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『贋金つかい』(ロ ン ドン草稿)校 訂版の批判的検討

作品冒頭部の執筆時期と方法

吉 井 亮 雄

リヨン第2大 学に設置されて以来,今 日までおよそ20年 間,旺 盛な出版活

動によって斯界の発展に多大な貢献をしてきたジッド研究センターか ら,こ の

たび 『贋金っかい』断片稿の批評校訂版が公刊された1)。当該稿についてはす

でにシルヴィアーノ ・サ ンチャゴによる版が存在 していたが2),序 文や注がポ

ル トガル語のため参照が必ず しも容易ではなかったばか りか,テ クス ト本文に

誤植や誤読 ・脱落などの不注意な ミスが多いという,校 訂版としては致命的な

欠陥をもつ ものであった。 こういった不備の是正を使命とする新版の作成作業

には,と りわけその 「秀逸にして,参 照が不可欠」3)と評される著書,『 「贋金

っかい」におけるエクリチュールと可逆性』4)で知 られたヒューロン大学教授

デーヴィッド・キイポールがあたっている(筆 者の承知するところでは,彼 は

目下 『背徳者』について も校訂版を準備中)。 『贋金つかい』はジッドの数多い

著作のなかで もとくに論議の対象となってきた作品だけに,ま たこの作家のば

あい,同 時代のプルース トなどに比べると草稿研究を基本とする生成学が依然

おおきく立ち遅れているだけに5),先 行版 よりもはるかに信頼 しうる原文筆写

を提示 した今回の出版はまことによろこば しく,意 義ぶかいことといわねばな

るまい。 また,作 品を総合的にあっか った経験のある研究者によるものだけ

に,草 稿のなかにもられたジッド特有のテーマの分析にもさすがに興味ぶかい

指摘が少な くない。 しか しなが ら,生 成学上なによりも優先されるべ き課題

すなわち草稿執筆の時期や方法という点にかん しては,キ イポールの分析 ・推

測は総 じて実証的な慎重さに欠け,と うてい説得的なものとは認め られないの

である。 したがって本稿では,要 約や抄訳によって彼の主張をできるかぎり忠

実に紹介 した うえで,そ の検討 ・批判をっ うじて,今 後定説として承認され う

る代替的仮説の提出をこころみる。

[148]
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さて,問 題の断片稿はブリティッシュ・ライブラリー手稿部に現蔵されてい

るが(「 ロンドン草稿」 という呼称はこのため),も ともとは1949年4月 初旬

にジッドが,ヌ ーシャテルでイ ド・エ ・カラン ド出版社を営む友人 リシャー

ル ・エイ(リ ヒャル ト・ハイ ト)に,か つて当地滞在中にうけた厚誼を謝 して

贈 ったもので,こ のスイス人の死後はブラジルの蒐集家が しばらく所有 してい

たこともある6)O記 載テクス トは決定稿の第1部 第2章 および第3章 冒1頭部に

対応するものだが,物 理的には用紙や頁付方法の異なる2つ の紙片群か ら構成

されている。っまり,7A,8A,22Aと 番号を打たれた 「定形便箋」3葉

と,2か ら6,つ いで9か ら21,そ して23か ら26と,規 則的に頁付された

透か し入 り大型紙(縦30× 横20セ ンチ)22葉 であるO第2章 は7A・8A

(自分の出生の秘密を知った主人公ベルナールが父に宛てて書 く手紙)を 含ん

で2か ら21ま でを占あ,内 容的には完全に独立 した草案 「兄と妹の対話」を

記載す る22Aが これにっづ き,23か ら26が 第3章 の冒頭部をなす(最 終紙

片は唐突に中断)。6の 後半が白紙状態であるほかは,い ずれの紙片 も全面を

テクス トが覆い,し ば しば裏面 も使用されている(紙 片1に はジッドがエイ夫

妻 に宛てた献辞が記 されるが,そ の紙質 ・判形 についてキイポールはいっさい

触れていない)。

このように量的にはささやかなものだが,の ちに多様な展開を見せる物語の

主題論的な発端をなす部分であることや,自 筆完全稿の閲覧がきわめて困難な

現状を思えば7),作 品の生成研究において当該断片稿が占めるべ き位置はけっ

して小 さくはないのである。 とりわけ注 目すべきは,他 とは紙質 ・判形を異に

する紙片が3葉 のみ存在 し,し かもそこにはいずれも使われずに終わった草案

が含 まれている点であろう.な かで も紙片7A・8Aの2つ の草案はキイポー

ルが自説形成のさいに主要なよりどころとするものだから,あ らか じめこれを

原文で提示 しておきたい。まず,手 紙に接続するかたちで紙片7Aの 冒頭に

記 された草案は,帰 宅 し,家 人の不在を告げられた主人公が手紙を書 きはじあ

る場景を以下のように素描 している([]は 削除,〈 〉は加筆,〈[]〉 は削

除後ふたたび採 られた語句)。

[Bernard est rentré. Il demande à Ferdinand, le larbin : Mon père est 

 <  [de retour]> 
- [Non] Monsieur! <ne doit rentrer que pour dîner .> Il n'y a personne. -
Il ouvre la porte du bureau de son père (description) il soulève la tenture -

Il écrit :] / [71] suit, à la ligne suivante, la lettre de Bernard /
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これに対 して,手 紙のテクス トにつづ く紙片8Aの 末尾 には,ベ ルナールの

家出を知 った父母や長兄の反応がそれぞれ各人が心中で発する一言によって特

徴的に示されているが,結 果的にはこの草案の部分が抹消され 決定稿にほぼ

そのままのかたちで採録される追伸が手紙を補完するために書き足されている

のである(決 定稿では,破 線の箇所に末弟の名前カルーブが入る)O

[Le père  pense  : Quel ingrat. 
La mère : [J'ai] Je n'aurais pas dû revenir 

Le grand frère : Le misérable ! ] 
P. Sc. Je laisse chez vous toutes mes affaires qui pourront servir à - - - plus 

légitimement je l'espère pour vous. / [75] fin du Feuillet 8A /

以上の前提的な了解にもとづ き,キ イポールの問題提起 ・議論を追ってみよ

う。草稿の執筆時期を確定 しようとする試みは作品生成にかんする網羅的な研

究をぬきにしては危険がともなうだろうし,そ の研究 も小説のさまざまな段階

を形成する各草稿を参照 しないならば年代的な空白を残す ことになろう。そう

断ったうえで,彼 はひとっの確かな事実を指摘することか らはじめるOっ ま

り,本 断片稿はジッドが主人公をラフカディオと呼ばな くなった時期に属す

る,な ぜならば,こ の名前は当該稿にはまったくあらわれず,ベ ルナールの名

前がためらいなく使用 されているから,と いう事実である。 この点にかん して

はいくつか証言が残 っており,た とえば 『贋金つかいの日記』にラフカディオ

の名前が認あられるのは1921年8月 が最後で,他 方ベルナールへの最初の言

及は翌年8月20日 の ことである8)。さらにマルタン・デュ ・ガールがジッド

に宛てた書簡によって,そ の間の1921年12月16日 時点ではジャックという

名前が過渡的に使われていたことがわかっている9)。そ して,ジ ッドの1922

年10月7日 付同人宛書簡になってはじめてっぎのような記述が見 られるので

ある。

ご存 じのよ うに,私 のばあい,仕 事 は突然 のひ らめきによって進み ます。先夜,物 語

の大 きな部分 が突然 明るみに浮か びでま した。私 はベルナールが不義 の子で あること

を さとったのです。彼 自身が このことを発見す る。 そ してこの発見の結果が彼の家出

となる,等 々。lo)

ベルナールがラフカディオの新たな化身であることを思えばひどく遅ればせの

ひらあきだが,い ずれにせよこの記述が第1部 の冒頭部やベルナールの手紙 に
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照応するものであることは疑えない。すると,草 稿全体が1922年10月7日 以

後に執筆されたと結論すべきなのか。サンチャゴはジッドの記述 にはまったく

言及 していないが,7A・8Aが 最初に書かれ 作家はこれを核にして残 りの

部分を書いたのだと主張 していた。それに対 してキイポールは,サ ンチァゴ説

は用紙の相違と,2紙 片の草案がのちに削除されるという点だけから導 き出さ

れたもので,た とえそこに,草 稿の他の箇所や決定稿では兄の名前はシャルル

なのに22Aで はギイとなっていること,7A記 載の草案では執事 アントワー

ヌがフェルディナンという名前であることを補足 したとしても,や はり根拠は

薄弱であると批判する。なぜならば,ジ ッドの上記書簡は動機の発見のみを問

題 にしており,ベ ルナールの家出そのものについては既定の事実 として語 って

いるからである。たしかに,当 時はこれらのすべてがまだ単なる着想の段階に

とどまっていたということもありえよう。だが,私 生児の主題によって家出を

動機づけることをせずにジッドが最初の数章を実際に書いていた,そ して 「突

然のひらあき」に応 じて事後の修正を加えたという可能性を否定 しうる要素は

なにひとっないのである。っまり,7A・8Aは 非常に長い 「加筆」として残

りの紙片群に組み込まれたこともありうるのだ。そしてそのばあい,2っ の草

案については,す でに書かれていたテクス トに施すべき修正のメモと考えざる

をえまい。 これはけっして論理一辺倒の仮説などではなく,詳 細な草稿分析に

よって,先 行テクス トの存在,つ まり小規模な推敲をされた 「初稿」の存在を

確認することができるのだOそ うキイポールは断言するのである11)。

では詳細な草稿分析とはどのようなものなのか。キイポールの主張がひとえ

にその正否にかかっているだけに,煩 珀であるをいとわず,ま ず彼の作成 した

草稿/決 定稿の対照 リス トを掲げ,つ いで論証の主要な部分を訳出 ・提示 しよ

う。なお,リ ス トにおいてFは 草稿の紙片番号を,Sは 草稿および決定稿の

内容や場面によって便宜的に分割されたセカンスを示す12)。

S

-

り
血

60

4

Version définitive

        Chap. I 
Bernard découvre sa bâtardise. 

Au jardin du Luxembourg.

        Chap. H 

Sur le bd St-Germain. 

Départ de Bernard.

Texte du manuscrit

Chap. I

 Chap. H 

Sur le bd St-Germain. 

Départ de Bernard.

F

4

FO

一

一

9
白

4
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5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

22

23

Interruption d'Antoine. 

Lettre de Bernard. 

Profitendieu médite. 

Interruption de Blanche. 

Interruption de Caloub. 

Entrée de Marguerite.

La famille autour du père. 

Dialogue entre époux.

Dialogue père-Charles. 
Épilogue du narrateur.

       Chap. HI 

Bernard chez Olivier. 

Olivier parle de Vincent.

Interruption d'Antoine. 
Lettre de Bernard. 
Profitendieu médite. 
Interruption de Blanche. 
Interruption de Caloub. 
Entrée d'un viel ami. 
Entrée de Charles. 
Entrée de Marguerite avec 

 Bronia. 
Conversation générale. 
Profitendieu se retire. 
Départ des «deux fâcheux». 
La famille autour du père. 
Dialogue entre époux. 
Profitendieu médite. 
Dialogue père-Charles. 
Épilogue du narrateur. 
Esquisse d'un dialogue.

           Chap. HI 
Bernard chez Olivier. 
Olivier parle d'  Étienne.

5-6

7A-8A

9

9-10

10

10-11

1レ12

12-13

13-18

18

18-19

19

19-21

21

21

21

22A

23-25

26

校訂版作成者による論証

紙片7Aの 冒頭 に記 された第1の 草案 は,ベ ルナ ールがプ ロフ ィタ ンデ ィユーに

宛てて手紙を書 く事情を素描 してい る。 この草案 は実際 には採 用 されなか った ものだ

が,そ れが 占め るべ き位置 は小説 〔決定稿〕の第1章 に はっきりと指定 されてい るの

で ある.Slは,母 が17年 前,「 つか の間 のあやまち」 の時期 に愛人か ら受 け とった

手紙 を読みふ けるベ ルナ ールを描 く。そのなかの1通 で 自分が話題にな って いること

を確信 して,彼 は父 に家出を告 げる手紙を書 く決心をす るが,そ の まえに考えを まと

め,仮 の宿を確保す るた めオ リヴィエに会 いに行 く必要を感 じるのであ る。 したが っ

て,当 初計画 されて いた場面 は,ま さに リュクサ ンブール公園でのベルナ ールとオ リ

ヴ ィエの出会 い(S2)の あとに場 を占めえたであ ろう。 しか し実際 には,ベ ルナー

ルは第3章 まで姿 を消 して しまう。語 りの戦術 は完全 に方向転換 したのであ り,読 者

は手紙 を,ベ ルナールが書 いて いる時点で知 るので はな く,プ ロフィタ ンディユ ーの

視線 の もとに読 むことになる。息子 の不意で不遜 な別れ に対 して父が直後 に示す反応

を描 くことが重要 だか らで ある。 こういった心理分析の要請が叙述 にかんす るあき ら

かな草案 を排除 したので ある。

サ ン ・ジェル マ ン大通 りでの プ ロフ ィタ ンデ ィユ ー とモ リニエ との議論(S3)

は,あ る非行少年事件 だけを対象 に している。子供 の教育 につ いて交 わ され る 話 題
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は,作 者の皮肉な声を はつきりと聞かせ,帰 宅 した プロフィタンデ ィユーが味わ う挫

折を予見 させ るものであ る。 だが,こ の皮 肉を正 当化 す るために も,ま た予 審判事 を

まち うけ る ドラマを示 唆す るために も,ベ ルナールが私生児 である必要 はま った くな

い。贋金 っかいの グループや ジョル ジュ,ベ ルナールの家 出にっいて読者 がのちに う

ることにな る情報 で十 分 に こと足 りるの だか ら。 この よ うに,S3は 改作 の必 要が

ま った くないので,純 粋 に執筆時 の修正 がわずか に認 め られ るだけなので ある。

ベルナールが父 の家 を去 る,そ してそれ をプロフィタ ンディユーに知 らせ るようア

ン トワーヌに託 さねばな らないS4の ばあい はそ うで はない。 「初稿」(紙 片4)は あ

ま りにも遺漏が多 く,そ の ため物語の論理 は混乱 してい るのだ。 じじつ,プ ロフィタ

ンディユ ー家での アン トワーヌの奉公を順をお って述べたのち,テ クス トはベルナー

ルの家出の動機 と重大 さに対 して この使用人がいだ く疑念 を喚起 す ることに移 ってい

くの に,ベ ルナールの方 は彼に別れを告げ る労 さえ とらないのであ る。 だか らそ こか

らつ ぎのよ うな疑 問が生 じるのだ。 もともとベルナールは,書 いて当然 と思 われた箇

所(リ ュクサ ンブール公園での出会 いの あと)で 紙片7A・8Aの 手紙 とは内容 を異

にす る手紙 を書 いていたのではないか,や は り同 じ箇所 で手紙 をア ン トワーヌに託 し

なが ら彼 に別 れを告 げていたのではないか,そ して この手紙 は新 たな手紙 に代 え られ

るために削除 されたのではないか,と い う疑問が。 テクス トが そ うい う状態で あった

と想定 しないか ぎり,S4の 当初 の執筆 内容 は考え られ ない.第1章 で このよ うな挿

話が欠落 したために生 じた間隙を埋め るた めに,紙 片3の 裏面 に5行 の加筆がお こな

われ 当該箇所 に矢印で送 られ たのであ る。 ところで,こ の加筆で はまだ ささやかす

ぎて,語 りの論理を立て直すに はほどとおい。 そ こで は,ベ ルナール は 「アン トワー

ヌに愛情を感 じないで はい られなか った」,「彼に別 れを告げずに家を出た くはなか っ

た」,「おそ らくは家族へのっ らあてに,父 や母,兄 弟 たちが知 らないでい るこの家 出

を単 な る使 用人 に打 ち明け るのをよろ こび とした」 と記 され ついで,そ の弁解 とし

て 「家族 のだれ もがその ときには不在 だ った」 と付 け足 され 最後 に,ベ ルナールの

別 れは 「行 くよ」 とい う短 い ことばに要約 されているのである。 そ して,手 紙へ の言

及 は皆無 であるに もかか わ らず,ア ン トワーヌはセカ ンスの末尾で プロフ ィタ ンデ ィ

ユーの注意 を手紙 にむけさせ るのだ。少 な くと も,こ の加筆 の内容 もまた私生児 とい

う動機 にはま った く触れ ていない点 を確認す るの は興味ぶか い。一節 は,補 完 さえ さ

れて いて,理 由 の不明 な家出 というコ ンテクス トにお いて書かれ たものの ように思わ

れ る。 というの は,さ らに 「彼 らに別れを告 げれば,ベ ルナ ール はなん らかの説明を

しな ければ な らなか っただ ろう し,そ れ はさけたい と思 っていた ことだ った」 と書 き

っがれて いるか らだ。 このよ うな語 りの論 理のね じれや,全 体 としてベルナ ールの動

機が不十分であ る点が はじめて正 され るのは,決 定稿 への移行段 階にな っての ことで

あ るOつ ま り,完 成 した小 説で は,追 加 された3っ の段落 がベルナールの別 れをゆた

かにふ くらませ,「事務机 の上 に」 おかれた手紙 をよ うや く喚起 し,「父」 とい う用語

を排 除 し,「家族」 は自分 をひ きとめ るのではないか とい う懸念 によ って ベルナール

の危惧 に微妙 な陰影 を与 える ことになるのである。他 のどの箇所 で も決定稿へ の移行

が草稿 のテクス トを削減す る ことでおこなわれ ているだけに,こ の加筆 はと りわけ注

目に値す る。
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本 テクス トのセカ ンスをすべて検討 したり,ま してや先行 テクス トを再構成 しよう

とす る ことは,こ の短 い序文 の意図す るところで はな い。 しか しなが ら,こ れ までの

分析 によって,少 な くと も草稿 のい くつか の部分が,ベ ルナールの生 い立 ちにかんす

るひ らめきをジ ッ ドがえた時期 にはすで に書かれて いたこと,ま た現在知 りうるか ぎ

りでは,他 の部分 にっいて も必ず しもこの発見 ののちに執筆 され たとは主張で きない

こと,そ れ は十分 に証明 されたのであ る。た とえ ば,ア ン トワー ヌ(S5)や ブラ ン

シュ(S8),カ ルー ブ(S9)ら によ る中断,夕 食 の長 い挿 話(S10-15),そ して

父 をか こむ家族 の場面(Sl6)さ え もが ベル ナールが私生児で あることにはあき らか

に関与 してお らず,ま た この事実 〔出生 の秘密〕 は各 セカ ンスの進行 中いっさい言及

されて いな い。 したが って,こ れ らの セカ ンスはいずれ も追加紙片(7A,8A,22

A)の 執 筆以前 か らま った く現状 どお りに存在 して いた と して もおか しくな い。他

方,プ ロ フィタ ンデ ィユーが ベルナ ールの家 出につ いて頭を悩 ますS7とSl8や,

彼が マルグ リッ トと対話す るS17,シ ャルル と対話す るSl9だ けが,は じめか ら存

在 して いたのな らば若干の手直 しを必要 とした と思 われ る。 前者 のセカ ンス群の紙片

には修正が僅少であ ることや,加 筆 ・削除がかな り目立 って後者 のセカ ンス群に集 中

して いる ことを考え あわせ れば,そ れ らはすべ て最初 か ら存 在 し,「初稿」 を構成 し

て いたので あ り,1922年10月7日 の ジッ ドによる発見 に応 じ,必 要 に迫 られて修正

を施 され たもの と見 な しうるのであ る。

以上がキイポールの分析だが,今 いちど確認 しておけば,7A・8Aは 基本的

にはすでに書かれていた紙片群に,「突然のひ らあき」を契機 として挿入され

た加筆であるというのがその結論である。ところで,決 定稿に究極的な価値の

所在をもとめた伝統的実証主義にせよ,「 アヴァン=テ クス ト」に独自の地位

を与えようとする近年の生成学にぜよ,検 証 しうるたしかな事実(た とえそれ

が自説に不利なものであれ)を 優先 し,推 測 ・推論はあたうかぎり留保すべき

である点ではなん らかわりはない。キイポールが自説を展開するさいに,は た

してこの原則は忠実に守 られているのだろうか。

引用文の最初の段落でキイポールは決定稿の第1章(S1-2)に 言及 しな

がら,7A冒 頭の草案が削除されたのは,ベ ルナールの手紙の配置が登場人

物にかんする 「心理分析の要請」によって変更を余儀なくさせられたためと断

言 している。草案が結局 は廃棄 されたことからも,あ る時点で 「語 りの戦術の

方向転換」が生 じたのはあきらかであり,そ の点にっいてはなん ら異論はな

い。 しか しながら,手 紙が草案の指定する位置におかれなかったという事実そ

のものは,キ イポールが示唆するようにただちに紙片群の執筆順序 にかんする

判断材料になるわけではない。なぜな らば,ジ ッドは私生児のテーマの発見に

もとづ き,ま ず手紙とこれに先行する描写の草案を書いていたが,「心理分析
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の要請」に応 じて当初の計画とはちが う場面 にこの手紙を移すことを思 いつ

き,そ ののち第1章 をはじめとする他の部分の執筆にとりかか った,そ う想定

したとしても同様な 「語 りの戦術の方向転換」が不可能になるわけではけっし

てないからである。なお,こ こで 「他の部分の執筆」とは,草 稿が保存 ・発見

されていない第1章 をのぞけば,い うまで もなく現存草稿のそれを指すので

あって,後 述するように7A・8A以 外の紙片,と りわけそのまえに位置する

紙片2-6に っいて先駆稿の存在を否定するものではむろんない。こうしてキ

イポールとはまったく逆の論理をたどったばあいでも同一のテクストに到達 し

うる以上,ま たあくまで も分析の初期段階では複数の蓋然性の優劣を先験的に

は決定できない以上,そ のいずれか一方のみを指摘 してこれに依拠することは

説得的な論証の手続きとは認め られまい。

草稿のS3相 当部分(紙 片2-4)に かんするキイポールの主張 はこれにも

まして非論理的といわざるをえない。なぜならば,彼 自身 も述べるように,当

該セカンスの論述にはもともと 「ベルナールが私生児である必要はまったくな

い」のであり,し たがってそこに改作の跡がなく,す でに決定稿 とほぼ同じ内

容をそなえている点はむしろ当然の帰結 と見るべきであるのに,逆 に彼はこの

事実を〈7A・8Aは のちの加筆〉 という自説の根拠のひとっに組み入れよう

としているからである。 このセカンスがキイポールの有利にはたらくのは私生

児のテーマを反映する修正 ・加筆が認められるばあいだけであって,そ うでな

いかぎりは判断を留保 しなければならない箇所なのである。

では第3段 落についてはどうだろうO家 出の場景を描いたS4(紙 片4-5)

を対象 とするこの段落は,そ の長さか らも容易に推察されるように,キ イポー

ルが論証のかなめにすえようとするものである。言説は段階的にたたみかけら

れ 一読 したところでは説得的な印象さえあたえるかもしれないOし か し,そ

の論理を注意ぶか く検討するならば,こ れが,草 稿と決定稿とのあいだに認あ

られる差異を逆手に利用することで,先 の2段 落と同様,あ らか じめ特権的に

選択された結論に導こうとしていることが判明するのである。た しかに,キ イ

ポールが 「初稿」と呼ぶ部分(大 型紙片群の初期状態)は 「あまりにも遺漏が

多 く,そ のたあ物語の論理は混乱 している」 といわねばならない。 この事実か

ら彼は,現 存草稿や決定稿 とはちがう位置におかれていた,内 容を異にするも

うひとつ別の手紙を想定 し,新 たな手紙によって生 じた論理のねじれをたてな

おすために紙片裏面へ5行 の加筆推敲がなされたと断言す るのである。 しか

し,ベ ルナールがすでにアントワーヌには家出を告げ,父 への手紙を託 してい
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たことが 「初稿」に示唆されているとしても13),い ったいどのような根拠か

ら,後 者がいだく疑念や不安にもかかわらず前者が沈黙することがもうひとっ

の手紙の存在を必然的なものにし,紙 片群の執筆順序決定に関与すると断定で

きるのか。第1段 落のばあいと同じく,ジ ッドは最初から手紙を現状どおりに

書いていたが,「語 りの戦術の方向転換」によってその配置を変更 した,つ い

でこの変更を念頭におきながら,し かし結果的には不備を残すかたちで大型紙

片群を執筆 した,と 考えてもなんら論理的な矛盾は生 じず,蓋 然性においては

同等,あ るいはそれ以上 といえるのではないか。 したがって,加 筆推敲だけが

7A・8Aの 執筆後だという主張が有効たりうるのもやはり,こ の加筆が作家

の 「突然のひらめき」を反映しているか否かにかかっているのである。にもか

かわ らず,キ イポールは 「この加筆の内容 もまた私生児 という動機にはまった

く触れていない」,「理由の不明な家出というコンテクス トにおいて書かれた」,

「語 りの論理のね じれや,全 体 としてベルナールの動機が不十分である点がは

じあて正されるのは,決 定稿への移行段階になってのことである」 と正反対の

指摘をっ らねるのである。該当箇所にかんして草稿が決定稿に近似 しているの

な らばともか く,実 際には上述のように草稿の内容が最終段階になっても依然

としてその不備を解消されていないという,む しろ反証 となるべき事実によっ

て自説を補強できると考えるキイポールの議論はあまりにも恣意的で,と うて

い賛同をえ られるものではありえない。

さほど長 くはない最後の段落においてキイポールは,そ れまでのテクス ト読

解を根拠に,少 なくともS1-4に 対応する草稿(た だし,前 述のようにSl-

2の 草稿は今日にいたるまで未発見)が1922年10月7日 以前に書かれていた

ことは証明ずみであると断言するばか りか,現 存草稿の大半をなすS5か らS

l9ま でのすべてのセカンス(紙 片5-21)を2つ のグループに分類 ・列挙 しな

が ら,こ れ らにっいても同様であった可能性がきわめて高いと述べて論証をお

えるのである。S4ま でにかん して彼の主張がいかに独断的な操作にもとつく

ものであるかはすでに確認 したとおりだが,後 続部分の分析については事態は

さらに深刻であるといわねばな らない。なぜならばそこでは,彼 の主張を明確

に否定するいくっかの重要な指標がおおまかで性急な議論によってすべて切 り

捨てられているか らであるOま ず,第1セ カンス群(S5とS8-16)は 「ベ

ルナールが私生児であることにはあきらかに関与 しておらず,ま たこの事実 は

各セカンスの進行中いっさい言及されていない」という指摘そのものは,先 に

挙げたいくつかの例と同 じように,草 稿の執筆順序を判断する材料にはなりえ
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ない。それどころか,こ れらのセカンスのすべてが私生児のテーマと無関係で

あるとは必ず しもいいきれない。たとえば,プ ロフィタンディユーが子供たち

にベルナールの家出を告げるS16(紙 片19)に はつぎのような一節(若 干の

字句の相違をべっにすれば決定稿どおり)が 最初か ら存在 しており,あ くまで

も真相は隠さねばな らぬ父親としての語りのニュアンスによって,す でにこの

テーマは濃厚に暗示されているからである([]は 削除,〈 〉は加筆)。

「今 日は,お まえたち にこれ まで隠 していた ことを打 ち明けな ければ な らない。 隠

して いたの は,お まえた ちにベルナ ールを本 当の兄弟 として愛 して もらうためだ った

のだ よ。 お母 さん にして も,わ た しに して も,本 当の子供 のよ うに可愛 が っていたの

だか らね。 しか し,じ っはあの子 はわた したちの子 ではなか ったのだ…… そ して,あ

の子 のお じさん,臨 終 にあの子 をわた したちに頼 んでいた[亡 くな った]〈 本 当の〉

お母 さんの兄弟 が……今 日の夕方,あ の子 を引き取 りにきたのだ」[119,121]

他方,第2セ カンス群(S7とS17-19)に ついてキイポールは,「修正が

僅少である」第1群 に比べ,そ こには加筆訂正が 「かなり目立 って集中」 して

いることを理由に,加 筆部分だけが7A・8Aの 執筆後に書かれたと結論 して

いるが,こ の見解 は二重の意味で同意することができない。まず,第2群 に加

筆訂正が集中するという指摘そのものがはなはだしい事実誤認なのである。な

るほどこれ らのセカンスに対応する草稿のうち紙片9や20,21に は裏面への

加筆が5か 所,欄 外加筆が1か 所存在 しているが,第1群 にも同様に裏面(紙

片12,14,16,18)に5っ,欄 外(紙 片10,15)に4つ の加筆が施されてお

り,両 群のあいだにキイポールが断言するほどの顕著な量的偏差は認め られな

いのである。また,彼 が加筆の内容自体についてはまった く検討 していない点

も納得できない。彼の主張が有効であるためにはここでもやはり,単 に加筆の

存在だけでな く,ベ ルナールが私生児であることを示す要素が 「初稿」にはな

く,加 筆部分にのみ存在 していることが条件 となるからである。それでは実際

にはどうなのか。た しかに,第2群 の加筆のうち3か 所には私生児のテーマの

反映がなんらかのかたちで確認できる。 しかしながら,そ れらの前後を含めて

草稿の数か所で,母 マルグリットの不義をはっきりと示す表現が 「初稿」の段

階か らすでに存在 しているのである。 たとえば,思 案に くれるプロフィタン

ディユーを描いたS7(紙 片9)の 以下のような一節である(原 文には文体上

の細かな修正が含まれるが,い ずれ も消された語句の直後や行間への書き込み

で,「初稿」に属するもの。判読の便を考えて,こ こではテクス トの最終状態
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のみを示す)。

兄弟 がいな くなった ことを子供 た ちにど う説 明すべ きだ ろう?だ が子供 たちに真 実

を話 し,母 親 のっか の間 のあや まちという秘密を知 らせ ることは彼に はで きない。 あ

あ!す べてがか くもみ ごとに許 され,忘 れ られ,修 復 されていたのに。 末の息子 の

誕生 がふ た りの和解 を確固 たるもの に していたの に。[77]④

またS17(紙 片20)で,子 供たちへの説明をおえたのちの夫婦の対話にも私

生児のテーマを明確 に読みとれる記述がはじめから存在 している(引 用の方法

は上述のとおり)O

「これが罪の償 いというものだ」 と彼 はいった。 〔…〕彼 は,自 分 が これまでいつ も

つかの間 のあや まちと考 えようと して いたことに対 して,妻 の後悔 の しかたが きわめ

て不十分 だ った ことをよ く知 っていた。 〔…〕彼 は妻 のほ うに身をかが める。 そ して

悲 しそ うにい う。「ねえ,お まえ。 やは り罪か らはけ っして善 い ことは生 まれないの

だよ。 〔ここに紙片19裏 面への加筆が挿入〕」 〔…〕

「ほ ら,ご らん なさい…… ごらん なさい…… ああ!な ぜ あなたはわた しを許 した

のです?あ あ!あ の とき,わ た しは帰 るん じゃなか ったわ」[123,125]

付言すれば,引 用文の最後 にある 「あのとき,わ たしは帰るんじゃなかった

わ」 という,苦 い後悔 のこもったマルグ リットのことば は8A末 尾の草案

(第150頁 参照)に も認められるものである。キイポールの主張するように草

案が 「初稿」のあとに作 られた修正案だとするならば,な ぜ ジッドはこのよう

に母の同じ台詞を,し かもひとっの台詞だけをくりかえし書 きとめておく必要

があったのだろう。 また,や はり当該草案に記載された 「なん という恩知 らず

だ」 という父の反応についても同様の疑問を禁 じえない。なぜならば,.「この

手紙 は不当だ,と んでもない不当な内容だ。まず腹をたててしかるべ き筋合い

のものだ。 この悲 しい気持ちを憤激の情と思いたいほどだ」[77]と いう,草

案の表現 よりもさらに説明的な台詞が 「初稿」の段階ですでにもちいられ,こ

れが決定稿でも字句の変更なく踏襲 されているか らである。にもかかわらず,

キイポールはそ ういった矛盾を指摘 しないばかりか,じ つは,も っぱ ら7A

冒頭の草案を論ずるだけで,8A末 尾の草案の具体的な内容 については一言

も発せず,紙 片群の執筆順序にかんする議論からこれを完全に除外 しているの

である15)。

くだすべき結論 はすでに見えている。 しかしここでひるがえって補足するな
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らば,分 析の手段として描かれた内容や場景に応 じてテクス トをセカンスに分

割することはともか く,草 稿その ものの物理的な形態を無視 してこれをおこな

うことにはおおいに疑問を呈せざるをえない。たとえば,キ イポールが異なる

セカンス群に分類するS7とS8は 実際には紙片9の なかに共存 しているので

ある。そしてとりわけ,草 稿の大部分にあたる大型紙が紙片6を のぞいていず

れ も全面を使用され,し かもそのほぼ半数ではひとつの文が2葉 にまたがって

記されているのだか ら,少 な くとも紙片2-6や 紙片9-21に はそれぞれ物理

的なレヴェルで連続性が認め られるという指摘を欠かすべきではない。 という

のは,こ の事実を前段での考察結果とつきあわせることで,紙 片9-21は すべ

て7A・8Aの あとに書かれたという断定がまず可能 になるか らである。で

は,紙 片2-6の ばあいはどうなのか。すでに見たようにテクス ト細部の指標

はどちらかといえば,こ れ らもまた7A・8A以 後の執筆であることを示すも

のではあったが,あ くまでも決定的な確証 と呼べるものには欠けていた。 しか

し,そ れにかん してはある物理的特徴のもっ重要性が見すごされていたのであ

る。つまり,紙 片6に 記載 されたテクス トがまさにこれからベルナールの手紙

を読 もうとするプロフィタンディユーの描写で終わり,内 容的には7A・8Aに

なん ら姐蠕な く接続 しているのに,紙 片そのものは後半が未使用で白紙状態の

まま残されている点である16)。7A・8Aが 事後の加筆として挿入されたとい

う仮定に立っかぎり,紙 片6は 後続テクス トをもち,他 と同様に全面を使用さ

れていたはずで,後 半部が未使用 という現状の合理的な説明はな りたちえな

い。 したがって,先 行紙片 との連続性からも必然的に6を はじめとする5葉 の

すべてがやはり7A・8Aの あとに書かれたもの と同定されるのである。ま

た,残 りの部分,す なわち完全に独立 した内容の素描である22Aと,私 生児

のテーマにはまった く関与 していない後続紙片23-26に ついても,用 紙の種

類や使用法から判断 して,前 者は7A・8Aと,後 者は2-6や9-21と それ

ぞれ同 じ時期に属することはまず疑えまい。少なくとも,2種 類の用紙が交互

に使用 されたとはとうてい考えられないのである。 こういった諸点が確認され

た今 となっては,キ イポール自身が指摘 し,か っそれだけでは薄弱な根拠とし

て しりぞけた,ギ イやフェルディナ ンという7A・8Aお よび22Aに おける

登場人物の名前の特殊性 も,も はやわれわれの結論の強力な傍証とならざるを

えまい。

草稿の内容や物理的側面にかんする以上の批判的検討によって,キ イポール

の立論が 「詳細な草稿分析」にはほどとおく,恣 意的 ・選別的な憶断にもとづ
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くものであることがあきらかになった。そ して,少 な くとも紙片群の執筆順序

の点では,ほ とんど直感だけにたより,実 証的な根拠を欠 くサ ンチャゴの推

測,<最 初 に書かれたのは7A・8A>と いう推測のほうが結果的には正 し

か ったことが証明されたわけである。残 る問題 は,と もに少な くとも1922年

10月7日 以後 と判明 した執筆時期を両端か らさらに しぼり込むこと,そ して

可能な らばその作業をっうじて,草 稿が作品の生成過程において独 自にもつ意

味をさぐることであろう。まず7A・8Aに ついては,「突然のひらめき」か

らさほど間をおかずに書かれたのが確実なのであるOと いうのは,マ リア ・

ヴァン ・リセルベルグの筆になる 『プチ ット・ダムの手記』が,翌 年1月30

日付でつぎのような証言を残 しているか らである。

ジ ッ ドはわた したちに,(ベ ルナ ール少年 の手紙以外 は)自 分が ま つた く満 足 して い

ない第1章 を,っ いで,文 の調子(ベ ル ナールの オ リヴ ィエ宅到着)が か な り気 に

入 って いる他 のい くっかの章 を読んで聞かせ た。 そこで は,ま ず ロベ ール ・ド ・パサ

ヴ ァン,レ デ ィ ・グ リフ ィス,そ して最後 にエ ドゥワールの日記が登場 した。17)

この時点で 「ベルナール少年の手紙」 とはむろん7A・8Aの それにほかなら

ない。さらに,手 紙がまだ当初計画された位置におかれていることや,「他の

いくつかの章」の記述が現存草稿の内容だけを欠 くことから,こ こで述べられ

ているのが大型紙片群の執筆以前の状況であるのは疑えず,7A・8Aの 配置

変更に応 じて大型紙片群が書かれたという先の結論に正確に対応 しているので

ある(こ れによって,後 者の執筆時期は1923年2月 以降であることも判明す

る)Oち なみに,キ イポールの誤りが主 としてどこに起因するのかもすでにあ

きらかだろう。つまり,ジ ッドの書簡(第150頁 参照)は たしかに動機の発見

のみを問題に し,主 人公の家出そのものにっいては規定の事実 として語 ってい

たが,キ イポールは 「私生児の主題 によって家出を動機づけることをせずに

ジッドが最初の数章を実際に書いていた」 という可能性を強調 しながらも,先

駆稿をはじあから考察の対象 として放棄 したため,現 存草稿のなかに当該証言

のあ くまで全的な反映をもとあざるをえなかった点に起因するのである18)。

他方,大 形紙片群の下限にかん しては,ジ ッドが1924年 になって もこの草

稿にかかわっていたとはとうてい考えられない。それ以後は 『日記』や 『贋金

っかいの日記』の記述が決定稿の第2部 および第3部 の進展状況に集中してい

くだけでな く,前 年12月27日 付の 『贋金つかいの日記』にすでにっぎのよう
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な第1部 全体にかんする包括的な記述が認あられるからである。

ジ ャック ・リヴィエールが たった今帰 ったところだ。彼 はここに3日 間逗 留 してい っ

た。 わた しは彼 の ため に 『贋金 つかい』 の最初 の17章 を読 んで聞かせ た(第1章 と

第2章 はす っか り書 き直 さな ければな らない)。19)

この証言が予告する作品冒頭部の推敲をへて現存草稿は決定稿へと移行 してい

くわけだが,キ イポールもいうように20),そ の過程で全面的に削除されて し

まうだけにとりわけ注目に値するのが,2人 の予期せぬ来客 いくっかの特

徴がモ リニエを思わせる,Yと のみ名づけられた男性 と,マ ルグリットの友

人で,彼 女がたまたま家につれてきた,ブ ローニャあるいはイルダ,さ らにま

たフレダとも呼ばれる若い女性一 をまじえたプロフィタンディユー家の夕食

の場面(S10-15)で ある。なかでも,自 由奔放な言動で会食者のあいだにさ

まざまな反応(プ ロフィタンディユーの憤慨か らマルグリットの無言の賛同ま

で)を 呼び起こすブローニャは,こ の長い挿話を支配する中心的存在 といって

さしっかえあるまい。その彼女がどのように描かれているかを検討すること

で,大 形紙片群の時期推定をさらに押 しすすめることができるのである。

キイポールは,ブ ローニャを 「自由で勝ち誇 ってはいるが,〔 同性愛者 ジッ

ドにとっては〕不毛な存在であることを宿命づけられ,結 局,文 学的には廃棄

物の地位に追いやられるフェミニテの象徴」 ととらえることで,挿 話に 「異性

愛の組織的な価値低下」の意図を読み,そ れが削除 されたのは 「ジッド的プ

シュケが男性のなかにしか蕩児を胚胎 しえなかった」ためであるという解釈を

提出 していた21)。これに対 して,『 ジッド友の会会報』最近号(1990年10月)

に掲載された書評でピエール ・マッソンは,ブ ローニャが姿を消すのは,彼 女

を登場させる意義が不十分なためではなく,こ の人物が当時のジッドにとって

新たな重要問題(の ちの 『女の学校』3部 作の題材として取っておくほど重要

な問題)を 体言 しているという点で,む しろ 「意義の過剰」によるのだ,つ ま

り 「ジッドは 『贋金つかい』において自由な母性というテーマを展開 しようと

考えていたが,彼 がそれを断念するのは,拡 散的な外観のもとで小説をっかさ

どっている統一的な運動をそ こなわないためにす ぎない」22)と説 くのである。

挿話に女性の否定的表現を見るキイポールとは逆に,「 自由な母性」の重要性

を指摘するマッソンの主張が抗 しがたい説得力をもつのは,彼 がこの登場人物

のなかに忠実に投影されたジッドのある伝記的な事実を見逃 していないからで
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あ る。

ブ ローニ ャの なか に,ジ ッ ドが1923年4月 に一子 を もうけた エ リザベ ー ト・ヴ ァ

ン ・リセルベ ルグ 〔マ リアの長女〕の ほとん どあか らさまな肖像 を見て とることがで

きよ う。態度や身 なりの独創的で奔放な点,モ ロッコ旅行か らジッ ドが持ちかえ った

贈 り物 を想起 させ る首飾 りや 「授乳の経験があ りそ うな豊かな胸」が,か な りの確度

で,プ チ ッ ト・ダムの記録す る,ジ ッドの なごんだ眼差 しの もとで授乳す る女性の こ

とだ と特定 させ るO自 由や,閉 ざされ た家庭の嫌悪,養 子制度が もた らす幸福な どに

かんす るブローニ ャの話題 は,ジ ッ ドが場景 の脇役 的な観察者Yに 巧 みに抱 かせ る

直感,す なわち 「彼女 はあち らで私生児 を産ん だにちが いない」 という直観を いやが

うえに も確実 な ものにす るのだ。 あち らとはブローニ ャが滞在 して いたポ リネシアの

ことだが,ジ ッ ドの日記 のっ ぎの一節 を信 ず るな らば,実 際 にはは るか に近 い場所,

彼 にと って はもっ と秘 め られた暗示的意 味を もっ場 所 に対応 して いるのであ る

「イ エールの浜辺 で楽 しい数 日をす ごす。 エ リザベ ー ト ・ヴ ァン ・リセルベル グが思

いが けず私 に会いにや って きたのだ。彼女 とい っしよに松林 を散歩 している とき,か

つての塩田のそばに不思議 な小 邑,ポ リネ シァ風 とで もいえそ うなル ・ペスキエを発

見 した」。23)

『プチット・ダムの手記』の読者にとっては,マ ッソンの挙げている養子の話

題や,ジ ッドがモロッコから持ちかえった首飾 りなどの共通点だけにとどまら

ず,名 前の類似(ブ ローニャがフレダと呼ばれるときには,オ ランダ/フ ラマ

ン的な姓ヴァン・デン・ブローデンをともなう)を はじあ,ブ ローニャのなか

にエリザベー トの特徴が細部にいたるまでに投影 されているのは容易に確認で

きることなので贅言は不要と思われる。ただっぎの点だけは,ジ ッ ドの創作意

識を理解するうえで興味ぶかいので補足的な説明を しておこうOマ ッソンの引

用する 『日記』 は1921年9月 初の記述なのだが24),そ こに描かれた南仏の保

養地イエールがきわめて重要な意味をもっ ことになるのは,翌 年7月 にエリザ

ベー トがジッドの子を宿 したのが,彼 女の証言によればやはり同 じ浜辺だった

か らだ25)。したがって,「 ポ リネシア」という一見唐突なく土地の名〉が草稿

にあ らわれるのも,こ れが作家のファンタスムにおいては秘匿すべき現実,イ

エールやル ・ペスキエとふか く結びっいているからであり,個 人的禁忌の隠蔽

と示唆 という彼特有の両義的な要請 にもとついていることは疑えないのであ

る。さて,そ ののち娘カ トリーヌが誕生するのは正確 には1923年4月18日,

メイリッシュ夫人 らとモロッコに旅行中だったジッドが知 らせを受 けて帰国す

るのは同月下旬のことである。組織的に投影されたこれ ら一連の伝記的事実と
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の照合によって,少 な くともブローニャが関与するS10-15(紙 片10-19)

の執筆時期にかん しては,モ ロッコからの帰国後,す なわち1923年5月 以降

と特定できるのである。また,同 年2月 以降のものであることがすでに判明 し

ていた他の大型紙片について も,先 述の物理的な連続性を考慮するならば,こ

れとあい前後 して書かれたと見てまずまちがいあるまい26)。

本稿を終えるにあたり,ロ ンドン草稿にかんするわれわれの結論を再度確認

しておこう。 ジッドは,1922年10月 に主人公ベルナールを私生児 として描 く

ことを思いっき,ま もなく7A・8Aに,家 出の動機を明記 した手紙を書き,

同時に,そ の配置を草案としてメモ しておいた。ついで,草 案の計画 どおりに

手紙の前後の場面を書 くが,そ れには満足できず,手 紙の位置を変えることに

した。 この変更にしたがい,1923年5月 頃から年末までのある時期に大型紙

片群を執筆 したが(た だし不備を残すかたちで),そ のさい,た またま自分の

身に起こっていた秘密の体験を小説の素材 として取 り入れようとした。 しかし

なが ら,問 題の射程が予想外に大 きく,『贋金っかい』という作品のなかには

収まりきらないために,1924年 以後の決定稿への移行段階で,こ の部分だけ

が全面的に削 られることになったのである。
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Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1958, pp. 933 - 959)

plètes d'André Gide, Paris : NRF, t. XII, 1937)

soties, Paris : Gallimard, 1948, t. 11)

であ るの は

疑えな い。 しか しなが ら,草 稿の内容 分析 において は,当 然 これに もっとも近 い時

期のテ クス トを示 し,た とえ小 さな異文 であ つて も,両 者 のあいだに介入 しうる異

質 な要素 は可能 なか ぎり排 除 しなければな るまい.し たが って,先 述 のよ うに参照

が困難 な 自筆完成 稿 はと もか く,少 な くと もプ レオ リジナル(『 新 フ ランス評論』

誌 の1925年5月1日 号 か ら5回 にわ た り,第2部 第7章 まで が分載)か,初 版

(新 フランス評 論出版社,1925年 付,翌 年2月 発売)が 使 用 され るべ きで あったと

思 われ る。付言す れば,ジ ッ ド自身 の校閲 になる最終版 は 『全集』

のそれ であって,存 命中 に出版 さ

れた最後 の版 である,2冊 組挿絵入選集 『物語,小 説,茶 番劇』

収載 のテ クス トにかん して は,校 閲 に は

ま った くか か わ って い な い こ とが 判 明 して い る

 (Œuvres com-

(Récits, romans,

(voir Claude MARTIN [non
   signé], «Pour une édition critique» [du Prométhée mal enchaîné] , Bulletin 

   des Amis d'André Gide, n° 49, janvier 1981, p. 72)0 

13) •roir KEYPOUR, édition précitée, p. 65.

14)引 用文 冒頭 の 「兄弟 がいな くな った ことを子供 たちにど う説 明すべ きだ ろう?」 と

い う表現 は,Sl6(紙 片19)で 「彼 は子 供 たちにベル ナールが いな くな った こと

を説明 しな くてはな らない」[ll9]と い うかたちで繰 り返 されてい る。決定稿 では

後者が ほぼその ままのかた ちでSlO[82]に 移 動 し,前 者 は内容重複 のた め捨 て

られ るのだが,こ のよ うに草稿 内部 で先行記述 が削 除されていない点 は,テ クス ト

の論理 が依然 として矛盾 を内包 す るものであ ることのひ とっの証左 といえよ う。 同

様 に,S19(紙 片21,[127])に 描 かれた,父 の ベルナールへの思 いは,加 筆部分

を含 め,決 定稿 ではS7[76]に 移 される ことになる。

15)草 稿 の執筆順序 にかんす る議論 とは無関係 のコ ンテクス トで 「放蕩息子」 のテーマ

に関連 した言及が1か 所 あるだけで ある(前 掲校訂版の序文34頁 参照)。

16)紙 片6の 最後 はつ ぎの とお り: «-  Antoine  ! Antoine ! ... Et puis, va fermer les

   robinets de la baignoire. Il était bien question d'un bain ! [•roici ce que 

  M. lisait H <Il s'approcha de la fenêtre> et lut : » [71]. 

17) Maria •rAN RYSSELBERGHE, Les Cahiers de la Petite Dame, coll. «Cahiers
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André Gide», 4 vol.,  Paris  : Gallimard, t. I [1973], p. 168.挿 入句の位置がや

や非論理 的なのは,フ ランス語原文 のそれを尊重 したため。原文 は以下 のとお り:

« [Gide] nous lit le premier chapitre, dont il n'est pas content du tout 

(sauf de la lettre laissée par le petit Bernard), puis d'autres dont il aime 
assez le ton (l'arrivée de Bernard chez Olivier), où l'on voit d'abord Robert 
de Passavant, Lady Griffith, puis enfin le journal d' Édouard».

18)じ じっ,ジ ッ ドの草 稿分析 にい くらか たず さわ つた筆者 自身 の経 験か らもい つて

も,大 型紙片群 は この作 家がは じめて筆 を とって書 きつけた内容 と してはむ しろ逆

に整いす ぎた印象 を与え る し,ま た,生 誕 百年 を記念 して1969-70年 にパ リ国立

図書 館で開催 された ジッ ド展 には,作 品 の どの箇所 に対応す る ものか詳細 は不明 な

が ら,あ きらかに前段 階にあた る 「ノー トとブルイ ヨン」 の一群 が現存草稿(同 展

のカ タログはその性格 を 「プル ミエ ・エ タ」 と記述)と な らんで出品 されたが,校

訂版序文 の論述 か ら判 断す るか ぎり,キ イポールが この資料体 の存在 を承知 してい

o

るとは思 われないのであ る (voir le catalogue de l'exposition André Gide,
 Paris  : Bibliothèque Nationale, 1970, p. 160, item n's 537 - 538) 付言するなら

ば,7A・8Aの 草案 とは異 な り,22Aの それが削除 されな いまま残 って いる点

も現存草稿の過 渡的性格 のあ らわれ と見 るべ きであろ う。

ところで,記 載 された文字を対象 とす る 「パ レオ グラフィー」 とともに,生 成学 に

お いて注 目されてい る 「コデ ィコロジー」 は,本 草稿 のよ うに紙片群 の執筆順序 が

未確定 のば あいに は,と りわけ重要 な研 究項 目 といわ ねばな らない.し か しなが

ら,キ イポールの校訂版に はこの面 での配慮 が ほとんど認 め られないのである。 同

版 に もとづ き 『贋金 つか い』 にかん して今 後お こなわれ るであ ろう研究 の ために

も,ま た他作品の生成研究のために も,こ こでその不備 を指摘 してお くことは無駄

な ことで はあ るまい。 まず,紙 片の判型 や紙 質,切 り口の形 状(シ ングル リー フか

ダブル リーフか。 ジ ッドは本来 ダブル リー フだ った ものを2っ に切 り分 けて使用 す

ること もある),透 か し模様(ジ ッ ドが愛 用 した主 な漉入紙 として はイタ リアのポ

レー リ社製 とファブ リアーノ社製があ り,両 者 とも何 種類かの用紙 が存在)に かん

す る記述が,前 述の ように(第149頁 参照),皆 無 か,あ って もきわめて粗略 で,と

くに紙片1や7A・8A,22Aに ついて は判型 さえ示 されていない。 また,筆 記 具

の種類や色の記述 もな い(ジ ッドは同一草稿のなかでペ ンと鉛筆を両 用す ることも

ある)。 さ らに,頁 付 の方法 や時期 にっ いて の考察 も不十 分で ある(ま ず,頁 付 が

ジ ッ ド自身の手 になるものか否かの記述がない。 また,エ イ夫妻への献辞 のための

紙片が1と 打 たれ,作 品の テクス トを記載 した後続紙 片群の番号が これに連 続 して

いる ことか ら,こ の頁付が草稿執筆 当時 の もので はな く,1949年,あ るいはそれ

以後 のもので あることを当然指摘すべ き。 ジ ッドの 自筆原稿が しば しば後年 に,そ

してときには所蔵図書館や蒐集家な どの別人 によって,頁 付を ほどこされた ことは

実証研究上 の常識 ともいえ る)。

19) Journal des Faux-Monnayeurs, op. cit., p. 69. なお,決 定稿 では第1部 は18章

か らなつて いるが,こ の章立て の採用や,2部 構成が3部 構成 に変更 され るの は作

品脱稿直前 の1925年5月 で ある (voir  ibid.  , pp. 85 - 86)
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20) KEYPOUR, édition précitée, p. 23. 

21)  Ibid., pp. 25 et 35 - 36. 

22) Pierre MASSON, [compte rendu de l'édition KEYPOUR], Bulletin des Amis 

   d'André Gide, numéro précité, p. 628. 
23) Ibid. , pp. 627 - 628. 

24) André GIDE, Journal 1889-1939, Paris : Gallimard, coll. «Bibliothèque de la 

   Pléiade», 1948, p. 698. 

25) Voir Maria VAN RYSSELBERGHE, Les Cahiers de la Petite Dame, op. cit., t. I, 

   p. 151.
26)ち なみに,プ ローニ ャの挿話 の主題論的 な分析 に重点 をお くマ ッソ ンの書評 は,他

に特別 な根拠 を示 さず,草 稿全体が カ トリーヌ誕生 の数か月後 に書かれ たという推

測 を一言 はさむだけで,紙 片群 の執筆順序や細か な時期確定 にっ いて はまった く言

及 していない。

〔付記〕 本稿 は1990年10月 下旬 に脱稿 したが,そ の内容 にもとづ き,同 年12月1

日に西南学 院大学で開催 された第37回 九州 フランス文学会(日 本 フラ ンス語 フラン

ス文学会九州支部)に お いて 口頭発表 をお こなった ことを付記す る。 また,紙 数超過

のため,年 報 『フラ ンス文学論集』で はな く,本 誌 に掲載す ることを こころよ くご了

承 くだ さった同会 に対 して あつ くお礼 申 しあげる。


