デカルトの卵

九三〇年のベケットと錬金術

岡室

美奈子

＾土・火・水・空気︶が循環形式の蒸留・昇華過程を経ることによ

って純粋な統一体を生み出すという錬金術のプロセスに従って︑分

裂した意識と無意識を統合しようとする精神の働きを表わしている︒

四人の演技者が正方形の辺と対角線の上を左回リに循環歩行する

回避されるものの︑この図像的な循環歩行に錬金術的なイメージを

﹃クワッド﹄では︑純粋な統一体の象徴たる中心︵11自己︶は常に

作﹃勝負の終わリ﹄の図像的核心−エリオット︑デューラー︑デ

読み取ることはさほど難しいことではない︒さらに︑ペケットが一

九三五年にロンドンのタヴィストック・クリニックでユングの講演

を聴講して衡撃を受け︑その記憶を晩年まで反甥し続けていたとい

まらずペケットの世界と密接に結ぴついている可能性を示唆したと

しかしレスティヴォの報告は︑錬金術がユングからの影響に留

＾4︺

見られることを図像学的観点から指摘した︒レスティヴォの論は表

う事実は︑この類似が偶然ではないことを裏づけている︒

した︒

言える︒そのような視点からペケットの初期のテクストを再読する

＾5︺

と︑ユングが錬金術の研究に本格的に着手したと言われる一九三〇
＾6︺

年頃の詩や評論に既に錬金術のイメージが認められるのである︒こ

六五

たマンダラ夢の一つとの類似性が認められる︒人々が正方形をなし

一九三〇年のベケットと錬金術

れはユング経曲というよリは︑むしろユングやシュルレアリストら
デカル ト の 卵

て左回りに歩くというその夢は︑正方形によって表象される四元素

＾一九八四︶にはC・G・ユングが﹃心理学と錬金術﹄で取り上げ
＾3︺

既に拙論で論じてきたように︑晩年のテレピ作品﹃クワッド﹄

＾2︺

ケットと錬金術という興味深いテーマについてわれわれに再考を促

層的な類似点の列挙に留まったためやや説得力に欠けたものの︑ペ

ーラーの錬金術的な銅版画﹁メレンコリアー﹂＾図版1︶の影響が
＾1︺

ュシャン﹂という報告を行い︑﹃勝負の終わり﹄＾一九五七︶にデュ

で開催された国際ペケット学会で︑G・レスティヴォは﹁ベケット

一九九六年にペケット生誕九十周年を記念してストラスプール

序

1
図版

六六

のジェイムズ・ジョイスとそのサークルと出全い︑ジョイスの問題

作﹁進行中の作品﹂＾のちの﹃フィネガンズ・ウェイク﹄︶が連載さ

れていた﹃トランジション﹄に執筆するようになる︒

﹃トランジション﹄︑§蕎ミ§は︑一九二七年にユージン．ジョ

ラスらがパリで創刊した前衛芸術雑誌である︒言語革命を理念とし

て掲げ︑﹁進行中の作品﹂の連載のほか︑カフカの短編﹁判決﹂や

C・G・ユングの﹁文学と心理学﹂の英訳︑さらにプルトンらシュ

ルレアリストたちの作品や数々の宣言︑また多くの画家︑彫刻家の

作品を広範に収録し︑第一次大戦後のモダニズムの隆盛を支えた幾

多の芸術雑誌の中でもひときわ光彩を放っていた︒が︑発行部数の

限られた前衛芸術誌の宿命とも言える経済的理曲のため︑月刊から

オランダのハーグに移ったリと紐余曲折を経る︒一九三八年にはと

季刊となったリ︑一時休刊︵三〇−三二年︶を経て刊行地がパリから

この小論では︑ユングやシュルレアリストたちとともにベケット

たと思われるが︑﹃トランジション﹄に左記の四篇を寄稿している︒

当時のベケットはまだ職葉作家として生きる決意をしていなかっ

初のパリ滞在中に執筆されたものに焦点を当てる︒

ン﹄に掲載された九編の評論や作品のうち︑二八年から三〇年の最

になるのだが︑ここでは第二次世界大戦前の第一次﹃トランジショ

ュテユイが編集長となって復刊され︑ペケットも再ぴ執筆するよう

可能になり廃刊した︒戦後︑マティスの義理の息子ジョルジュ・デ

うとう第二次大戦前の国際間の緊張の高まリなどが原因で存続が不

赴任した︒そこで知リ含ったトマス・マグリーヴィーを介して同郷

ベケットは一九二八年十一月に高等師範学校の講師としてパリに

1 ﹃トランジション﹄と三〇年代初頭のパリ

し︑若きペケットが錬金術に何を兄出していたのかを考察する︒

いて錬金術的なイメージがいかに表象されているかを具体的に検証

・評論・小品を巾心に︑一九三〇年前後のベケットのテクストにお

も執筆者に名を連ねていた雑誌﹃トランジション﹄に発表された詩

の拠リ所としての錬金術に対する期待感があったはずである︒

には単なるオカルト趣昧ではなく︑︽近代︾を超克しようとする知

メス主義の洗礼を受けていたことの証左と見るべきであろう︒そこ

を巻き込んだ同時代的な思想のうねリの中で︑ペケットもまたヘル

アルプレヒト・デューラー
「メレンコリアI」

﹁ダンテ：・ブルーノ・ヴィーコ：ジョイス﹂︹評論︺︑第一

六・一七合併号︑一九二九年
﹁被昇天﹂︹短編︺︑同右

﹁将来の参照のために﹂︹詩︺︑第一九・二〇合併号︑一九三〇

れている︒︶三二年には︑同年九月に書かれたアントナン・アルト

ーの﹁錬金術的演劇﹂のスペイン語訳が︑フランス語版の収録され

た﹃演劇とその分身﹄︵一九三八年︶の刊行に先立ってプエノスア

イレスで﹃シュール﹄誌に掲載されている︒こうした錬金術の浸透

の背景には︑現役の錬金術師たちの活動があった︒

一九二六年から二九年にかけて︑パリでは﹃大伽藍の秘密﹄と

ところでこれらが書かれた一九三〇年頃のパリで︑錬金術はどの

則って実践し賢者の石を創造したと主張し︑錬金術師が死に絶えて

署名以外謎に包まれた作者は︑錬金術を古代からの伝統的な方法に

﹃賢者の館﹄という二冊の書物が刊行された︒フルカネッリという

ように浸透していたのだろうか︒たとえぱ﹃トランジション﹄にも

が三〇年当時どれほど普及していたかは定かでないが︑その直弟子

と言われるウージェーヌ・カンスリエは師の教えを積極的に広めた︒

いないことを示した︒もともとは愛好者のために書かれたこの二冊

＾m︺

寄稿していたアンドレ・ブルトンらによるシュルレアリスムはもと
＾7︺
もと魔術思想と分かち難く結ぴついていたが︑三〇年に刊行された

たとえぱ北山研二によれば︑ブルトンと近しいマルセル・デュシャ

ンの代表作﹃彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁︑さえも﹄

︵いわゆる︿大ガラス﹀︑二三年に﹁最終的な未完成﹂状態で放棄さ

＾11︺

れた︶とカンスリエの﹃錬金術﹄に収録されたソリドニウスの錬金

ーブ

術と密接に結ぴついていることは言うまでもないが︑ブルトンは五

コ

術の挿絵﹃裸にされる花嫁﹄との図像的類似性がく大ガラスVの錬

ス

四年の﹃現代占星術﹄のインタヴユーのなかで︑一九二七年以来︑
ホロ

親族と自分の出生天宮図を作成していたことを明らかにしている︒

また三〇年には︑ベケットも詩﹃ホロスコープ﹄を書いた︒︵三三

年にはペケットが英訳したプルトンとその協力者による声明文﹁殺
人を狙す人逝主義﹂が﹃ホロスコープ﹄を出版したナンシー・キュ

ナードの手で﹃ネグロ・アンソロジー一九三一−三三﹄に収録さ
デカルトの卵−一九三〇年のペケットと錬金術

六七

金術的解釈の根拠となっているという︒ちなみにペケットがデュシ
＾12︺
ヤンのチェス仲間となるのはずっとあとの三八年のことである︒

その紋章は一八九六−九八年の天王星と土星の合を象徴しており︑
＾9︺
ブルトンとアラゴンの誕生時の天空であるとされた︒占星術が錬金

﹃革命に奉仕するシュルレアリスム﹄創刊号の表紙の紋章には︑錬
＾8︶
金術的な意昧と象微的な意味が込められていたという︒すなわち︑

﹁沈思静坐のうちに﹂︹短編︺︑第二一号︑一九三二年

年

（
一〕
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﹁被昇天﹂ から﹃並には勝る女たちの夢﹄へ

ゴス

六八

チミウル
がって錬金術師は︑世界霊魂との交信によって宇宙を創造した造物

主と同じように︑﹁大いなる業﹂によってミクロコスモスを変成さ

金術の核となる︑卑金属を貫金属に変容させる力を持つ﹁賢者の

せ︑創造する︒これは自らが神となる不遜な行為とも言えよう︒錬

一九二九年に﹃トランジション﹄に掲載されたベケットの短編

石﹂︵世界霊魂を凝縮したもの︶は︑一旦黒化︵11腐敗1−死︶し再

一H︺

静坐のうちに﹂は︑同年夏に執筆されたと言われる処女長編﹃並に

に発表された短編﹁沈思静坐のうちに﹂へと発展する︒その﹁沈思

＾15︶

﹁被昇天﹂は︑三年後の三二年の三月にやはリ﹃トランジション﹄

いたこと︑そして魂と肉体の二元論にとらわれていたことが窺える︒

ると同時に︑ベケットが創作に神秘的で秘教的なイメージを抱いて

の欲求のはざまで苦悩する若き芸術家の肖像を読み取ることができ

メージであn・︑創造の欲求であろう︒この小品からは︑沈黙と叫ぴ

あって肉体から噴出し上昇する﹁あのもの﹂とは︑言葉であリ︑イ

からこみあげてくるにもかかわらず﹁彼﹂のコントロールの埼外に

と述べて︑﹁彼﹂が魔術的な芸術家であることを示す︒﹁彼﹂の内部

同じ理屈で︑われらの低音の手品師はある意味で芸術家であった﹂

﹁創造的な芸術家はある意味で奇術師でなけれぱならぬ︑それと

イリユージヨニスト

現﹂としての最高の芸術への到達を意昧すると思われる︒語リ手は

この短編では﹁彼﹂の被昇天H魂の上昇は﹁美しきものの至高の顕

ら分離し上昇することが聖母被昇天のイメージに重ね合わされるが︑

鳥によって象徴される︒また錬金術では︑変容の過程で魂が肉体か

クス

フェニツ
ぴ蘇った物質であるとされ︑自らを焼き尽くす炎の中から蘇る不死

﹁被昇天﹂の主人公﹁彼﹂は︑部屋の中で自らのうちに叫ぴとして

こみあげてくる﹁あのもの﹂の噴出を恐れ沈黙している︒そこへ
﹁彼女﹂が訪ねてくる︒不快な彼女の到来を︑彼は次第に心待ちに

するようになる︒そしてある日︑彼は﹁悪魔的次元の三位一体﹂た
る沈黙から解き放たれ︑神へと到達する︒が︑悦惚の体験が終わる
と強い嫌悪感に身を引き裂かれる︒かくして彼は﹁夜な夜な死に︑

夜な夜なよみがえリ引き裂かれた︒彼を引き裂き打ち砕く心痛がま

すます嵩じてゆくのに耐えかねて︑彼は永遠の光のなかに不可逆的
に飲み込まれること︑鳥もいない︑雲もない︑色もない空と合体し
＾13一
て︑終わりなき本望成就に到達することを︑狂おしく求めた︒﹂つ
いに彼はすさまじい音響とともに彼女を体ごと吹き飛ぱす︒

﹁被昇天﹂というタイトル︑﹁悪魔的次元の三位一体﹂という言葉

や︑内なるものの噴出によって夜な夜な死んでは神H造物主となり︑

夜な夜な生き返っては罪悪感に引き裂かれるという死と再生の反復
は錬 金 術 の イ メ ー ジ を 色 濃 く 湛 え て い る ︒

錬金術とは︑単に卑金属を貰金属に変容させる術ではなく︑天上
界と地上界に照応関係があることを前提に︑マクロコスモスの創造
過程を実験器具というミクロコスモスで再現する試みである︒した

は勝る女たちの夢﹄＾以下﹃夢﹄︶に吸収され︑その一部となった︒

先に引用した﹁鳥もいない︑雲もない︑色もない空と合体して

﹁被昇天﹂における若き芸術家の苦悩は︑﹃夢﹄では﹁神秘的結合の

悦惚と苦悩﹂としてよリ明確に語られる︒その重心は右の詩にあら

われているように愛する女性スメラルディーナー−リーマとの肉体的

糸杉の暗い炎で暗い

は一者より来たりて一者へ︑一者を通じて︑一者のために帰る﹂と

いは︑︿無限にして永遠なる一者Vウロボロスに象徴される﹁万物

︑﹂のくだn・は︑﹃夢﹄では一編の詩へと姿を変えている︒

乱れた魂のなかで︑僕はついに

いう錬金術の思想と共鳴する︒しかも主人公の﹁彼﹂︵ここでは

な結合へとシフトしているものの︑この詩の︿一なるもの﹀への想

確かめる︑僕には全体性も

﹁沈思静坐のうちに﹂と同様︑﹁ベラックワ﹂という名を与えられて

ているぱかりかそれを械極的に促進してもいる﹂のである︒

いる︶は︑﹁ある種の最も下劣で卑しい昇華作用のやり過ぎに耽っ

＾〃︺

完全性も窮極的達成もない

僕が彼女の悲しい有限な本質の

解と結合﹂︑第三連の﹁炎との合一﹂は︑錬金術の大いなる業の三

さらに第一連の﹁暗い炎と乱れた魂﹂︑第二連の﹁自熱による溶

何者も僕たちを引き裂けなくなる以外には

つのプロセス︑すなわち相反するさまざまなものが液体状に溶解す

白熱のなかに溶けこんで

そのとき僕たちはついに完全で︑永遠に︑ 絶対的に一つだ

炎の明るい純粋さと一つ

鳥も雲も色もない空と一つ

完成﹂に到達して﹁賢者の石﹂に変容するのだが︑このことは﹁被

と見ることも可能であろう︒このプロセスを経ると物質は﹁至高の

かでの硫黄と水銀の結婚11再結合を表わすく赤化vに対応している

＾18︺

る︿黒化︵11死︶﹀︑不燃物への再生を表わす︿白化﹀︑愛の火のな

僕たちはそれらからできているし

昇天﹂における﹁美しきものの至高の顕現﹂の探求を想起させる︒

六九

いう定説と同時に︑錬金術の精髄を要約していると言われるヘルメ

愛した従妹ペギー・シンクレアのエメラルド色の目からきていると

メラルディーナ・リーマ﹂という名は︑モデルとされるベケットが

となれぱ︑主人公ベラックワと﹁神秘的結合﹂を果たす女性の﹁ス

それらのために歓喜にみちた奇妙な死を迎えて永遠に生きるのだ

星が一直線に重なったようにまぱゆく輝き
＾16︺

一と無限に結合するのだ！

デカルトの卵−一九三〇年のペケットと錬金術

す︒そこで胸から酸とアルカリの瓶を取リ出し︑二つ折リに接合さ

七〇

れた﹁雌鳥の卯巣のくるみ割リ﹂を器凧にもてあそぷ︒﹁わたし﹂

フグ一丁4ナ

ス・トリスメギストスの錬金術文書﹁緑板玉﹂を暗示していると

タ﹄フ フ●スマ

いう推測も成リ立ち得る︒アレクサンドロス大王が洞窟で発兄した

は委縮する気持ちを抑え︑彼に殴リかかリ打ちのめす︒が︑この展

しかし本稿にとって重大な意味を持つのは︑主人公ペラックワの

ラピア語訳等によリ残されているこの﹁緑板玉﹂には︑万物が一者
＾ ︺
から生じたという︿一者の奇跡﹀がうたわれているのである︒

れる水かきや﹁わたし﹂の強化された浮力といった言葉から察する

って飛込台の下の澄んだ水場となる︒流線型のダイヴァーたちの揺

メタ的な；目で宙吊1︺にされる︒と︑場面は地下室からうって変わ

ζ言われるエメラルド板に彫られた原典は残存せず︑一〇世紀のア

次の言葉である−﹁長い詩が書けそうなんだ︑雌鳥と卯について

に︑どうやら﹁わたし﹂は水泳あるいはダイヴィングのレッスンを

開は﹁しかしわたしが︵そんなことをしたのだろうか︶？﹂という

のね︒そのあたりには大きな主題があって︑僕が書くのを待ってる

受けているようだ︒謎めいた﹁不具にさせる者﹂は︑おそらく地下

丁4レーター

んだ︒﹂﹃夢﹄が定説通り三二年に書かれたとすれぱ︑ベケットはこ

室でくるみ割リを弄ぴつつ指の関節を鍛えていた﹁彼﹂だろう︒そ

⁝︑ユー

の時点で既に︽雌鳥と卯︾が登場する詩を二篇菩いている︒実は

による水泳／ダイヴィングのレッスンらしきイメー

の後は

師

︽雌鳥と卯︾は︑錬金術においてはきわめて重要な象徴なのである︒

ジが展開される︒師は﹁わたし﹂のキックには力がないと言い︑お

プロフェッサー

したがって︽雌鳥と卯︾という手がかリを探索すれぱ︑﹁そのあた

手本を示す︒飛込台は高く︑岩場に囲まれた狭い水面の上に張リ出

み割リ﹂は不可解としても︑先に述べたように︽雌鳥と卯︾は錬金

ここで注目すべきは︑﹁雌鳥の卯巣のくるみ割リ﹂である︒﹁くる

ら︑﹁彼﹂は﹁わたし﹂を忘れるかもしれないと︒

とができなければ︑あるいはレッスンを忘れたり脚を折ったリした

しているらしい︒﹁わたし﹂は思う1もしも﹁彼﹂が二度来るこ

リ﹂にある﹁大きな主趣﹂に辿リ着けるのではないだろうか︒と1︺

あえずは一九三〇年六月のほぽ同時期に発表されたその二篇の詩の

﹁将来の参照のために﹂

うち︑先に書かれたと思われる﹁将来の参照のために﹂を探ってみ
よう︒

3

術上の重要なモチーフにほかならない︒なぜなら卯は﹁宇宙生成の
＾ ︺
シンポル︑原理︑さらに錬金術作業を完成する容器﹂の象微とされ

てきたからで︑錬金術のガラスの容器は︽哲学者の卵︾と呼ぱれる

＾20︶

詩﹁将来の参照のために﹂︵以下﹁将来﹂と略記︶は︑．﹁わたしの

大切な化学者の友人﹂という言葉で始まる︒その友人は﹁わたし﹂

のである︒これはアタノール︵錬金炉︶の中に置かれ︑長期間一定

ケミスト

をコニス︵古典歴築の柱頭の上の水平部分︶から地下室に引き下ろ

の温度で保存される︒この温度は巣ごもリのなかで卯を艀している
一22︺

雌鳥の体温に合わせており︑錬金術の手順は往々にして雌鳥が卵を

艀すプロセスにたとえられる︒︽哲学者の卯︾の中では男性原理を

1．．c・

一

ノの対立物の合一をよく例証している﹂という表現は注目に値する︒

地への下降のモチーフは不純な金属の﹁腐敗﹂と溶解を表わすとさ

一25︺

な円環構造を論じている︒この評論は︑﹃トランジション﹄に連載

で既にプルーノの﹁極小と極大の一致﹂に触れつつ︑ウロポロス的

ィーコ．．ジョイス﹂と題されたジョイス論を執筆しており︑そこ

と水辺を結んでおリ︑錬金術師は夢や幻視から啓示を得るという説

的類似性も指摘できよう︒その版画では飛込台ではなく梯子が天上

で錬金術師が眠りこんでいるという構図の版画︵図版2︶との図像

とえぱ作者不詳の﹃沈黙の書﹄に見られる︑星空の下の岩場の海岸

一聖

の変容を観察する適具と考えられる︒また図像学的観点からは︑た

中であったジョイスの﹁進行中の作品﹂を擁護すべく出版された評

を想起させる︒

七一

＾29︶

この詩に真向から挑んだ数少ない研究者の一人ローレンス・ハー

＾η︺

論集の巻頭を飾ったが︑同じ年の﹃トランジション﹄第ニハ・一七

ヴェイは︑﹁将来﹂をペケット自身の夢の記述と考える︒たしかに

＾㎎︺

合併号にも﹁被昇天﹂とともに掲載されている︒
ケ⁝スト
こうしたことを考え合わせると︑﹁将来﹂の一行目の﹁化学者の

地下室から飛込台へのイメージの飛翔や執勘な暴力のイメージは悪

＾刎︺

友人﹂とは︿錬金術師﹀︵﹁ケミスト﹂には錬金術師という意昧もあ

夢的である︒ハーヴェイによれぱ︑ベケットは六才の頃にダブリン
デカルトの卵−一九三〇年のベケットと錬金術

る︶を指していると考えて間違いないだろう︒錬金術においては大

ョン﹄に掲載される前年︑ベケットは﹁ダンテ・：プルーノ・ヴ

れる︒﹁彼﹂は胸から硫黄と水銀ならぬ﹁酸とアルカリ﹂という相

三

ここで飛込台が︑ダイヴィングヘの憧借と恐れ︑あるいは空中と水

図版2

1
・N

反する性質の物質がはいった瓶を取リ出す︒その後に続く﹁付属物

工繍・麟轡

面11︽上︾なるものと︽下︾なるものという対立物を結ぷものとし

．一＝

のカラースケール︵色兄本︶﹂は︑︿大いなる業﹀における物質の色

一

「沈黙の書」より
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象微する硫黄と女性原理を象徴する水銀という対立物が結合する︒
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ミ
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一1

この︽対立物の合一︾という概念は錬金術上の重要な概念であると
＾23︺

ともに︑ニハ世紀の魔術的思想家にして錬金術師であったジョルダ
ーノ・プルーノの思想でもあった︒ゆえに﹁将来﹂の後半に兄られ

●■

I

てとらえられていることは明らかであろう︒この詩が﹃トランジシ

る︑水面に落ちるか石の上に落ちるかわからない飛込台が﹁プルー

■

■
■

練を受け︑その体験に基づく夢に悩まされていたという︒が︑ペケ

南郊の岩場の間のスイミング・スポットで父からダイヴィングの訓

の夢への関心とリンクしていたまさにその時代に︑この詩が書かれ

ロイトやユングや彼らに触発されたシュルレアリストら芸術家たち

錬金術﹄におけるマンダラ夢の研究に結実する︒錬金術の思想がフ

七二

ットは決してダイヴィングを嫌っていたわけではなく︑むしろその

幻想にとらわれるものの︑﹁彼﹂のレッスンやダイヴィングに対し

﹁将来﹂の巾でも﹁わたし﹂は暴力で﹁彼﹂を叩きのめすという

た﹁沈恩静坐のうちに﹂をその一部として反復しながら作者の生前

は唯一︑後に出版された﹃詩集﹄に再録されていない︒﹃夢﹄もま

﹁将来﹂は︑﹃トランジション﹄に掴載されたペケットの詩の中で

たことを改めて確認しておきたい︒

て恐れると同時に惹かれてもいると思われる︒このアンビヴァレン

には決して出版が許可されることはなかった︒しかし錬金術の思想

危険な面白さにとらわれていたらしい︒

トな感情は︑ハーヴェイも引用する﹃夢﹄の一節により明確である︒

ープ﹄から﹃マーフィー﹄へと至るラインで別の展開を見せている

は決して影を潜めたわけではなく︑占星術と結ぴついて﹃ホロスコ

彼女の腕を取リ︑歩調を乱しながらアスファルトの遣を一緒に流

のである︒

﹃ホロスコープ﹄

一九三〇年六月十五日の午後︑親友のトマス・マグリーヴィがペ

4

﹃ホロスコープ﹄では︑︽雌鳥と卵︾はもはや脇役ではない︒

﹁将来﹂執筆の直後にそれを﹁参照﹂して書かれたと恩われる詩

れるように歩いてゆくのは︑音楽のなかへの沈没︑夢のなかのダ

イヴィングのゆっくりした言い表しようのない潜水飛行︑跳ぴ込
んでから水の濃厚な凌辱のなかに無様に沈没してゆくこと︑そう
いったものに等しかった︒彼女の優美さは︑しなやかなステッキ︑
ガヴ7レツト

三本足の腰掛け︑三脚のようなもので︑彼は︑夢の水の上に高
く突き出た呪われた跳躍台の上にいるかのように震えた︒彼女は
＾30︺

ディアナの井戸のなかで沈むだろうか︑泳ぐだろうか︒

ケットに︑耳寄りなニュースをもたらした︒小説家のリチャード．

そのダイヴィングはロマンと危険性を併せ持つアンピヴァレントな

れた応募作の中には受賞に値する作品がないというのである︒締切

く時間を主題にした百行以内の詩Vを募集しているが︑既に受理さ

オールディントンとアワーズ・プレス社のナンシー・キュナードが

行為としてとらえられている︒同時期にユングは不思議な夢がきっ

はその日の深夜に迫っていたが︑パリに留まリたいものの金欠のぺ

﹁彼女﹂の危うい魅カは﹁夢のなかのダイヴィング﹂にたとえられ︑

かけとなって錬金術の研究に向かい︑その成果はやがて﹃心理学と

ケットは一〇ポンドの賞金目当てに急遼執筆を始めた︒完成したの

は午前三時で︑ペケットはキュナードのオフィスまで歩いて屈けに

行ったという︒こうしてあわただしく創作された九十八行からなる

占星術が錬金術と密接に関係していることは既に述べたが︑ 注目

マッシュルームか？

すべきは次の一連であろう︒

そりゃなんだ？

一31︺

詩﹃ホロスコープ﹄は兄事賞金十ポンドを勝ち取り︑ペケットの初

野莱のフライか

＾32︺

の単行本として出版された︒

羽毛まといたる雌鳥めは︑そやつを何日腹に敷いておった？

卯巣二つを加エバイタ・ハムといっしょに打ちのめした代物か？

と温められていたわけではなく︑ペケットがく持ちネタVを使った

三日と四晩と中すか？

このような成立事脩から推測されるのは︑この詩の構想はもとも

はずだということである︒実際︑当時パリ高等師範学校の図書館で

ジローにやっちまえ︒

＾33︺

デカルトを熱心に研究していたペケットは︑マグリーヴィの助言も

あって︑デカルトをテーマに逮んだ︒しかし同時に︑直前に書いた

雌鳥の二つの卯巣は﹁将来﹂にも登場するが︑ここでは︽雌鳥と

うに︑錬金術のガラスの容器はアタノール︵錬金炉︶の中で雌鳥が

詩﹁将来﹂に濃厚にあらわれる錬金術の思想も当然ペケットの頭に

T・S・エリオットの﹃荒地﹄ばリの詳細な自註が付され︑デカ

卯を艀す温度に保たれる︒そしてこの容器が︽哲学者の卵︾と呼ぱ

卵︾のモチーフは︑より明確に錬金術と結びついている︒前述のよ

ルトの独白形式を採るこの街学的な詩は︑バイエの﹃デカルト伝﹄

れるという事実を思い起こすなら︑︽デカルトの卵︾というこの詩

あっただろう︒

等を種本としつつデカルトを茶化している︒新鮮な卯を嫌い︑食卓

全体を覆うモチーフには︑単にデカルトの伝記的事実の踏襲ではな

すなわち︑デカルトー−哲学者にひっかけて︑この詩全体が︽哲学者

に出された卯を何度も突き返しては食ぺ頃のオムレツができるのを

バックのように割リ込み︑現在と過去の語リが交錯する重層的な構

の卯︾と呼ぱれる︑あの錬金術のガラス容器とみなされていると考

く︑錬金術的な意昧が込められていると兄るべきではないだろうか︒

造になっている︒タイトル一ミδ§竃s〜は占星術の天宮図．サo昌−

えられるのである︒とすれぱ︑その中で卯が充分に熟すほどの時間

待つデカルトの︿現在﹀に︑︿過去Vの様々な場面がフラッシュ・

ω8月︑と娼婦．峯＝o鳥．をかけた鞄語で︑占星術師に運命を占われな

をかけて変容するものは一体何なのか︒

七＝一

もともと占星術は天文学と密按に結ぴついていたが︑天文学が近

いよう誕生日をふせていた合理主義者デカルトを椰楡しており︑全
部で十二連からなる構成は︑黄道十二宮に対応していると思われる︒
デカルトの卵−一九三〇年のベケットと錬金術

七四

﹁黄色の鍵﹂とは﹁黄金の十字架﹂を指し︑﹁デカルトは薔薇十字会

の教理のなかに自己の学間建設の︽鍵︾を発兄しようとしたが果た

代科学へと発展していく過程で︑占星術は神秘主義的な疑似科学と
して取リ残されていく︒その分岐点となったのはコペルニクスの地

さなかった﹂と解説されている︒

巾のデカルトは︑地動説を支持したが異端審問で非を認めたと言わ

て雪の国に向かって発つと語る︒デカルトは十一月の厳寒のストッ

トは︑食ぺ終われぱスウェーデン女王クリスティーナの招きに応え

だが最終連で︑ようやく熟した卯のオムレツにあリついたデカル

動説であろう︒なぜなら占星術は地球を宇宙の中心とするプトレマ

れるガリレオ・ガリレイに対して侮蔑的宣言葉を投げかけるのだが︑

クホルムで早朝から女王に伺候するよう命じられたため肺炎にかか

イオス的な宇宙観︑すなわち天動説に基づくからである︒この詩の

ペケットはわざわざ﹁地動説に対するデカルトの便宜的な調弁への

って生涯を閉じることになるのだが︑興味深いのはこの詩の終結部

で︑デカルトはスウェーデンで客死するという運命を予言するかの

言及﹂という註を付している︒ベケットも参照したというバイエの
﹃テカルト伝﹄＾ニハ九二︶によれぱ︑ニハ三三年にはデカルトもま

ように︑女王を﹁殺し屋クリスティーナ﹂と呼ぴ︑さらに﹁そして
アワー
占いえぬ時を﹂という不

安な祈りの言葉を眩くに至るということである︒この最後の眩きは

第二の／星のない

ここには占星術を斥け教会と微妙なパランスを取リつつ近代合理主

種本となったバイエの﹃デカルト伝﹄にはないので︑ベケットのオ

われに与えたまえ

た地動説を採リながら︑地球の自転を主張した大著﹃世界論﹄の刊
一讐
行を︑ガリレオの異端審間を知って保身のために中止したという︒

義への扉を開いたデカルトヘの皮肉が込められていると思われる︒
コ

ーブ

リジナルであると思われる︒高橋は︑デカルトが星占いを拒否した
ス

しかしそのデカルトも実は︑たとえぱ彼よリ百五十年あとに生ま
ロ

のは単純な迷信への不信というよリ︑﹁時間﹂の推慮不可能性を知

ホ

って︑誕生とは第一の﹁占いえぬ時﹂であリ︑死後の時間が第二の

れ︑自伝﹃詩と真実﹄の冒頭で自らの出生天宮図を描写してみせる
一35一

ことになるゲーテと同様に︑錬金術などの魔術的思想に強い関心を

﹁占いえぬ時﹂であると観じたからではないかと推察する︒そして

推慮を超えた時間ののっぺらぽうなひろがリの中で誕生や死が決定

抱いていた︒バイエによれぱ︑真理の探求のための方策について悩

んでいたデカルトはウルム滞在中のニハ一九年に魔術的秘密結社

的な瞬間たることができないという︑のちのベケットの主人公たち

の辿る運命の予兆をここに兄出し︑この詩の中のデカルトをベケッ
＾η︶
トの適化たちの系譜に位置づけるのである︒たしかに論敵に対する

＾36︶

く岱薇十字全Vの暉を阿きつけ︑その名声の真偽を確かめるべく会

﹃ホロスコープ﹄の中で︑﹁しぱし別れを告げん

威勢のよさとは裏腹に︑卵の熟し加減に異様なこだわリを兄せるこ

薔薇十字全の黄色

員を探したが兄つけ出すことができなかったという︒このことは

の鍵よ﹂という表現で言及されている︒高橋康也による訳注には︑

バックの手法を用いたこの詩においてはねじ曲げられ︑最終連の不

アリストテレス的な因果律に支配された継起的時間はフラッシュ・

ぐリせぬうちに﹂という﹃詩学﹄の言葉も引用されているのだが︑

劇において三単一の法則が生み出される根拠となる﹁太陽がひとめ

拠をアリストテレスに求めておリ︑この詩にも一七世紀古典主義演

な全体性の象徴的表現なのである︒ノウルソンによればビオンもク

よく知られている︒ユングによれぱホロスコープは人の心の潜在的

術を心理学に導入して心理占星術と呼ぱれる分野を開拓したことは

接して心理学への関心を深めていた︒ユングが錬金術とともに占星

ロンドンでW・ビオンの精神分析を受けており︑ユングの講演にも

その頃ペケットはパリから帰郷したもののダブリンを再ぴ離れ︑

吉な予言的言辞のうちに崩壊していく︒そして最後の二行の眩きは

ライアントの天宮図に強い関心を寄せておリ︑ペケットに精神分析
＾珊︺
の過程で自らのホロスコープを作成させた可能性もあるという︒し

のデカルト傑は遺化的であると言えよう︒またデカルトは自らの論

だめ押しのように︑合理主義者デカルトを非論理的な不安と祈りに

ら占星術に深い関心を抱いていたことを示している︒﹁ホロスコー

かし先行する詩﹃ホロスコープ﹄の存在は︑ベケットがパリ時代か

このように考えると︑この︽哲学者の卯︾の中で変容するのはデ

プ﹂と題された創作ノートのXはやがてマーフィーと名づけられ︑

包まれたく星のないV閻へと転落させるのである︒

カルト自身であると言えるのではないか︒つまりこの詩全体が︑近

占星術によって運命を支配されて死に至る主人公として造形される︒

へと変換する装置にほかならないのではないだろうか︒

こうして書かれた小説﹃マーフィー﹄は︑﹃ホロスコープ﹄が十二

＾39︺

代合理主義の祖であるデカルトを非合理なるものにとらわれた遭化

この後︽哲学者の卵︾は︑占星術を枠組みとして進行する長編小

できない体系﹂である占星術に頼ることにし︑街角に立つ恋人シー

システム

連からなっていたように︑黄遣十二宮を思わせる十二の章からなる︒
システム
マーフィーは仕事探しのために﹁自分の組織以外でもっとも信頼

﹃マー フ イ ー ﹄

説に︑姿を変えて登場することになる︒

5

ス

ワ

ミ

リアをラマスワミ・クリシュナスワミ・ナラヤナスワミ・スークと

事に就くことを望むシーリアは六ペンスを支払って星占いの結果を

いう胡散臭い名のインドの予言者の元に行かせる︒マーフィーが仕
詩のタイトルとして発明された﹁ホロスコープ﹂．ξゴoHoω8肩．

持ち帰る︒本来ホロスコープは対象者の生年月日︑出生時間︑出生
ーブ

という造語は︑その後まったく同じ綴りで新しい小説の創作ノート

コ

地の緯度・経度を基にきわめて合理的に作成されるものであるが︑
ス

の表紙に記された︒そのノートには︑まだ名前を持たぬ主人公Xの
回

シーリアはマーフィーの生年月日までしか知らず︑したがって正確

ホ

七五

人生と出生天宮図との関係についてのメモが書きつけられていた︒
デカルトの卵−一九三〇年のベケットと錬金術

たってしまうだろうということであった︒結局マーフィーは幸運の

たなけれぱならず︑それより早くに自分自身のささやかな予言が当

い冒険をして成功するためには一九三六年十月四日の日曜日まで待

になる︒しかし最大の悩みは︑星占いに従うならマーフィーが新し

の星占いに支配されていき︑履行できない項目に不安を党えるよう

しやかにマーフィーの運命を予言する︒マーフィーは次第にスーク

フィーの誕生の時刻に月が蛇座にあったことを根拠として︑まこと

がもたらす不吉な皿⁝い封筒にはいった怪しげな占いは︑なぜかマー

なホロスコープの作成は不可能だったはずである︒しかしシーリア

応し︑その球体が光︑半影︑暗闇という三層からなる同心球である

ものは下なるもののごとし﹂という﹁緑板玉﹂に書かれた言葉に呼

ている﹂という表現は﹁下なるものは上なるもののごとく︑上なる

ぷのである︒マーフィーの球体の精神が﹁︽上︾と︽下︾からでき

ラスをねじることによって密封することを︽ヘルメスの封印︾と呼

では︑球体とは︽哲学者の卵Vの象徴にほかならず︑この容器をガ

ルメス的に密閉された巨大な空洞の球体﹂として思い描く︒錬金術

ーフィーは肉体から分離した自己の精神を﹁外なる宇宙に対してヘ

章ではくマーフィーの精神Vのあリようが描かれているのだが︑マ

ト的く哲学者の卯︾として﹃マーフィー﹄第六章に登場する︒この

七六

期日より一年ほど早くくマグダリン神の座精神院Vという精神病院

ことは︑同心円型の階層構造としてとらえられる錬金術の宇宙像に

の力を増進させる﹂という指摘が正しかったことを認めざるを得な

座の二十三度にある月が︑狂人をもたやすく屈伏させる魔術的な目

な才能を開花させる︒彼はスークの占いに反発を感じつつも︑﹁蛇

に属す﹂という確信を繰り返し︑これも錬金術が︽哲学者の卯︾と

く犬世界Vとした上で﹁ぽくは大世界には属さない︑ぽくは小世界

マーフィーは︑患者たちの世界を︿小世界﹀︑精神医たちの世界を

一致する︒また第九章では︿マグダリン神の座精神院﹀に勤務する

ブラックメール

で看護人として働き始めるはめになリ︑そこで患者達の扱いに意外

い︒けれどもマーフィーは幸運の期日を待たずに︑病院の屋根裏部

いうく小宇宙Vの中で行なわれることと響き合う︒

リアの自画像的戯詩にあらわれる﹁その胴体は完壁な球形にして︑

高橋康也はハンプティ・ダンプティの卵形の巨体やエドワード．

⁝︑タロコスモス

屋で揺り椅子に揺られつつストーブのガスに引火したらしい事故の
一40一

言﹂とはこのことだったらしい︒占星術に懐疑的でありながら次第

−⁝﹂という表現︑さらにはジャリのユビュ王の球形の肉体に着目

せいであっけなく命を落とす︒どうやら﹁自分自身のささやかな予

にそれに支配されていき︑ついには自分自身の死を予言してしまう

さいは一から由来し一に遺るという普遍的神語信仰におけるく一V

し︑そこに︿ノンセンス﹀の象徴を見出した︒高橋は︑宇宙のいっ

の客死を予言するデカルトと相似である︒

は常に円または球として表わされ︑︽上なるもの︾と︽下なるもの︾

という構図は︑﹃ホロスコープ﹄の最終章で自らのスウェーデンで

そして︽デカルトの卵Vは︑もう一つの︑しかし決定的なペケッ

て描かれているというのである︒高橋はここではペケットに言及し

多くの錬金術文書において︽完全に球形の胴体︾をもった人間とし

い振摘をする︒すなわち︑錬金術の作業の素材である第一原質は︑

の照応とは︽一なるもの︾の奇跡的円環であると述ぺつつ︑興味深

きたのではないかと思う︒

を重ねることによって︑これらの詩に新たな光を照射することがで

ジを摘出し︑﹃ホロスコープ﹄の︽デカルトの卯︾に︽哲学者の卵︾

られることのなかった﹁将来の参照のために﹂から錬金術のイメー

らかにできたのではないだろうか︒とリわけこれまでほとんど論じ

の︑二つの眼窩から涙を流しながらしゃペリ続ける︽巨大なボー

差しつつ︑マーフィーの︽球形の精神︾を経て︑﹃名づけえぬもの﹄

頭のパリは︑デカルトかぷれの文学青年を非合理なるものにとらわ

ブルトンやジョイスや本物の錬金術師が閣歩していた三〇年代初

＾仙︺

ていないが︑︽球形の肉体︾の系譜は︽雌鳥と卵︾のモチーフと交

ル︾たる主人公のくわたしVへと間違いなくつながっている︒そし

ち

れた知的遣化へと変換する巨大な︽哲学者の卯Vであったのかもし

＾3︶

ω霊9一﹄ω8旦量カ鶉巨く〇一．．↓亭−8邑ooo亮o︷︸gぎ一一︑ω■ミ膏§s

国一〇戸U葦胃二︺昌訂昌〇一．．ぎ寒§§︑専暮ミ§喜＼㌧ミ§ミざミΦh

蟹§§︑bsぎミhQ〜嚢◎︑b吻﹄き■o嚢卜婁卜︑sq姜

畠完完塞毫＼卜︑Sq毫肉トミ曽一勾Oま貝HO竃．

拙論．．o§︑彗o亭①−昌阻彗⁝彗3一凹．．ヲき迂︑およぴ﹁ペケット迷宮

適生訳︑人文書院︑一九七六年︒

七七

︿マンダラ夢16vC・G・ユング︐心理学と錬金術1﹄︑池田紘一︑鎌田

ヨーロッパ文学の動向−中心と周縁﹄︑中央大学出版部︑一九九六年︒

1︐クワッド﹄のイコノロジー﹂︑中央大学人文科学研究所編﹃現代

＾2︶

＾1︶

ないのである︒

なる︽球形の宇宙︾の原風景は︑一九三〇年のパリにあったに違い

だろうか︒いずれにせよ︑ベケットが自己の内部に兄続けることに

の卯巣に懐胎し作家として熟すのを待つ雌鳥でもあったのではない

竈

れない︒しかし同時にまたこの都市は︑ベケットという︽卯︾をそ

び

てその根底には︑錬金術の思想が脈々と流れているのである︒

結

これまで兄てきたように︑﹃トランジション﹄に発表された﹁被
昇天﹂︑﹁将来の参照のために﹂︑﹁沈思静坐のうちに﹂から﹃並には

勝る女たちの夢﹄へ︑そして﹃ホロスコープ﹄から﹃マーフィー﹄

へと至る作晶群を錬金術の容器に入れてみると︑不可解でバラバラ

だったイメージの幾つかはそれこそ魔術のように像を結ぷ︒もちろ
んこの時期のペケットの作品のすぺてを錬金術という視点から説明
できるわけではないし︑そのつもりもないのだが︑まだ職業作家の

遭を選ぴとる以前の若きベケットが一九三〇年前後の思想的・芸術
的な大波をまともに受けながら自らの精神の内部に下降しつつ芸術
的上昇を目指し︑その錬金術的和合を目指した軌跡の幾許かは︑明
デカルトの卵−一九三〇年のペケットと錬金術

＾4︶

＾5︶

＾6︶

＾7︶

＾8︶

︵9一

＾10︶

一11一

﹃すべて倒れんとする者﹄や﹃あしおと﹄にはこの講演の記憶が深く関
わっている︒詳細は︑内養−＞ヨマ彗一一§曽き︑亀§︑き§ミbsぎミげ
↓ぎ勺彗易三く彗討ω訂冨c．p−8ω一およぴ拙

＾12︶

七八

サヌイエ編﹃マルセル・デュシャン全著作﹄︑未知谷︑一九九五年参照︒

前述のレスティヴォは︑︿大ガラスVがベケットが﹃勝負の終わり﹄を

指摘し︑﹁エンドゲーム﹂というチェス凧語を標題とする﹃勝負﹄に︑

ミ§

執筆していた一九五四年にフィラデルフィア美術館に収蔵されたことを

§ぎ気§︑＞

アロマティコ︑前掲書参棚︒尚︑実験が爆発して途方にくれる錬金術師

橋康也訳︑﹃ベケット詩・評論・短編﹄︑白水社︑一九七二年︒

b08ぎ員︑＞ω窒ヨo巨昌︑︑ミ婁ミ§z9豪−ミLo墨．邦訳﹁被昇天﹂︑高

テユシャンの影響を見る︒＾ω需刃鶉巨く9s■ミ．︶

論﹁ペケット／ピオン■ユングー無意識のパラドックス﹂＾﹃シアター

︵13︶

ミ

・アーツ5 特集・演劇と擶神分析﹄︑一九九六年︶を参照されたい︒
＞三〇す−斗挿oo二Ωo．︑＾亮hミ§§︑εbミ§婁一完さ︹︑ぎ葦二冨鶉．σく

︵14︶

つきもので︑錬金術文書の大半が実験の危険や害を強調しているとも言

を描いたペトラルカの作とされる絵に見られるように︑錬金術に爆発は

一九二六年頃に錬金術的な夢を見︑二八年にはリヒャルト・ヴィルヘル

雪9彗O與目﹄Ω嘗国奉一畠片OP﹁O目訂目軸勺﹃窃ω﹂竈蜆によれぱ︑ユングは

ムから︐黄金の花の秘密﹄が送られて錬金術に興昧を持ちラテン語の関

＾17︶

︵18︶

＾19︶

ミ§ミ§zo1昌し畠N．

bミ§ミミ昏㌻ざ§ミミミ崎ミoミ雨ミ﹇bミ亀§﹈．O凹−﹄o﹃iHo㊤ω一〇ー

§ミ一向−oヨoコ一ωoo斤μ−o㊤ピoP

§軸ミ§ミミーき餉§ミぎミー雨︑茅きミぎミエ的

畠轟．︶

§︑㌧ミ県工§ミ︹ミ§ミ︶勺﹃ヨog昌し雷9彗o軍彗og＞ーく讐2

ラ主義的作品として知られている︒＾ω需軍三目勺彗o示ξ一ミ一軸卜鳶

ーの﹁メレンコリアー﹂＾図版1︶は︑ヘルメス主義的︑あるいはカバ

の名が唐突に言及されている︒前述のレスティヴォが言及したデューラ

〇﹂蟹．また︑﹃夢﹄ではこの詩の直後に﹁アルブレヒト．デューラー﹂

2o訂己ら9李艮o﹇し鳶︸こミ︑ミミミ守㌧鷺餉一〇凹昌庁ま鷺⊂﹄二竃〇一

旨−H一らo㎝㎝o幸㎝ξoo宛〇一pきミ．一〇p＝−旨．

O＝①冒くO自oブユ㎝戸§籟向守−ミ軸暑冴ミ㌧︑

平凡社︑一九七八年︑二一頁︒

＝巨ω昌しo鼻p；邦訳﹃錬金術−精神変容の秘術﹄︑種村季弘訳︑

ω叶彗邑鶉らo鶴o峯ωζU①カo亘㌧︑ぎミ㌧ミミ2︹ミ︑㌧ミ一↓夢∋窃彗匹

八五−八六頁︒

ぎ■邦訳﹃並には勝る女たちの夢﹄︑田尻芳樹訳︑白水社︑一九九五年︑

︸而o斤①暮

匝8ぎ暮一︑ω＆雪まgo巨匪〇一雪ま．．ヲ

青土社︑一九九五年︑二〇頁︑図一︑およぴ同書︑五三−五五頁参照︒︶

われる︒＾ヨハンネス・ファプリキウス﹃錬金術の世界L︑大瀧啓裕訳︑

連文献を入手するが︑二年近く放置していたという︒

ユングは一九三五年と三六年のエラノス全議において︑﹁個性化過程の

夢の象徴﹂と﹁錬金術における救済の表象﹂という講演を行ない︑のち
に︐心理学と鎌金術﹄＾一九四四︶として結実する研究成果をはじめて

公にしている︒既にグノーシス主義の研究を行なっていたはずのユング
から思想的影響を受けた可能性は否めないものの︑三〇年前後のペケッ
トの錬金術への興昧はユング経由とは考えにくい︒

鈴木稚雄はシェニウーやセパックの論を参照しつつ︑ブルトンの﹁客観
的偶然﹂に関する識論が︑現在では魔術的な世界観から決定的に離れて
︐シュルレアリスムの射程﹄︑せリか書房︑一九九八年︒︶しかしペケッ

いると棉摘している︒＾﹁解放と変形−シュルレアリスム研究の現在﹂︑

トの﹁鹿術的世界観﹂の研究はいまだ始まってさえいない︒

アンリ・ベアール﹃アンドレ・ブルトン伝﹄︑塚原史︑谷昌親訳︑思潮
祉︑一九九七年参照︒

このような寓意は︑一四八四牛の土星と木星の犬全合が後に＾実は一四
八三年生まれの︶ルターの誕生年とされたことを恩い起こさせる︒

アンドレーア・アロマティコ﹃錬金術−おおいなる神秘﹄︑種村季弘
監修︑側元社︑一九九七年︒

北山研二﹃訳老あとがき−デュシャンの解釈について﹂︑ミシェル・
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＾27︶

錬金術事典L︑同学社︑一九九六年︑一七八

■8ぎε︑︸o﹃勺具膏o肉艮胃雪8．．ヲ︑§§き§zo．H甲8L㊤さ．

大槻奥一郎︐記号・図説
頁︒

たとえは錬金術的な包括的世界像を呈示していると言われる一七世紀の

タイナッハの︐王女アントニアのカパラ的教示画Lにも︑﹁生命の印で

ある卯を抱く雌鳥﹂が描かれている︒三ルンスト・ハルニッシュフェ
ガー﹃パロックの神秘﹄︑松本夏樹訳︑一九九三年参照︒︶

プルーノ︐無限︑宇幽およぴ諸世界について﹄＾満水純一︑岩波文庫︑

9oき§

営§︑ミミ曹ミ昌ぎ︑ざ

一九八二年︶の﹁第五対語﹂︑およぴ＞津昌一〇〇と畠雪9

bミ§§迂︑ざト彙︑県9ぎ︹§ミミ§

雲 雲魯ミ§︑§轟ミミ9oきミo曳ミ§一零冨﹃﹇彗的〜彗ωケぎ炉
岩竃参照︒

汁き良鳶§

第一四巻︑潮出版社︑一九八O年︶

§ミ一§慕ぎぎミ隼望宍鶉潟彗o彗oooヨー

蟹冒亮一巾gぎ箒彗oo；o﹃9oミぎ§ぎミ§弟o§︑
︑ §さ︑きs§ぎミ
○印目き冨墨．

ゲーテは︐色彩論﹄？ゲーテ全集

において︑プリズム型水槽を使った実験における純アルカリ性溶液と純

酸性溶液との関係を明らかにするような実験の重要性を説いている︒し
かもこの論には基本色を配列したいわゆる色和環が付されており︑﹁カ

ラースケール﹂という言葉はそれと関連している可能性もある︒尚︑
ドイツ

．ヘルメス主義の潮流﹂＾ハルニッシュフェガー前掲書所収︶でも言及

﹃色彩論﹄における酸とアルカリについては︑松本夏樹﹁付論

﹃沈黙の書﹄；巨易亭雪は︑ピエール・サヴールによってニハ七七年

されている︒

に刊行されたが作者不詳である︒ファブリキウスの前掲書︵七〇頁︶に

取られたものであるが︑元の版とは背景が異なる異版である︒

収録された図版はマンケトゥスの︐神秘化学全集﹄二七〇二年︶から

ファプリキウス︑前掲書︑七一頁︒

デカルトの卵−一九三〇年のベケットと錬金術
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○邑一9ユω戸8−o宗一pNω−

︑二−o↓ol

−螂幸﹃昌8申＝胃奏き蟹§ミ

︑︑sぎ︑二きミ亀ミ︑oミ汁一勺ユ昌g昌⊂．

団8ぎ膏一bミ亀§一〇p竃−蟹．邦訳︑四四頁︒

︸雪ぎP一§oミ竃S雨まOo︑守ミミき§§−竈㌣−℃轟一−争目O邑守﹃

小品﹄︑白水社︑一九七二年︒

卜鳶県蟹§§︑︑軸象

ド

巨戸−鵠凸︑邦訳﹁ホロスコープ﹂︑高橋康也訳︑﹃ペケット詩／評論／

ω8盲ヨ窃穴昌三8p皇§ミ雨︑ざき§ミ§

困9ぎ貝8・ミ・o・H・邦訳︑一〇頁︒尚︑﹁ジロー﹂に関しては﹁デカ

里oo﹃易一昌﹃き−8ρoo．−二−＝N−

ルトは解析幾何の比較的やさしい問題は下男ジローに回した﹂というペ

ケット白身の註が付されている︒

アドリアン・バイエ﹃デカルト伝﹄︑伊沢義雄︑非上庄七訳︑講談社︑

一九七九年︑八七一八八頁参照︒尚︑団国⁝gの原典は一九六一年の刊

行であるが︑邦訳の定本となったのは一九六二年の要約本である︒

ゲーテは薔薇十字全の教典とみなされるヴェリンクらの書に傾倒し︑錬

金術の研究を行っていたという︒＾松本夏樹﹁ドイツ占星術の著干の主

ロジー﹄︑青土社︑一九九三年六月号参照︒︶

尚︑六昌三閉昌の伝記に

題についてのメモ﹂︑﹃ユリイカ 特集・占星術−照応と象徴のコスモ

よれぱ︑ペケットは一九三六年頃︑独学で修得したドイツ語で﹃ファウ

﹃夢﹄には既に﹃ファウスト﹄の糸紡ぎ歌からの引用が見られる︒

ストLを読んで詳細なノートをとったと言われているが︑三二年執筆の

︿薔薇十字全Vは一七世紀の初めにドイツで興ったとされる魔術的秘密

たとも言われている︒詳細は軍彗o匪＞．く凹箒9§完s︷hミ︹㌻ミ■ミ一

結社であるが︑その実体は謎に包まれ︑噂だけで実際には存在しなかっ

膏ミ§ミLosを参照されたい︒

高橋康也﹃サミュエル・ペケット﹄︑︿今日のイギリス・アメリカ文学

膏

3v︑研究社︑一九七一年︑二一頁︒

七九

38

︸9ぎPミミも膏一ρカ昌一一＆零彗OOP岩窒︒邦訳︐マーフィー﹄︑川

添目o幸尿o貝s．︑︑−一〇．8oo．

口喬一訳︑自水社︑一九七一年︒

ちなみにスークの占星術によれぱマーフィーの幸運の年は一九三六年と
一九九〇年だが︑マーフィーは幸運の年の前年の三五年に死ぬ︒奇しく
もペケットが他界したのも一年早い八九年であった︒
商橋康也︐ノンセンス大全﹄︑晶文社︑一九七七年︒

て御礼申し上げる︒

＊尚︑錬金術に関しては松本夏樹氏よリ多大なご教示を賜った︒ この場を備リ

＾刎︶

＾ω︺

39

八O

