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6一霧。はじめに

　直送「エロスの軌跡（5）Pでは、！919年2月ll日に行われたハンス・ブリューアーの講

演「ドイツ帝国、ユダヤ性、社会主義」が詳しく検討され、この講演に対してトーマス・

マンがいかに留保なく賛辞をおくったかが分析された。もう一度結論のみを繰り返し、マ

ンがブリューアーに「一言一句ほとんど違わず」代弁してもらった、と感じたことを列記

すれば、ドイツは今やディアスポラの危機にさらされており、この危機を脱するには、新

しい帝国のヴィジョンが必要であること、そのような帝国は決して啓蒙主義、合理主義、

進歩主義といった「文明」の側からはもたらされず、非合理な結合原理に基づいていなく

てはならないこと、そのモデルは司祭と王を兼ね備えた指導者の元に、彼を愛する青年た

ちが集結するという、ホモ・エローティシュなものでなければならないこと、そして危機

に立たされた保守的なものを救済するためには、革命的に新しいものが必要であるという

保守革命の要請2）、となる。

　またマンは、ブリューアーのこの講演の約7カ月後に、彼の主著である『男性社会にお

ける性愛の役割』の第2巻を読み、『非政治的人間の考察』もまたマン自身の「性的な倒錯

の表現であるということは疑う余地がない」（Tgb．17。9．1919）と日記にしたためることに

なるが、それはブリューアーの「エロスとはある人間を、その価値を度外視して肯定する

ことである」というエロスの定義が、マンの「エローティッシェ・イロニー」の概念と寸

分違わず符合していたことに起因していた3）。

　その深部においては「性的な倒錯の表現」であった『非政治的人間の考察』から4年の

のち、マンはこの書物での主張を180度回転させたかのように読める「ドイツ共和国につ

いて」という講演を行う。本稿以降ではこの、マンのいわゆる「転向」問題の消息を追う

ことになるが、本稿ではまず、この4年の間のマンの発言を分析し、そののちに「共和国」

講演に取り組まなけれぼならない。この講演の分析に当たっても、私たちの関心はその深

部に横たわるエロス的なものに向けられることになるが、本稿では特にこの講演における

ノヴァーリスの意味を検討する。エロスの問題が前面に出てくるブリューアーとホイット

マンに関してはしたがって、次稿に譲ることになる。
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2 言語文化論究10

S一鷹。『非政治的人間の考察』とその後

　『非政治的人間の考察』がマン自身の「性的な倒錯の表現」であったという議論は前稿ま

でに詳述したのでここでは繰り返さないが、この書物の性格を、性的なものを一応度外視

してもう一度簡明に要約するとすれぼ、クラウス・マンの次の文にまさるものはないであ

ろう。

この本（『考察』）は、戦争によって破壊された詩人の、きわめて独特な、いや唯一無

二のドキュメントであり、長く、苦悩に満ちた自己との対話である。文学的に見れば

この本は大傑作、偉業である。しかし政治的な観点からすれぼカタストロフィーだ。

［…］ゲーテ、ショーペンハウアー、そしてニーチェの弟子である詩人は、ゲルマン的

文化の悲劇的な偉大さを西欧的文明の戦闘的ヒューマニズムの攻撃から擁護すること

を、自分の最も高貴な義務であると考えたのだ。4）

　「私は君主制を望む」（12－261）と明記した『非政治的人間の考察』が1918年の10月に出

版されて！カ月後のll月には、ドイツ第二帝政はあえなく崩壊し、君主制は廃止される。

すなわち終戦と同時にマンは「ゲルマン的文化の悲劇的な偉大さ」を「西欧的文明の戦闘

的ヒューマニズムの攻撃」から守ってくれるかに見えた現実政治の基盤を失うことになる

のだ。しかし自分がこれから進むべき方向を即座に見通すことは当然困難であり、マンは

「方向感覚」を完全に失ってしまう。

　文学作品の執筆にあたっても、マンは完全にプライベートな領域に引きこもり、1925年

の『魔の山』に至るまでは「二つの牧歌」5）を一愛犬との散歩を題材にした『主人と犬』（1919

年）と、末娘のエリーザベトの誕生（1918年4月28日）、洗礼（同10月23日）に続いて書き

始められたヘクサメター、『幼子の歌』（1919年）を一発表しただけだった。ただし、それ

に並行して、第一次世界大戦と『考察』によって中断されていた『魔の山』の執筆は、数

週間の準備期間を経て、1919年の4月20日には再開されていた。エッセイの領域ではマン

中期の代表的なものである「ゲーテとトルストイ」が1921年に生まれている。

　一方政治的には、以下で分析するように、マンは様々な主義や主張の間を揺れ動くこと

になるのだが、例えば1921年末には、まだ『考察』の旗幟が鮮明な「独仏関係の問題」（12

－604ff．）等を執筆している（発表は1922年）。

　伝記的に重要なことは、以前から反目しあっていたが、『考察』で決裂が決定的になった

兄ハインリヒと、1922年の1月に和解していることである。「ヨーロッパの兄弟喧嘩」と称

されたこの二人の反目は、再びクラウス・マンの表現を借りれば、まさに「ゲルマン的文

化の悲劇的な偉大さ」と「西欧的文明の戦闘的ヒューマニズム」の、「ドイツ保守主義」と

「フランス共和主義」の反目であった。したがって兄弟の和解というそれ自体は些末な事件

も、文化的には重要であるといってよいだろう。

　そして『考察』の出版からちょうど4年後の1922年の10月、マンはゲルハルト・ハウプ

トマンの60歳の誕生日を記念して講演を行うことになる。「私は君主制を望む」と明言した

マンがこの「共和国」講演の結びに「共和国万歳U（11－852）と叫び、一大センセーショ

ンを惹き起こすことになるのである。
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エロスの軌跡（6） 3

　この間、マンの心中では何が起こっていたのであろう。マンの1918年忌ら1922年までの

変遷、つまり君主制の擁護者から共和国の支持者までの変遷は、決して直線的なものでは

なく、また例えばのちに触れるラーテナウの暗殺といった明確な転機はあったものの、そ

の一点だけがマンの共和国への信条告白にとって決定的であったとも言い難い。

　さらに重要なことは、マンが支持する共和国とはどのようなものでなければならなかっ

たのか、ということを正確に把握することである。第二の問題、つまりマンがどのような

共和国を支持していたのかという問題は、「共和国」講演の分析を待つことにし、まずは18

年忌ら22年までのマンの心情の変遷を、その政治的発言を手がかりに追ってみよう。この

間のマンの消息を最も生々しく伝えている、1975年から封印の解かれ始めた日記と、いく

つかの書簡から、時間軸に沿ってマンの声を拾ってみる。

　先述したハンス・ブリューアーの講演「ドイツ帝国、ユダヤ性、社会主義」をマンが直

接聞きに行ったのは1919年2月1蝦のことであった。講演に刺激されて「文明」ではなく、

非合理なドイツ「文化」の側から新しい保守主義が生まれることを期待したマンではあっ

たが、その興奮も覚めぬ翌日にはもう、エーベルトが大統領に選出されたことを「ドイツ

の尊厳と自信の復権」（Tgb．12．2．1919）として歓迎している。同じ日の日記ではまた、ブ

リューアーが講演で激賞したグスタフ・ランダウアーの『社会主義へ集結せよ』を書店で

買い求めたと記されている。同年2月22日、23Bの記述からは、マンがランダウアーのこ

のアナーキーな社会主義を夢見る書を共感をもって読み進んだことがわかる（Das　Buch

vorl　Larkdauer　bietet　m案r　vie1，　vid　Sympathisches．　Tgb．23．2．1919）。

　約2カ月後の1919年4月5日の日記には、その2日後の1919年4月7日に成立が宣言さ

れ、わずか25日余りのちの5月2日には白軍によって解体させられることになるミュン

ヒェンのレーテ共和国について、「ぽかげた騒ぎにすぎない」にせよ、コミュニズムが「反

協商（Entente－fei獄dHch）」、つまり反フランス、反イギリス、すなわち「反西欧」である

限りにおいて、「コミュニズムをほとんど愛している」と記している。これはもちろんコミュ

ニズムへの真面目な信条告白とは言えないが、「西欧」的なものよりはコミュニズムのほう

がましだ、というマンの態度がよく表れている。その10日後、1919年4月15日には、白軍

によるレーテ鎮圧の銃弾が飛び交うミュンヒェンで、マンは次のような感慨を抱く。「唯物

論的啓蒙的ないわゆるプロレタリア文化の専横に対する私の懐疑と嫌悪は激しいものだ。

しかし古い社会経済体制が終焉を迎え、もはや修復不可能であることほどはっきりしたこ

とない［…］、社会革命は、拒否すべきものの拒否、すなわち協商側の勝利の拒否を意味す

るのだ。」マンはつまりレーテ共和国はそれではないとはいえ、ある種の社会革命が不可避

であることを感じているのである。

　19！9年4月17日の日記にマンは、3日後の4月20日から執筆が再開されることになる『魔

の山』の構想を練る中で、次のようにしたためている。「キリスト教鳥神の国を人間的なも

のに刷新すること、つまり如何ようにか超越的に満たされている人間による神の国」をこ

の小説で扱おう、そしてハンス・カストルプを最終的に戦争の只中へ送り出すのは、「新し

いものを求める戦いの始まりへ彼を解き放つことを意味するのだ」。ハンスが擁の山』を

降りて戦場へ向かうのが1914年のことであるならぼ、「如何ようにか超越的に満たされてい

る人間による神の国」の誕生は1918年ではなく、1914年であることになる。のちにみる「共
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4 言語文化論究10

和国」講演でもマンはその誕生を1918年ではなく、！9！4年であると強調しているが（11－

811）、この日の日記には「共和国」論の構想が『魔の山』とクロスオーバーしているとい

うことがはっきりと表れていて興味深い。ちなみにこの日の日記には「ブンゲ」と命名さ

れており、まだ「ナフタ」という名をもらっていない人物と、ゼッテムプリー二の主張は

両方とも「正しくもあり、間違ってもいる」と述べられている。キリスト教的中世の復活

でもなく、理性的啓蒙の実践でもない、あるいはそのどちらでもある新たなものが要請さ

れているのである。

　5月5日の日記でマンは白軍による共産主義勢力の鎮圧を歓迎し、「ごろつき連中

（Crapule）の支配下よりは軍事独裁政権下の方がずっとのびのびと呼吸ができる」と記し

ている。マンの持って生まれたブルジョワ精神はやはり、理論としてのボルシェヴィズム

には共感できても、生活としてのそれは耐え難いものであると感じていたようである。

　同年9月、マンは集中的にブリューアーを読んでいる。その主著である『男性社会にお

ける性愛の役割』の第2巻を読み始めた、という記述が9月13日にみられる。そしてあの、

「夜ブリューアーを読む。一面的ではあるが真実だ。私自身にとって『考察』もまた私の性

的な倒錯の表現であるということは疑う余地がない」という問題のパッセージが、9月17

日に記されるのだ。これについてはしかし、前稿までに詳述したのでここでは割愛する。

　3カ月後の1919年12月22El、23日にマンはシュペングラーの『プロシア主義と社会主義』

を読み、フリードリヒ大王時代のプロシアに一種の軍隊的社会主義が実現されているとい

うその主張6＞に大いに共感を示している。トーマス・マンとシュペングラーという興味ある

取り合わせば、別個の問題として新たに論じなければならないが、その後、マンのシュペ

ングラーに対する評価は下降の一途をたどることになる7）。

　年が明けて20年の1月18日、カイザーリング伯に宛てた手紙でマンは、カイザーリング

伯が、近い将来再び保守主義がドイツにおいて最も発言力をもつに至るだろう、と語った

ことに賛同し、ヴァーグナーの「ドイツ人は保守的である」という言葉は永遠の真実であ

る、としたためる。そして「かの名高い『精神と魂の再統合』」のためには「ドイツ保守主

義の精神化（die　Vergeistigu貧g　des　deutschen　Ko盤ervativism摂s）」が必要であると述べ

ている8）。保守主義の擁護のためには保守主義を革新することが必要であるという「保守革

命」の考え方にマンが属していたことは、この手紙からも明らかである。翌日の日記（！920

年1月19日）にも、保守主義の何らかの革新をマンが模索していたことを示す記述がある。

すなわちマンは、何人かのジャーナリストとの会合で、「ドイツの保守主義と社会主義の結

合が必要であること、そこにこそ未来があり、デモクラシーには未来はない」と語ったの

である。

　「保守の革新」という目標にとって、保守主義者の中でも程度の低い連申の不穏な策動

は、マンにとっては頭痛の種でしがなかった。1920年3月16日、エルンスト・ベルトラム

宛ての手紙には、カップー揆9）は歓迎すべきものではなく、むしろ「保守的な理念の体面を

大いに傷つけるもの（eine　schwere　Kompromittierung　der　konservativeddee）」にな

らないであろうか、という懸念を表明している10）。

　その半年後の1920年9月5日、ユリウス・バープに宛てた手紙では、「中世においてはあ

る種のドイツ的コミュニズムが実現されており、我々の事態もおおよそその方向へ進展す

るであろう」こと、また自分がインターナショナルな社会主義ではなく、「むしろそれぞれ
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エロスの軌跡（6） 5

の民族が、それぞれ独特の社会主義をもつであろうこと」を信じている旨が語られる11）。中

世的なドイツ的コミュニズムないしドイツの民族性に根差した社会主義がどのようなもの

なのかはここでは定義されていないが、それが唯物論的経済史観に基づいたものであると

は考えにくい。マンのアクセントは「コミュニズムないし社会主義」の方にあるのではな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　をく、「ドイツ的ないしドイツの民族性」の方にあることは、「ドイツ共和国」の場合も同様

であることがのちに分析されるであろう。

　1921年7月25日から8月20日にかけて執筆された長大な文学エッセイ「ゲーテとトルス

トイ」にも触れておきたい。このエッセイでマンは、シラーの「素朴」と「情感」という

二元論にしたがって「ゲーテとトルストイ」、「シラーとドストエフスキー」という二つの

異なったタイプを提示する（9－61）。「客観的なもの、健康なもの、古典的なもの」である

ゲーテ＝トルストイの「素朴」と「主観的なもの、病的なもの、ロマン的なもの」である

シラーニドストエフスキーの「情感」一この二つは優劣の問題ではなく、前者を神と呼ぶ

ことができるとすれば、後者は聖者ともいうべきものであることが語られていく（9－

63）。そして最後には、二元論のどちらにも与せず、どちらにも距離をとる、あの中庸のパ

トスであるイロニーが持ち出される。「素朴」と「情感」、神と聖者、自然と精神の中間に

留保してあることを、ドイツ人はイロニーとして愛好する、それは自らの置かれた「地理

的状況」（9－171）からもドイツ人にはふさわしいことだ、中間のパトスはまた「中庸のモ

ラルであり、中庸のエトス」（9－171）なのだ、とされ、創造的な非決定状態が擁護される

のである。この文学エッセイにもしかし当時の政治的日常は侵入してくる。マンは蔓延し

っっある右翼的国粋主義を「ヴォータン崇拝」、「ロマン主義的野蛮」と呼び、そのような

「民族的野蛮人を演じてみせることは、ラインの岸辺に西欧文明の胸壁をうちたてようと願

っているあのフランスの文明の愛国者たちの正当性を完全に認めることになる」（9469）

のだと警告を発する。そして今求められていることはドイツの偉大な人文主義的伝統を擁

護することであり、それによって「『ラテン文明』の要求の誤謬」（9ヨ70）をも明確にす

ることができるという。そしてその人文主義的伝統理念を実践すべき形態としてマンが持

ち出すのは、またしてもドイツ的な社会主義である。「下劣な経済的唯物論のなかで、あま

りに長くその精神的生命を消耗してきた私たちドイツの社会主義にとっては、つねに『魂

を込めてギリシア人の副を探し求めてきた、かのより高きドイツ精神につながりを見つ

けだすことほど大切なことはありません。今日政治的な観点からいえぼ、社会主義は私た

ちの本来の国民的な党派です。しかし誇張していえぼ、カール・マルクスがフリードリヒ・

ヘルダーリンを読むまでは、社会主義は真にその国民的使命に応えることはできないので

す。そしてこの出合いは今まさに実現されようとしているように思われます」（傷170）。

「カール・マルクスがフリードリヒ・ヘルダーリンを読む」というドイツ的な社会主義のビ

ジョンを、マンは20年代後半までもち続けており、1928年の「文化と社会主義」において

もこの比喩は繰り返されることとなる。『考察』を「大規模な退却戦一ドイツ的ロマン主

義的な市民性の、最後の、そして最も遅かった戦い一見込みのないことは百も承知で交え

た戦い、それゆえまた高貴な心を伴わないではない戦い」（12－640f．）と擁護したこの論文

で、マルクスの社会主義は民族および共同体というドイツ的なイデーを階級というイデー

によって分解してしまうので（12－647）「ドイツ文化」の信奉者には不評であったが、いま

は「民族の観念も政治化」し、「共同体概念も社会的、社会主義的なものへ転移」（12－648）
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6 言語文化論究10

すべきすべきときである、「保守的な文化観念と革命的な社会思想の、一簡潔に言えば一ギ

リシアとモスクワとの同盟」が要請されている、とされるのである。そしてそのあとに「ゲ

ーテとトルストイ」のあの一節が引かれる。「私はこう述べた一カール・マルクスがブリ

ードリヒ・ヘルダーリンを読み終えたとき、そのときにドイツは初めて良いものになるで

あろう、そして両者の出会いは、今まさに行われようとしている、と」（12－649）。

　話しを元に戻し、マンの心情の変遷を再び追ってみる。1921年！2月1日の日記には『非

政治的人間の考察』の再版のための校正刷りが上がってくる。「私は校正刷りを心を痛める

ことなく、いやしぼしぼ快哉を叫びながら読んだαCh　leSe　Sie［K・rrekturenl　KF．］Ohne

Qua1，0ft　mit　Beifai1．）」とある。『考察』に手が入れられたのは1921年の9月18日から20

日のことであり、まだハインリヒとの和解の前である。この版で削除されたところも『考

察』の中心となるドイツ文化の西欧文明に対する擁護に関わるところではない。削除され

たのは具体的にはロマン・ロランとの論争部分が12ページ分、選挙権批判に関する部分が

4ページ分、戦争のフマニテートを強調した部分が2ページ分、またハインリヒの「ゾラ論」

に関する6ページ分に関しては表現がおだやかにされている12）。つまり、フランスおよびハ

インリヒとの和解、選挙制というデモクラシーと、戦争を否定する平和主義との和解が準

備されたわけであって、この再版をもってマンの「変節」を云々することはできない。実

は上にあげた「文化と社会主義」は、この校正がマンの「変節」の端緒であると決めつけ

たアルトゥール・ヒュープッシャー（Arthur　H葡scher）の新聞記事13）への論駁文なので

ある。いずれにせよマンは！921年の終わりには、『考察』のスタンスからは大きくかけ離れ

ているとはいえないどころか、むしろ『考察』の立場を新しい現実とどのように矛盾なく

結び付けるかに腐心しているように思える。

　以上のようにマンの政治的発言には、『考察』の保守主義のさらなる深化、保守主義と社

会主義の精神的結合、ドイツ的共産主義ないしは社会主義の構想等、いわゆる「ドイツ保

守革命派」の諸潮流と多分にクロスオーバーする部分がある。またランダウアーのアナー

キーな社会主義やシュペングラーのプロシア的な軍隊的社会主義への共感も見られる。つ

まり18年から22年に向かってマンは徐々に共和主義者に変化してきたということはできず、

かなり広い振幅で様々な思考の実験の間を行きつ戻りつしているということができる。し

かし重要な点は、マンが一貫して「反協商」、つまり反西欧、反文明のスタンスを崩してい

ない点である。振幅が広いとはいえ、マンが真に西欧的「文明」の側に足を踏み入れるこ

とはなかったのだ。マンはすなわち来るべき政治形態が「文明」の側からもたらされると

は考えていない。つまりそれはあくまでドイツ的なものでなければならなかったのだ。「共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　め
和国」講演で要請されているあるべき「ドイツ共和国」の姿もやはり、西欧の文明的なデ

モクラシーの共和国ではなく、そのドイツ的なバリアントであるということは十分に予測

できる。

　それではマンは、ドイツ的な共和国とは具体的にはどのようなものでなければならない

と考えていたのであろうか。以下で「共和国」講演を様々な観点から分析し、マンにとっ

ての共和国の相貌を明らかにしたい。ただし本稿においては特にノヴァーリスとの関連で

講演を読み解くことに限定せざるをえない。
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6－2。r共和国」講演におけるノヴァーリスの意味

　1922年10月13日、ベルリンのベートーヴェン・ザールで行われたこの講演は当初ゲルハ

ルト・ハウプトマンの60歳の誕生日のための記事として構想されていた。しかし1922年6

月24日に起きた外相ヴァルター・ラーテナウの右翼青年たちによる暗殺を機に、講演は

ヴァイマル共和国を擁護する性格のものへと変化していく14＞。1922年7月8日付、エルンス

ト・ベルトラム宛ての手紙にこのようにある。

ラーテナウの最期は私にとっても大変なショックでした。［…］私はハウプトマンの誕

生日の記事を一種のマニフェストに仕上げ、私の講演を聞きに来る青年たちの良心に

訴えかけようと思っています。15＞

この講演は『新展望』誌（Neue　Rundschau）の1922年ll月号に掲載されたが、翌23年には

フィッシャー社から単独の印刷物として刊行される。その際に付けられた「まえがき」に

マンは18年の『考察』とこの「共和国」講演との関係を次のように述べている。

［…］私は志操の変化（Sinnes加derung）などというのもを知らない。ことによると、

思想（GedaRke捻）は変えたかもしれない一しかし志操（Sin簸）は変えたことはな

い。［…］思想というものは、論弁的に聞こえるかもしれないが、つねに目的に至る手

段、志操に奉仕する道具に過ぎない。［…］したがってこの文章の筆者が部分的には『非

政治的人問』の書のそれとは違う思想を弁護したとしても、そこには思想相互の矛盾

があるだけであり、筆者自身との矛盾は存在しない。［…］この共和国への励ましは、

『考察』の指針の正確な、今日に至るまで断絶することのなつかた継続であり、その志

操（Gesinn囎g）には変化がない。ここでも『考察』の志操、すなわちドイツ的人間性

（Menschlichkeit）の志操は否定されていないのだ。（ll－809f．）

「ドイツ的人間性」でもってマンが何を言おうとしているのか、ここではさしあたって二つ

の段階に分けて考えてみよう。まずは形容詞の部分である「ドイツ的」について、次にrフ

マニテート（H：umani綴tないしはMe聡chlichkeit）」について考察を加えることにする。

　「勝利、自由意志、国民的高揚の過程においてではなく、敗北、虚脱の過程において生

じ、無力感、外国支配、恥辱と結び付いているように見える」（ll－823）共和国を、共和国

は「一つの運命であり、これに対しては『運命愛』こそ唯一正しい態度なのだ」（U－822）

と「反抗的で難攻不落：の民衆にも納得のいくものにするために（auch　stutzigen　und　trut－

zigen　Volksgenosse且plausibel　zu　machen）」（11－832）、マンがどうしても必要としたこ

とは、ドイツ的な伝統と新しい共和国を裂け目なくつなげることであった。そのためにマ

ンが引き合いに出すのがドイツ・初期ロマン派の象徴的な人物であるノヴァーリスである。

共和国を語る際、たとえぼマンが愛読していたハインリヒ・ハイネではなく、保守革命派

の愛読するノヴァーリス16）を援用することにおいてすでに、ドイツ的保守性と新しい共和

国をなんとか和解させようとするマンの精神的離れ技が始まることになる。
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　マンはまず「反抗的で難攻不落の」聴衆のほとんどが、反フランス的感情、フランスへ

のルサンチマンを抱えていることを考慮して、フランス革命とその影響に対するノヴァー

リスの批判を引いてくる。

ノヴァーリスとともに私は言いもしましたし、現在も言いますが、「今日ある形の王侯

に反対して熱弁をふるい、新しいフランス流儀のうちにしか救いを許さず、共和国を

代議形態においてしか認めず、第一次集会や選挙集会、執政内閣や委員会、市庁舎や

自由の木の存在するところにのみ共和国はあるなどと、反駁の余地のない調子で主張

するような者たちは、精神が空虚で心貧しい哀れな俗物であり、その浅薄さ、内的貧

困を、勝ち誇る流行の色鮮やかな旗や、世界主義という堂々たる仮面の背後に隠そう

とする字句拘泥屋であって、こういう蛙、鼠のいくさの真の姿を露呈させるためには、
ゆ　　　ゆ　　　ゆ　　　ほ　　　ゆ　　　り　　　り　　　む　　　り　　　り　　　ゆ　　　め　　　り　　　り　　　き　　　お　　　り　　　　　　　り　　　り　　　お

非開化論者のような敵が相手として相応である」一（ll－818；。Glaube獄und　Liebe“

：Nr．23。　N－Schr．　II－490f．強調はマンによる）

新しいフランス流儀、すなわち代議形態や第一次集会や選挙集会、執政内閣や委員会、市

庁舎や「自由の木」のような表面的な形式が共和国をもたらすのではない、そいうことは

字句拘泥屋の用件であり、共和国はあくまで心の問題なのだ、というのが上のノヴァーリ

スの引用からは読みとれる。クルツケの研究によれぽ、ドイツ・ロマン主義の反フランス

革命的言辞を政治的保守主義の正当性の証拠にする傾向は、1914年から1945年におけるド

イツの、特に「保守革命派」において顕著であるが、マンの上の引用も、ロマン主義者に

よる啓蒙とフランス革命に対する戦いが「元型的（archetypisch）に反復されている」17一

例ととることもできる。しかし引用の最後の強調されている部分は、注意して読む必要が

ある。ロマン主義者が、そしてマンが軽蔑する「新しいフランス流儀」の敵対者とは「非

開化論者」にほかならず、そして「真の対立は同じ平面においてのみ可能であることから

すれぽ」（11－818）、ロマン主義はこの両者のはるかに上のレベルに位置することを言って

いるのである。「非開化論」、これをマンは「反動」、「粗野そのもの」と呼び、現在「ゲル

マン的誠実」の美名のもとに行われていることは「センチメンタルな粗野」に過ぎず、高

貴で精神的なロマン主義の名には値しないと、低レベルの右翼的策動に釘をさす。「センチ

メンタルな非開化論が組織化されてチロルとなり、嫌悪すべき狂気の殺人行為によって国

を冒漬している」（11－818）、とはすなわちマティアス・エルツベルガーやヴァルター・ラ

ーテナウが右翼の青年に暗殺されたチロルは、粗野な非開化論、国辱ものであり、断じて

許し難いとマンは明言しているのだ。そしてマンはこの講演の意図を次のように述べる。

私の意図は、これをはっきり申し上げれば、必要な限り諸君を共和国のために獲得す

ることであり、デモクラシーと呼ばれているもののために獲得することであります。

そして私は、デモクラシーという言葉に付着しているいかさまめいた雑音に対する嫌

悪の気持ちから（私が諸君とともに分かつ嫌悪感であります）これをフマニテート

（Humanit装t）と呼んでいますが一［…］このフマニテートのために諸君を獲得する

のが私の意図であります。（11－819）
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右翼のチロルから青年を引き離し、共和国へ、デモクラシーへ、いや「フマニテー碍へ

と獲得するというのがマンの意図ということになる。こ：こですでに第二の問題、すなわち

フマニテートの問題が現われ、それがデモクラシーと等置されているのだが、これについ

ては論の後半でもう一度取り上げたい。

　青年を共和国のために獲得するために、マンはさらにノヴァーリスを引用する。「『共和

国は青年に従順な流体である。若者たちのあるところ共和国がある』とノヴァーリスは書

きました。」（11－819；”Glaube貧u鞭d　Liebe“Nr．59．　N－Schr．　il－50！）

しかしこの引用はノヴァーリスの真意を伝えていないことが先行の研究で指摘されている。

この言葉はノヴァーリスの『信仰と愛』からの引用であるが、これに続く部分は「結婚を

しているものは真の君主制を望む」（。Glaube捻u磁Liebe‘‘Nr．60．　N－Schr』一501）とい

うものである。ハンス・アイヒナーはこう述べている。「20年代のドイツの青年をデモクラ

シーの思想に近づけるために、マンはノヴァーリスをさかんに引用するのだが、一それに

はノヴァーリスの政治的な領域における立場の力ずくの歪曲を必要とした（dazu　bedurfte

es　ei捻er　gewaltsamen　Umdeut撒g　dessen，　wof撫Novalis　auf　dem　Gebiet　des　Poiitischen

sta鷺d）」18）。

さらにマンは、ノヴァーリスにおける君主制とデモクラシーとの関係について、以下のよ

うに述べる。

ノヴァーリスについて言えば、この詩人は国王理念を考える場合、民主主義的、共和

主義的立場を固持しようといつも心がけており、例えば国王が一人しかいないのは「経

済から」である、もし倹約してことに当たる必要がないなら「我々は皆王であろう」

と言っております。（U－834；”Aligerneh｝es　Brouillon“Nr．1129．　N－Schr．　III－474）

マンはこのようなノヴァーリスの国王理念を「王たちのデモクラシー」と呼んでいるが、

これも聴衆の大半を占める立憲君主主義者の顔色をうかがいながらの引用ととれなくもな

い。そもそもロマン主義的でない近代啓蒙精神にとっては、真の君主制と真の共和国の並

立は自己矛盾でしかないのだ。しかしながらマンが、ヴィルヘルムの第二帝政のような君

主制の復活を望んでるのでは全くないことは、この講演における第二帝政の描写からも明

らかである。「つい先ごろまで私たちの上に君臨していた勢力は」とマンは述べているが、

「歴史によって聖化され、世襲の栄光の魔力という非常に押し付けがましい権威を備えてい

たので、卑俗な芝居がかったものに変質し、敬度の念を抱いているものをすら当惑させる

ようになって久し」（11－821）かった、云々。また前皇帝は「疑いもなく装飾的な才能」で

あり、その才能がドイツを代表している様子は確かに面白いものだったが、「しかし当惑を

覚えずにはいられませんでした一私たちはそれに目をやると、苦笑しながら唇を噛み、ヨ

ーロッパの他の人々の表情を眺め回し、彼らが、私たちをこの喜劇に責任ありとはしてい

ない、とその表情の中に読みとろうとしたものでした」（ll－827）と容赦ない。つまりマン

にとって第二帝政の、特に末期は、「卑俗な芝居がかったもの」、自分にはその責任はない

のだと弁解したくなるような喜劇にすぎなかったのだ。
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　共和国との和解のためにノヴァーリスが引用される箇所は他にもある。イギリス的ない

しユダヤ的な精神と思われがちな「商業精神（HaRdelsgeist）」、きわめて非ドイツ的な「商

業精神」についてのこのロマン主義詩人の見解である。ノヴァーリスはマンの聴衆の予想

に反してこう書き記している。「商業精神は世界の精神である。それはまさに雄大な精神で

ある。それはあらゆるものを活動させ、あらゆるものを結び合わせる。国々や諸都市や諸

国民や芸術作品を覚醒させる。それは文化の精神であり、人類の完全化の精神である。」（ll

－840；。AIIgemeines　Broumo員“Nr．1059．　N－Schr澱一464）マンはノヴァーリスのこの言

葉を、聴衆の留保をも計算済みで、大げさに賛嘆してみせる。「皆さん、否定し難いことで

すが、これはデモクラシーであります。それどころか進歩でさえあります一ドイツロマン

的な耳でこの言葉を聞くと、雑音がいろいろ聞こえてきますが、これは進歩であります1」

（！1－840）。

　以上、ドイツの精神的伝統と共和国の非連続を連続的なものとするために、マンはノ

ヴァーリスのフランス革命批判や君主制擁護といった発言で保守的な聴衆を取り込みなが

ら、「青年の共和国」への期待や、ドイツの「商業精神」アレルギーの処方箋を書いてき

た。しかしこの講演でマンにとって最も重要であったノヴァーリスの意味は、この詩人の、

矛盾を高い次元において統合する理念、「第三の国」という理念にあった。つまり、マンに

あっては特に20年代に、先に「ゲーテとトルストイ」でみたように、ドイツ的な中庸の強

調、中庸のパトス、いやエトスの強調があるが、保守主義と革命、「スラブ精神にひそむ政

治的神秘主義」と「ある種の西欧の無政府主義的急進個人主義」（11－835）、またボルシェ

ヴィズムのロシアとデモクラシーの西欧との中間にあって、両者を止揚し、両者を総合し

て第三の国を実現させるのが、ドイツの使命であるという思考の流れのなかで、再びノ

ヴァーリスが援用されるのだ。保守主義と革命についてノヴァーリスは何と語ったか。

両者は人間の胸中の抹殺しえぬ力である。こちらには古代への帰依、歴史的状態への

愛着、父祖の記念碑や栄光ある国家的名門の記念碑に対する愛情、従順の喜びがあり、

他方には魅力的な自由の感情、力ある活動領域の無条件な期待、新しく若々しいもの

への歓喜、全ての国家同胞との自由闊達な接触、人間的な普遍妥当性に対する誇り、

個人の権利と全体の財産に対する喜び、力強い市民感情がある。いずれも相手を破滅

させようなどと望んではならない、あらゆる征服もここでは何の意味も持ちそうにな

い［…］（U－830；”Die　Christenhe量t　oder　Europa“N－Schr．欝一522f．）

ノヴァーリスはこの両者の統合は「下等な意i識の立場」では達成されえない、それが統合

されうるのは、この「カトリック思想のロマン主義詩人」は「ひとり、世俗的であると同

時に超地上的である第三の要素一教権制の思想、教会の理念（der　hierarchische　Geda肱e，

diddee　der　Kirche）」（11－830）においてのみである、と言うのだ。マンはこの「世俗的

であると同時に超地上的である」第三のものこそが『考察』で擁護されたドイツ的フマニ

テートに他ならない、それこそがドイツ的中庸のパトスであり、エトスなのだと言おうと

する。
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同じく「世俗的で超地上的である」他の「第三のもの」、すなわち社会的であると同時

に内的、人間的であると同時に貴族的であり、中世趣味と啓蒙主義、神秘主義と理性

とのあいだで、美しい、気品ある一あえていえぼドイツ的な中庸を保つ「第三のもの」

について私たちは知らないでしょうか。そして怒れる友らよ、真の存亡のときに当たっ

て、私があの本（『考察』）によって、左右に目を配りながら、いや重大な圧力のもと

で右よりは左に多く目を向けながら擁護したのは、まさにこの要素、すなわちフマニ

テートの要素ではなかったでしょうか。（11－830f．）

ノヴァLリスの「第三の国」は、その「キリスト教あるいはヨーロッパ」において展開さ

れた思想で、ノヴァーリスにとってのカトリック教会が果たしていた矛盾、対立の止揚の

場、すなわち「第三の副としての機能を、マンにおいてはドイツ共和国が果たすべきで

あるというのだ王9）。ノヴァーリスのカトリック教は、マンにとってのデモクラシーになり、

両者に共通する精神的伝統こそ、矛盾を統合する中庸のパトス、いやエトスとしてのドイ

ツ的フマニテートということになる。しかも、『考察』でもそのドイツ的フマニテートが擁

護されていたとすれぼ、支持する政治形態が君主制から共和国に変わったとはいえ、変節、

転向云々はあたらない、「思想（Gedanke員）は変えたかもしれないが志操（Si翻は変え

たことはない」ということになるわけである。

　以上のように、「社会的であると同時に内的、人間的であると同時に貴族的であり、中世

趣味と啓蒙主義、神秘主義と理性とのあいだ」に、つまりドイツの文化的伝統である内面

性、貴族性、中世へのあこがれ、神秘主義に拘泥せず、新しい文明の価値観である社会性、

人間的平等、啓蒙主義と理性を多いに取り入れつつ、両者の中庸：にあるというドイツ的な

フマニテート、あの『考察』においても擁護されていたこのドイツ的フマニテートこそ、

ドイツ的な共和国、ドイツ的なデモクラシーであるというのが、ノヴァーリスの援用を

持ってマンがロマン主義に共和国を接ぎ顕しようとした真意であった。

　マンはしかし、この矛盾、対立を止揚する「第三の国」としての中庸のパトス、中庸の

エトスというドイツ的フマニテートの、政治的形態としてのデモクラシー概念に、もう一

つ一見唐突な要素を結合させようとする。それはデモクラシーにおけるエロスの問題であ

る。前者がノヴァーリスを軸に展開されていたとすれば、後者の後見人は、アメリカの詩

人、ウォルト・ホイットマンである。次稿ではデモクラシーにおけるエロスの問題とウォ

ルト・ホイットマン、そしてハンス・ブリューアーの関係について論じることになる。

注

　トーマス・マンの作品に関しては以下の全集を用い、巻数とページを文申に（10－568）

のように示した。

Thomas　Mann：G6s脳脱舵晩酌競ゴ76如伽β伽46η．　Frankfurt　a．　M．，　F量scher，1990．

　またトーマス・マンの日記に関しては以下のものを用い、必要と思われるところは、日

付を文中に（Tgb。19．12．1918）のように示した。

Thomas　Man簸：7㎏闇6勧。舵γエ918－1921．　H：rsg．　von　Peter　de　Mendelssohn，　Fra櫨furt

a．M．，　Fischer，1979．
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12 言語文化論究10

　さらにノヴァーリスからの引用に関しては以下の著作集を用い、巻数とページを文中に

（NSchr』一490）のように示した。

NOValiS：S漉γ舜朋．　Z）」6既娩6　F漉4万碗砂0η翫7鹿野6㎎S．　HrSg．　vOn　Paul　Klud（hOhn

und　Richard　Samue1，　Stuttgart，　Kohlhammer　Verlag，1960．

1）福元圭太＝「エロスの軌跡（5）」『独仏文学研究』第48号所収、九州大学独仏文学研究

　　会、1998年、9HO8頁。

2）同上98頁。

3）同上101頁。

4）：Klaus　Mann：P6γ門生砂観ん差E初五6∂8ηs∂卿6諺．　Rei船eck　bei　Hamburg，　Rowohlt，

　　1981，S。60．

5）マンは「主人と犬」と「幼子の歌」の2作晶を合本にして「二つの牧歌」（Zwei　Idyllen）

　　の副題で出版している。弛77観4撫縦／／G8∫侃8’〃。ηκ勿40加％．　Z勿颪幼姥％．

　　Berlin，　S．　Fischer，1919．

6）「社会主義」というのはここではマルクスによる唯物論的なものでは全くなく、シュペ

　　ングラーはこの語をプロイセン主義の同義語として用いている。この論文の序文には

　　次のようにある。「重要なことは、ドイツの社会主義をマルクスから解放することであ

　　る。ドイツの社会主義を解放するのである。というのもそれ以外に社会主義はないか

　　らである。［…］我々ドイツ人は社会主義者である。［…］古プロイセン精神と社会主

　　義の考え方は、今日兄弟の間の憎悪のように、互いに憎しみ合っていても、両者は同

　　一のものである。」。＿es　gilt，　den　deutschen　Sozia璽isrnus　von　Marx　zu　befreien．

　　Den　deutschen，　de獄n　es　gibt　keinen　anderen．［．．．〕Wir　Deutsche　si簸d　Sozialisten

　　［．。コAltpreuBischer　Geist　und　sozialistische　Gesi雛撫ng，　die　sich　heute　mit　dem

　　Hasse　von　Br麺dern　hassen，　sind　ei蕪urld　dasselbe．‘‘Vg1．　Oswald　Spengエer：

　　P解％β6窺％規観4Sog刎が槻％s．　M銭nchen，　C．　H．　Beck，1920，　S．4。

7）例えば「共和国論」の中のシュペングラーへの言及（U－841f．）あるいは。Uer　die　Lehre

　　Spe簸glers‘‘（1924，10－172ff．）。

8）Thomas　Ma簸n：B万⑳1889－1936．　Hrsg．　vo薮Erika　Mann，　Fischer，1979，　S．173．

9）カップー揆は1920年3月！2日に起きた右翼クーデタ。ヴェルサイユ条約の軍縮条項に

　　反対するカップやリュトヴィッツらが反政府クーデタを起こし、右派のエアーハルト

　　旅団がベルリンへ侵攻した。国防相ノスケはゼークト将軍に国防軍による鎮圧を要請

　　したが、ゼークト将軍はこれを拒否。結局政府は翌13日にドレスデン、ついでシュ

　　トゥットガルトに移り、全国民にゼネストによる抵抗を呼びかけた。これが効を奏し、

　　カップらはベルリン占領からわずか4日後の17日にスウェーデンに亡命した。

10）7劾規αs掘α槻覗E7郷渉B6γ磁規．8万⑳翻∫4劒海加朋エ9エ0一エ955，　Hrsg．　von

　　Inge　Jens．　Pfu11ingen，　Verlag　GUnther　Neske，1960，　S．88．

ll）Thomas　Mann：B万⑳1889一エ936．　a。　a．0．，　S．！83．

12）Vgl．　H：ermann　Kurzke：動06舵一暁惚一購娩瑚g．　M伽chen，　C．　H．　Beck，2．　Auflage，

　　1985，S．136。またこの改訂箇所をすべてあげた資料としては、　Vg1．　Emst　Keller：P67

　　％勿0／魏∫6舵D6痂S6舵．　E勿6　S魏4ガ69％4侃〃B窃名鷹配襯961η6勿6S翫力0♂ガオ客SO勿ガ”0％
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　　7劾枷ε翻α槻．Bem　und　M廿nchen，　Franke，1965，　S．141ff．

13）Vgl。　Arthur　HUbscher：。Metamorphosen．．．　Die’Betrachtungen　eines　Unpolitischen’

　　elnst　und　l　etzt“．　MUnchner：Neueste　Nachrichten，23．　August　1927．　In：7物。枷s

　　漉朋珈θ襯1s6珈7　Z2ガ♂．　H：rsg．　von　Klaus　Schr6ter．　Harnburg，　Wegner　Verlag，

　　1969，S．155ff．ヒュープッシャーは1887年生まれの文芸批論家で、『南ドイツ月報』

　　（S湘deutsche　Monatshefte）の編集者でもあった。

14）ラーテナウ暗殺の前年、1921年の8月26日にも、当時の蔵相、マティアス・エルツベ

　　ルガー（Matthias　Erzberger）カミ右翼のテロにより暗殺されている。エルツベルガー

　　はig18年11月11日に休戦条約に調印した人物で、「ドイツを敵に売り渡した11月の犯罪

　　者」の一人として右翼の攻撃の的であった。

！5）　勤。規2sノ痂η％召ηE7％s渉B67〃とz窺。　a．　a．0．，　S．112．

16）Vg1．　Armin　Mohler：Dガ6κo％s67循勧6　Rω0／痂ゴ。％助D磯お61乞♂召％41918－1932　E勿

　　点出ゐ齢．Darmstadt，　Wissenschaftliche　Buchgesellschaft，4．　Auf1．！994，　S．174．

　　ここでモーラーはNovails，　Adam　M翻er，　Ernst　Moritz　Arndtらを現代の保守主義

　　のKlassikerとしている。またArthur　MoeUer　van　den　Bruckも自分の著作をノヴ

　　ァーリスに献じている。Vg1．　Hermarm　Kurzke：1～o規2窺漉％％4κoπs67㊧認∫s窺％s．　Dos

　　〃加♂魏∫6勉‘‘既漉　F7ゴ847ゴ61乞砂0η磁746％加κ9S（八切罐s）ゴ辮　飾万之0癖S6ゴη6γ

　　溺伽郷g6s6耽肋。　M漬nchen，　Wilhelm　Fi簸k，1983，　S．36．

17）Ebd．，　S．36．

18）H：a獄sEichner：Thornas　Mann　und　die　deutsche　Romantik“。　In：加ε翫6娩ろ醐467
　　　　　　　　　　，，
　　Ro毎刎無始　勿　467　窺0467”6η　46痂ε6加筆L舵鵤オz〃。　H：eidelberg，　Lothar　Stiehm

　　Veriag，1969，　S．155．

19）「第三の国」を語る場合、12世紀イタリアの修道院長、ヨアキム・フォン・フィ翻心レ

　　の千年王国論を避けて通ることはできまい。ノヴァーリスも直接にではないが、レッ

　　シングの『人類の教育』（，pie　Erziehung　des　Menschengeschlechtes‘‘）を通じてヨ

　　アキム主義を知っていたと思われるが、本稿ではこれについて深入りすることはでき

　　ない。
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Die Spur des Eros (G) 
-Von den 9,Betrachtungen'' zur ,,Republikrede4': 

Novalis und Thornas Mann- 

Die Rede „Von Deutscher Republik" von Thomas Mann, gehalten am 30. 10. 1922 

in Berlin, erregte großes Aufsehen, da sich Thomas Mann, der in seinem großen Essay 

„Betrachtungen eines Unpolitischen" (1918) das konservative Deutschland und die 
Monarchie zu verteidigen schien, in seiner Rede 1922 zur Republik bekennt. Man 

spricht von Abkehr und Verrat Thomas Manns, aber bei genauerer Analyse der 

Republikrede wird erkennbar, dass sich das von Thomas Mann nicht so eindeutig 

behaupten lässt. Er wisse ,,von keiner Sinnesänderung", er habe vielleicht seine 

„Gedanken verändertLL nicht aber seinen Sinn. Das Kern, oder nach Thornas Mann, 

der Sinn der „BetrachtungenG bestand, mit einem Wort, in Nachdenken über „die 

deutsche Humanität". Thomas Mann behauptet, dass der höchste Wert, der auch in 

der Deutschen Republik verwirklicht werden soll, ein und dasselbe ist und bleibt, 

nämlich die deutsche Humanität, deswegen könne von Abkehr und Verrat keine Rede 
sein. 

Weniger wichtig scheint die Frage, ob dieses Argument sophistisch klingt oder 

nicht. Entscheidend ist, was Shornas Mann mit dem Wort „die deutsche Humanität" 

meint. Sie ist für Thomas Mann das „Dritteu, das ebenfalls „weltlich und überirdisch" 
ist, d. h. ,,sozial und innerlich, menschlich und aristokratisch zugleich ist und zwischen 

Romantizismus und Atifklärung, zwischen Mystik und Ratio" eine deutsche ,,Mitte" 

hält. Der Kronzeuge des Begriffes dieser deutschen „Mitteu war für Thomas Mann der 

Romantiker Friedrich von Hardenberg (Novalis) . In der zweiten Hälfte dieses Aufsat- 
zes wird die Frage beantwortet, welche Rolle Novalis iri dieser Rede spielt. 


