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は じめ に
人 が あ る外 国語 を選 び と り、 自 らの 存在 の根 幹 に根 ざす も の とな す まで にそ
の 外 国語 を生 き る とは、 どの よ うな事 態 な の だ ろ うか。 そ の とき人 は、 母 国語
と外 国語 の は ざま にあ って 、 い か な る変 容 を遂 げてい くの だ ろ うか。 こ うした
素朴 な、 しか し広 く深 い 意 味 で の 「翻 訳 」 の 問題 に触 れ る舌J目 す べ きフ ラ ンス
語 の著作 が、 18世 紀 フ ラ ンス文 学研 究 者 で あ る水 林 章 氏 に よ り上 梓 され た。

18歳 でフ ラ ンス語 と出会 い、フラ ンス留学 を経 て フ ランス人 の伴侶 を得、ル
ソー とモー ッ ァル トを心 の友 に、フ ランス文学研究者 ・教育者 として 自己確 立
してきた軌跡 を私小説風 に綴 つた本書 ιttθ 滋
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フランス 出版界 において熱狂的 に受 け入れ られた。各種 の メ
来 言葉』
ディアで取 り上 げ られ、 書評 が書かれ るとともに、2011年 度 の アカデ ミー・フ

ランセーズ大賞、 さらにアマ ドゥ・ クル マや ラフアエル ・コ ンフ ィア ン も受賞
者 として名を連ねるフ ランス語表現作家連盟 の文学賞 の 2011年 度受賞 に至 って
いる。
一 日た りともフランス語 よ り長 く生 き延びた くはな い、 フ ラ ンス語 と共 に死
にた い と語 る著者 の、 フ ランス語 へ の愛あるい は情熱 としか呼ぶ ほか な い もの
が全編 を貫 いて お り、 自らの言語 に並 々な らぬ冷持 を抱 き続 けてきたフ ランス
社会 が、極東 の この見事 なフランス語 の書 き手 を歓呼 で迎 えたのは、十分 に首
肯 される。
本書 の上梓 か らほ ぼ一年経 ったが、 フ ランス語 による著作 であることか ら、
残念なが ら日本 において本書 は、 フランス語や フランス文学 にまつ わる比較的
マイナ ー な媒 体 で しか取 り上 げられ て こなか った。 しか し本書 は、外 国語や外
国文学 に関わ りのある人、異文化 の は ざまで生 きる人、あるいは青年 の 自己確
立 の問題 に関心 を寄せ る人、現 に選択 の岐路 に立 ってい る人、そ うしたすべ て
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の人 々に何 か しら語 りか けて くるもの をもってい る。そ の ように目す る評者 は、
日本 の読者 に向け、以下、本 書 を紹介 したい と思 う。
水林青年、 フラ ンス語 と出会 う
1970年 、著 者水林章は東京外 国語大学 に入学す る。1968年 の 5月 革命 の余波
は 日本 にも及 び、学生運動 の余儘 さめや らず、授業 の開講は 2ヶ 月遅れ。6月 ま
で完全 にフ リー とな つた水林青年 は、NHKの ラジオ・フランス語講座 を聞き始
める。たちまちニ コラ 。バ タイ ユ とルネ 0ラ ガ ー シ ユの フ ランス語 が、その澄
んだ滑 らかな調べ が、水林青年 を魅了す る。青年 にとってそれは、 男女 による
「二声 の リサイ タル」なの だつた。水林青年 が急速 にフ ランス語 にの め りこん
でいつたのには理 由があ つた。学生運動 の傷跡 生 々 し く、政治色 も濃 い キャン
パ スで、水林青年 は何 よ り自らを取 り巻 く言葉 の空虚 さに耐 え難 い思 い を持 っ
ていた。左翼 のステ レオ タイプなア ジ、消費至上主義 を先取 りしたかの よ うな
ノンポ リたちの 自己満足的弛緩。 うつ ろで、実体 の ともなわない言葉 ばか りが
浮遊す る世 の 中で、 水林青年は 自らを 「浮 き草」 の よ うに感 じるよ うになる。
人 と口を利 くの もいや にな り、 心 を閉 ざし、鬱屈 した思いで東京 の街 を街径 う
「言葉 の全面的イ ンフ レの罠」にはま つて しまった水林青年 に、フラ
水林青年 。
ンス語 は、 自らを取 り巻 く空虚で磨 り減 った言葉 たちへ の カウ ンター バ ンチだ
と映 った ので ある。
水林青年 の言葉 の空虚 さへ の耐 え難 さは、高校時代 に遡 る。 自らの卑小 さ幼
稚 さを棚 にあ げたクラス メー トたちの大言壮語 、ひ ど く大人ぶ つた物言 ぃ に辟
易 していた ので ある。「恥 を知 らない こ との恥」。そ の ように同級生 に感 じてい
た彼は、彼 らの言葉 の空虚 さに対抗す るよ うな思 いで、受験勉 強そ っ ちの けで
『赤 と黒 』
『悪 の華』
『 ボ ヴァ リー夫人』な どを読破 して い く。文学 は、
『 嘔吐』
へ
自 らを言葉 の別 の次元 、すなわち沈黙へ むか うところへ と引き上 げて くれ る
もの として彼 には映 つた。 こ うしてフ ランス文学 に親 しみ始 めた彼 は、模擬試
『遥 かなるノー トル ダム』 の一節 であった。
験 において森有正 の文章 に出会 う。
そ の厳 し く凝縮 された、透徹 した文章 は、彼 に とつて ま さに天啓 で あ つた。そ
して、東大仏文助教授 の職 も家族 も椰 ち、 フ ランス語 とフランス文化、ひいて
は ヨー ロ ッパ の真髄 を掴み取 る ことに実存 を賭 け、パ リに客死 した この真摯な
る思想家 の像 は、水林青年 の胸底深 く刻まれる ことにな つたので ある。
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「父性 の フラ ンス語」
数 々の フランス文学作品、そ して森有正の言葉 に導 かれ るよ うにしてフ ラン
ス語 を選び取 った水林青年 は、周 囲の空虚な言葉 の渦 か ら逃れ、救 い を求める
かの よ うに、フ ラ ンス語 の習得 に血 道 をあげてい く。彼 は NHKの フランス語 の
ラジオ講座 を聴 くだけでは物足 りず、 ラジオ講座 を録音す ることを思いつ く。
息子 の思 い を知 つた父親 は、月給 の 四分 の一 をはたき、10キ ロ近 くもある巨大
なソニ ニのカセ ッ トレコー ダー を買 つて くる。息子は来 る日も来 る日もフラン
ス語 ラジオ講座 を録音 し、繰 り返 し聞き続 けた。1970年 のこ とで、番組 を録音
した直径 12セ ンチ のオ ー プン・リール は、たちま ちバベ ルの塔 さなが ら堆 く積
み重な っていった。それ は、 水林青年 の フ ランス語学習 の進捗 の端的な視覚的
表現だ った。音声 を聴 き、それ を真似 て発音す る、そ の徹底 した反復。生来、
もの まね に長 け、劇団 に所属 し子役 として映画 に出演 した経験 も持 つ 水林青年
は、 この作業 に文字通 り没頭す る。「まねること、それは他な る者 になる こと、
憧れ の他者 に似 よ うとす る喜 びだ」と水林 は言 う。こ うして昼 とな く夜 とな く、
来 る日来 る 日もネイテ ィヴの発音 を真似 ることで、水林青年は フ ランス語 を己
れ の もの としてい った。
社会、そ して親 へ の反感 を旗印 とす るか の よ うな同世代 の多 くの若者たち と
は違 い、同世代や世間 に居場所 を見出せ なか った水林青年は、む しろ家庭 に安
息 の場 を見出 していた。彼 に とって父親 は、オ イデ ィプス ・コ ンプレックスの
文脈で語 られ るよ うな 「乗 り越 え、否定 し去 るべ き権威」 といった存在 ではな
かつた。 中野駅 の清掃夫 をしなが ら夜学 に通い、苦労 の末教職 につ き、 つ ま し
い暮 らしなが らも二 人 の息子 た ちの教育 には可能 なかぎ り援助 を惜 しまなか っ
た父親 に、 時 に憐憫 さえ混 じる深 い感謝 の念 を著者は持 ち続 け るので ある。水
林青年 がモンペ リエ大学 に留学す るまで の 4年 間、フ ランス語学習 のお供であ っ
たこの 巨大な ソニ ーのテ ー プ レコー ダー は、そんな父 の息子へ の愛情 と期待 の
凝縮 されたものな ので ある。 このテ ープレコー ダーに分 かちがた く結 ばれたフ
ランス語 は、それゆえ著者 に とつて、「母国語」langue matemelleな らぬ、「父
性語」langue paternelleで あ り「父性 のフ ランス語」francais paternelな ので
ある。
モンペ リエヘ
父が大枚 はたいて買 って くれたカセ ッ トレコー ダーでの反復練習 によ リフラ
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ンス語の基礎を固めた水林青年は、奨学金を得て、1973年 、南仏のモンペ リエ
大学に留学する。ルソー研究を志 し始めた水林青年は、ルソー研究の先斗であ
るジャック ◆プルース トの在籍するこの大学を目指 したのである。
自らの フランス語力 に 自負 心 を持ち、カ ラヤ ン指揮 の『 フィガ ロの結婚』を
旅立ちの BGMの よ うにして雄 々 し く悲愴 にエ ール・フ ランスに乗 る水林青年。
だが、初 めて の留学 が綴 られたペ ージ には、微笑 ま しい エ ピソー ドが満載 であ
る。
初 めて搭乗 した飛行機内でなぜか何度 も日の合 った客室乗務員 と、ア ンカ レッ
ジで の乗 り換 えでお別れ と知 り、ボ ー ドレール の 「とお りす が りの女 に」 の詩
と重ねなが ら、束 の 間 の感傷 にひたる水谷青年 。空腹 を抱 えモ ンペ リエ に到着、
道行 く若 いフ ランス人女性 に レス トランについ て尋ね、流暢 に会話 を交わ して
安堵 した とたん、 自 らの日か ら飛 び出した 《Merci beaucoup,解 θπs″ %κ 》 と
い う言葉 。ν♭πs″ %″ の一語 にフランス語力へ の 自負 心を打ち砕かれ、名前 も知
らないのに、 お嬢 さんには何 と思われたか と、 くよくよ気 に病 む 自意識過剰な
水谷青年。 そ してそれ を数十年 た って赤裸 々に振 り返 り言葉 にして しま う著者
水谷氏。著者 との距離 が、一挙 に縮ま るよ うに感 じる一節 である。
フランスでは男女が互 いの服装 をほめあ う習慣 がある こ とを知 り、水林青年
は映画デ ー トの帰 りにそれ を実践す る。その 日、女性 は紺 のパ ン タ ロンのいで
たちだ った:彼 は言 う「僕、そ の色好 きだなあ。 日本 では、最 も高貴な色 の一
つ なんだ よ。 日本語 で何 て言 うか知 つてる ?」 しば しの沈黙 の後、 こ う彼 は続
。万事休す である。なぜな ら konの 音 は、フランス
けた。「konっ て言 うんだ」
)と 同 じなのだか ら。女性は作 り笑 いで応え
、あるいは 「バカ」
語 の con(「 尻」
て くれ たが、 この発言 が仇 にな ったのか、そ の後 、そ の女性 とは次第 に疎遠 に
な つてい くのだ った。
水林青年 は、 モ ンペ リエ大学 の夏季講座 の受付 の アル バ イ トをしていた顔 な
じみ の英文学専攻博士課程在籍 の女性 とば った り再会 し、緑茶 を共 に飲みなが
ら語 り合 った り音楽 に耳を傾 けた りする仲 になる。水林青年 に彼女へ の想 い を
言葉 にしたい思いが芽生 えてい く。あ る 日、彼女 に花束 を贈 ろ うと思 い立ち、
小型 スクー ターで あるモ ビレッ トに乗 って 出か けた水林青年 は、横 か ら来た車
に衝突 し、気づ けば道 の反対側 まで飛ば されて いた。病院 に運 ばれ検査 の後、
異常 な しとして放免 された彼 は、痛み に耐 えなが ら、崩れ た靴 をひ つか け、 よ
ろよろ にな りなが ら花屋 を探す が、ただ 自分 の体 を引きず ってい くだ けで精 一
杯 な のだつた。何 とか彼女 の住 む大学寮 に辿 り着 き、 ノックのの ち ドアが開 く
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や否や、彼 は倒れ込 んだ。彼女 は 「花束をもらうかわ りに、痛み で こわば つた
体を受 け止める」 ことにな つた の だ った。彼女、 ミシ ェルは青年 の生涯 の伴侶
になる。
モーツ ァル トヘ の愛 に育まれて
戦争、そ して軍国主義 の愚味を経験 した著者 の父親 は、息子たちを、そ うし
たものか ら最 も遠 い境域 に置 くことを願 った。父親 にとって、 ベ ー トー ヴェン
を初め とす るクラシック音楽 は、 戦 中の フ アナテ イス ムの対極 にある、理性的
構築 の意志 の表現 の最 たるものだった。父親 は息子 た ちに、 ク ラシック音楽ヘ
の愛を伝 えて い こ うとす る。当時 まだ高価 で珍 しかった ピアノを買 い、著 者 と

4つ 違 いの兄 にはヴ ァイオ リンを習わせ る。音楽 の道 をめ ざし、酒田か ら夜汽車
に乗 って東京 の先 生の レ ッスンに通 い 日々 ヴアイオ リンの練習 に励む兄 の姿 を
目に し、兄 の奏 で るヴァイオ リンの音色を耳 にしなが ら、著 者 は育 ってい く。
こ うして長い時間をかけて、著者 は 自然 と音楽 の王 国へ と導 かれ、17歳 の と
き、モー ツァル トの音楽、 ことに『 フィガ ロの結婚』 に、かつ て味わ ったこと
のない感興 を覚え、惑溺す る。
『 フィガ ロ』は、著者 にとって ま さに奇蹟 の作品
である。 当時 の著者 に とつて、 モー ツァル トヘ の傾倒 は、 自らを取 り巻 く言葉
の空 しさへ の苦 々 しい思 い と、そ こはか とない寄 る辺 な さの感覚 と裏腹 の もの
であった。 モー ツ ァル トの作品 にあっては、登 場 人物それぞれ の魂 の動 きと音
楽 との あいだ に1堂 目す べ き完全なる調和がある。 モ ンペ リエ に旅 立つ 前、著者
は、幾度 とな く『フィガ ロ』を聴 く。そ こには、18世 紀後半 の ヨー ロ ッパ世界
が開けていた。 この時代 に、 この よ うな天才的 に卓越 した作品が生まれたのは
なぜ なのか、 穏やかに、だが新たな社会的紐帯 を創 出 してい くかのよ うな溌刺
たる音楽 が生 まれた のはなぜなの か、 とい う問 いが著者 に生まれ る。
モー ツァル トの音楽 が喚起す る 18世 紀 のイ メージは、同 じ く 18世 紀 を生きた
「信 じて もらえるだろ う
ル ソーのイメージに著者 の内面 で重 ね合わ されてい く。
か」 と前置 きしなが ら著者は、己 の フランス語 へ の愛着 は、 ザルツブル ク生ま
れ のこの音楽家 によって培われ てきたのだ と述 べ る。 モー ツ ァル トは王 宮や貴
族 の完全な るお抱 え楽師ではなか ったが、か とい って単な る市民 で もな かつた。
モー ツァル トは、音楽 の奏 される場 が、宮廷や貴族 のサ ロンか ら市民 の集 うコ
ンサ ー トホールヘ と拡 がつてい く過程 に立ち会 っていた。モーツ ァル トはいわ
ば、近代社会成立までのあわ いの時期 を生 きた ので ある。そ の ことが、彼 の音
楽 の比類ない 自由 と輝 きをもた らした のだ と著者 は見る。 モー ツァル トのオペ
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ラの原作 を書 いた ボーマル シ ェを介 し、著者 はモー ツァル トの音楽 か ら 18世 紀
のフ ランス社会 へ と、 い とも軽や かにイメー ジを広 げてい く。著者 にとつて、
モー ツァル トとフランス語 は、分かちがた く結 ばれたイ メージ を持 つてい るの
である。
ル ソー と共に

17歳 にしてモー ツァル トの『 フィガ ロの結婚』 に 目覚 めた著者が、卒業論文
のテ ーマに、同じく 18世 紀人 であ るル ソー を選 んだ の は、自然な流れ であつた
.ま ず森有正、そ してモー ツァル トの啓示 は、著者 がフ ランス語 の世界
だろ う。
へ と歩 を進 めてい く決定的要因であつた。そ して水林青年 は、近代社会 につい
て思考 した思想家 中の思想家 で あ り、第一級 の作家 であ り、近代的デ モ クラシー
の父 にして、 革命 の先駆者 であるル ソーか ら学び始 めるのが よい と直感 したの
であった。著者 に とつて 「近代的 であること」 は至上命令 で あ った。なぜな ら
軍国主義 と野蛮な全体主義 によつて、精神的 にも肉体的 にも蝕 まれた父 の苦 し
みを知 っていたか らである。ジ ュネ ー ブの人ル ソーの背後 には、ひそか に父 の
影 が揺 曳 しているのだ。
水林青年 は、ル ソーの フランス語テ クス トに虚心坦懐 に飛 び込んでい く。難
解 で手強 い ところはあ つて も、ル ソー にはめ くるめ くよ う.な 、すば らしい頁 が
ある。そんな頁を読 む歓 びは、 モー ツァル トの与 えて くれ る愉悦 に匹敵す るも
のなので あつた。著者は、あたか も自らに刻み付 け るが ご とくに、心惹かれた
ル ソーの文章 を書 き写 してい く。若 き 日に、 こ うして書 き留めた、インクの色
も退色 し黄 ばんで しま った紙片を、著者 は手元 に残 している。おそ らくは学問
的青春 の季節 の思 い 出 として。
こ うしてル ソー研究 の端緒 につい た著者 は、以後、テ クス トの背後 に広 がる
歴史的沃野をも視野 に収 めつつ、主 として ソシオ ク リテ イック呼ばれ る手法 に
よつて、フ ラ ンス 18世 紀文学研究 を牽引す る瞳 目すべ き著作 を世 に問 うてい く
ことになるので ある。
氏の中で、フランス 18世 紀文学研究 は、決 して遠い 国 の文物 についての、古
色蒼然 とした訓古 の学、あるいは好事家 のマニ ア ックなだ けの仕事 ではない。
た とえばルソーが立 ち向か っていた当時 の社会 の リア リテイを克明 に知 る こと、
ル ソーの一言 一句 に極 限のニ ュアンスを感 じ取 ろ うとす ることは、今 ここを生
きるわれわれ の思考や感情 を賦活 し、新 たな可能性 へ と人 を解 き放つ ものな の
である。著者は、そ の よ うな現実 との緊張感あ る関係性 の只中で、厳密なテク
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ス ト分析、歴史的事象 の考察 に赴 くので ある。
筆者 は社会学 か ら文学 の大学院 に移 ってまもない頃、氏 の著作『 幸福 へ の意
志』を読み驚嘆 した。そ こには、生々 しい 18世 紀 フランスの社会像 があつたが、
社会科学 によ く見 られ るよ うな粗雑 な抽象化はな く、 む しろ作家 とい う特殊な
個人 の個別テクス トを繊 細 に時 に大胆 に読み込み歴史的布置連関に位置 づ ける
ことで、社会 の姿 と個人 の実存 の姿 を共 に、明晰 かつ 流麗 な文体 によって浮 か
び上が らせていたか らで ある。読み の充実感 とい う意味で、 マ ックス・ ウ ェー
バーの『 プ ロテスタンテ ィズ ム と資本 主義 の精神』や トレル チ の『ル ネサ ンス
と宗教改革』な どに匹敵 す る とい って も過言 ではなか った。 そ こには迷 い 、楽
しみ、 よりよい幸 せ を求めて もが く 18世 紀 の人間たちの姿 が躍如 としている。
快楽 の こよなき追求者であ り、ま た正義 へ の希求者で もある 18世 紀人 た ち。そ
して、 光彩陸離 とした群 像 として 浮 かび上がって きた彼 らが過去 の時代 を生 き
たのだ との 当然 の事実 に引き戻 された とき、お のず と湧 き上が って くるメラン
コ リー『
。 幸福 へ の意志』の著作 の魅力はそ の よ うな ところに存す るよ うに思 う。
明る く華や かだ けれ ど憂愁 をは らんだ、ま さにワッ トーの絵画 の よ うな ので あ
る。
『 ドン・フ ァンの埋 葬』 (1996)、 『 公 衆 の誕 生、文学 の出現― ル ソー的経験 と
現代』 (2003)『 モー ツ ァル ト『 フイガ ロの結婚』解読』 (2007)な ど、水林氏 の
その後 の著作 の どれを とって み て も、文学テクス トの細部 へ の繊細なまな ざし
と、テ クス トの歴史的位 置 を遠望す る視線があ り、著者 自身 の実存的問 いに発
し、また 回帰 して ゆ く趣 を呈 している。 水林氏 の文学研究は、厳 密なテ クス ト
クリテ ィックであ りなが ら、人 の生 き方 を根本か ら問 うもので もあるのだ。
水林氏 は、ル ソー を出発点 とし、あるい は回帰点 として、 ヨー ロ ッパ近代 の
黎明期 を豊か に描 き続 けている。 本書 のル ソー にまつ わる記述か らは、 ル ソー
とい う書 き手が著者 の生の必 然 か ら選 ばれたこと、またそれゆえの リア リテイ
が著書 の研究 に宿 ってい ること、そ うした こ とが深 く理解 され るだろ う。
師たち
水林氏 の高 い学問的達成 には、 彼 の生育歴や、時代 の思潮、そ うした ことが
背景 として与 つてい ると考 え られ るが、フ ランスで 出会 つた数 々の研究者 たち
の薫陶 によるところが大 きいだ ろ う。本 書 において著者は、 自らが 出会 った幾
人かの教 師 の 肖像 を描いている。
卒業論文 のテ ーマ にル ソー を選び、奨学金 を得て大学の 3年 次夏 か ら 1年 間 の
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フランス留学 の機会 に恵 まれた著者は、 ル ソー研究 の権威 であるジャック・ プ
ル ース トが教鞭 を取 るモ ンペ リエ大学 を留学先 に選んだ。外国人向けの語学講
座 に通 う正規 プ ログラム においては、著者 とジャ ック・ プル ニス トに接点はな
か ったのだが、語学講座 の女性教員 の導 きで、水林青年は ジャック・ プル ース
トが審査員 として列席す る博士論文公開審査 を聴講する ことになる。水林青年
は、 ここでフ ランスの文学系教授 たちの雄弁 に感 嘆す る。すべ てを聞き取 り理
解す る ことはで きなか つた ものの、著者 はフランス語表 現 の新 たな次元 に 目を
開 かれ る思 いが した とい う。審査論文はジャ ン・ ジ ュネ に関するもので、 18世
紀 の思想家研究を専門 とす るジャ ック・ プルース トが審査員をつ とめて い る こ
論文提出者 自身がジャッ
とを不思議 に思 い、
語学講座 の女性教員 に尋ねてみると、
・
つて きた。なぜな ら、
の
ース
の
したか
えが返
と
らだ、
プル
を希望
答
ク
ト 審査
ジ ャック・ プル ース トは論文提 出者 に とつての 「精神上 の父」 であるか らだ、
とい うことだった。この初 めて 耳 にす る「精神上 の父」pё rё spirituelと い う言
葉 は、水林青年 の心 に深 く刻み こまれた。そ の時点 で、 ジャック・ プル ース ト
がま さに自分 にとって のpё re spirituelに なる とは、著者 は知 る由もな い。審査
会直後 に著 者 は彼 に挨拶す る機会 を持 つたが、彼 の第 一 印象 について、冷静 で、
む しろ冷 たい感 じを与 え、友好的関係 を築 こ うとい う風 ではなかつた と記す。
著者 のジャ ック・ プル ース トヘ の想 い は、義 理 とか人情 とか親疎 いつた次元
とは無関係であ り、 もつぱ ら氏 の学問 の姿勢 へ の尊敬 に由来す るものだ。著者
は後 に彼 の講義や演習 に出席 し、そのテクス ト解釈 の厳密 さ、繊細 さ、そ の知
性 のひ らめき にす っか り魅了 され る。また、彼が学生たち と討論 してい くうち
一種 の共同体 の よ うなものが立 ち上 が つてい くことに水林青年は驚嘆す る。
に、
いずれ も、 日本 の学校教育や大学教育 の 中では接 し得ない ことなので あ つた。
ジャック・ プル ース トと著者 の 関係 に 「親 しい」 とい う表現 はあた らないわ
けだが、ジャ ック・ プル ース ト逝去か ら数 ヶ月 を経 た頃、東京 の大学 で教鞭 を
執 っていた著者 は、 ジャ ック・ プルース トを夢 に見 る。担 当す るテクス ト解釈
の教 室で、 日本人学生たちに混 じ り、最後列 にジャック・ プル 早ス トが端座 し
てお り、教壇 に立つ著者 に向けて、時 に厳 し く、時 に「それで よし」、 といつた
風 に視線投 げか けて くるので あ った。それはまるで、 アラン・ コル ノー監督 の
映画『 め ぐりあ う朝』 の、若 きヴイオ ール奏者 マ ラン・ マ レの もとに現れ る師
サ ン ト・ コロンブの亡霊 の ようだ つた、 と著者 は記す。
出会 い とい うの は、不思議な ものだ。接す る時間は限 られたもので あ つて も、
一生 にわたる決定的な影響 を与 えられ るとい うこともある。 ジャック・ プル ー
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ス トの場合 もそれ にあたるが、著者 とアルチ ュセ ールの出会 い は、その最 たる
もので あろ う。著者 が アル チ ュセ ール と言葉 を交わ したのは、ただ一度 き りの
ことで ある。東大大学 院修 士課程 を終 え、哲学 。文学部門 の トップ・エ リー ト
を集めるフランス高等師範学校 へ の留学機会 を得た著者は、 高等師範学校教授
のホームパ ーテ ィでアル チ ュセ ール と同席す る。高等師範 の哲学復習講師を務
め、数 々の著作 で既 に著名 とな つていた アルチ ュセール を前 に、身 の縮 む思い
だったが、著者 は勇 を鼓 し、 自らのル ソー研究 について語 り始 める。ル ソーに
ついての 「盗み」 のテ ーマ につい て懸命 に説明 した著者 に、 アルチ ュセールは
一言 「確 かに、ル ソー には、 商品を介 した関係や、貨幣経済 に対す る内臓的嫌
悪 があるね。」と答 えた。この一言 が、著者 のそ の後 の研究 の導 きの糸 とな って
い くのだ。著者 の処女作 で ある『 幸福 へ の意志』の核 となっている『新 エ ロイ ー
ズ』 につ いての記述 には こ とに、 アルチ ュセ ールの一言 が発端 とな って継続 さ
れた思考 の跡 が刻まれ ている と著 者 は述懐 してい る。
こ うして警咳 に接 した師 (コ レージュ・ ド・ フランスの ロラン・バル トもそ
の一人である)と ともに、 もっぱ ら書物 を介 して知 つた、 ジャ ン・ ピエ ール・
リシャール、ジ ェラール ・ ジ ュネ ッ ト、ジ ョル ジ ュ・ プー レ、そ してジ ャ ン ◆
スタ ロバ ンスキー とい つたフ ラ ンス第 一級 の文学研究者 に、著者は限 りない賛
嘆 の念 を覚 えて い る。 こ うした研究者たちの書 くフ ランス語 自体 に、知的 かつ
官能的な美 しさがある と著 者 は述 べ 、彼 らの研究書 を読む こ とに無上 の喜 びを
見出 してい る。例 えば、 ジャ ン・ピエ ール・リシャールの『文学 と感 情』 の 「ス
タンダール にお ける認識 と優 しさ」 と題 された章 の、スタンダール にとって音
楽 の 占める位置 について述 べ られた くだ りに接 し、著者は自分 自身 が抱 く音楽、
声楽へ の愛を この上 な く精確 に言 い表 された と感 ず る。その喜 びは無上の もの
である。 ジャ ン・ ピエ ール・ リシャールや ジ ョル ジ ュ・ プー レが音楽 について
語 づた行文 に触れ ると、 フ ランス語 へ の愛 と音楽 へ の愛 とい う、己の抱 く二つ
の情熱 の幸福 な結びつ きが、ますます確固 とした ものになるのだった と著 者 は
記 してい る。
二重 の存在 と して
モンペ リエヘ の最初 の留学、そ して伴侶 の ミシ ェル を伴 ってのパ リ高等師範
学校 へ の留学 を終 え博 士号 を取得 し、 日本 の大学 に職 を得て、著 者 は 「約十年
のノマ ド生活」 に終 止符 を打 つ 。著者 は 「数分 の こ とな ら、ネイテ イヴだ と欺
き通せ る」ほ どまでにフ ランス語 に熟達 した。
『 自死 の 日本史』の著者 で、東大
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でフランス語教師を務 めたモー リス・パ ンゲも、「若干 の南仏風 なま りが感 じら
れ る」 こと以外完璧 な水林 のフ ランス語 に賛 嘆を惜 しまなか つた。 もの まねが
絶 え間ないフ ランス語 上達 へ の努力があつ
得意 であるとい う生来 の資質 に加 え、
て こその達成 であるのは言 を挨たない。著者 にとつて、 フ ランス語 とは一種 の
楽器 な のだ とい う。器楽奏者 になるため に徹底 した訂1練 が必要 な よ うに、フラ
ンス語 とい う楽器 を美 し く奏 でるためには、ほ とん ど禁欲的なまで の訓練 が必
要 である。著者 によれば、 フランス語テ クス トの朗読 は、一 人だ けで行 うリサ
イタルである。著者 は、本 気で、 自らをフランス語 とい う楽器 を奏す る音楽家
である、 と考 えて い るので ある。
これは、ま ことに長怖すべ き ことで ある。 フ ランス語熟達 の道 に果 てがない
ことは常 々痛感 させ られ る ことだが、 ここまで徹底 してフ ラ ンス語 の熟達を自
らの至上命令 とす る強 さを持 つ 人間はそ う多 くはないのではなかろ うか。ヴァ
イオ リンが著者 の兄 に とつての楽器 にな ったよ うに、フ ラ ンス語 は、著者 にとつ
ての楽器 とな つた ので ある。
しか し、著者 ほ どの フ ランス語 の熟達 を遂 げ よ うとも、 ど うして も自らの も
の とする ことがで きない部分 は残 る。例えば、フ ランス人 ほ ど頻繁 に monsieur、

madameと いつた呼称 を会話 に 自然 に差 し挟 む ことはできない し、俗語や ス ラ
ングの使用 には ど うして も抵抗 を覚えて しま う。結局著者は、 自らを 日本人 で
もな く、か といつて フランス人 で もない、 と感ず るに至 る。著 者 は 自らの人生
について、18歳 まで を F単 一言語時代」 と呼び、フランス語 を学び始 めてか ら
現在 にいたるまでを 「二重 言語時代」 と称 しているのだが、二重 言語時代 にフ
ランス の知的文化的伝統 に深 く根 を下 ろした著者は、 もはや単 一言語時代 の よ
うに、単純素朴 に 日本 へ の民族的・文化的な帰属や帰依 を実感す ることはでき
な くな つてい るの だ。 フランス語 を、教師 として の職業 生 活 の単な る道 具 には
すまい、二つの言語 を引き受 けることによつて「二重 の」存在 であ り続 けよう、
と著者は決意す るのだが、それは必然的 に 「日本人 で もな く、 フ ランス人でも
ない」 とい う感懐 を生む ことになるのである。 このよ うに二重性 を保持 し続 け
るとい う生の姿勢 こそが、著者 の仕事 の最良 の部分 を担 つて きた と言 つて も過
言 ではないだろ う。
一人娘 を育て るにあた つて、言葉 の選択は著者 にとつて悩 ま しい 問題 だ つた
が、フランス人 の友人 の ア ドバ イスが決定的 とな つて、親 はそれぞれ 自分 の母
語 で子 に語 りか ける、 とい う方針 で臨む。無意 識 も合 め、話 し手個人 の遠 い記
憶や 自己の奥深 くに埋 め られ たもの を尊重す るには、母国語 の使用 が唯 一の解

‑92‑

なので あ った。こ うして、娘 はバ イ リンガルの存在 として育 ってい く。著者は、
娘 にピアノを習わせ 、音楽 へ の愛 を、そ してモー ツァル トヘ の愛 を伝 える。1995
年 には、幼 い娘 とともにザルツブル グで の『 ドン 。ジ ョヴァンニ』 の公演 には
るばる出か けてい く。至 福 の時間 である。
著者 の家庭 に更 に新 しい家族 が加わ る:ゴ ール デ ンレ トリバ ーの メ ロデ ィー
で ある。メ ロデ イー に話 しか け る とき、著 者 はたいがい 日本語 を使 う。著者は、
子供 に外 国語 で話 しか けたのでは、 自分 を偽 ってい るよ うな、何 か しら演技 を
しているよ うな気 にな つて しま うと述 べ ているが、 メ ロディーに話 しか けると
き日本語 が口 をついて 出るの は、それ と似た理 由か らであろ う。 フ ランス語 に
象 られた幼 年 とい うのは、著者 の手 の永遠 に届 き得 ない もので ある。それゆえ、
メ ロデイーは著者 にとつて、 日本語 に育まれ た幼年期 の象徴 となるである。 し
か し、メ ロデ イーにフ ランス語 で話 しか けることもたまにある。それは、決ま っ
て著者 が落 ち こんでいる時 であ り、 メ ロディー を友 の よ うにして会話 を続 ける
時で ある。会話 とい つて も、 メ ロデイーの言葉 はも う一 人 の 自分 が話す言葉 な
ので あるか ら、 いわば 自己内対話 と言 つて もよい。 ともあれ 著者 は、 この よう
なメ ロデ ィー との会話 に慰撫 を見出 しているよ うだ。か くして メ ロデ イー は、
二重 のフ ランス語 の象徴 ともなるので ある。 フ ランス語 の最高度 の熟達 とい う
厳 しい道 を行 き、 二重の存在 た らん とす る厳 しい倫理 を自らに課す著者 の苦悩
を時 に慰撫 して くれ るもの として、 メ ロデイーが 欠 かせ ない存在 とな つている
らしい こ とに、読者 も何か慰めを感 じさせ られ るだろ う。
著者は、カナダの英語圏出身で フランスに渡 リフランス語作家 とな つたナ ン
シー・ ヒュース トンの 「第二の言語 を習得する と、 母国語 の もつ 自然な性質 が
失われ て しま う。」との言葉 を引いている。フラ ンス語 に熟達 した著者 も、日本
語 の純粋性 を失 つて しまった と感 じてお り、母国語であるはず の 日本語 を外国
人が話す かの よ うに話す ことを学 んだ とい う。「私 は、ここにあ つて もあち らに
あって も外 国人 だ。」そ して、著者 は決然 と述べ る。「私 は、 自分 の外国人性 を、
恥ず るでもな く、悲 しむで もな く引き受けたい。」 と。
おわ りに
π%θ グ勧グ
θ
以上、水林章 の フランス語 の新著 し物θ励留 %θ υ
滋 z簿 を紹介 してき
た。本書 が一種 の ビル ドゥングス ・ ロマ ンで あ り、外国語習得論 であ り、 フ ラ
ンス文学論 で あ り、外国語 と母国語 の はざまにお ける生 の悦ば しい記録 で ある
こ とが理解 していただ けるだろ う。氏 の優れ たフ ランス語 の文体 を直接味わ つ
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ていただ けないのが残念であるが、 日本の読者 に向け、 この作品を紹介できた
ことを嬉 しく思 う。二重の外国人たる水林氏 の言葉 に、今後も耳を傾けていき
たい。氏 のますますの活躍を願 ってやまない。
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