
はじめに

ヘルマン・ヘッセは 年にわたる生涯のおよそ 年間をドイツにおいて、また約 年間を

スイスにおいて過ごした。それぞれに居住した期間と彼の国籍は必ずしも一致していない

が、わずか ヶ月余り在籍したマウルブロン神学校入学のためにヴュルテンベルク州市民権

（ドイツ国籍）を取得していなければ、彼は 歳までロシア国籍であった後、終生をスイス

人として過ごしたであろう。だがじっさいには 歳になるかならないという年齢で、両親や

姉妹弟がスイス国籍でありつづけたにもかかわらず、ヘルマン一人だけがドイツ国籍を取得

したのだが、その国籍が第一次世界大戦時におけるヘッセの人生に大きな影響を与えること

となった。しかし事情がさらに複雑であったことは、ヘッセの家系と家族構成をまとめた以

下の内容から明らかである。

父がバルト海沿岸生まれのドイツ系ロシア人、母がインド生まれのドイツ人であることに

加え、母方の祖父はスイスと国境を接するシュヴァーベン地方生まれのドイツ人、祖母はフ

ランス系スイス人であった。祖父がバーゼルに本部を置くプロテスタントの伝道会に所属

し、主としてインドで布教に従事したこともあり、ヘッセの母はインドにおいてイギリス人

と結婚し、二人の息子をもうけている。これらの異父兄の一人はインド生まれのイギリス人

であり、もう一人はドイツ国籍であった。はるばるロシアからこの伝道会に参加したヘルマ

ンの父、ヨハネス・ヘッセが母マリー・グンデルトと結婚した時点において、彼はロシア国

籍であったが、その後バーゼルの本部に転属になった際に家族と共にスイス国籍を取得し

た。ちなみに父ヨハネスは終生ロシア語もスイスやシュヴァーベン地方のドイツ語

（ ）も話さず、いわゆる標準ドイツ語の話者であり続けた。また、祖母はドイツ

語を話さず、祖父との会話はフランス語でなされていたという。祖父ヘルマン・グンデルト

がヨーロッパ各国の言語のみならず、インドのさまざまな方言をあやつり、その辞書の編纂

はじめに

．ヘッセにおける郷土愛

．時空を超えた理想郷

．ヘッセ作品の普遍性

．カスターリエンと第三帝国

おわりに

ヘッセ文学における脱郷土性について

新 宮 潔



まで行ったという語学的 天才 であったが故の環境かもしれないが、ドイツ文学を論じる

際に必ず取り上げられるヘルマン・ヘッセの血筋や環境はじつに 国際的 であったのだ。

以上の内容は、スイス国籍を取得する際の覚書やナチス時代のプレスキャンペーンへの反

論、またノーベル文学賞受賞に際してヘッセ自身が書いた 履歴 などをまとめたものであ

る ）。これに加えて、ヘッセが終生を過ごしその地に葬られている地域はスイス国内のイタ

リア語圏であり、隣人たちとイタリア語で言葉を交わしていたという事実。また、家庭内で

子どもたちに聞かせたくない会話に両親が英語を用いていたという、幼少時のエピソードも

紹介しておきたい。

このように、居住地のみならず、家族の国籍や言語においてもドイツ、さらにはヨーロッ

パの枠を超えた環境にあったことが、ヘッセ自身の世界観、たとえば郷土愛や愛国心の形成

に影響していたことは否定できない。また、彼がイタリア文化やインド・中国を中心とした

東洋文化に深く傾倒していたこともまぎれない事実である。同時に、ヘッセの数々の作品に

は故郷への愛情がつづられ、生地カルプ（ ）やシュヴァルツヴァルトを舞台に描かれ

る物語が読者を魅了し続けていることも事実なのである。したがってヘッセをドイツの郷土

作家の一人であるとみなす余地も存在しうる。しかしながら、ヘッセをその郷土愛ゆえに愛

国主義に結びつけることは困難 ）であり、それどころかすでに第一次世界大戦時よりその

非戦的発言をきっかけにドイツのジャーナリズムや個々のドイツ人たちから激しく非難さ

れ、ナチス台頭後は 好ましからぬ 作家としてドイツにおける作品の出版が事実上不可能

となったのである。ナチス政権が崩壊し、祖国ドイツの二度目の敗北の後に、ヘッセは祖国

からゲーテ賞を贈られ、さらにはノーベル文学賞を授与された。本論稿においては、このよ

うなヘッセの文学が、郷土愛に根ざしながらもそこから世界文学へと発展しえた根拠の手が

かりを求めたい。

．ヘッセにおける郷土愛

ヘッセの作品がいわゆる自己告白の文学であり、作品の舞台に生まれ故郷のカルプをしば

しば用いていることは、多くの研究者が指摘し彼自身が繰り返し述べている ）ところでも

ある。しかしヘッセが故郷のカルプで過ごした年数は、生まれてからバーゼルに引っ越すま

での約 年間と 歳から 歳でゲッピンゲンのラテン語学校を経てマウルブロン神学校入学

までの 年足らず、その後マウルブロン退学後にカンシュタットのギムナジウムに入学する

までの半年間、ギムナジウム退学後チュービンゲンの見習い書店員となるまでの 年間の、

合わせて 年余りにすぎない。しかもそれぞれが転居や進学、就職をはさんだかなり断片的

な 年間であった。にもかかわらず、彼の故郷に対する思い入れが格別であったことは、以

下のエッセイに描かれるとおりである。 年頃、すでにスイスに居を移し、念願のイタリ

ア旅行をはたし ペーター・カーメンチント で作家としての成功を収めつつあったヘッセは、
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人びとはチューリヒ、フィレンツェ、ジェノヴァ、ウィーン、ドレスデン、ヴェネツィ

アを美しい町だとほめた。なるほどそれらの町は美しく、私もこれらの町のいくつかで楽

しかったし、旅から帰ってくるたびに故郷の人たちは、私の土産話やほめ言葉に次々と驚

いたものだった。〔……〕私が彼らに秘密にしておいたのは、すばらしく美しいスイスの

まん真ん中や、青く澄み渡ったイタリアで私をしばしば襲った故郷への思いや、汽車から

降りて赤い岩のある私たちの狭い緑の谷に帰郷の挨拶をするたびに抱いた、口に表せない

ほど素晴らしい懐かしさの感情だった。〔……〕奇妙なことだった。私たちの小さな町は

私にとってやはり世界中で一番好ましかったのだ ）。

と書き、放浪への強い憧れの反面に存在する帰郷の喜びに託して故郷への賛辞を述べてい

る。

翌年 ペーター・カーメンチント によって作家としての地位を確立したヘッセは、バー

ゼル出身のマリア・ベルヌリと結婚する。彼らは都会ではなく自然に囲まれた地において結

婚生活を営もうとするが、スイスでは適当な場所を見つけられず、ボーデン湖畔のガイエン

ホーフェンに居を構えた。ガイエンホーフェンは細く伸びたボーデン湖の北、ドイツ領内の

漁村であるが、泳いでも渡れそうな対岸にあるシュテックボルンはスイス領である。ヘッセ

夫妻はこの地で 人の息子たちを得、新築の家を構えたものの、 年には行き詰まりかけ

た結婚生活の打開をはかるべく、スイスのベルン近郊に転居する。スイス定住に際し、もと

もとスイス人であった妻はもとより、三人の息子たちもスイス国籍を取得する。この時点に

おいて再度の帰化申請をせずにいたヘッセは、やがて 年後に勃発した第一次世界大戦にお

いて、ドイツ帝国臣民としての義務を引き受けることとなる。大戦中に降りかかった多くの

辛苦については後の考察に譲るが、一時的な帰国を除き戦中戦後もスイスに留まり続けた

ヘッセが 年に書いたエッセイにおいても、

ブレーメンとナポリの間、ウィーンとシンガポールの間のいくつもの素敵な町を私は見

てきた。海辺の町や高い山の上の町もあった。そしていくつもの泉から巡礼者として一口

の水を飲んだ。それが後に郷愁の甘い毒となった。

だが、私が知っているあらゆる町の中で一番美しいのは、シュヴァーベンのシュヴァル

ツヴァルトの古いちっぽけな町、ナゴルト川畔のカルプだ ）。

と述べ、この町について現実とも空想ともつかぬ細かな描写をつづっている。

もともと皮なめし業が盛んであったカルプを ゲルバースアウ （ ）という架

空の町として登場させた一連の故郷ものは、いかにもヘッセらしい魅力に溢れた作品群であ

る。とりわけ自らの死期が迫っていることを覚悟したクヌルプが、最後に生まれ故郷のゲル

バースアウを見ておきたいと懇願する姿 ）には、故郷に住み続けることがかなわなかった

）
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放浪者の真情が吐露されている。ヘッセは必ずしもクヌルプのような放浪者ではなかった

が、その心情においては一所に定住できないさすらい人であったがゆえに、時間と空間を超

越した郷愁を生地に抱き続けたと言えるだろう。

さて、このようなヘッセの故郷への思いの 告白 として書かれた一文が存在する。

年 アレマンへの愛 （ ）と題して発表されたもので、第一次世

界大戦が終結しパリ講和会議が開かれていた時点における、ヘッセの世界観が的確に反映さ

れた内容である。

ベルンから南シュヴァルツヴァルトまで、チューリヒとボーデン湖からヴォージュ山脈

までに至る一つの生活圏、文化圏に自分が所属しているということが、私にとって体験し

て身についた感情となった。この南西ドイツ スイス地域が私の故郷なのであり、この地

域を通って幾つかの州境や一つの国境が走っているのを、私は大なり小なり何度も痛切に

感じさせられたが、心の一番奥底の感情では、これらの境界を一度も自然なものとしては

受け取ることができなかった。私にとって故郷は、その地方がスイスと呼ばれようと、

バーデンあるいはヴュルテンベルクと呼ばれようと、ライン川上流の両岸にあった。シュ

ヴァルツヴァルトの最も北に生まれた私は、子供の時もうバーゼルへ移ったが、 歳に

なって再び最初の故郷に戻った。そして後の人生を、短い旅行を除けば、まったくこのア

レマンの故郷の土地、つまりヴュルテンベルク、バーゼル、ボーデン湖畔、ベルンに過ご

したのだった ）。

ここで言われるヘッセにとっての故郷とは、幼少期を過ごしたカルプとバーゼルに始ま

り、少年期や青年期を過ごしたヴュルテンベルクの各地とバーゼル、そして結婚生活を営ん

だボーデン湖畔とベルンといった、スイスが独立する以前のシュヴァーベン ）地方を指

し、かつてこの地に居住していたアレマン人にちなんでアレマニエンと呼ばれていた地域で

ある。この地域を隔てる境界が現在のドイツ、スイス、フランスの国境であり、これらの

国々が戦争時に侵略しあったり国境の防御を固めたりするという状況が、ヘッセにとっては

政治的で不自然な現実にしか感じられないのである。さらに自らの家系を紹介した上で、

変わらぬ深い愛郷心にもかかわらず、私が決して熱烈な愛国者にもナショナリストにもな

ることがなかったのは、一部分こうした事情と素性のためであると思っている ） と、彼

が第一次世界大戦時に取り続けた、祖国からは裏切りとみなされた中立的な態度の根拠を述

べている。

このように、ヘッセが表明することをはばからない郷土愛をもって、彼を郷土作家の一人

に数えることは、かつて高橋義孝が （ヘッセの）出世作 ペーター・カーメンチント は

当時の郷土文学中での白眉と称せられる ） と述べているように、半面の真実をとらえて
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いる。しかしながら、そもそもドイツにおける郷土作家はほとんど例外なく、郷土への愛を

祖国ドイツへの愛に昇華させることによって、彼らの愛郷心を愛国心に直結させることにた

めらいがなかった。ナチスのスローガンとなる 血と土 （ ）の文学が、ド

イツの小都市や田園地帯に拠点を置く郷土作家たちによって担われ、いわゆる農民小説

（ ）という形で受容されていたことに注目したい。

たとえば、当時ナチスによって称揚されていた多くの作家について、ヘッセが 妙なこと

に第三帝国中に突然また有名になった名前の詩人の中に二人だけ真の詩人がいる ） とし

て、その名をあげたエミール・シュトラウスがその一人である。彼はプォルツハイムに生ま

れフライブルク・イム・ブライスガウで死んだ、郷土文学の名作 いのちの十字架 （

）の作者であるが、彼もまたその郷土への愛を 血と土 というスローガンのも

とに、ナチスの文化政策に利用された一人である。

このように、ナチスの野蛮な行為に当初は目をそむけ内心では憤りながらも、やがてその

信奉者となっていった郷土文学者に、クリストフ・メッケルの父、フライブルク・イム・ブ

ライスガウに生まれその地で死んだエーバーハルト・メッケルがいた。クリストフ・メッケ

ルによれば、 父の世界はカールスルーエとバーゼルの間のバーデン地方である ） とさ

れ、さらに具体的な地名があげられているが、それは奇しくもヘッセの言うアレマニエンに

一致する。しかしながら、この父メッケルにとっては 血と土という溢れるばかりにドイツ

的な、イデオロギー以前の領域が存在し続けていた ） ものの、 彼の成し遂げた仕事に

は、故郷や祖国、名誉や妻子、そしてあらゆる現世的なものの無常さの彼方に伸びてゆくも

の、すなわち、思想、観念そして世界もしくは人間の本質の理念が存在しなかった ） と

息子メッケルは言う。ナチスに入党しその政策に加担することはできなかったものの、第三

帝国の兵士として出征し、捕虜生活を体験した父は、 自己自身を獲得するために、論議の

余地なき礎石としての故郷を必要としたのであろう ） が、その故郷はもはやその中に個

人が安住できる小宇宙としての完全さを失っていた。それどころか第二次世界大戦後のドイ

ツは、 鉄のカーテン によって隔てられた、西ヨーロッパのドイツと東ヨーロッパのドイ

ツ、すなわち西側世界と東側世界のドイツに分断され、国際社会の荒波の中で存亡をかけた

舵取りをしてゆかねばならなかったのである。

エミール・シュトラウスやエーバーハルト・メッケルと同様に西南ドイツに生まれ、その

地を含むアレマニエンを故郷としたヘッセは、すでに第一次世界大戦時において、ドイツの

愛国主義や軍国主義に懐疑的であった。彼は大戦中に兵士として前線に立つことはなかった

ものの、ドイツ戦争捕虜慰問事業に従事し、ドイツ帝国臣民としての義務をはたしていた。

その間に非戦主義的・平和主義的論文をスイスの新聞に発表するなどの活動を続けたため、

当局ばかりでなくドイツの新聞・雑誌から激しい攻撃を受け、かつての友人や作家仲間を含

め多くのドイツ人から中傷の手紙を送られるという体験をした。この時期に、カール・グス

）
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タフ・ユングの弟子であるヨーゼフ・ベルンハルト・ラングによって精神分析治療を受ける

ようになるが、これらの体験が デミアン として実を結ぶ。戦後は捕虜慰問活動に従事し

たベルンを離れ、とうとう故郷アレマニエンから去り、家族と別れ、単身スイスのテッシー

ン州に居を構える。 デミアン 以降の、新たな出発を期した創作と作画に打ち込む日々

が、アルプスの南斜面の地において始まったのである。このとき以降ヘッセはルガーノ近郊

のモンタニョーラを定住の地とし、一時的な滞在を除いて再びアレマニエンに戻ることはな

かった。世界大戦中にも揺るがなかった政治姿勢を評価されたのか、政治的混乱を続けるド

イツのバイエルン州政府より入閣の要請を受けたが固辞。 年にテッシーン州より定住許

可を得、 年にはスイスへの再帰化を申請し、翌年にベルンにおいて公民権を取得してい

る。

このように、ヘッセは法的にもドイツから決別するとともに、地理的には国境を越えた故

郷であるアレマニエンからも離れてしまう。彼の郷土愛は、故郷から去り、故郷を失った者

の望郷の思いとなったのである。

．時空を超えた理想郷

ヘッセ文学の画期となった デミアン は、カルプをモデルとした町に始まり、戦場の野

戦病院に終わっている。病床の若い無名作家エミール・シンクレールの成長過程に託された

物語は、ラテン語学校時代のカルプ、ギムナジウム時代のカンシュタット、書店員時代の大

学町チュービンゲンやバーゼルを思わせる町を舞台としながらも、具体的な土地の様子は芝

居の書割のようにとらえどころがない。作品はあくまでも主人公シンクレールの心の成長を

中心に描かれている。世界大戦の真只中の 年に数週間で書き上げられた デミアン に

先立って発表された作品、 クヌルプ （ 年）や 青春は美わし （ 年）が懐かしい

故郷の情景を描いているのとは対照的である。 デミアン 以後の主な作品では、カルプ時

代の家での出来事を描いた 子供の心 、スイスのロカルノを思わせる町を舞台とした ク

ラインとワーグナー 、モンタニョーラにおける私生活に基づいた クリングゾル最後の

夏 、架空のインドを舞台とした シッダールタ 、ベルンもしくはチューリヒのようなドイ

ツ語圏スイスの都市での出来事ではあるものの、夢や仮面舞踏会、魔術劇場といった心的空

間を中心に描かれた 荒野のおおかみ 、中世カトリック時代のマウルブロン修道院の物語

ナルチスとゴルトムント など、空間的にも時間的にもより大きな自由を獲得した仮想世

界、言い換えれば詩人ヘッセの心の中の世界へと作品の舞台が移されていく傾向がある。そ

のようなヘッセの作品世界が行き着いたところが、空想的で非現実な旅を回想した 東方へ

の旅 を経た、未来（ 世紀）のユートピア、カスターリエンの物語 ガラス玉遊戯 であ

る。ここに至って、ヘッセのとっての故郷はもはやドイツやスイス、アレマニエンやヨー

ロッパを越え、同時に現在の世界や、過去・現在・未来という時間の制約をも超越した、詩

人の内的現実の中に存在していると言えるだろう。

ヘッセが最後の大作 ガラス玉遊戯 を執筆したのは 年から 年の 年間である。

それはドイツにおけるナチス党の大躍進、ナチス政権確立後のドイツによるオーストリアや
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ズデーテン地方の併合、チェコスロバキアの解体、さらにドイツ軍のポーランド進行によっ

て第二次世界大戦が始まり、その後の独ソ戦開始、日米開戦を経て全世界が戦争に巻き込ま

れていった時期に当たる。ヘッセが おお友よその調べにあらず を発表して文化的・人道

的な中立主義を唱えた 年から 年後、ヨーロッパの戦火が再び世界中に広がっていった

その時に、国民皆兵武装中立国スイスにおいて ガラス玉遊戯 という架空の綜合芸術をモ

チーフとした、未来ユートピア小説が完成していたのである。この時期、ナチス政権成立後

の 年にヘッセが書いた日記の断片 ）において、彼がナチスの第三帝国を拒否するだけ

ではなく、ソ連に代表される社会主義にも与しようとはしないという、左右両党派からの中

立を堅持する立場が表明されていることに驚かざるをえない。

私は（第三帝国に）反対しなければならない一種の義務感を覚えるが、これを実行するに

は自分と自分の仕事をなおいっそう徹底的に中立化する方法以外にできない。何しろ私は

根本的には社会主義を信じていないのだから、行動的な反対への道は見えてこない。だか

ら私が第三帝国に対して持つ拒否反対は、どんな帝国に対しても、どんな暴力行為に対し

ても持つ拒否反対、個人の群集に対する、質の量に対する、魂の物質に対する拒否反対以

外の何ものでもない ）。

という言葉は、第二次世界大戦への危機感だけではなく、戦後社会に対する不気味な予感を

伝えている。この時点においてヘッセが第一義としたことは、 ガラス玉遊戯 をいかに中

立的な立場から執筆するかということであった。反ナチスでも、もちろん親ナチスでもな

い、また親ソでも親英米でもない、洋の東西を問わない人類の英知の上に建てられた理想

郷、カスターリエンの物語の完成に文字通り心血を注ぐことが、再び誤った方向に進みつつ

ある祖国へのメッセージであったと言えるだろう。また、当時執筆が中断されていた ガラ

ス玉遊戯 の 序文 が、 ドイツの精神的状況がその中にほとんどぴったり正確に予告し

て述べられている、たった今書かれた今日のパロディーのように読まれる ） と、すでに

二年前に書き始めた未来小説が、予言的な性格を帯びていたこと、逆に言えば あまりにも

時代に影響されすぎている ） ことに驚き、この部分の書き直しが必要であることも述べ

ている。

さらに、ヘッセの信念が第一次世界大戦以来変わることのない一貫性をもっており、決し

てそれが揺らぐことのなかったことを教えてくれる部分を紹介し、第一次世界大戦時と

年におけるヘッセと祖国ドイツを含めた 故郷 との関係性の変化を確認しておきたい。

〔……〕民族の中の超理性的また低理性的現象に対し、私の本性は再び 年の時と似

たように息苦しくまた不安に感じるとしても、それにもかかわらず、今回は 偉大な 時

代に当時ほどさらされていないし、もっとはるかに大きく距離を置いている。私自身の批

）
） （括弧内は筆者による）
）
）



判、また私の民族への批判の当時行われたものは忘れ去られていないし、あらゆる理性的

なものにおける私の知識と私の良心は確かであり揺るがない。だからこそ私は今回は共に

意見を述べ、公に共に行動したり、批判したり、反対したりする欲求を覚えない ）。

第一次世界大戦時において、ドイツ人が共有した高揚感に対して覚めた目をむけた同胞は

ほとんど皆無であり、大学生やギムナジウム生徒などの教養ある若者たち、表現主義の若き

詩人たちも銃を手に戦場におもむき、多くの詩人や作家が戦争を賛美し戦意を鼓舞する作品

を発表した。そのような状況下での数少ない例外がヘルマン・ヘッセでありヴィルヘルム体

制に批判的なハインリヒ・マンであった。しかし、ナチス政権下のドイツにおいては状況が

異なり、多くの詩人や作家、思想家やジャーナリストが亡命し、国外の地から反ナチスの論

陣を張った。ハインリヒ・マンや甥のクラウス・マンはその代表的な存在である。ハインリ

ヒの弟でありクラウスの父であるトーマス・マンも、第一次世界戦時におけるドイツ精神擁

護の立場を転じて、アメリカ亡命後は反ナチス・ドイツの活動にも従事している。しかしな

がら、ヘッセはスイスにおいて政治難民となったドイツ人のために尽力こそしたものの、反

ナチス・キャンペーンには名を連ねようとしなかった ）。ヘッセのこのような態度を エゴ

イズム と断ずることについては、 年に書かれた彼の有名な論説 わがまま

（ ）から検討されなければならない。

人間が考え出した徳はみんなただ一つの名前で括ることができるだろう。徳とは、服従

である。問題はただ、何に服従するかという点にある。つまり、わがままもまた服従であ

る。しかし、他のすべての、とても人気があり称賛されている徳は、人間によって定めら

れた掟に対する服従である。ただ一つわがままだけは、この掟を問題にしない。わがまま

な人は別な掟、たった一つの無条件に神聖な、自分自身の中の掟、 自分本来 の 心

（ ）に従うのである ）。

ヘッセが言うところの 自分本来 の 心 に従う ことを、快楽原則に従うことと解

するならば、それはエゴイズムの否定的側面を意味するだろう。しかしながら、ヘッセの言

うところの わがまま を実践することが、国家の要請、たとえば戦争の相手であるという

理由だけで敵を憎むことへの不同意であるならば、それがさまざまな困難を彼の人生にもた

らしたという事実に目を向けなければならない。なぜなら、ヘッセのように わがまま で

あることは、その時代の大多数に異論を唱えることになるからである。その結果は大多数か

ら疎外される少数派になること、それどころかアウトサイダーとして社会から孤立するとい

うことであり、じっさいヘッセの人生がその繰り返しであったからである。とりわけこの時

点においては、非暴力を前提とした人道的な平和主義の立場を守ろうとするヘッセを、人類

史上最大規模の戦争が行われている現実の世界が取り囲んでいた。外なる世界が内なる世界
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に対してあまりにも巨大である場合には、両者が矛盾や二律背反といった拮抗する形での静

的状態を保つことは不可能である。内なる世界には、あくまでも現実の世界の内部に閉じ込

められた小宇宙としての完結性がもとめられる。そのためにこそ、ヘッセは人類の英知を結

集した理想郷、 カスターリエン を打ち立てねばならなかったのである。

．ヘッセ作品の普遍性

前節までの考察より、ヘッセ文学の出発点であった 故郷 が時空を超えた仮想世界か

ら、彼の文学の中核を形成するとともに彼自身の存在の礎石ともなる人類の 理想郷 とし

て描かれていることがわかる。それは外的現実よりも文学作品内の世界や心の中の世界に優

越性を与えるという点において、ややもすると現実軽視の傾向として批判の余地を生むかも

しれない。しかしながら、ヘッセが拠り所とした理想郷は、現実の苦悩から逃避してその中

に閉じこもるカプセルやシェルターでは決してなかった。 文学固有の正当性の擁護が空疎

な形式主義や唯美主義になってはいけないということを、ヘッセが第一次世界大戦中に自ら

の見解を急進化させることで示している ） と、パウル・ベックマンが指摘する通り、

ヘッセはその作品世界に閉じこもるのではなく、むしろ創作行為によって、自らの心の中を

掘り下げながら、現実の世界への立場を明らかにしていったと考えられる。そしてヘッセの

取った立場が、当時の多数者との確執をもたらしたことは、あくまでも結果的な事柄であ

る。それゆえにベックマンは、第一次世界大戦を論じたヘッセの手紙や著作、とりわけ

ツァラツストラの再来 を通して述べられた内容に関して、 それが変革への意志や 世

界改良 を問題としていない、つまりそれが 苦悩からの逃避 や与えられた運命の否定に

過ぎない、それどころか邪道であるとしたければそうすればいい。ただしそれは、自身の置

かれた状況の否定が、まさに戦争を引き起こす結果になったり、結果として新たな苦悩をも

たらしたりするだけであるかもしれない場合にである ） と述べ、ヘッセの言う自己の内

面の優越性が、現実世界に対して肯定的に働きかけることの意義を確認している。ベックマ

ンはさらに 確かに、そのような思慮深さや自己省察への呼びかけは、殻に閉じこもる個人

主義を正当化することにならないだろう ） とし、ヘッセが 自我 （ ）について語る

年の手紙を引用している。

求道者の言う自我〔……〕、この 自我 は感覚的に感じてここにいると思う意味での

個々の人間ではなく、すべての魂の最も内奥の、本質的な心〔……〕なのです。〔……〕

真の自我を求める者は同時にすべての生の規範を求めているのです。なぜなら、この最も

内奥の自我はすべての人間において同じであり、それは神であり、それは 心 であるか

）

）
）
）



らです ）。

年においては、いささか自嘲的に わがまま と呼ばれていたものが、この時点にお

いては 自我 と表現され、それが すべての魂の〔……〕核心 、 真の自我 、 生の規

範 、さらには 神 とまで言われ、最後に再び 心 （ ）と呼ばれていることに注目し

たい。ヘッセが強調しているように、 真の自我 はひとりひとりの人間の個性をさらに掘

り下げたところに存在する、人類が共有する 生の規範 であり 神 とも言い表されうる

ものあるというのである。したがって、ヘッセ自身においては個人的である問題も、それを

究極まで突き詰めることによって普遍性を帯びるという可能性が与えられることになる。ま

た、ここで用いられている 心 は 心情 や 感覚 というものではなく、一定の方向性

をもった 意向 や 意図 をともなった、ある種の 感性 をさしていると言わねばなら

ない。多くの場合、人間はさまざまな雑念や雑音によってその感性を曇らされ、彼の感性が

本当に求めている方向に進めないのであるが、もし本当に全ての人間が 心 に忠実に生き

るならば、その目指すところが同じになるのではないかというヘッセの示唆をここに見るこ

とはできないだろうか。

ベックマンの論文の表題にもあるように、ヘッセが自身の 心 に気づいたのは、彼が人

生のその節目々々において 意識の危機 （ ）を感じたときであったろ

う。それらの節目を個人と時代と社会の両面から捉えるならば、マウルブロン脱走時、第一

次世界大戦時および戦後ワイマール時代の混乱期からナチス台頭までの時期が挙げられる。

マウルブロンからの脱走は、神学を修めることと詩人となることとの間に生じたヘッセ個人

の苦悩の結果であったが、ベックマンによれば、 教会的教理神学と近代的世界観の間の矛

盾から生じた意識の危機 ） であるとされる。第一次大戦時における社会との衝突はすで

に見たとおりであるが、個人的には結婚生活の行き詰まりと妻の精神病、父の死と末息子の

重病などの不幸が重なった時期でもあった。そして、三度目の節目に書かれた 荒野のおお

かみ においても、二度目の離婚や心身の衰えへの不安といった 思秋期 を迎えたヘッセ

の危機感と新たな戦争に進もうとする時代に対する危機感が表れている。そのようなヘッセ

の作品には、 年に彼自身が述べているように、 私が書いてきた散文作品のほとんど全

ては魂の自伝であり〔……〕根底においてモノローグである ） という事実が共通点とし

て存在していることは明らかである。しかしながら、これに続く それら（モノローグ）の

中では、ペーター・カーメンチント、クヌルプ、デミアン、シッダールタ、ハリー・ハラー

のような、一個のかけがえのない人物が世界とその人物固有の自我との関連において考察さ

れている ） という言葉には、ヘッセの作品が、彼個人の危機と彼が生きていた時代と社

会の危機との 同調 から生まれているという事実があり、この点にこそヘッセ文学の真骨

頂が示されているのである。視点を変えて言えば、もし 世界と自我との関連 がなく、個

人の危機と世界の危機との間に同調が存在しなければ、ヘッセの作品はあくまでも個々の読

者との間においてのみ 共鳴 し合うものとなり、時代や社会における普遍性を失ってしま
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うだろう。その結果、ヘッセの作品はドイツ的な 発展小説 から、より日本的な 私小

説 に近いものとなったかもしれない。

さて、以上の考察から明らかになったことは、一個人の世界が、その内面を深く掘り下げ

ることによって他の個々の人間の魂と、ひいては全ての人間の魂と通底し合っているという

考え、および、一個人における意識の危機が時代と社会の危機に同調し増幅し合う関係が成

立しうるという考えの二点であるが、ヘッセによるこれらの考えをユング心理学における

集合的無意識 （ ）に帰するのではなく、あくまでもヘッセが

自身の体験より我々に伝えようとしているものと筆者は理解したい。もちろんヘッセがこの

ユング心理学の概念に親しんでいることは、 精神分析の夢日記 からも窺うこと

ができる ）が、ヘッセにとっては 新しい標語や処方箋が自己感情の正当さを確認し証明

しないものなら、それらを信用しない内面の断固とした態度 ） が最優先される。自己の

内的および外的体験による検証を経なければ、言い換えれば、新しく得られた知識や概念を

自分自身のものとした上でなければ、それらを用いようとはしないヘッセの姿勢は一貫して

いるのである。したがって、ここで示されたヘッセ作品の普遍性に関する二つの視点を、彼

の文学がアレマニエンという郷土を越え出ていくために不可欠な要素であると考え、その上

で、なおもヘッセが彼自身の心の故郷として、また未来の人類の精神の故郷としてのカス

ターリエンを創出しなければならなかった理由について考察することによって、本論文のま

とめを試みたい。

．カスターリエンと第三帝国

野心や欲望が渦巻く世俗的な世界に対して、カスターリエンは人間の理性が支配する世界

であるが、そこにおいて最も重んじられたものは、ベックマンの指摘によれば 精神の秩

序 （ ）であった。ヘッセが早い時期から 精神の支配的な力

（ ）をより所にしながら人間世界の野蛮さや暴力に

対抗しようとしていたことは、すでに見てきたとおりである。したがって第二次世界大戦中

に完成された ガラス玉遊戯 は、まさに暴力が支配する現実世界への 人間によって経験

できる、精神的生活の一つの秩序を参照せよという象徴的な示唆 ） であったと言えるだ

ろう。ベックマンが述べているように、ヘッセは

〔……〕晩年の大作において、カスターリエンという結社によるある固有の象徴言語を開

発しようと試みたが、その言語はガラス玉遊戯を演じる者たちの暗号的な言語によって、

意味構造の教義化と対象化を免れようとしている。彼はこの方法で、自らに目覚めた自我

） 私は今ユング博士の新しい小さな本を読み終えた。さま

ざまのことについて、この本から非常に明解で、貴重な教えを受けた。例えば無意識の内容を個人的なも
のと集合的なものに分けることは、この本の叙述によって初めて完全に明らかになった。その他のことは
私には謎である。私自身が内向的なのか外向的なのかさえ分からない。（傍点は筆者による）
）
）



がぴったりとその中に適合する、ある神話的な意味連関が新たに再生されるかのように、

高度で超個人的な秩序を、言葉で語られうる出来事の中に移し変えることができた ）。

と考えられるのである。これを作品の内容とベックマンの説に即して言うならば、主人公の

ヨーゼフ・クネヒトの成長過程の中では、 人間に義務付けられた、精神における精神のた

めの人生 ） が最も重要な問題なのであり、その精神が 恣意や無拘束さ （

）に陥らないためにこそ 人間が精神の規律を引き受け、その伝統

を生き生きとした状態で担い続ける ） ことのできる、カスターリエンが存在しなければ

ならない。そこにおいては、 精神生活が客観的に位置づけられた序列を有しており、思春

期の若者が段階的に進みながら精神の力の発展をとげる ） 真の 教育州 （

）が実現されているのである。

現実の世界では、ナチスがドイツの社会に従来の行政組織とは別個の、ナチス独自の組織

と序列を構築していた。成人男女の組織化だけではなく、青少年を ヒトラーユーゲント

に組織し、大学や国防軍の内部にも党の組織を設置し、いずれはそれらナチスの組織が既成

の組織に取って代わる予定になっていた。このようにドイツ社会のナチス化が進行していた

時代において、カスターリエンは、ナチスが建設を計画した第三帝国、野蛮の 千年王国

（ ）へのアンチテーゼであったと言えるだろう。ヘッセは、そのようなアンチ

テーゼを理論ではなく、ガラス玉遊戯名人ヨーゼフ・クネヒト個人の人生の発展を通して、

未来の教育州であるカスターリエンの中に描き出しているのである。

ヘッセがその故郷として愛したアレマニエンの大部分は、生地カルプを含めて第三帝国の

図版に入っていた。かろうじてスイス連邦に属する地域が残されていたものの、ナチス・ド

イツの軍事力の前にいつ侵略を受け併合されるか分からないという意味では、大変危機的な

状況であったことは間違いない。このような現実の中で、ヘッセは舞台を 世紀に移した上

で、アレマニエンの風土を背景に理想の故郷を描こうとしたのである。カスターリエンにお

いては、ドイツを始めとする西洋文化の精髄が継承されているとともに、東洋文化の英知も

受け継がれている。このように、故郷の未来の風土に当時の精神の理想郷を建設することに

よって、ヘッセにとっての 脱故郷 が実現されていると考えられるのである。さらに、そ

の理想郷が現実の故郷への強力なアンチテーゼとして提示されている点に、ヘッセ文学のア

クチャルかつラディカルな一面を筆者は見出している。

おわりに

すでにドイツでの新たな出版が不可能であったヘッセ最後の大作は、 年にスイスで出

版され、わずかながらも国境を越えて運び出され、世界の各地で、またひそかにドイツ本国
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においても読まれていた。この作品が戦後のドイツにおいていち早く評価され、さらには国

際的にも高い評価を受けたことは最初に述べたとおりである。その一方で、さまざまな紆余

曲折を経た上ではあるが、その作者が、スイス人としてナチスの暴力による支配を免れてい

たことへの批判が存在したことも事実である。しかしながら、ナチス・ドイツとファシス

ト・イタリアが、スイス連邦の大半を占めるドイツ系の諸州や、ヘッセの住むイタリア系の

テッシーン州に軍を進めず、スイスの独立が世界大戦中も保たれた理由についての研究を踏

まえなければならない点ではあるが、周囲を枢軸国とその占領国に囲まれた小国に住み続け

たヘッセの状況が、例えば大西洋を越えたアメリカで、さらにその西海岸から反ナチス活動

を行ったマン兄弟と比べてどれほど安全でありえたのかという疑問を無視することはできな

いだろう。また、生涯の伴侶として晩年のヘッセを支えたニノン夫人がユダヤ人であったこ

とを考え合わせれば、ナチス・ドイツは彼個人にとっても敵対者であり続けたはずである。

最後に、本論文におけるテキストの日本語訳には、筆者の所属する 日本ヘルマン・ヘッ

セ友の会・研究会 による翻訳、および現在 へルマン・ヘッセ全集・第二期 として翻

訳・刊行作業中の原稿等を使用させていただいたことを感謝するとともにお断りしておきた

い。

テキスト

）

（注においては と略し、巻数とページを付した）

）

（注においては と略し、巻数とページを付した）

）

（注においては と略し、巻数とページを付した）
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