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Andre Gide: Les Caves du Vatican 

一一actegratuitとは何かー一

立川信子

Les Caves du Vatican (1914）は vraijfauxの二価対立及びそれに結び

っく一連の対立する価値に支えられた円環によって細部迄決定された構造

を持っている。ではこのような構造の中で actegratuit として有名な，

Lafcadioが AmedeeFleurissoireを衝動的に列車から突き落して殺す

行為は、 Lafcadioが主張しているように、全く自由選択による行為では

ないのだろうか。この行為の基盤となっている欲望を分析し、さらにそれ

が作品の中でどのように表現されているかを詳細にみるために、特に行為

の合図となる feu（火〉について考えてみよう。

I 

一体何故殺人を犯ずかに答えるためには、「無動機」「無償」ということ

が作品の中で、持つ意味を考えなくてはならない。

Lafcadioは Juliusが人聞を首尾一貫した存在として小説に描くことを

批判する。

Le souci de le maintenir, partout, toujours, consequent avec 

vous et avec soi-meme, fi品lea ses devoirs, a ses principes, 

c’est-a-dire a VOS theories…（…） Monsieur de Baraglioul, acceptez 

ceci qui est vrai : je suis un etre d’inconsequence. Et voyez combien 
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je viens de parler! moi, qui hier encore, me considerais comme 

le plus silencieux, le plus fermる， leplus retrait des etres. (p. 90)(1) 

このことから Juliusは矛盾した人聞を描こうと努めるようになる。

v oici : un etre d’inconsequence ! c’est beaucoup dire …et sans 

doute cette apparente inconsequence cache-t”εlle une sequence plus 

subtile et cachee; 1’important c’est que ce qui le fasse agir, ce 

ne soit plus une simple raison d'intるretou, comme vous dites 

ordinairement: qu'il n’ob邑isse plus a des motifs intむesses.

(p. 175)(2) 

又 Lafcadioが殺人の前に思い浮かべるのは Juliusのことであり、又矛

盾した存在として主張した自分のことである。

Qu’est-ce que me conseillerait ce claquemure de Julius? ... 

Facheux qu'il soit emporte ! <;a m’aurait plu d’avoir un fr色re.

(p.187) 

Ce n’est pas tant des evenements que j'ai curiosite, que de moi-

meme. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d;agir, 

recule… Qu’il y a loin, entre l’imagination et le fait！…（p.195) 

殺人の後二人で動機のない殺人について語り合う。

Qui; je pretends l'amener a commettre gratuitement le crime; 

ゐdesirer commettre un crime parfaitement immotive. (pp. 205-206) 

しかし、殺人に対して Juliusが関心を示さなくなると Lafcadio 自身も

犯罪に共感できなくなる。
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11 laissa Julius sモloigner.Un grand d己goutmontait en lui, et 

presque une espece de haine contre lui-meme et contre Julius; 

contre tout. II haussa les epaules, （…） etreignit la lumi＇色reet 

sortit. (p. 212) 

Lafcadioの incons己quence即ち自由への欲求は本来的なものであった

としても、 Juliusとし、う競争相手を得ることで相乗効果を生じ、殺人に至っ

たといえる。従ってこの Lafcadio,Julius, liberteの三者の聞に成立して

いる関係は R.Girardが＜ledesir triangulairめと呼んだ、媒体によって

激化する模倣の欲望の関係であるといえる。（3) （図 1)OedipeとLaiosの

父子関係が分身関係にあるのと同じ意味において， Lafcadioと Juliusは

分身関係にある。異母兄であり、父の死後父の代理となっているともいえ

る Juliusに対して、 Lafcadioは、閉ざされた伝統的家族に対して私生児

の感じる軽蔑と愛情という相反する感情を持っている。それは父と推定さ

liberte G巴neviらve

Lafcadio 
（図 1) 

Julius Lafcadio Julius 
（図 2)

れる Juste-Ag臼 orの言葉に対する反応にもみられる。

Mon enfant, la famille est une grande chose fermee; vous ne 

serez jamais qu'un batard. 

Lafcadio ne sモtaitpas assis malgr邑 l’invitationde son pとre

qui l'avait surpris chancelant; deja maitrise le vertige, （…〉

(p.70) 
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又それはJuliusの娘 Genevi色町に対する Lafcadioの態度にも明らか

である。彼女は Oedipeに対して Jocasteが果した役割と同じく、他者に

属する存在として、即ち伝統的家族の一員であり手の届かない存在である

限りにおいて、 Lafcadioの関心の的である。（図2)

II laisse aller le bras qu'il retenait, le repousses; et tandis que 

Gene viとves’ecarte, il sent grandir en lui, avec je ne sais quelle 

rancune contre Julius, le besoin de d正tournerGenevi色vede son 

pere, de l'amener plus bas, plus pres de lui; （…） (p.248) 

従って手の届く存在となった時彼の関心は薄れる。

Quoi ! va-t-il renoncer a vivre ? et pour l'estime de Genevi色ve,

qu'il estime un peu moins depuis qu'elle l'aime un peu plus, songe-

t-il encore a se livrer ? (p.250) 

さらに殺害の対象となる Juliusの義弟 Fleurissoireは Lafcadioと直

接何の関係も持たない人物で、あるが、 この殺人の暴露によって Lafcadio

と Julius の関係は決定的に断たれることから、分身殺人と同じ結果をも

たらす。

Julius （…） puis, sur un ton tout decourage, soupira: -Et moi 

qm commern;a1s 主弘 vous aimer! ... C'etait dit sans m己chante

intention. Lafcadio ne s'y pouvait m句rendre（…） II releva la 

tete, raidi contre l'angoisse qui brusquement l'etreignait. (p.243) 

しかも列車に乗せた Julius等殆んどの人物が間接的に殺人に関わってお

り、彼の死は全員を元の秩序へ引き戻す。
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A temps sa mort m’arrete sur le chemin de l'irrespect, du 

blasph色me.Son sacrがceme ramene. Moi qui riais de lui！…（p.211) 

A. Gideの作中人物は社会的自我と自然的自我の弁証法としてとらえら

れがちであり、 actegratuitは自然的自我の極致とみなされやすいが、そ

の過程を追ってみると、模倣の欲望の激化とし、う側面を持つことがわかる。

このような三角形的欲望はこの作品の他の人物の聞にもみられる。 Anthi司

me Armand-Dubois，妻Veroniqueと信仰の関係。又「三人で暮らす夢J、（の

つまり三角関係を固定化する願望は Fleurissoire，妻 Arnica，友人 Gaston

Blafaphasの関係に表われている。

Gideの作品全体に対するこの観点からの概観をつけ加えておこう。多

くの人物関係がこの欲望によっていると解釈できる側面を持っている。

La Porte etroiteにおける Alissa,Jerome，信仰の関係。 L’Immoraliste

の Michelの欲望の対象は彼自身の精神状態の変化によって、アラブの少

年、 Menalique、農家の若者、そしてその弟と推移するが、常に自己の歯

止めとなる妻 Marcelineを媒介とし、彼女を滅ぼし、滅ぼした瞬間に欲

望は失なわれ、自滅に顕する。 LaSymJうhoniepastoraleにおける、牧師、

息子 Jacques,Gertrudeの関係。 LesFaux・Monnayeursにおける Ber-

nard, Edouard, Olivierの関係、但し Borisの死は LaPorte etroiteと

同じ過程による Bronjaの死への後追い白殺である反面、学校仲間の集団

の策略によって追い込まれた自殺である。そしてその死、いわば犠牲は作

中人物の多くを元の秩序へ引き戻すのみならず、彼を引き取った祖父を悩

ましていた壁からの音さえ消し静けさをもたらすのである。

A. Gideの作品は本来個人的な宗教的葛藤の中から生まれてきた個人的

なモラノレに対する問いかけであるといえる。しかし、小説概念の変化とい
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うのみならず、むしろそれを伴ってモラルの中に内在する自己と他者、そ

して自己と社会との関係という問題にたどりつかざるをえない。欲望の結

果としての死が自己又は分身殺人から集固化していく過程にもそれが反映

されている。 LesCaves du Vaticanはその分岐点に位置していると考えら

れる。 LesFaux・・Monnayeurs以降の作者の政治への関心もこの道程の延

長線上に予測しえるであろう。

自己又は分身殺人から他者殺人への移行点にある作品として、 Lafcadio

は当然欲望の破壊性を集約的に表現していると考えられる。彼に関連する

imageの上にもそれをみることができるのではないだろうか。

Il 

Lafcadioに関して火の言及が多いことはすでに A.Gouletが指摘して

いる。（5）彼によると火は「断絶・選択」、又「生死」と関連している。又「自

己忘却による新生」であり、「運命」を表わし、「悪魔的な自在性」の印で

ある。そして Lafcadio を真の ~etre de feu｝であると断じている。しか

し Lafcadio、特に actegratuitの合図に何故火がなっているかを知るた

めには、作品全体における火の役割を分析してみなくてはならない。

Si je puis compter jusqu'a douz巴， sansme presser, avant de 

voir clans la campagne quelque feu, le tapir (Fleurissoire) est 

sauve. （…） Dix, un feu…（p.195) 

火と光が区別されて用いられていないことが少なくないことに注意して

おこう。たとえば蝋燭のようにいずれにも属しているからである。

(1) まず光の持つ表層的な意味をみてみよう。人物はしばしば植物の

imageを伴う。（めたとえば Anthimeは体が不自由であり， loupe（癌〉が

できている。 Fleurissoireや Arnicaの姉妹の名前に植物の名が用いられ
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ている。 Fleurissoireは seve（樹液・精気）を分泌する。従って光は植物

の向光性とし、う性質からも人聞を引きつける。これは Anthimeの研究テ

ーマとして小説の中に導入されている。

En attendant de s’attaquer a l'homme, Anthime Armand-Dubois 

pr己tendaitsimplement reduire en“tr op is mes”tout l’activit己 des

animaux qu'il observait. Tropisme ! Le mot nモtaitpas plus tot 

invente que deja l’on ne comprenait plus rien d’autre; tout une 

categorie de psychologues ne consentit plus qu’aux tropism'es. （…〉

Quelle lumi，占resoudaineるmanaitde ces syllabes ! (p.13)C7l 

さらに光は絶えず宗教的な意味を持ち、信仰をさすことが特に Anthime

に関しては明らかである。

La Madone-qui, de ses mains offertes laissant couler la grace 

et le reflet des cるlestesrayons sur le monde, （…） En plus, deux 

cierges brulent jour et nuit devant la statue, （…） (pp.32 33) 

Com bi en d’ames les fausses lueurs de votre vaine science 

n’ont-elles pas detournees de la lumiere ! (p.38) 

(2) しかし、このような通俗的な意味のみのために用いられているわ

けではなし、。まず各人物と火又は光との関係を分析し、小説の中で、持って

いる意味について考えてみよう。

Lafcadio に関して火の言及の多いことは実際注意を引く。自分の過去

を他人に知られたことで自分を罰する時。

11 tira de sa poche un canif, dont une lame tres effilee ne 

formait plus qu’une sorte de court poim;on, la flamba sur une 
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allumette et, a travers la poche de sa culotte, d’un coup, se 

l’enfonc;a droit clans la cuisse. (p.59) 

母との写真や思い出の品を燃やす時

11 voulut mettre le feu aux morceaux; mais ceux-ci prenait mal 

la flamme; alors debarrassant la cheminee （…） , il posa clans le 

foyer, en guise de chenets, ses deux seules livres, depec;a, lacera, 

chiffonna son carnet, jeta, par・dessus,son image et alluma le tout. 

Le visage contre la flamme, il se persuadait que, ces souvenirs, il 

les voyait bruler avec un contentement indicible; （…） (p.60) 

Juliusの著作をみてもそれを燃やすことを考える。

-Quel beau f eu pour ce soir! (p.61) 

Lafcadioはいわば火を支配することができるように見える。彼だけが

火事の時子供を救う。

（…） un attroupement se formait devant une maison a deux 
己tagesd’oil sortait une assez maussade fumee. （…） Tout ce que 

j'ai compris, c’est que ses deux petits enfants sont clans c巴tte

chambre au second, oil bientot vont atteindre les f!ammes; （…〉

(p.64) 

彼は火を操ることを「叔父jから学んだのである。

Plus tard Baldi m’instruisit de ses tours; mais de penetrer leur 

secret ne put E釘acerla premiとreimpression du myst色relorsque, 
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le premier soir, je le vis tout tranquillement allumer a l'ongle de 
son petit doigt sa cigarette, （…） (p.84) 

Gene vi色veという新しい女性の出現する火事については後で述べるが、

この場合を除けば他の火は母との関係を断ち切ることに関わっている。（8)

もう一人の叔父が夜に彼を誘い出す部分にも火は現われるが、この場面で

の最初に彼が思うことは母が死んだか病気ではないかということである。

11 est si prodigieusement amuse par Wladi qu’il traverserait du 

feu pour le suivre. (p.191) 

Lafcadioは Juliusに火をつける。

Vous me voyez tres agite. Je suis a un tournant de ma vie. 

J’ai la tete en feu et ressens a travers tout le corps une esp色ce
de vertige, comme si j'allais m’evaporer. (p.203) 

しかし Juliusは結局火を避けて通る。父と信仰の問題を深く考えないこ

とに対応している。

（…） meme je ne suis pas bien sur que Julius, a qui l’amusement 
manquait clans le trantran de sa vie bourgeoise, ne se fit pas un 

jeu de tourner autour du scandale et de S’y bruler le bout des 

doigts. (p.233) 

Lafcadioの殺人の告白を聞きながら蟻燭の染みをひっかく行為も Lafca-

dioとの関係を考えると明らかな意味を持ってくる。

Julius grattait du bout de l’ongle de son petit doigt, qu'il 

portait en pointe et fort long, une petite tache de bougie, sur le 
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tapis de la table. (p.242) 

他の二人の人物 Anthimeと Fleurissoireは火に対して同じ関係を持っ

ている。

Anthimeは聖母像の燈明を消そうとして失敗し、その聖母の顕現をみ

て改宗する。

A la vue de ces cierges, qu'il sait bn'.iler pour lui, le franc-

mai;on sent se ranimer sa fureur. （…） Par l'enfer! les deux cierges 

brulent toujours. (p.33) 

Fleurissoireも又光を操作することが二度ある。最初は虫を退治しよう

として光を点減させる。この際の bn'.i!eure は虫によるものだが、「燃え

る」伏線になっている。

（…） mais la camoufle eclairait mal; （…） II se recoucha, frottant 

toujours; etreignit de nouveau; ralluma cinq minutes apres, （…） 

pour la troisi色mefois ralluma la bougie. （…） Exasp己括 ilralluma, 

se releva, （…） Puis les bruleurs recommencerent. (pp.129-130) 

彼は Lafcadioの裏返しの過程をたどる。火に比すべき強烈な太陽に焼か

れる。

La rue etroite etait en pente raide; le soleil dardait; on suait; 

on etait bouscul邑parune foule effervescente （…） (p.156) 

Le soleil batijolait a travers le pampre, chatouillant d’une lumi色re
in己galeles plats sur la table sans nappe. (p.160) 

Juliusに自分が燃えていると告げる。
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La飴 vre!（…） une鈴 vreque j’esperais vous communiquer, je 

l’avoue, afin qu’ensemble nous brulons, mon fr色re…（p.181)

しかし彼自身は熱を伝えられず、又光に耐えられない。

（…） celui-ci, qui se sentait pale et defait, souff rait deja de la 

ρleine lumiere （…〕（p.179)

Fleurissoireが Lafcadioを焦ら立たせる最初の契機は Lafcadioのため

に光を弱めようとして失敗することである。

（…） 1’electricite jaillit clans le lustre; eclairage trop brutal, 

au pr色sde ce er己pusculeattendri; et, par crainte aussi qu’il ne 

troublat le sommeil de son voisin (Lafcadio), Fleurissoire tourna 

le commutateur, ce qui n’amena point l'obscurite compl色te,mais 

deriva le courant du lustre central au profit d’une lampe veilleuse 

azuree. Au gre de Fleurissoire cette ampoule bleue versait troρde 

lumiere encore; il donna un tour de plus a la clavette; la veilleuse 

s’eteignit, mais s’all um色rentaussitot deux appliques parietales, 

（…〕“A-t・ilbientot五nide jouer avec la lumiきre？”（p.193)

Anthimeも Fleurissoire も火又は光を消そうとして失敗し、前者は

illumi凶（照らされる、啓示をうける〉、後者は Lafcadioのつけた光によ

って ombre（影）となる。即ち存在を否定されることになる。

一一Aveugle, dites-vous ! Est-ce vous qui parlez ainsi? Illumin乙

mon fr色re;illumine. (p.125) 

Lafcadio redonna de la lumiere. Le train longeait alors un talus, 

qu’on voyait a travers la vitre, eclaire par cette lumi＇色rede chaque 
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compartiment projetee; cela formait une suite de carres claires qui 

dansaient le long de la voie et se deformaient （…） On apercevait 

au milieu de l'un d'eux, danser l'ombre falote de Fleurissore; （…〉

(p.194) 

だが、この電気の光は火の imageよりは水の imageに伴う表現によっ

て描写されている。では次に水との関係から考えてみよう。

( 3 ) Lafcadioと水との接触は避けられている。Juliusが初めて彼に出

合うのは雨のやんだ時である。

（…） la pluie avait cesse. II se dirigea vers le coin （…） c’est 

a ce moment qu'il vit, （…） un beau jeune homme blond （…〉

(p.56) 

7j(にぬれた物を自分から遠ざける。

Le front de Lafcadio se frorn;a presque insensiblement; ii alla 

vers le parapluie de Julius, （…） le mit a ruisseler dans le couloir; 

（…） Lafcadio tira tranquillement une cigarette ( ... ) et l’alluma. 

(p.57) 

しかし列車の中で、アルプスを越える時に汗にぬれタバコを吸わずに苔

（泡）の上で、味わった幸福な時を回想している。

（…） ii fumait une pipette de genievre et abandonnait ses pens白s

a leur mouvement naturel. （…） D’ou me venait cette intense joie 

quand, apres et encore en sueur, a l’ombre de ce grand chataignier, 
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et pourtant sans fumer, je me suis etendu sur la mousse? Je me 

sentais dモtreinteassez large pour embrasser l'entiere humanite; 

OU l’己tranglerpeut-etre…（pp.186-187) 

7j(との徴妙な接触が特権的瞬間を作り出しているのである。しかもそれは

老婆を手伝って袋を背負って山越えした汗のかわかぬうちである。

La vieille, （…） et que j'ai embrass邑enhaut de la cote…（…） 

je l’aurais tout aussi bien serr己ゑ la gorge （…） Ah ! comme elle 

caressait le col de ma veste （…） figlio mio ! carino f…（pp.186-

187) (9) 

Lafcadioの幸福な子供の頃はまず海岸での写真によって表わされている。

（…） sur仰 eplage de sable, une femme, （…） penchee au bras 

d'un homme （…〉ゐ leur pieds, （…） un robuste enfant （…） (p.53) 

母、叔父との三人での、しかも叔父が自分の方に夢中であると言っていた

時の思い出である。つまり先にみた「三人で暮らす夢」の実現である。

叔父との夜遊びについては先の Fleurissoireが操作する光と同じく、水

と光の imageが融合している。

La lanterne, qu'a pr邑senttient Cadio, eclaire la pi色cesi bizaト

rement （…） un peu de lune glisser par l’entre baillement d’un volet; 

tout baigne dans une tranquillit品surnaturelle;on dirait un hang 

OU 1’on va jeter clandestinement l'epervier; （…） (p.191) 

この場面はすでに述べたように母の不在への言及があり、光水火が結

びつき、列車の中の Fleurissoire殺人を予告している。



50 

7j(と女性の imageの関連について論じる前に、他の人物の場合をみて

みよう。 Anthime の場合水と光の徴妙な融合が感動させる。ランプの光

にひたされて姪 Julieの祈る姿をみてナイノレの川岸を思い出す。

Semblable a quelque angelet familier, la petite Julie, en chemise, 
est sur son lit, agenouillるe;au chevet du lit baignant dans la clarte 

de la lam）うe,（…） ils ecoutent l’enfant prier. Un grand silence 

enveloppe la sc色neet tel qu'il fait souvenir le savant de certain 

soir tranquille et d’or, au bard du Nil, oむ commecette priらre

enfantine sモl色ve,s’elevait une fumf:e bleue, toute droite vers un 

ciel tout pur. (p. 34) 

ここで furn白（煙）（女性名詞）について注意しておこう。天と地の交

信として祈り又は信仰の隠轍になっていることは明らかである 0(1G又ここ

では Julieについて、先の火事の煙の時には Genevi色veについて言及さ

れているように、女性の出現と関連する imageである。ωこの煙に対して

fumer （男性名詞）という行為は allum erに置き換えることのできる調

和を乱す要素と考えられる。

ところでこの場面は次の二つの場面と呼応している。一つは Anthime

に対する聖母顕現を先取りしている。

U ne demi-dart品luipermettait de distinguer les menus objets 

clans sa chambre，仰edouce et douteuse clartf: pareille a celle qu’ 

eut reρandue une veilleuse; pourtant aucune flamme ne veillait. 

（…） une extraordinaire mollesse l' engourdit, （…） la Sainte 

Vierge apparut. C'etait une courte forme blanche, qu'il prit 

d’abord pour sa petite niとce Julie, （…〕（pp.35 36) 
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さらに最後の LafcadioとGenevi色veの再会の場面の表現との類似を指

摘できる。

（…） les lointains globes electriques de la place （…） emρlis-

saient sa chambre d’une bleuatre et di.庁useclarte qu’on eut cru 

venir de la lune. II voulait r己fl己chir,mais une torpeur etrange 

engourdissait desesp紅毛mentsa pensee; （…） Laporte （…〕 douce-

ment s’ouvre, pour laisser 仰 efrele forme blanche avancer. 

(p. 245) 

A. Gideが水浴を好み再生の喜びを味わったことはよく知られている

が、~水上での虚脱感にも似た麻痔の状態にする熱のない青味合帯びた光

は水を想起させるO しかも、いずれも癒す者としての母性的な imageと結

びついている。

最後に、 Fleurissoireの場合においても、；Jcと光が一緒に現われる時が

ある。幸福な融合をしているわけではないが。ローマの宿で Carolaに出

会う時である。ここにも女性の image の表現をみることができる。

La porte du seizeるtaitouverte; sur une table, une bougie 

allumee eclairait la chambre et jetait un peu de clarte （…） luisait 

sur le dallage une flanque que Fleurissoire enjamba. (p. 138) 

又太陽光が霧を通して広がると、 Lafcadioや Anthimeの場合同様夢の

中のでき事のようになると共に、妻 Arnicaを喚起する。

Le brouillard Uger du matin et cette Jうrofuse lumiere ou 

s’evaporait et s’irrealisait chaque objet favorisaient encore son 

vertige; il s’avanc;ait comme en un reve, （…） (p. 171) 
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Fleurissoireは列車の中で「波にたたずむ Narcissejにたとえられており、

又最後の瞬間に彼が見ているのは Lafcadioの子供の思い出に結び、っく

『海の近くの城jである。；Jcのimageに近づけられているといえよう。

;Jcが母性的imageとなることがあることは、G.Bachelardが論じている

が、ωこの作品においても水（女性名詞〉、又は水の imageを持つ光（女

性名詞）と閣の中間状態は母の imageと結ひ、ついている。これに対して火

（男性名詞）はすでに述べたように母との関係を断つ攻撃性を表わしてい

るといえる。水のように広がり火のように輝く光は当然水と火の中間的な

意味を持っているが、すでに見たように水の imageとより緊密に結びつけ

て描かれることが少なくなL、。

水又はそれに近い光が母性的imageであるとしたら、火は父性的image

であるということができょう。但しここでいう父性・母性とは関係概念で

あって、実際の父親・母親に一致するわけではない。 Lafcadioの「三人

で暮らす夢」の場合には叔父と母との関係は通常の父母子の関係とは逆と

なっている。父性・母性という関係を先にみた欲望の関係としてとらえ直

すならば、母性的 imageとは欲望の対象と関わり、父性的 imageは相対

立する媒介に関わっているといえる。従って光一水一火の結びつきが女性

的 imageの否定につながり、火が対象を問わず攻撃の合図となるのであ

る。逆に火のない状態が幸福であることにもなる。父の存在を否定した

私生児であり、それ故の自由を誇りにしているが、それにもかかわらず

Juliusに執着し、逆に影響されていることを、火を支配しているようにみ

えて、逆にされていることによって表わしているといえよう。(IAlAnthime

と Fleurissoireも火を操作しようとして、つまり競争関係を解消しよう

として失敗L、自己否定に至る。特に後者は火によって否定される影（女

性名詞）となる。
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以上見てきたように、水と光と火の imageはactegratuitと呼ばれる行

為を生じさせる欲望の構図を支えているといえるだろう。（図 3）伺そして

この imageの構図には人間・宗教・欲望という三項の聞に拾抗関係をみ

ずにはいられなかった作者自身の人間観が投影されていると考えることが

できるであろう。彼の作品に現われる砂漠の渇きによってこそ貴重となる

水というテーマは端的にそれを表わしている。又その構図をさらに人間・

アニムス・アニマ、又は人間・超

自我・無意識という概念に広げる

こともできるであろう。

A.Gideの作品、特に後期の作

品は imageに乏しいとされてき

たが、 LesCaves du Vaticanの

ように細部まで概念的に作られた

作品においては、実はランプ、パ

植物

（図 3)

イプ等単純な具象物に仮託された物質の imageまでが作品全体に渡る役

割を果しているといえよう。

最後に、このように概念化された imageの構図には freudismeに共

感していたとはいえない作者の ironieをみるととができるかもしれない

という推測をつけ加えておこう。(l$

注

(1）引用は次の版による。

Andre Gide, Les Caves du Vatican, sotie, Gallimard, 1922.イタリッグ

は筆者による。但し作者によるものは特に注に明記する。

(2) un etr巴 d’inconsequenceのイタリックは作者による。

(3) Rene Girard, Mensonge romanesque et verite romanesque, Bernard 

Grasset, 1961. 

(4) Ren邑Girard,Dostozevski, 1963. 
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A. Gideは Dostoievskiに傾倒し論文（1923）を書いている。

(5) . Alain Goulet, Les Caves du Vatican d’Andre Gide, etude mhhodologique, 

Larousse, 1972, pp.119-126. 

(6) Daniel Moutote, Les Images veghales dans !'oeuvre d’Andre Gide, PUF, 
1970. 

人聞を植物にたとえた＜：deracinの論争は有名である。

(7) 6行自の tropismesのイタリックは作者による。

(8) Gaston Bachelard, La Psychanaら1sedu Jeu, Gallimard, 1938. 

彼によると、火は生の本能と死の本能を結びつける。火の原理とは男性的活

動性である。又生まれるやいなやその父母、即ち己れを生み出した木片を焼

き尽すオイディプス・コンプレックスを示す。この作品で用いられた火の

imageもそれからはずれるものではない。

(9) イタリックは作者による。

UOl 

(11) 

閥

(13) 

(14) 

仕5)

(16) 

五gliomio carino二 moncher五ls

次の Cave(Protosの別名）の言葉にも明らかである。

Voil主pourquoices Virginias, si apprecies de certains fumeurs, ne 

s'allument jamais qu’a la flamme d’une bougie, aprるsqu'on a retire 

de leur interieur cette五nepaille qui a pour but de reserver a travers le 

cigare un petit conduit ou puisse circuler la fumee. (pp. 146 147) 

Gaston Bachelard, op. cit. 

Jean Delay: La Jeunesse d’Andre Gide, Gallimard, 1956 1957. 

中村栄子「アンドレ・ジードと水の幻想」、西南学院大学フランス語フラン

ス文学論集、 9号（昭和49年3月）、 10号（同年10月）、 11号（昭和50年12

月〕

Gaston Bachelard, L’Eau et les reves : essai sur !'imagination de la 

ma tie re, Jose Corti, 1941. 

他の A.Gideの作品においても、火は類似した役割を果していると考えら

れる場合がある。たとえば L’Immoralisteにおける Menalqueと火の関係。

図3の水と火の位置はすて、にみたように Lafcadioにおいては逆になる場合

がある。

David Steel，“Gide et Freud”， Revue d’Histoire litteraire de la France, 

1977. 


