開するために、旅に出かけようと考える。50歳を過ぎて、老いを感
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じないはずのないアッシェンバッハは、もう若い頃のようには書けないのではないかとい
う焦りのようなものを感じている。第１章の後段には、次のような描写が見られる。

だから、夏が何とか耐えられ実り多くなるためには、ある挿入が、多少の即興的生活
が、遊惰が、遠国の空気が、そして新しい血液の供給が必要だったのである。では旅
行だ。―彼はそれに満足だった。そうひどく遠いところへ、何も虎のいるところま
で行くのではない。一晩を寝台車で過ごしてから、快い南国の、どこでもいい、万人
向きの休養地で、三、四週間昼寝をするのだ。（Ⅷ, 449） ２）

アッシェンバッハは、来るべき夏の執筆に備えて、三、四週間昼寝をするという、一見矛
盾した思考をする人物である。三、四週間もの長い間休む暇があったら、地道に執筆に励
んだ方が通年で見ると生産的であろう。
　作者のマンも、しばしば保養または休暇の度にヴェニスに出かけている。『トーマス・マ
ン＝ハンドブック』（Thomas Mann Handbuch）と新潮社版『トーマス・マン全集　別巻』と
の記述を組み合わせて表に整理すると、マンのヴェニス滞在は、表１のように９回みられ
る。 ３）

　①は約22日間で、およそ三週間である。②は、滞在日数は不明である。③は滞在初日が
未確定で推測するしかないが、10日間から20日間の間と考えられ、二、三週間と言い換え
てもよいであろう。④は、15日間であることから約二週間ということになる。このように、
ヴェニスでコレラが発生する前の④まで、マンは、アッシェンバッハと同様に約二週間以
上の比較的長期滞在をすることが多かったが、1911年にヴェニスでコレラが確認された⑤
以降は10日未満の短期滞在になっていることが分かる。マンはコレラに対する感染を恐れ

（番号） 　（年 . 月 . 日） （滞在日数） （備考）
① 1896. 10. 10頃－31 （約22日） ―
② 1901. ５.（某日） （日数不明） ―
③ 1907. ５. 初め－５. 20頃 （日数不明） ―
④ 1908. ５. ２－16 （15日） ―
⑤ 1911. ５. 26－６. ２ （８日） （1911年５月31日には、ヴェニスで

のコレラ患者の発生が雑誌に報告さ
れている。） ４） 

⑥ 1925. ３. ２ （１日） ―
⑦ 1925. ５. 17－24 ／ 25 （８日か９日） ―
⑧ 1934. ７. 25－28 （４日） ―
⑨ 1952. ９. （某日） （日数不明） ―

表１　トーマス・マンのヴェニス滞在記録
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たのかもしれないが、マンがアッシェンバッハのように50歳を過ぎた時期以降は、マンの
ヴェニス滞在は短期化している。
　ここで注目すべきなのは、⑤の滞在である。というのも、この年にヴェニスでコレラが
発生しているうえ、『ヴェニスに死す』がこの年に書かれているからである。結末のコレラ
の蔓延と主人公の死を考慮すれば、まさにこの時のヴェニス滞在が、この作品の執筆に深
くかかわっていると思われる。
　『ヴェニスに死す』の執筆開始は、相当幅のある期間ではあるものの、⑤の直後の1911
年６月から10月頃とされており ５）、完成したのは、1912年６月15日以降のことと言われて
いる。 ６） 『ヴェニスに死す』の原稿が、雑誌「ノイエ・ルントシャウ」（Ⅷ , 1113） ７） に送ら
れたのは1912年７月21日とされている。 ８） マンは、約１年弱の時間をかけて、テクストの
頁にして82頁分に相当する『ヴェニスに死す』を書いた計算になる。この82頁という頁数
は、マンの短編小説の中では、長い部類に入る。テクストが収められている全集第８巻（短
編小説集：計32作品）のうち、『ヴェニスに死す』よりも長い短編小説は、『主人と犬』
（Herr und Hund, 1919）の総92頁と、『すげかえられた首』（Die vertauschten Köpfe, 1940）の
総96頁の二作品だけであり、マンは『ヴェニスに死す』を当時の自己最長の短編小説とし
て執筆したことになる。残念ながら、『ヴェニスに死す』執筆刊行前後のマンの日記は公開
されておらず、それが現存しているかどうかも不明で、当時のマンの執筆過程を知る事は
なかなか難しい。当時の日記は参照できないが、書簡は記録に残っており、1912年４月27
日付の兄ハインリヒ・マン宛の書簡からは、『ヴェニスに死す』の最終段階の仕上げに苦労
していた様子が感じられる。というのも、この書簡で「自分の短篇」といわれているのが、
『ヴェニスに死す』だと考えられるからである。

きょうまでお返事が遅れて申訳ありません。すぐにはどうしても書けなかったので
す。毎日午後の執筆があるうえ、カトヤへの定期的な報告が加わったからです。
戯曲が完成して本当によかったですね。自分の短篇についても同じことが言えたらど
んなに嬉しいことだろうと思います。ところが、どう締めくくったものか、見当がつ
かないのです。五月中旬に転地を予定しているのですが、それまでは駄目なのかも知
れません。いまは非常にスタミナが減退しています。 ９）

『ヴェニスに死す』執筆の行き詰まりの打開策として、今回はヴェニスではないにしても、
まさに転地をマンが考えている事は興味深い。上記引用文中の「自分の短篇」のことを、
訳者の浜川祥枝氏は『ヴェニスに死す』であると注を付している。テクストが収められて
いる全集第８巻の中で1912年中に発表された短編小説は『ヴェニスに死す』のみであるこ
と、『ヴェニスに死す』の次に発表した短編小説『主人と犬』は、７年後の1919年の発表
であることを考え合わせると、「自分の短篇」とは『ヴェニスに死す』を指していると考え
るのが妥当と筆者も考えている。この書簡で、５月に転地を予定していると記しているマ
ンであるが、表１を見るとヴェニス滞在の９回中５回は、５月の滞在であり、５月頃に旅
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行をするのが慣行となっていたようである。
　ここで、筆者はヴェニスの街に注目し、マンとイタリアの作家ダンヌンツィオ
（dʼAnnunzio, 1863-1938）との関係に触れてみたいと思う。マンは書簡の中で、ダンヌン
ツィオの名を直接出さないものの、ダンヌンツィオと思われる人物について記述している
が 10）、従来の『ヴェニスに死す』研究において、ダンヌンツィオとの関係に触れている文
献は、ほとんどない。マンは、『非政治的人間の考察』（Betrachtungen eines Unpolitischen, 

1918）の中で、ダンヌンツィオについて何回か言及しているが、『ヴェニスに死す』自体
のテクスト中にダンヌンツィオの名が出てこないため、注目されなかったのであろう。し
かし、現在のヴェニスの地図を見ると、ヴェニスのリド（島）にはダンヌンツィオの名を
冠した海沿いの道があり、その道は比較的大規模な病院群へと続く道である。『ヴェニスに
死す』における「死」のイメージと、文字通り死を想起させる病院と、そこへ導くダンヌ
ンツィオ通りとに一つの連関を見出すことは無益ではあるまい。『ヴェニスに死す』の中で
主人公アッシェンバッハが宿泊した「水浴ホテル」Bäder-Hotel（Ⅷ , 467）は、作品内の描
写等から推測すると、現存するホテル・デ・バン（Hotel Des Bains）がモデルと思われる
が、そのホテルとダンヌンツィオ通りとは極めて近接している。 11） テクストを見てみよう。

アッシェンバッハは、荷物を水浴ホテルへ持っていくように指図した。そして、その
手押し車の後について、並木道を通って行った。両側に酒店や商店や下宿屋があって、
斜めに島を貫いて渚へと走っている、白い花の咲いた並木道である。（Ⅷ , 467）

このように、アッシェンバッハは作品の中で最初にリドにゴンドラで着いたとき、並木道
を歩いたが、その並木道の突き当りを右に曲がればすぐに宿泊先の水浴ホテルがあり、逆
にその突き当たりを左に曲がれば現在のダンヌンツィオ通りなのである。この地図上の接
近だけが、ダンヌンツィオと『ヴェニスに死す』のつながりなのではない。ダンヌンツィ
オの文学作品と『ヴェニスに死す』の間にも、ある種の共通点がある。ダンヌンツィオの
代表作の一つである『死の勝利』（ 1890年 部分発表、1894年 発表）は、主人公ジョルジョ・
アウリスパがイッポリタという女性との恋愛に惑溺して、次第に自分の感覚までも疑い、
最後には死のみが女の情熱に勝利しうると悟って、イッポリタを海岸に誘い出し、彼女を
抱いて海に沈むという物語である。この作品の巻頭にはニーチェの『善悪の彼岸』が引用
されている他、その後の本編中にもニーチェの名が出てくるなど、ニーチェの思想の影響
が強い作品である。 12） 『死の勝利』の最後に、主人公が恋人を抱いて海に沈んで死ぬという
場面があるが、『ヴェニスに死す』において、アッシェンバッハが美少年タッジオに見惚れ
て、コレラにかかって死んでいく浜の場面と、幾分ながらも共通している。『死の勝利』は
1894年に刊行されているので、これが、『ヴェニスに死す』（1912）の成立に影響を与えた
可能性は充分にある。
　「死の勝利」という言葉は、いわゆる「死の舞踏」Totentanzの類義語である。「死の舞踏」
とは、死を象徴する骸骨が人々と踊る図像で、中世末から近世初期にかけてヨーロッパ各
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地に広まり、特に子ホルバイン（Hans Holbein, 1497頃 -1543）の版画集が有名である。エー
ファ・オトマー（Eva Ottmer）は、マンの『魔の山』における中世の「死の舞踏」のモチー
フを論じており 13）、この観点からも、ダンヌンツィオとマンの関連性の研究をさらに進め
る必要があろう。ダンヌンツィオの代表作の一つである戯曲『聖セバスチャンの殉
教』 14） は、『ヴェニスに死す』刊行の前年である1911年に発表され、同年にドビュッシー
（Debussy, 1862-1918）がそれに曲を付けたが、『ヴェニスに死す』においても、同じ「聖ゼ
バスティアン」Sebastian（Ⅷ , 453）がモチーフとして現れているという共通点がある。父
ホルバイン（Hans Holbein, 1465頃 -1524）は、この聖ゼバスティアンの絵を描いており、こ
の絵はマンが長年暮らしたミュンヘン市内の美術館アルテ・ピナコテークに収められてい
る。マンとダンヌンツィオとの関係は、これからの研究が待たれる分野だと思われる。
1939年11月に、マンの娘エリーザベトが、シカゴ大学のイタリア文学正教授であるジュ
ゼッペ・アントーニオ・ボルジェーゼ（1882-1952）と結婚したことからも 15）、マンとイタ
リア文学との関係がある程度推測される。

１－２．ヴァーグナーとニーチェ
　テクストに明示されてはいないが、『ヴェニスに死す』にとどまらず、マンの文学一般に
影響を与えたとされる人物に、楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニーベルングの指輪」「パ
ルジファル」等の作品で知られるドイツの作曲家リヒャルト・ヴァーグナー（Richard 

Wagner, 1813-83）と、『悲劇の誕生』『ツァラトゥストラはこう言った』『善悪の彼岸』等の
著作を残したドイツの哲学者フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ（Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, 1844-1900）が挙げられるので 16）、ここで少し説明を加えたい。
　指揮者として各地を遍歴したヴァーグナーは、ミュンヘンにあるマンの妻カトヤの実家
であるプリングスハイム家の音楽サロンに出入りしたことがあると言われているが、
ヴァーグナーが1883年にヴェニスで死亡した時は、マンはリューベックに住む８歳の子供
であり、それまでにマンとヴァーグナーの意義のある直接の対面があったとは考えにく
い。ヴァーグナーは音楽家であるが、オペラの台本を書いているので、文学史の中で扱わ
れており 17）、旧来の歌劇に対し、音楽・文学・演劇・絵画等の総合を目指した総合芸術と
しての音楽劇「楽劇」（第一作は、「トリスタンとイゾルデ」1856-59作曲、65初演）を創始
した。
　ニーチェは、キリスト教倫理思想を弱者の奴隷道徳とし、強者の主人道徳を説き、この
道徳の人を「超人」と称し、これを生の根源にある権力意志の権化と見なした。また、伝
統的形而上学を幻の背後世界を語るものとして否定し、「神は死んだ」との言葉で、文字通
り、神の死を告げたことは当時の思想界に大きな衝撃を与えた。ニーチェの思想は、思想
史的に見れば「生の哲学」である。生の哲学は、19世紀後半から20世紀前半の哲学上の一
潮流で、ヘーゲル流の合理主義、主知主義に対して「体験としての生」を直接的かつトー
タルに捉えようとする立場である。生の哲学は、ショーペンハウアーを祖とし、ハイデ
ガーの実存哲学もその流れを汲むとされる。
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　1870年頃にヴァーグナーはニーチェと交際していたと言われるが、ニーチェはヴァーグ
ナーの楽劇の影響を受けて、『悲劇の誕生』（Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, 

1872）を書いた。『悲劇の誕生』では、ギリシア神話に登場する神々、すなわちアポロン
とディオニュソスが重要な役割を果たしている。アポロンは、ギリシア神話の神で、ゼウ
スとレトとの子である。美しく男性的な神で、音楽・医術・弓術・予言・光明の神であり、
太陽と同一視される。ディオニュソスは、ギリシア神話の酒神で、ゼウスとカドモスの娘
セメレとの子である。もと、北方のトラキア地方から入ってきた神で、その祭儀は激しい
陶酔状態を伴うとされている。 18） 『ヴェニスに死す』では、アポロンではなく、ディオニュ
ソスが重要なモチーフを形成している。この関連において、『ヴェニスに死す』の執筆動機
をヴァーグナー音楽における神話的な要素に求めることが可能である。ヴァーグナーは、
1883年にヴェニスで客死しているので、彼の死は『ヴェニスに死す』におけるアッシェン
バッハの死と近似していることもここで指摘しておきたい。
　マンは、『リヒャルト・ヴァーグナーの苦悩と偉大』（Leiden und Größe Richard Wagners, 

1933）の中で、ヴァーグナーについて「象徴的なものにまで高められ、神話的なものにま
で培われ育てられた自然主義」（Ⅸ , 365）と見なしている。あるいは、同じ論考の中で、
ヴァーグナーのみならずニーチェについても、マンは、その数頁後で、「心理学と神話と音
楽」の三つの「複合体」（Ⅸ , 368）を指摘している。これらの言及を検討すると、マンは、
ヴァーグナーにもニーチェにも神話の要素を中心的に見ていると思われる。

１－３．青春への憧れ（ゲーテの悲恋）
　青春への憧れとは、老年期に訪れるものを指す。青年期前の少年も来るべき青春に憧れ
を持たないとは言い切れないが、ここで筆者が話題にするのは、一度青春を味わった人間
が、老境に入って再び青春へ憧れるという観点である。
　文学史上のその代表例としては、ゲーテの名を挙げることができる。ドイツの詩人ヨハ
ン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）は、若く
して小説『若きウェルテルの悩み』（1774）を発表し革新的な文学を創造した。その後、奇
しくもマンが『ヴェニスに死す』を創作・発表した年齢37歳と同じ年齢の頃である1786年
から1788年にかけて、ゲーテはシュタイン夫人との恋や政務からの負担を逃れてイタリア
に旅し、『タウリスのイフィゲーニエ』（1787）、『タッソー』（1790/1807）等の戯曲を完成
させた。ゲーテは1806年（57歳）に、1789年以来同棲していたクリスティアーネと正式に
結婚した。ゲーテは、80歳以上の寿命を全うしたが、1821年、72歳のゲーテは、重い心臓
病の療養のために訪れたチェコの保養地マリーエンバートで、17歳の少女ウルリーケ・レ
ヴェツォウ（1804-99）に恋をした。それは、青春への憧れと言ってもよいだろう。実に55
歳もの年の差であり、凡人から見れば不自然な恋愛と言わざるを得ないが、ゲーテは晩年
のこの激しい恋と失恋の悲しみを、抒情詩『マリーエンバート哀歌』（1827）に結実させ
たのであって、年下の娘への恋心を自己の創作のエネルギー源としたのである。しかし、
ゲーテは、この詩を最後に抒情詩を書こうとはしなかった。晩年のゲーテは、妻に先立た



49『ヴェニスに死す』の成立史とその主要モチーフ

れ、親しかった人々を次々に失った。1830年には一人息子のアウグストがイタリアで客死
し、孤独になったゲーテは、ほとんど家に引きこもりきりで自然科学の研究を続ける傍ら、
『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』（1821）を、さらに1831年に大作『ファウスト　
第二部』を完成した。その翌年にゲーテは83歳の生涯を閉じたのである。
　ハンス・ルードルフ・ヴァジェー（Hans Rudolf Vaget）は、この老ゲーテの少女との恋
愛に関して、マンの手紙を引用して次のように述べている。 19）

もつれている記述は、一つは「賛歌風の」（Br Ⅰ , 176）性格に関係し、そしてもう一
つは、老ゲーテのマリーエンバートでの愛の「邪悪で、美しく、グロテスクで、驚愕
するような物語」（Br Ⅰ , 123）に関する一つの小説のグロテスクで風刺的な意図に関
係している。その意図から、『ヴェニスに死す』もまた生まれたということである。 20）

このようにマンは、老ゲーテのマリーエンバートでの愛を「邪悪で、美しく、グロテスク
で、驚愕するような物語」と評していて、そしてそこから『ヴェニスに死す』が生まれた
と、マンはその書簡（Br Ⅰ , 123；1915年９月６日付；エリーザベト・ツィマー宛）で自
ら認めている。ゲーテのその愛は、プラスとマイナスの面があると言い換えてもよいだろ
う。実際に、その恋はゲーテを創作へと導いたのである。ゲーテのこの恋は、自分の衰え
を補おうとするかのような、年下の少女への憧れである。『ヴェニスに死す』でも、50歳
を過ぎた老作家アッシェンバッハは、「十四歳ばかり」（Ⅷ , 469）の少年タッジオに恋をす
る。老人が少年に恋をするのは、ゲーテの恋よりも、さらにグロテスクであろう。

１－４．同性愛
　ゲーテのマリーエンバートにおける愛は異性愛であった。一方、『ヴェニスに死す』の場
合は、年老いた作家アッシェンバッハと美少年タッジオとの間の同性愛を描いた物語であ
る。福元圭太氏は、20世紀前半のドイツにおいて「文学においても政治においても、青年
が来るべき時代の担い手として過度に賛美される〈青年神話〉が形成された」 21） ことを指
摘し、そして「その青年たちによる男性同盟の結束力として、同性愛が排除されなかっ
た」 22） と述べる。『ヴェニスに死す』は、同性愛にあてはまるが、厳密に言えば、アッシェ
ンバッハによる片思いとして物語は描かれていると言えよう。アッシェンバッハとタッジ
オの間では、肉体関係がないのはもちろんのこと、言葉を交わすことさえないからである。

「君はそんなふうに微笑してはいけない。いいかね、誰にだって、そんなふうに微笑し
てはいけないのだ。」〔中略〕「私は、お前を愛している。」（Ⅷ, 498）

このように、アッシェンバッハは、心の中のタッジオに話しかけるのが精一杯で、現実の
タッジオに話しかけることはできなかったのである。
　ところで、マンの同性愛傾向について、ヴァジェーは次のように記している。
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このことをすぐ後で、カール・マリーア・ヴェーバー宛の知られた手紙（1920年７月
４日付）は証明する。トーマス・マンは保証する。その短編小説は「賛歌風の起源」
（Br Ⅰ, 176）であると。また疑いなく、「異常な感覚」とは、いわゆる同性愛的情熱を
指して言っている。しかしこれは、ヴェーバー宛の書簡中の文言及びその他の現にあ
る情報と一致しないように思われる。つまりトーマス・マンは「元来は〔……〕全く
同性愛でなく」（Br Ⅰ, 177）と語ろうとしているのであって、むしろゲーテのマリー
エンバートでの愛についての奇怪な物語を語ろうとしたことと一致しない。 23）

この手紙の中で、マンは『ヴェニスに死す』の起源を同性愛ではないと否定しようとして
いるが、筆者は、マン自身が同性愛傾向を持っていたかどうかについての詳しい検討は別
稿に譲りたい。ただ、明らかなのは、『ヴェニスに死す』において同性愛は重要な論点の一
つであるということである。
　同性愛という観点から、聖ゼバスティアンを考察する試みもなされている。秩序と神話
を志向し、純粋日本原理を模索し、『仮面の告白』『金閣寺』『豊饒の海』等の作品を残し、
自決した三島由紀夫（1925-70）は、同性愛を描いた小説『禁色』（1951-53）を書いた作家
だが、三島が聖ゼバスティアンに扮して矢に貫かれている写真が残っている。 24） 時に、聖
ゼバスティアンは男性間の同性愛の象徴として描かれることもある。

１－５．コレラについて
　コレラは、コレラ菌の感染による急性伝染病である。コレラ毒の作用で激しい嘔吐と下
痢を来たし、強い脱水症状を呈する。重症の者は、筋の疼痛痙攣を伴って死亡する。もと
インドの風土病で、19世紀前半から各国で蔓延した病気である。現在でも、インド・東南
アジアに常在しているが、適切な治療を受ければ、昔のように死亡する例はまれである。
ラインハルト・パープスト（Reinhard Pabst）によれば、ドイツ国内においても、コレラは
1831年にベルリンで、1848年にハンブルクで発生している。 25） 1892年には、ハンブルクで
コレラの大流行が起こり、約8000人の死者が出たことはドイツ史に残る出来事である。イ
タリアでもナポリで1836年にコレラの発生が確認されている。 26）

　ヴァジェーはコレラとマンとの関係について、次のように記している。

トーマス・マンは同じく1905年の夏に、これ以外に外見上は堅くヴェニス滞在に結合
された一つのモチーフ―コレラの流行―に遭遇する。トーマス・マンは妻ととも
にバルト海沿岸のツォポットに休暇滞在した。しかし彼らは早い時期に滞在を中止し
なければならなかった。それは近くのダンツィヒでコレラが発生したのが主な理由
だった。この経験は、悲劇的芸術家存在の挫折に関する短編小説の計画と並んで、そ
れとは無関係に用意されていた。その経験が、なおさら容易にその短編小説計画の中
へ統合されえたのは、両者とも同じ人生の事件に由来するためである。1905年の夏に、
それはさらに『ヴェルズンゲンの血』の構想をももたらした。 27）
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このように、1905年の夏、ツォポット（Zoppot）に滞在していたマンはコレラの現場に遭
遇したわけではなく、近くのダンツィヒでコレラが発生したのを知って、休暇滞在を切り
上げたのである。つまり、1911年以前にも、文学作品に取り入れる機会はあったというこ
とになる。1905年は、マンが結婚した年であり、『フィオレンツァ』を発表した年であっ
た。その後は子供の誕生が続き、『大公殿下』（1909）の執筆・発表や『詐欺師フェーリク
ス・クルルの告白』の執筆等があったわけだが、コレラがマンの文学に反映されるのは
1912年まで待たねばならなかった。1912年５月15日から６月12日にかけて、スイス東部ダ
ヴォースのサナトリウムに肺尖カタルで療養中の妻をマンは訪ねたが、その滞在経験が、
『ヴェニスに死す』にコレラという病のモチーフを導入させたものと思われる。
　パープストによれば、1911年に、ヴェニスでコレラが発生した。 28） 1817年からの約100年
間でヴェニスでは６回のコレラの大流行を記録している。 29） しかしながら、『ヴェニスに死
す』を読んで、コレラが現地で流行しているという「危機感」のようなものが読者にはあ
まり伝わってこない。粛々とストーリーは続いていく。滞在客は少なくなっていると明確
に描写されているが、ヴェニスの地元の人々は至って冷静であり、病んだ街から逃げだそ
うとする気配はない。
　テクスト（Ⅷ , 512） とパープストが示す図 30） を比較すると表２のようになる。

　下記の西暦年に注目すると、1905年は、マンが旅行先のツォポットにおいて、近くの都

番号 テクスト中の地名等 パープストの図 備考
１ ガンジス川の三角州 （図の範囲外） インド他。
２ 全インド （図の範囲外） ―
３ 中国 （図の範囲外） ―
４ アフガニスタン （図の範囲外） ―
５ ペルシア 経路が点線で示されている

が、地名はなし。
―

６ アストラハン 1905年 ロシア西部の都市。
７ モスクワ 1905年 ―
８ シリアの商船 ― ―
９ 地中海の諸港 ― ―
10 トゥーロン 1884年 フランス南部の都市。
11 マラガ 記述なし。 スペインの都市。
12 パレルモ 1911年 イタリアの都市。
13 ナポリ 1911年 ―
14 カラブリア 記述なし。 イタリア南西部の州。
15 アプリア 記述なし。 イタリア南東部の州。

表２　コレラの発生地（『ヴェニスに死す』と資料との比較）
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市ダンツィヒでのコレラ流行の知らせを聞いて旅行の日程を切り上げた年であり、1911年
はマン自身がヴェニスに滞在した年である。これによって、マンのコレラに対する実際の
見聞が作品中に現れていると結論づけられるのである。

２．『ヴェニスに死す』の主要モチーフ

　一般にモチーフとは、絵画・彫刻・小説等の芸術において表現の動機となった中心思想
のことを指すが、装飾美術においては、模様の主題を構成する単位をもいう。本章では、
ヴェニスという華やかな街を舞台にした『ヴェニスに死す』を一つの装飾美術と見なし、
そこに現れている「模様」について調べてみる。
　『ヴェニスに死す』の話の筋を簡略化すると、「老作家が美少年に憧れて神話の世界に落
ちていき、コレラで死ぬ」というようにまとめることができるであろう。従って本稿では、
「老いと少年愛」「神話におけるディオニュソス」「コレラと死」が大きなモチーフであると
とらえ、「若さへの憧れ、もしくは同性愛」という点も加味して、作品を分析していくこと
とする。

２－１．老いと少年愛
　『ヴェニスに死す』の主人公アッシェンバッハは、あるドイツの君主が、アッシェンバッ
ハの50回目の誕生に当たって、貴族の身分を授けたとき、彼はそれを辞退しなかったこと
から、50歳を過ぎた人物であることが分かるが、現在の彼の年齢ははっきりと書かれては
いない。彼は、「自分の力がますます消耗されやすくなっている」（Ⅷ , 444）と感じている。
また、彼は「空気と運動が自分を回復させ」（Ⅷ , 444）るだろうと考えて、散歩に出かけ
ている。これらのことから、アッシェンバッハの老いが看取される。テクスト第２章では、
アッシェンバッハの「業績」と「経歴」が、読者に披露される。その末部において、アッ
シェンバッハの風貌が、「てっぺんが薄く、こめかみのところが非常に濃く、そして白く
なっていて、後ろへブラシをかけられた彼の髪の毛が、深いしわのある、いわば傷痕でも
ついているような、秀でた額を縁取っていた」（Ⅷ , 456f.）と描写される。また、「頬のあ
たりはこけて、しわがより、よく発達した顎は、柔らかく割れていた」（Ⅷ , 457）のであ
る。
　ところが、ヴェニスへの旅を描く第３章とタッジオに夢中になる第４章では、アッシェ
ンバッハの老いを表わす直接的な描写はなされない。まさにアッシェンバッハは、旅によ
り老いを忘れ、タッジオに夢中になることにより、精神的な若さを取り戻したのである。
『ヴェニスに死す』に描かれる少年愛は、この精神的な若さ、もう一度あの創作意欲が盛ん
だった若い頃に戻りたいという作家アッシェンバッハの欲望の現われと解釈できる。しか
し、最終章である第５章で、アッシェンバッハは、いつもの理髪師のところを訪れ、現実
の自分と向き合うことになる。
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理髪衣の中、その多弁家の愛護の手のもとで、椅子によりながらアッシェンバッハは
苦しそうなまなざしで自分の鏡像を観察した。「白い。」と彼はゆがんだ口で言った。
「ちょっとですよ。」とその男が答えた。（Ⅷ , 518）

鏡に映る現実のアッシェンバッハの像は、年老いた白髪の男の像であった。理髪師は、
アッシェンバッハの髪を黒く染め、眉を描き、唇を苺色にする。アッシェンバッハは頬と
口の深いしわが、目の小じわが、クリームと青春の気配とに会って消えていくのを見た。
アッシェンバッハは鏡の中の自分に「一人の花盛りの青年」（Ⅷ , 519）を見る。
　グスタフという名前を考えるとき、次のような人物が想起される。同じグスタフという
名前の他の人物の例としては、交響曲第１番「巨人」（1888）等の作品で知られるオース
トリアの作曲家グスタフ・マーラー（Gustav Mahler, 1860-1911）が挙げられる。マーラー
は、『ヴェニスに死す』執筆直前の1911年に亡くなっていて、マーラーの死と、『ヴェニス
に死す』の執筆とは、これまで多くのマン研究がその関連を指摘している。例えば、福元
圭太氏は『ヴェニスに死す』第２章の最終部において詳細に語られるアッシェンバッハの
容貌について、具体例こそ挙げないものの、「マーラーになぞらえた」 31） と指摘している。
1860年生まれのマーラーと1875年生まれのマンとの間には、15歳という大きな年齢差があ
るため、いわゆる対等な友人という関係ではなかったであろうが、マンの妻カトヤの兄弟
である音楽家クラウス・プリングスハイムがマーラーに師事していたことを考えると、マ
ンにとってマーラーは、同じ芸術家として比較的身近な存在であったことが推測できる。
　ここで、タッジオに目を移そう。タッジオが初めて登場するのは、物語が三分の一ほど
経過した、第３章で、アッシェンバッハが滞在するホテル一階の食堂控室においてである。

家庭教師か、お相手かと見える一人の婦人に監督されながら、大人になりかけたのと、
まだなりきらないのとの一団が、籐のテエブルを囲んで集まっていた。十五から十七
までぐらいらしい若い娘が三人と、十四ばかりの髪の長い少年が一人とであった。驚
いて、アッシェンバッハはその少年が完全に美しいのに気づいた。（Ⅷ , 469）

これが、アッシェンバッハが少年タッジオを初めて見かけた場面である。続けて、タッジ
オの美しい容姿が描写される。

彼の顔は、青白く優雅に表情が閉ざされ、蜜色の捲き毛に取り囲まれ、真っ直ぐに
通った鼻とかわいい口を持ち、優しい神々しい真面目さを浮かべている。彼の顔は、
最も高貴な時代にできたギリシアの彫像を思わせた。そしてそれは形態が極めて純粋
に完成していながら、同時に比類なく個性的な魅力を持っているので、見つめている
人は、自然の中にも造形美術の中にも、このくらいうまくいったものを見かけたこと
はないと思った。（Ⅷ , 469）
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ここでは、タッジオの容姿、特に顔の美しさが述べられている。また、古代ギリシアの彫
像をアッシェンバッハは想起しており、現実から徐々に彼の心が離れていくことを暗示し
ている。彼の思考が現実から離れて混乱し始めるのは、タッジオの髪を「とげを抜く少年」
（Ⅷ , 470）像のそれになぞらえるところにも現れているといえよう。というのも、一般に
「とげを抜く少年像」は、古代「ギリシア」ではなく古代「ローマ」のものがよく知られて
おり、アッシェンバッハの思考は、現実のヴェニス、古代ギリシア、古代ローマと転々と
移動しているからである。
　では、タッジオの健康状態は、どうなのであろうか。何のためにタッジオは、リドに来
ているのであろうか。アッシェンバッハは、彼は「病身なのであろうか」（Ⅷ , 470）と考
える。彼の顔の肌が象牙のように白いからである。アッシェンバッハは、たまたまタッジ
オと同じエレベーターに乗り合わせた折に、タッジオを観察し、次のように考える。

しかしながら彼は、タッジオの歯並びが充分このましいものではないことを認めた。
先が少しぎざぎざで、青白くて、健康らしいつやがなく、萎黄病患者に時折あるよう
に、独特にもろそうな透明性である。彼は、か弱い、病弱なのだ、とアッシェンバッ
ハは思った。おそらく長生きはしないだろう。（Ⅷ , 479）

このようにアッシェンバッハは、タッジオを病身と見なしているが、実際はどうなのであ
ろうか。タッジオは、他の人々と同様にホテルの食堂で食事をするし、浜でも遊んでいる。
彼は、砂の城作りもするし、友達である「ヤアシュウ」Jaschu（Ⅷ , 523）とも戯れに格闘
をする。これといって病身だという明確な証拠は見当たらないのである。体調が日に日に
悪化していくアッシェンバッハとは対照的に、タッジオは健康を維持しているように物語
は描かれている。タッジオ一家は「ポーランド貴族」（Ⅷ , 523）であり、アッシェンバッ
ハがリドに来たすぐ前にホテルに滞在し始めている。これは、貴族の単なる夏の南国での
休暇と見るべきであろう。タッジオ一家が、休暇を満喫して、ホテルから出発しようとい
うその日に、一方のアッシェンバッハは、唯一の精神的支柱であったタッジオが自分の元
を去ることに落胆して、自身の死を受け入れるのである。まさに、これは、悲劇の典型的
結末である。悲劇とは、人生の重大な不幸・悲惨を題材とし、死・破滅・敗北・苦悩等に
終わる劇のことをいう。矛盾・対立・葛藤の動的な展開から破局に至り、悲壮美を呼び起
こすものである。マンは、ミュンヘン工科大学の聴講生だった1894年の冬学期に、カー
ル・フォン・ラインハルトシュテットナー教授（Karl von Reinhardstöttner）の「シェークス
ピアの悲劇」の講義を受講したが、その受講経験が『ヴェニスに死す』に注ぎ込まれたの
ではないだろうか。
　タッジオのモデルは、一般人のヴァディスラフ・モエス（Wladyslaw Moes, 1900-86） 32） と
されている。『ヴェニスに死す』が執筆されたのは1911年から1912年のことであるから、当
時モエスは11歳前後である。タッジオのテクスト原文での表記は Tadzioである。まさに
タッジオは英語の tad「小さな（男の）子、少年」である。そして、 tadの頭文字を大文字
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にした英単語 Tad は「タッド《男子名；Theodore、Thaddeusの愛称》」である。1911年７月
２日付の、親戚で画家のオルガ・メーアソン（Olga Meerson）からマンへの書簡によれば、
綴りが若干変わるが、タデウシュ（Tadeusz）ではないかとメーアソンは指摘している。ま
た、同書簡では、ポーランド史において、独立回復を目指した1794年のコシチューシコ蜂
起を主導したタデウシュ・コシチューシコ（Tadeusz Kosciuszko, 1746-1817）について書か
れている。コシチューシコは、ポーランドの軍人・政治家で、リトアニア（リトワ）系の
中流シュラフタの出身である。彼は晩年スイスで暮らし、同地で死没した。コシチューシ
コは下級貴族の生まれであるから、『ヴェニスに死す』作中の貴族出身のタッジオらの家族
像とも合致する。また、同書簡では、ポーランド最大のロマン派詩人と言われ、長編叙事
詩『パン＝タデウシュ』（Pan Tadeusz, 1834）を書いたミツキェーヴィチ（Adam Mickiewicz, 

1798-1855） 33） の名も挙げられているが、彼はアッシェンバッハと同じくコレラに倒れてい
ることも、ここで指摘しておきたい。

２－２．神話とディオニュソス
　神話とは、現実の生活とそれをとりまく世界の事物の起源や存在論的な意味を象徴的に
説く説話のことである。友田和秀氏は、「トーマス・マンはこの『ヴェニスに死す』におい
てはじめて作品のなかに神話のモティーフを導入した」 34） と指摘する。マンと神話との関
係は、比較的早い時期から認められる。1895年頃、20歳頃のマンは、ミュンヘン工科大学
の聴講生だったときに、ヴィルヘルム・ヘルツ教授（Wilhelm Hertz, 1835-1902）の「ドイ
ツ神話学」 35） を聴講している。ヘルツは、20代の若い時に、ドイツの聖杯伝説の『パルツィ
ファル』（Parzival） 36） に関する著作（1857）や、古いフランスの叙事詩『ローランの歌』
（Das Rolandslied）の翻訳（1861）、12世紀フランス生まれの女流詩人を扱った『マリー・
ド・フランス』の翻訳（1862）等で知られるようになった人物で、ヘルツの死後には、『ト
リスタンとイゾルデ』（Tristan und Isolde） 37） についての本（1907）も出版されている。
　ここで、『ヴェニスに死す』に戻り、テクスト中の神話の人物名を検討してみよう。第３
章において初めて一つの神の名が現れ、第４章で多くの神の名が列挙され、第５章で二つ
の神の名を出すという、「弱強弱」という特徴的構造が看取される。テクスト中の神の名を
表にすると、表３のようになる。

　９つの神の名が、テクストには見受けられるが、注目したいのは、８の「かの見知らぬ
神」である。千田まや氏は、この「かの見知らぬ神」を、ディオニュソスのことであると
指摘している。 38） ディオニュソスとは、ギリシア神話の酒の神（別名バッカス）で、神話
上はゼウスとセメレとの子とされるが、本来はトラキアまたはマケドニア（旧ユーゴスラ
ビア）の宗教的狂乱を特徴とする神で、それがギリシアに輸入されたものと考えられてい
る。ディオニュソスは、ユング心理学では、「時間から〈無時間〉pre-timeの状態への逃避
の衝動と関連をもつ」 39） とされる。伝統ある一家の歴史を描いた 『ブデンブローク家の
人々』は、いわば縦に長い家系図に表されるように、縦時間の文学であると言える。とい
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うのも、『ブデンブローク家の人々』の登場人物数は、100に近いが 41）、あくまで整然と年
代順に縦方向に並んでいると考えてよい。そしてその後、『ヴェニスに死す』でマンは、ギ
リシア神話に登場する神ディオニュソスを描くことによって、神話という無時間的空間へ
と物語を拡大しようと企てている。ヴェニスに旅立つ前のアッシェンバッハは、「快い南国
の、どこでもいい、万人向きの休養地で、三、四週間昼寝をするのだ」（Ⅷ , 449）と、休
養の期限をある程度計画的に設定している。その計画性は、いよいよヴェニスに旅立とう
とするアッシェンバッハが、「別荘に四週間以内に入居できるよう手入れをしておくよう
に指示を与えた」（Ⅷ , 457）ところにも現れている。つまり、アッシェンバッハは四週間
後には旅行から戻り、別荘に移って、夏の執筆に励むつもりだった。アッシェンバッハの
旅立ちは、「五月中旬と下旬の間のある日」（Ⅷ , 457）のことであることから、彼は、初夏
の６月中旬と下旬の間頃に旅行から戻ってくる予定だったはずである。ところが、彼は
タッジオを眺めることに夢中になり、滞在の期限を忘却し、語り手は、ヴェニスには「秋
らしさ」（Ⅷ , 523）が漂うと言う。このような過程を経て、アッシェンバッハは、彼にとっ
て無時間的空間となったヴェニスで自身の死を迎えるのである。
　ディオニュソスまたはその同義であるバッカスの例は、マンのいくつかの作品に見られ
る。例えば、『ヴェニスに死す』以前では、『フィオレンツァ』において、「あなたさまは
ディオニュソスさながらでございました」（Ⅷ , 1027）という一文が見いだされる。『神の
剣』では、「バッカスの信徒らや妖精たち」（Ⅷ , 198）という表現がある。
　『ヴェニスに死す』刊行後の年譜には、1935年９月29日の項に次のような記述がある。

ケレーニイの論文『ディオニュソス論』を読む。「この論文は思いがけなく都合のいい
時に手にはいりました。と言うのも、ちょうどポティファルの妻の情熱をディオニュ
ソス的、バッカスの巫女ふうなものに定着させようとしているからで、〔後略〕」。 42）

番号 章 神の名など 頁 備考
１ 第３章 エロスの神（Eros） （Ⅷ , 474） ・ギリシア神話。愛の神。
２ 第４章 アモルの神（Amor） （Ⅷ , 491） ・ローマ神話。恋愛の神。
３ 第４章 セメレ（Semele） （Ⅷ , 492） ・ギリシア神話。ゼウスとの間に

ディオニュソスを生んだ。
４ 第４章 ゼウス（Zeus） （Ⅷ , 492） ・ギリシア神話の最高神。
５ 第４章 エオス（Eos） （Ⅷ , 495） ・ギリシア神話。曙の女神。
６ 第４章 オリオン（Orion） （Ⅷ , 495） ・ギリシア神話の巨人。
７ 第４章 ナルキッソス（Narziß） （Ⅷ , 498） ・ギリシア神話。美少年。 40） 
８ 第５章 かの見知らぬ神（Der fremde 

Gott）
（Ⅷ , 516） ・ディオニュソスか。

９ 第５章 エロスの神 （Ⅷ , 521） ・ギリシア神話。愛の神。（再出）

表３　『ヴェニスに死す』中の神などの名
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　このことから、マンが、情熱的なものを、本来デモーニッシュ（魔神的）で芸術的であ
り、また死の可能性をも内包するディオニュソス像へと統合させようとしていた姿勢が窺
える。
　ディオニュソスは、悲劇の象徴でもある。紀元前534年のことであるが、ギリシアのア
テーナイで悲劇が最初に競演されたのは、「ディオニューシア」 43） 祭である。ディオニュー
シア祭とは、ディオニュソスの祭りのことである。 44）

　ギリシア神話の中でのディオニュソスの位置づけは重要である。神話学者のケレーニイ
は、自らの著書の最終章を「ⅩⅤディオニューソスと彼に伴う女たち」 45） として締めくくっ
ている。同書の中で、訳者の高橋英夫氏はケレーニイとマンと神話との関係について触れ
ている。 46）

　ギリシア神話においてディオニュソスは音楽と関係が深い。音楽家の生涯を物語った長
編小説『ファウストゥス博士』（Doktor Faustus, 1947）の著作もあるマンだが、『ヴェニス
に死す』においても「少年の外国性が、言葉を音楽に高め」（Ⅷ , 489）るとの描写があり、
作品の中に音楽の要素を巧みに取り入れている。

２－３．コレラと死
　「午後、アッシェンバッハは、無風と息苦しい烈日の中を、ヴェニスへ渡った」（Ⅷ , 499）
と描写されるように、アッシェンバッハが滞在しているホテルが位置するリド島は広義に
は明らかにヴェニスに含まれるが、語り手はリドをヴェニスとは見なしていないともとれ
る。さて、テクストでのコレラの描写は、どうなっているだろうか。

数年前からすでに、インドのコレラは、拡大と移動の強い傾向を白日の元にさらして
いた。（Ⅷ , 512）

意外なことだが、テクストの中で「コレラ」Choleraという単語は、この一箇所しか使われ
ていない。続けて、テクストの中では、世界的広がりを見せるコレラの発生地及び経路の
詳細な説明が旅行案内所の店員によってなされるが、それらについては、既に本論第１章
第５節で述べた。ここからは、ヴェニス内部でのコレラの蔓延の様子に焦点を当てたい。
「六月初めには、市民病院の隔離病舎が密かに満員」（Ⅷ , 513）になり、「波止場と墓地の
ある島、サン・ミケレとの間には、恐るべく頻繁な交通が営まれた」（Ⅷ , 513）と、コレ
ラの蔓延は深刻な状況となる。その店員はアッシェンバッハに次のように忠告をする。「明
日より今日旅立つほうが、得策だと思います。交通遮断がしかれるのは、あと数日を出な
いうちでしょうから」（Ⅷ , 514）と。
　『ヴェニスに死す』の主人公であるアッシェンバッハは、物語の最後の場面においてコレ
ラで死ぬというのが通説である。正確に言えば、コレラが蔓延している都市で死ぬのであ
る。アッシェンバッハの死因については、物語中では明確に語られていない。前述のよう
に、テクスト中で「コレラ」Cholera（Ⅷ , 512）という単語は、一箇所しか使われていない
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のである。では、アッシェンバッハの死因はいったい何であろうか。アッシェンバッハに
ついて、第１章の冒頭で「精力がますます消耗されやすくなっている」（Ⅷ , 444）と語ら
れるが、この散歩当日も、午前中は本業の執筆に勤しんでいるようであり、特に体の不調
を訴える表現も見当たらない。物語の冒頭でアッシェンバッハは50歳を過ぎた人物である
という宣言が明確になされているものの、これは衰えを読者に示すというよりも、年齢に
よる権威づけの効果を持たせているものと思われる。従って、『ヴェニスに死す』を初めて
読む者に、アッシェンバッハの死は唐突な印象を与える。では、どの時点でアッシェン
バッハの体は蝕まれ始めたのか。それは、第５章の理髪師によってアッシェンバッハが化
粧を施された後である。ビスコンティ監督の映画『ベニスに死す』 47） では、その後アッシェ
ンバッハは、化粧をしたままストーリーが展開していくのだが、テクストでは、化粧をし
たすぐ後で場面は転回し、アッシェンバッハはタッジオを追って「ある午後、病んでいる
都の混雑した中心へ没入して行く」（Ⅷ , 520）のである。その追跡の途中で、アッシェン
バッハの変調が起こる。

彼の頭は燃え、彼の体はべたべたした汗で覆われ、彼の首筋は震え、最早耐え難いほ
どの渇きが彼を苦しめ、彼は何でもいいから今すぐに元気づけるものはないかとあた
りを見まわした。ある小さな青物屋の店先で、彼はいくらかの果物、苺の熟し過ぎた
柔らかなものを買って、歩きながらそれを食べた。（Ⅷ , 520f.）

この記述から、アッシェンバッハの体に脱水症状が起こっていることが窺える。それから
数日の後、アッシェンバッハは「気分がすぐれなかったので、いつもより遅い朝の時刻に
水浴ホテルを出た。一種の肉体的なだけではないめまいの発作と、彼は戦わねばならな
かった」（Ⅷ , 522）のである。というのも、このホテルを出るとき、ロビーで次のような
やりとりがあったからである。

彼はロビーで、もう運ぶばかりになっている大量の荷物に気づいて、一人の門衛に、
旅立つのは誰だと尋ねると、彼が密かに覚悟していたポーランド貴族の名を、返事と
して聞かされた。やつれた顔つきを変えることなしに、頭をちょっと上げただけで、
これは別に知る必要もないことを事のついでに知っておくときの仕草であるが、彼は
その名を受け取った。そして、なお尋ねた。「いつだね？」男は彼に答えた。「昼食後
です。」アッシェンバッハは、うなずいた。そして、海へ行った。（Ⅷ , 523）

このように、やつれたアッシェンバッハは、タッジオ一家がホテルを今日去ることを知っ
てしまったのである。その事を知りつつも、いつものようにアッシェンバッハは浜の寝椅
子に横たわる。浜では、今日旅立つ予定のタッジオがいつものように遊んでいる。アッ
シェンバッハは、タッジオを見ている。
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彼の頭は椅子の背にもたれたまま、遠く離れたところを歩いている少年の動きを、
ゆっくり追った。このときその頭は、いわばその視線を迎えるように上げられ、胸の
上へ垂れた。だから彼の目が下から見やっている一方、彼の顔には深いまどろみのと
きの、緩んだ、心から夢中になった表情があらわれた。（Ⅷ , 524f. ）

しかし、これがアッシェンバッハの死に際ではない。まだ、彼の意識は残っているのであ
る。というのも、「彼は、ずっと向こうにいる青白いかわいらしい、魂の導き手が自分に微
笑みかけ、自分に合図しているような気がした」（Ⅷ , 525）からである。アッシェンバッ
ハは最後の力を振り絞って寝椅子から立ちかけた。だが、「人々が椅子の上で横向きにつっ
ぷした男を助けに駆けつけるまで、数分かかった」（Ⅷ , 525）のである。そして、その日
のうちに、世界は彼の死の知らせを受け取ったのである。
　『ヴェニスに死す』の刊行された1912年頃も含む、19世紀から20世紀にかけて、コレラ
は人々に恐れられていた伝染病だった。そのようなコレラは、中世のヨーロッパで大流行
をくりかえしたペストを容易に思い起こさせる。ペストは死亡率が高く、まさに「死神」
のイメージがつきまとっている。
　コレラで死んだ有名人には、プラーテン（August von Platen, 1796-1835）がいる。プラー
テンはアンスバッハに生まれ、シチリア島でコレラにかかって死んだ。プラーテンには作
品『ヴェネツィアのソネット』（1825）があり、『ヴェニスに死す』のモチーフと深い関係
性がある。 48） プラーテンはバイエルン出身だが、晩年をイタリアで送った。同様に作中の
アッシェンバッハはバイエルンのミュンヘンに自宅がある。そしてイタリアのヴェニスに
出かけて死ぬ。プラーテンはオード等の古典詩形を好んだ。オードとは、古代ギリシア・
ローマの合唱用の詩のことで、崇高・荘重な文体が特色である。この点もギリシア古典を
好むアッシェンバッハと共通している。島田了氏によれば、プラーテンは少年愛に関係が
ある。 49） これもアッシェンバッハと共通した点である。
　次に、アッシェンバッハの老いについて触れるが、『ヴェニスに死す』の冒頭には、次の
ような記述が見られる。

この作家は、自分の内部にある生産する機関の不断の振動を―キケロによれば、雄
弁の本質がそこにあるのだが、あの「精神のたえざる動き」を、昼食後にも阻止する
ことができなかった。（Ⅷ , 444）

このように、『ヴェニスに死す』の冒頭には、古代ローマの政治家・哲学者である「キケ
ロ」（Ⅷ , 444; Cicero, 前106-前43）の名が出てくる。キケロには著作『老年論』があり、広
く一般に読まれている。 50） つまりマンは、キケロの名を出すことによって読者に「老い」の
観念を暗示している。

彼のお気に入りであるその甘美な若者を目の前にすると、彼は自分の年をとっている
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肉体が嫌でたまらなかった。自分の白い髪、とがった顔つきの眺めは、彼を恥じらい
と絶望に突き落とした。（Ⅷ , 518）

老いの次に来るもの、それは死である。老いそのものも死を予感させるものではあるが、
死の象徴ともいえる「死神」について考察する。
　日本における「死神」とは、人を死に「誘ったり導いたり」する神と考えられる。ここ
で注意したいのは、日本語の「死神」はあくまでも「誘ったり導いたり」するのであって、
「死」の直接の象徴とは捉えられていないということである。しかし、日本語文化圏におい
ても、「棺桶へ片足を踏み込む」（＝老いて死期が近いさまのたとえ）という表現も存在す
る。
　一方、英語文化圏及びドイツ語文化圏では「死」は「死神」の概念を含み、「死神」も
「死」の概念を含んでいる。 51）

　『ヴェニスに死す』では、死を予感させる複数の人物が現れる。「山羊ひげの男」（Ⅷ , 

458）もその一人である。山羊ひげの男は『神の剣』でも「黄色い洋服を着て黒い山羊ひ
げをたくわえた一人の紳士」（Ⅷ , 206）として登場する。「Tragödie（悲劇）」の語源は、ギ
リシア語の「山羊の鳴き声」 52） であることに注目するのも作品解釈に有益である。
　ここで、地理学的な要素を加えて考えてみよう。『ヴェニスに死す』の舞台であるヴェニ
スはアドリア海に面している。ディオニュソス自体に「海を渡る」 53） というイメージがあ
り、海に囲まれたヴェニスにおいてこそ、ディオニュソス的なモチーフはその本領を発揮
することができるのである。改めて言うまでもないが、ヴェニスの歴史は古い。ヴェニス
は元オーストリア領であり、1866年にイタリア王国に併合された。『ヴェニスに死す』が
刊行される46年前まではオーストリア領だった。その事を考慮に入れると、アッシェン
バッハの、ミュンヘンからヴェニスへの旅は、それほど遠くへの旅ではない。隣国へ行く
という感覚で捉えるのが正しいのではないだろうか。
　マンはヴェニスにどのような印象を持っているか。一つは「輝き」である。マンは1942
年２月21日に、新しい書斎のことを指して、「ヴェネツィアふうブラインドを通して見る
輝かんばかりの二重の眺望をもつとあれば」 54） と記している。ここでは、ヴェニス（ヴェ
ネツィア）と輝きが結びつけられている。
　他の作品中では『フィオレンツァ』の冒頭数頁目で、「手にヴェネツィアの鏡を取って」
（Ⅷ , 964）とあり、ヴェニスと鏡が結びつけられ、平面表象を印象づけている。『幼な児の
歌』（Gesang vom Kindchen, 1919）の中にもヴェニスが現れる。ヴェニスの「大運河にそっ
て」（Ⅷ , 1087）とあり、ヴェニスの「水」の表象が提示されている。『幼な児の歌』では、
さらに「ヴェネツィアを通って郷里に伝わってきたものではなかったろうか」（Ⅷ , 1088）
とも述べられていて、これはアッシェンバッハとは逆の行程を示している。

２－４．若さへの憧れ、もしくは同性愛（パイドロス）
　『ヴェニスに死す』では、同性愛が一つの重要なテーマであるが、その老作家の同性愛的
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感情の対象が、少年であることに注目する必要がある。

その少年は、今日は青と白の縞のあるリンネルの軽快なブラウスのついた服を着てい
た。服は胸のところに赤絹のリボンがついていて、首筋であっさりした白い立襟に区
切られていた。ところでこの服の特徴に対して、特に優雅な釣合も見せようとしない
その襟の上に、花の咲いたような首が比類ない愛くるしさで載っている。〔中略〕い
い。いい。―とアッシェンバッハは、芸術家が時々、傑作を前にして、狂喜や恍惚
を表すときのように、専門家的に冷静に認めながら思った。（Ⅷ , 474）

このように、アッシェンバッハは少年タッジオの美しさを讃えているわけだが、『ヴェニス
に死す』の重要なテーマの一つである「美」は、プラトン（Plato, 前427-前347）の『パイ
ドロス』の副題となっており、『ヴェニスに死す』には、ソクラテスとパイドロスが登場す
る。このソクラテスとパイドロスが初めてテクストに登場するのは、第４章の冒頭で、
アッシェンバッハが浜で遊ぶタッジオの肉体を神々しい彫刻のように感じた後の、次の個
所である。

ところで、なだらかに傾斜した芝生の上に、それは横たわったまま頭を高く上げられ
る傾斜だが、二人の人間が日中の炎熱をここに避けながら寝そべっている。初老の男
と弟子、醜い男と美しい男であり、あの哲人があの愛すべき男と並んでいるのである。
そうしてお世辞を言ったり、巧妙に愛を求めるような冗談を言ったりしながら、ソク
ラテスはパイドロスに憧れと美徳について教えた。（Ⅷ , 491）

次にパイドロスが登場するのは、第５章で、アッシェンバッハが旅行案内所でコレラの蔓
延という現実に引き戻され、理髪師のもとで表面だけの若さを得た後のある日、タッジオ
を追ってヴェニスの中心部を逍遥している場面である。もはや、アッシェンバッハは、自
己の肉体の変調に気が付いている。彼は広場の水槽の傍らに力なく座る。アッシェンバッ
ハは、自分の意識の中のパイドロスに次のように語りかける。

なぜなら美というものは、パイドロスよ、よく覚えておくがいい―美というものだ
けが、神々しいと同時に、目に見えるものなのだ。そういうわけだから、美は感覚的
な者の行く道であるし、小さいパイドロスよ、芸術家が精神へ行く道なのだ。（Ⅷ , 

521）

このように、アッシェンバッハは、彼の心の中のパイドロスに語りかけることによって、
迫り来る自己の死から逃れようとしている。アッシェンバッハによるパイドロスへの語り
かけは、なおも次のように続けられる。
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なぜと言って、認識には、パイドロスよ、何の品位も厳かさもないからだ。それは物
を知り、理解し、許すもので、品性も形態もない。それは奈落に共感を持つ。それは
まさに奈落なのだ。この認識というものを、我々はそれゆえ断固として排撃する。そ
して今後我々の願望は、ひとえに美を―言いかえれば簡素と偉大と新しい厳かさと
を、第二の公正無私とそして形態とを目指すのだ。（Ⅷ , 522）

アッシェンバッハは、認識という奈落（死）を恐れ、彼がこれまで追求してきた美（タッ
ジオ）にすがりつこうとしているが、アッシェンバッハは、一転して屈服する。

ところが形態と率直は、パイドロスよ、陶酔と欲情へ連れて行く。形態と率直は、気
高い人を、彼自身の美しい厳かさが恥ずべきものとして拒絶する、あの恐るべき感情
の罪悪へ連れて行くかもしれぬ。形態と率直は、奈落へ連れて行く。厳格ささえも奈
落へ。（Ⅷ , 522）

アッシェンバッハは、最後まで頼りにしていた美（タッジオ）が、やはり死という奈落へ
と続いていることに気付いたのである。そして、アッシェンバッハは、「さあ、私はもう行
く、パイドロスよ、君はここにいるがいい」（Ⅷ , 522）と宣言し、自分の中のパイドロス
と決別して、人生最後の日に向かうのである。
　『パイドロス』は、プラトンの著作群において、『ソクラテスの弁明』・『パイドロス』・
『テアイテトス』という順序で成立したと一般に考えられている。この位置づけは、マンの
作品群においても『ブデンブローク家の人々』・『ヴェニスに死す』・『魔の山』として確認
されうる。時代とジャンルが違うものの、プラトンの著作中での『パイドロス』の位置と、
マンの著作中での『ヴェニスに死す』の位置づけは、奇しくも同じである。プラトンは『パ
イドロス』の中で、青春の美しさを「かくも貴重な」 55） ものと表現している。この『パイ
ドロス』は、プラトンの作品群の中において、『ヴェニスに死す』と同じような機能を持っ
ている。『パイドロス』は「プラトン（前427-347）の代表作の一つであって、特に『ソク
ラテスの弁明』をはじめとする前期著作群を『テアイテトス』以降の著作に結びつけてゆ
く重要な役割を担っている」 56） のである。つまり、『ソクラテスの弁明』→『パイドロス』
→『テアイテトス』の構造がある。中間に位置するのは『パイドロス』である。パイドロ
スは「美青年」 57） であり、タッジオのモチーフの一部となっている。このように、タッジオ
とパイドロスとの間に「美」という共通点を見出すことができる。

３．『ヴェニスに死す』における「共時的横軸」

３－１．物語における時間軸
　戦後の日本において、『ヴェニスに死す』についての研究論文は50本程書かれたが、そ
の大半が伝統的研究法に従って、主として『ヴェニスに死す』のみについて論じている。
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1990年前後は、他の作家の作品と『ヴェニスに死す』との関係について論じる論文が目に
付く。例えば、小崎順氏は川端康成の『雪国』との比較を 58）、空閑輝義氏は谷崎潤一郎の
『春琴抄』との比較を 59）、長谷川洋氏とイルメラ・日地谷キルシュネライト氏は三島由紀夫
の『禁色』との比較を試みている。 60） 他方で、『ヴェニスに死す』とマンの他の作品との比
較を試みている論文は一つであり、それは、渡辺広佐氏の、『ヴェニスに死す』と『魔の
山』との関連についての論文であるが 61）、これは主として『魔の山』を考察の中心に置き、
その成立史を扱っている。
　『ヴェニスに死す』と『魔の山』は、ほぼ同時期に執筆が始められたと言われているた
め、比較の対象となりうるが、本稿では『ブデンブローク家の人々』『ヴェニスに死す』『魔
の山』を取り上げ、主として『ヴェニスに死す』を中間点に据えて考察を試みる。 62） 『ヴェ
ニスに死す』は、この三つの作品の刊行順で、２番目に位置する。

　このように、中間に位置する『ヴェニスに死す』は、いわばマン文学の過渡期の作品で
あり、『ブデンブローク家の人々』から『魔の山』へと成長する移行期の作品である。『ブ
デンブローク家の人々』の原稿は、1900年には出版社に提出されており、マンが有名作家
であれば1900年中に出版されていた可能性は充分にある。その「12」年後に『ヴェニスに
死す』が刊行され、そこから「12」年後に『魔の山』が世に出ている。このように、『ヴェ
ニスに死す』が『ブデンブローク家の人々』の12年後に出版され、『魔の山』が24年後に
出版されている事実を考慮に入れると、興味深い数の意義が看取される。すなわち、24は
１日の循環する時間を想起させる。マンの文学世界も同様に、『ブデンブローク家の人々』
から始まり、『ヴェニスに死す』を経て、『魔の山』へ回帰するのである。歴史長編小説『ブ
デンブローク家の人々』を事実上の処女作（午前０時）と見なし、ノーベル賞受賞（1929
年）の数年前に書かれた長編『魔の山』（24時）をマン文学の集大成と仮定するとき、そ
の丁度中間の12時に『ヴェニスに死す』が位置する。いわば「正午」（Ⅷ , 486）に当たる
『ヴェニスに死す』は、時計の短針が上りから下りに転じる「正午」という転換点が、ほん
の「一瞬」であるのと同様に「短い」物語である。この「正午」という用語はマン文学に
大きな影響を与えたとされるニーチェにも見られる。 63） 『ツァラトゥストラはこう言った』
第四部（最終部）における後半の「正午」の章において、太陽が南中する正午に影が消え、
「世界はいままさに完全になったのではあるまいか？」 64） とツァラトゥストラは呟き、安心
して眠ってしまう。しかし、すぐに彼は、「いつまでも寝ころんで、あくびをし、ためいき
をし、そして深い井戸に落ちて行くのか？」 65） と自覚し、正午を「永遠の井戸よ！ 明るく、

図１　三作品の刊行年順

1901年
『ブデンブローク家の人々』

1924年
『魔の山』――

（中 間 点）

1912年
『ヴェニスに死す』
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すさまじい正午の深淵よ！」 66） と語る。この深淵は、『ヴェニスに死す』においても、アッ
シェンバッハの「奈落」（Ⅷ , 522）の認識にも通じていよう。
　『ヴェニスに死す』の中で、時間の概念が現実の物として現れているのは、「砂時計」（Ⅷ , 

511）の部分である。

夜が更けていった。時は崩れていった。彼の両親の家に何年も前に、砂時計が一つ
あった。―彼はその壊れやすい重要な小さい器具を、まるで彼の目の前に置かれて
でもいるように突然再び見た。音もなく、そして細かく、赤錆色に染められた砂が狭
いガラスの管を通って少しずつ流れた。そして上の方のくぼみの中で砂が尽きかけた
ので、そこには小さな急速な渦巻きができた。（Ⅷ , 511）

砂時計は時間の表象であると同時に、その中間部分が細く絞り込まれているのが通常の外
形的特徴である。砂時計は、時間の表象であると同時に、『ヴェニスに死す』のマン作品に
おける中間性の象徴とも考えられよう。ヴェニスという街の中間性について、丹羽正信氏
は、次のように述べている。

この街は、生と死、西洋と東洋、北方と南方、秩序と混沌など多様な対立を含有する
場所、両者の接点である。この混在の上に美が君臨している。そして、この中間性に
マン芸術の中心を成すイロニーと関わる問題があるのではないか？ 67）

このように、丹羽正信氏は、ヴェニスの西洋と東洋の「接点」という地理的特徴を「中間
性」と読み替えて解釈している。
　他方、ドイツの研究者である、トーマス・ブラント（Thomas Brand）は、『ブデンブロー
ク家の人々』に関する注釈書で、「『ヴェニスに死す』 － 『ブデンブローク家の人々』 － 『魔の
山』」として三作品の内容的関連を図示している。 68） 同書の中で彼は、『ブデンブローク家
の人々』を考察の中心に据えて、『ブデンブローク家の人々』と『ヴェニスに死す』との間
に「芸術と没落」という共通点を指摘する。また、彼は同じ図で『ブデンブローク家の
人々』を考察の中心に据えて、『ブデンブローク家の人々』と『魔の山』の間に「哲学の反
映」という共通点を記している。しかし、刊行年順の『ブデンブローク家の人々』→『ヴェ
ニスに死す』→『魔の山』という流れを重視する方が、自然であると筆者は考える。
　ここでは、三作品を時空間的手法で整理することを試みる。というのも、マンは時間と
空間に「肯定的な感情」を持っていると思われるからである。1905年11月11日付パウル・
エーレンベルク宛書簡の中で、マンは自分の第１子長女エーリカ（Erika Julia Hedwig）の
誕生に際して「姿の良い一人の女の子が、この空間と時間と因果律との世界に道を見つけ
た」（Br Ⅲ , 450）と書いている。本稿では、『ブデンブローク家の人々』を一家の歴史＝
時間（通時的）＝縦の感覚と考え、『ヴェニスに死す』をドイツからイタリアへの短期旅行
＝時間（共時的）＝横の感覚と考え、さらに、『魔の山』を雪が降る山への移動＝空間＝高
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さの感覚と考える。この考えに従えば、マンの代表作とも言える三作品の刊行順序を、
「縦」から「横」そして「高さ」という、幾何学的配列として理解することも可能となり、
その話題の豊富さで圧倒的な教養的厚みの世界を立体的に描く作品『魔の山』へ至る、マ
ン文学の発展過程の一端を垣間見ることができよう。

３－２．『ブデンブローク家の人々』における「通時的縦軸」
　マンの前期の長編小説である『ブデンブローク家の人々』では、名門商会の一族の、芸
術と市民の問題、生と死の問題が、ヨハン・ブデンブローク（Johann Buddenbrook）、ジャ
ン（Jean）、トム（Thomas）、ハノー（Hanno）の４世代約40年という長大な「時間」を軸
として展開されている。
　この自伝的とも言える歴史小説のテクストに明示されている物語中の時間は、「1835年
10月」（Ⅰ, 34）から、「1875年１月」（Ⅰ, 672）であり、その年代の間で西暦年が算用数字
で明示されているのは、表４のように17カ所である。

　＊印をつけた10の「1861年、（Ⅰ , 523）」の一カ所のみが、西暦年の順序を乱しているも
のの、『ブデンブローク家の人々』は極めて時系列に従って描かれている小説であることが
分かる。前にも述べたように、『ブデンブローク家の人々』を放送劇化したものの中には、
のべ95人の俳優が登場する。 69） しかも、名門の穀物商会の歴史を扱っている作品であるか
ら、どちらかといえば、横の広がりよりも、血筋、すなわち「家系図」（Ⅰ, 57）の縦方向
の流れが重視されている。また、作品中の話題も、主としてドイツ国内にとどまっており、
地理的な広がりは比較的少ない。例えば、話題にのぼっている都市名は、「ベルリン」（Ⅰ, 

番号 西暦年 頁
１ 1835年 （Ⅰ , 34）
２ 1838年 （Ⅰ , 53）
３ 1842年 （Ⅰ , 160）
４ 1845年 （Ⅰ , 161）
５ 1850年 （Ⅰ , 198） 、（Ⅰ , 235）
６ 1851年 （Ⅰ , 238）
７ 1856年 （Ⅰ , 258）
８ 1857年 （Ⅰ , 307）
９ 1859年 （Ⅰ , 368）、（Ⅰ , 370）
10＊ 1861年 （Ⅰ , 523）
11 1867年 （Ⅰ , 441）
12 1868年 （Ⅰ , 482）
13 1869年 （Ⅰ , 504）
14 1873年 （Ⅰ , 640）
15 1875年 （Ⅰ , 672）

表４　『ブデンブローク家の人々』中の西暦年
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193）、「ハンブルク」（Ⅰ, 34）、「フランクフルト」（Ⅰ, 21）等である。つまり、『ブデンブ
ローク家の人々』を理解するためのキーワードは、「通時的縦軸」であると考えることがで
きよう。

３－３．『ヴェニスに死す』における「共時的横軸」
　前節で見たように、歴史小説とも言える『ブデンブローク家の人々』では、物語中の時
間（西暦年）が明示される傾向があった。しかし、『ヴェニスに死す』では、冒頭でアッ
シェンバッハが散歩に出かけるのは「19・・年」（Ⅷ , 444）のこととされ、はっきりとし
なくなる。その後も『ヴェニスに死す』のテクスト中には西暦年は明記されない。確かに
『ヴェニスに死す』は『ブデンブローク家の人々』とは違い、文字数上は短編小説に分類さ
れうる規模の作品で、内容的にも『ヴェニスに死す』のテクスト中での時間は複数年には
またがってはいないと考えられる。そのことを考慮しても、「19・・年」という曖昧な語
を、物語の冒頭という目立つ場所に配置していることに、マンの作意を読み取る必要があ
る。
　『ヴェニスに死す』の描写方法においては、「共時的横軸」が大きな役割を演じている。
後半の場面において、美少年タッジオは、友人との格闘を終えて砂浜から「水際へ歩いて
行」（Ⅷ , 524）く。すなわち、タッジオは横移動をする。貴族の称号を持ち、既婚者でも
ある、初老の小説家アッシェンバッハのタッジオに対する同性愛的感情は、倫理的に見て
も決して許されない側面がある。ましてや、アッシェンバッハが同性愛的感情に突き動か
されて、思うままに行動することはできないのである。それは行動と感情の「起伏」が拒
まれ、高さがない「平面」的関係なのである。いわば、アッシェンバッハとタッジオは、
同じ平面に留まっており、二人の肉体及び精神が重なることはない。
　『ヴェニスに死す』の第５章におけるアッシェンバッハの長い独白は、次のように印象的
なものである。

我々詩人を、私は言うぞ、形式と率直が深淵へ連れて行く。我々は舞い上がることは
できなくて、羽目を外すことだけしかできないからだ。さて、私は行く。パイドロス
よ、君はここにいるがいい。そして私が見えなくなってから、君も行きたまえ。（Ⅷ , 

522）

ここでは、起伏を想起させるような舞い上がる力は存在せず、ふみまよう力が感じられる。
言い換えると、ここでは空間的高さは感じられず、平面性が強く感じられる。「平面性」は、
当時の時代の流れでもあった。この「平面」という観点から、『ヴェニスに死す』の発表と
同時期に、オーストリアで活躍した画家クリムト（Gustav Klimt, 1862-1918）が、平面装飾
的な画風を特徴の一つとするのも見逃せない。「接吻」「ベートーベン＝フリース」「生命の
樹」等の作品を残したクリムトだが、フィッシャー版トーマス・マン全集（1990年版）の
索引に、クリムトの名は出てこない。 70） これに対して、同版には、作曲家グスタフ・マー
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ラーとその妻アルマの名は多数見受けられる。というのも、前述のようにトーマス・マン
の妻カトヤの兄弟で、音楽家であるプリングスハイムはマーラーの弟子なのである。マー
ラーはアルマを通じてクリムトと知り合っている。マーラーは音楽を通じて、1910年にド
ビュッシーに会っている。 71） クリムトは、マーラーが死んだ1911年に絵画「生と死」を発
表した。このように、1911年において「死」という共通点が、マーラー（自身の死）、ク
リムト（「生と死」）、ダンヌンツィオとドビュッシー（戯曲「聖セバスチャンの殉教」）、マ
ン（『ヴェニスに死す』の執筆）に見られる。このような人物関係を見ると、次のような相
関図を描くことができる。

　この人物相関図を手がかりとすれば、『ヴェニスに死す』という短編小説の成立を考察す
る際に、同時期のドイツ・オーストリア・イタリア・フランスという、地理的に大きな広
がりに注目することができる。ちなみに、クリムトは1862年７月生まれ、ドビュッシーは
1862年８月生まれ、ダンヌンツィオは1863年３月生まれで、一年の隔たりもない。
　クリムトは、官能的な女性像を描いたユーゲントシュティール 72） の作家として知られて
いる。彼の代表作「接吻」（1907-08）には、世紀転換期のウィーンの甘美な雰囲気と退廃
の予感が濃厚にたちこめている。アッシェンバッハは、テクスト第５章において、理髪師
によって化粧という「装飾」を施される。また、甘美と退廃の予感は、ヴェニスという街
にも、相応しい形容の言葉ではないだろうか。
　1911年は、世界中で軍事衝突が起こった年である。マンの故郷であるドイツは、当時モ
ロッコ事件を巡りフランスと軍事的緊張状態にあった。ヴェニスが属するイタリアは、オ
スマン帝国との間で伊土戦争の最中にあった。また、遠くアジアを見ると、辛亥革命が起
こった年だったのである。
　『ヴェニスに死す』には、「平面感覚」とも言うべき表象が形を変えながら溢れている。
『ブデンブローク家の人々』は歴史的時間の流れという縦軸を主に感じさせる作品であっ
たが、『ヴェニスに死す』では、横軸を導入することにより平面という特徴が現れている。
このことは、図３のように表すことができる。

　例えば平面感覚は「地球の表面」として現れる。テクスト第１章で早くもアッシェンバッ
ハは「地球の表面について持ちうる見解で全く満足して」（Ⅷ , 447）いる人物として紹介
されている。アッシェンバッハが船旅に出た第３章では、船旅であれば自然の成り行きで
はあるものの、平面である「水の筋（ストライプ）」（Ⅷ , 460）が描かれる。水の筋はやが

図２　「死」をめぐる、1911年の人物相関図

トーマス・マン ← マーラー ← ドビュッシー ← ダンヌンツィオ
　　　　　　　　　　 ↑
　　　　　　　　　クリムト　　（矢印は、影響を受けた人物へと向いている）
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て船上から見える「水平線は完全だった」（Ⅷ , 461）という表現へと展開される。ここで
使われているドイツ語の「水平線」Horizontには「視野」の意味もある。アッシェンバッ
ハの目の前の視野が旅に出たことによって広がったのである。しかし、その直後にアッ
シェンバッハの時空間に変化が起こる。語り手は「うつろな、区分のない空間の中では、
我々の感覚は時間の尺度をも失ってしまう」（Ⅷ , 461）と述べる。ここで「水平線」と「空
間」と「時間」の結びつけが起こったのではないか。それは、『ブデンブローク家の人々』
という時間観念からの逃走であるかもしれない。
　海について「灰色をした浅い海は、〔中略〕既ににぎわっていた」（Ⅷ , 474）とあり、海
は灰色すなわち中間性を示している。同様に空も中間性があり「空は灰色で、風は湿って
いた」（Ⅷ , 461）のである。空間のゆがみは「まるで世界が、奇怪なゆがんだものへ醜化
してゆくという、軽いながらもとどめがたい傾向を見せているかのような気がした」（Ⅷ , 

462）と記される。
　テクスト第３章の末部で荷物の取り違え事件が起こり、アッシェンバッハはヴェニス滞
在を延長する。第４章ではタッジオを本格的に追いかける。この荷物取り違え事件の直後
あたりが本文の計量的中心地点である。アッシェンバッハは、「運命の手でくるりと向きを
変えさせられ」（Ⅷ , 484）たのである。
　「アッシェンバッハは、投げられた円盤が、残忍なねたみに操られて、そのかわいらしい
頭に当たるのを見」（Ⅷ , 496）る。アッシェンバッハの荷物が、誤って遥か西のコモに送
られたのと対照的に、ヴェニスの平面表象は、円盤という物となって現れた。しかも愛し
いタッジオの大切な頭に当たったのであり、アッシェンバッハの世界は激しく動揺する。
円盤はオケアノス（Okeanos）の表象である。オケアノスは「平板な円形の大地をめぐって
流れる大河・大洋［の神］」 73） である。それは平面の表象であり、川の表象である。円盤の
モチーフはさらに「それは水鏡の上に身をかがめているナルキッソスの微笑だった」（Ⅷ , 

498）と展開される。サハラ砂漠から地中海方面へ吹く重苦しい熱風シロッコも「平手で
表わして見せ」（Ⅷ , 509）られたのである。
　やや唐突とも思われる挿話がある。それは「彼の両親の家に、何年も前に、砂時計が一
つあった」（Ⅷ , 511）という部分である。これは、平面というよりも細さの表象として考

 『ブデンブローク家の人々』 ①縦
 『ヴェニスに死す』 ②横

縦×横＝平面

図３　縦と横による平面の形成
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えたい。細い線というものは平面の幅を狭めていったものである。この砂時計の話は、も
う何年も前の出来事として扱われていて、これも『ブデンブローク家の人々』の時間概念
からの決別を意味しているのではないだろうか。この「狭める」という視点を受けて「イ
ンドのコレラは、拡大と移動の強い傾向を白日の元にさらしていた」（Ⅷ , 512）と、肉眼
では見えない微少な病原菌であるコレラが登場する。
　テクストの最後の場面で「そしてアッシェンバッハは、膝に毛布を掛けて、海と浜小屋
の列とのほぼ中間に、例の寝椅子に寄りながら、もう一度彼の様子を見守っていた」（Ⅷ , 

523）とあり、ここで改めて「中間性」の概念が強調される。アッシェンバッハは「中間」
にいるのである。「広い浅い水の上には、さざなみのおののきが、前から後ろへ走って行」
（Ⅷ , 523）き、このさざなみは、横感覚の中に後の『魔の山』という高さ感覚へつながる
ものがある。
　『ヴェニスに死す』では、移動の意味にも注目することができる。

彼はようやく、彼の別荘に四週間以内に入居できるよう手入れをしておくように指示
を与えた。そして五月中旬と下旬の間のある日、彼は夜汽車でトリエステへ旅立った
が、そこには二十四時間滞在しただけで、すぐ次の朝、ポーラへ向けて船旅に出た。
（Ⅷ , 457）

第１は縦の移動である。すなわち、それはミュンヘン（アッシェンバッハの自宅）からヴェ
ニスへの移動である。第２は横の移動である。アッシェンバッハはトリエステからヴェニ
スに横への移動を行った。さらに荷物は誤ってヴェニスから西のコモ（湖）へと移動した。
これらのことは図４で表される。

　図４を見ると横の関係は東から西へ向いている。これはインドのコレラがヨーロッパへ
と進行するイメージと類似している。
　移動の概念として、テクスト第５章の後半の部分は印象的である。アッシェンバッハは
心の中で、パイドロスすなわちタッジオに対して、「さあ、私はもう行く」（Ⅷ , 522）と決
意する。この部分はプラトンの『パイドロス』のラストシーンにおいて、ソクラテスがパ
イドロスに、「では、行こうではないか」 74） と語りかけるのと対照的である。

図４　地図上の位置関係

　　　　　ミュンヘン（アッシェンバッハの自宅）
　　　　　　 ↓（縦の関係）
コモ　←　ヴェニス　←トリエステ・ポーラ　（横の関係）
　　　　　　　　　　　アドリア海の島
（荷物）　　　（中間）　　　（通過地点）
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３－４．『魔の山』における「高さ軸」
　これまで、二次元的縦軸・横軸を見てきたが、ここで三次元化するものを高さ軸と呼び
たいと思う。
　マンは、長編小説『魔の山』では、標高の高い「山」という「高さ」をキーワードに据
えている。『魔の山』の舞台である、結核の国際療養所「ベルクホーフ」は、低地ではな
く、雪が積もる標高1600メートルの高地にある。主人公ハンス・カストルプは、体温計の
温度を示す様子に注目している。『魔の山』第４章の最後は、文字通り「体温計」と題され
た節であるが、次のような場面が見られる。

彼は体温計を眼に接近させて、あれこれと回したが何も見えなかった。ようやく幸運
な方向転換の後で、水銀柱の像をはっきりと見ることができた。（Ⅲ , 238）

昔の水銀体温計の温度表示は見にくく、見る角度を調節することが必要で、縦横高さ軸を
きちんと把握しなければ、その表示を読み取る事は困難であった。

実は水銀柱は伸びて、しかも力強く伸びていた。その柱は、かなり高く上がっていた
のである。それは標準体温の境界を超え、いくつかの分線を進んだ状態だった。ハン
ス・カストルプは、三十七度六分であった。（Ⅲ , 238）

このように、ハンスは体温計の読み取りに苦労しながらも、ようやくその水銀柱の高さを
探り当てた。本来ハンスはここベルクホーフに、いとこを「見舞い」に来た健康な体であっ
たが、今やハンス自身も結核に感染した兆候を示している。「高地」にあるベルクホーフに
来たハンスが、体温計の水銀柱という「高さ」に屈した瞬間である。

彼の動きは力強かった。体温計を手に持ち、しかしながら、縦の衝撃によって障害を
呼び起こさないために水平を保って、部屋の中を二、三度歩き回り、それから慎重そ
のものという態度で体温計を洗面台の上に置き、とりあえずコートと毛布で安静療法
に着手した。（Ⅲ , 239）

体温計の水銀が上下に移動して温度を示す様は、すなわち作者マンの高さ感覚の現れであ
ると言えよう。この「体温計」の節の最後で、助手のドクトル・クロコフスキーは、「若い
ハンスの肩に手を置き、気力のある微笑を浮かべた」（Ⅲ , 256）のである。この場面は、
ハンス･カストルプが患者として初めて認知されるという『魔の山』の物語の進行上、必
要不可欠なものである。
　『ヴェニスに死す』のヴェニスの街が、水の表象であるとすれば、その水が高地で設定さ
れれば雪となるであろう。ハンスは『魔の山』の第６章第７節「雪」において、吹雪の中
で遭難し、自分の死を意識する。この場面は、小説『魔の山』全体の中において、極めて
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重要な役割を果たしている。「雪」の次の節である「勇敢な軍人として」では、ハンスのい
とこヨーアヒム・ツィームセンが、息を引き取る。主人公ハンスは、雪の中での体験を通
じて、山を下りる（社会に向き合う）決断をした。このように考えるならば、「雪」は、教
養小説『魔の山』にあって、主人公の成長を読者に提示するという「教養小説」らしさを
見事に演出している。
　『ヴェニスに死す』では、すでに『魔の山』の「高さ」感覚が先取りされている部分もあ
る。それは、アッシェンバッハが、「鷲が、あのトロヤの牧童を大空へ乗せて行ったごと
く」（Ⅷ , 492）にタッジオの美しさを称える場面に見られる。
　『ヴェニスに死す』では、ヴェニスの中心部を「魔法にかかっているような感じのする場
所」（Ⅷ , 480）と語られていることからも、『ヴェニスに死す』と『魔の山』のある程度の
関係が推定できる。もっとも、マンは、「魔法」や「魔術的」の語を何回か使っている。例
えば、マンは1932年２月５日から同年２月24日にかけて、「サン・モーリツ」の ｢シャン
タレラ｣に滞在したおりに、「山山のまわりに魔法のような靄がかかっています。これより
美しいものがあるかどうか」 75） と述べている。また、マンは1951年９月29日にシカゴの自
然史博物館を見学した折、そこにあった古代壁画について、「おそらく魔術的な目的があっ
てのことでしょう」 76） とも述べている。このようなことからもわかるように、マンは、比較
的、「魔法」の語を多用する傾向はあるものの、マンがヴェニスの中心部を「魔法にかかっ
ているような感じのする場所」（Ⅷ , 480）と表現していることは、注目に値するのではな
いだろうか。

３－５．「縦」「横」「高さ」の総合―結論にかえて
　このように、本稿では「通時的縦軸」、「共時的横軸」、「高さ軸」を見てきた。それらを
総合すると、そこにマンの立体的芸術世界の発展の過程がある。このことは、次の図のよ
うに表現することができる。

 『ブデンブローク家の人々』 ①縦
 『ヴェニスに死す』 ②横
 『魔の山』 ③高さ

縦×横×高さ＝立体

図５　マン文学の立体的総合
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この立体的という観点において、『ヴェニスに死す』の最後の場面に出てくる写真機の「三
脚」にその像を重ねることも可能である。

波打ち際には見たところ持主のないらしい写真機が一つ、三脚の上にあって、その上
にかぶせられた黒い布が、小寒い風の中でぱたぱたとはためいていた。（Ⅷ , 523）

この関連において、『ブデンブローク家の人々』と『ヴェニスに死す』と『魔の山』が写真
機の三脚の役割を果たしているのではないだろうか。厳密には、『魔の山』は、当時まだ出
版されていないのだが、『魔の山』の構想は、すでに『ヴェニスに死す』と近い時期に練ら
れていたと言われているので、このような仮説は、かなりの妥当性を持っていると考えら
れる。これら三つの作品が、写真機の三脚のように地面にしっかりと足を下ろし、安定性
を獲得している。他方で、これら三つの作品は一つになっている。それぞれ通時的縦軸、
共時的横軸、高さ軸という詩的エネルギーのベクトルとなって結集し、写真機という創造
的空間を支えている。この創造的空間でトーマス・マンが創作したのが、『ヨゼフとその兄
弟たち』（Joseph und seine Brüder, 1933-43）であると思われる。この晩年の傑作の重要な起
点、すなわち『ブデンブローク家の人々』と『魔の山』を結びつける連結点が『ヴェニス
に死す』である。友田和秀氏は、『ヴェニスに死す』について「芸術的・思想的に第一次大
戦前のトーマス・マンの〈到達点〉と見做されるこの小説は、マンにとって決してたんな
る〈ゆきづまり〉ではなく、ひとつの〈転回点〉でもあった」 77） と述べているが、『ヴェニ
スに死す』は、短編小説でありながらも、トーマス・マン文学の世界において、極めて重
要な役割を果たしている。
　『ブデンブローク家の人々』を理解するためのキーワードを「通時的縦軸」とすれば、
『ヴェニスに死す』のそれは「共時的横軸」に他ならない。縦と横を組み合わせた平面性が
その特徴である。貴族の称号を持つ老作家の、美少年に対する同性愛的感情は、許されな
い側面を持つ。老作家の感情は、「起伏」を拒まれた平面的なものに留められている。後期
の作品『魔の山』では標高の高い「山」という「高さ軸」がキーワードに据えられ、そこ
に「通時的縦軸」、「共時的横軸」、「高さ軸」という立体的芸術世界が完成していく。
　このように、『ヴェニスに死す』は短編小説でありながら、初期と後期の大作の間を結ぶ
重要な創作と見ることができる。
　マンの文学はさらに発展し、最長の小説『ヨゼフとその兄弟たち』に至る。この作品で
は、時間と空間に神話が組み合わせられている。こうした後期のマン文学をも包括した考
察が今後の課題である。

注

1） 本稿において、トーマス・マンの作品名の日本語表記は、新潮社版『トーマス・
マン全集』（1971年）に依拠する。これと合わせて Venedig という地名の日本語は
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基本的に「ヴェニス」を用いる。ただし、引用文献等で他の表記（ヴェネツィア
等）が用いられている場合は、そのままとした。
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15） トーマス・マン『トーマス・マン全集　別巻』、622頁参照。
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22） 同上。
23） Hrsg. v. Helmut Koopmann: A. a. O. , S. 584.
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36） 中世12世紀ドイツの宮廷詩人ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ
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Diese Abhandlung beschäftigt sich vor allem mit Thomas Manns Novelle „Der Tod in 

Venedig“(1912). Und sie besteht aus den folgenden drei Kapiteln:

Kapitel 1.  Entstehungsgeschichte: Reise nach Venedig, Richard Wagner und Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, Sehnsucht nach Jugend, Cholera.

Kapitel 2.  Hauptmotive: Alter und Knabenliebe, Dionysos aus der griechischen Mythologie, Tod 

und Cholera, Sehnsucht nach Jugend. 

Kapitel 3.  Die zeitliche Vertikalachse in „Buddenbrooks“, Die zeitliche Horizontalachse in „Der 

Tod in Venedig“, Die Höhenachse in „Der Zauberberg“.

Thomas Mann untersuchte in seinem vorhergehenden Roman „Buddenbrooks“ (1901) Themen 

wie Kunst und politische Fragen anhand des Lebens und Sterbens in einer großbürgerlichen 

Familie. Er ordnet diese Betrachtungen entlang einer zeitlichen Achse an, die ca. 40 Jahre 

umspannt.

Ungefähr zehn Jahre später versucht Mann das gleiche Thema in noch kondensierterer Form in 

„Der Tod in Venedig“ zu verarbeiten.

In „Buddenbrooks“ reiht Mann die Geschehnisse entlang einer zeitlich vertikalen Achse. Wenn 

man diese zeitliche Vertikalachse als Schlüsselbegriff zum Verständnis der „Buddenbrooks“ 
annimmt, dann kann man im „Der Tod in Venedig“ von einer zeitlichen Horizontalachse 

sprechen.

Aschenbach, ein älterer, aristokratischer Dichter hegt verbotene homosexuelle Gefühle für den 

schönen Jüngling Tadzio. Trotz der Bewegung der Gefühle von Seiten Aschenbachs bleiben diese 

unerwarteten Gefühle nur auf einer horizontalen Ebene.

In seinem späteren Werk „Der Zauberberg“(1924) kann das Schlüsselwort jedoch „Höhe“ sein. 

Entsprechend der Höhe des Berges, so dass man dann in diesem Werk eine vertikale, horizontale 

und Höhenachse feststellen kann. Diese dreidimensionale Komponente stellt die Komplettierung 

von Manns künstlerischer Welt dar.

Obwohl „Der Tod in Venedig“ nur eine Novelle ist, muss sie als wichtiges Werk in Manns 

Schaffen angesehen werden. Ein Werk, das als Bindeglied zwischen Manns früher Phase und 

seiner Spätphase betrachtet werden kann.

Thomas Manns Der Tod in Venedig

― Entstehungsgeschichte, Hauptmotive und Manns künstlerische Welt―

Masahiko HIDAKA




