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【要旨】

ビシュヌ・デ（1909-82）は、タゴール後を代表するベンガル詩人のひとりである。本稿では

そのビシュヌ・デの作品世界を時代背景とともに読み解いていく。その際、ビシュヌの作品に

しばしばあらわれる「地獄（narak）」をキーワードとしたい。

ビシュヌ・デはタゴール存命中の 30 年代に頭角をあらわし、そのモダニズム的作風がタゴー

ルと一線を画するものとして注目された。しかしタゴール没後のベンガルは第二次世界大戦、

インド・パキスタン分離独立と激動の時代を迎え、ビシュヌの作品もそれに呼応するように時

代を映し出すものとなっていく。本稿ではそのビシュヌの詩作の軌跡を 1930 年代から 60 年代

にかけて概観し、さらにその時代の悲劇を映し出す表象として「地獄」にまつわる表現を取り

出して考察する。

ビシュヌが自らの作品で「地獄」と表現したもの、そしてその地獄からの救いへの希求を中

心にビシュヌ作品を読み解くことが本稿の目的である。

Bishnu Dey (1909-82) is one of the representative poets after Rabindranath Tagore (1861-1941) 

in the modern Bengali Literature. In this article, the author attempts to analyze Bishnu Dey’s 

poetry in the background of Bengali society of the days focusing on the word “narak (inferno)” 

as a key expression.

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス（CC-BY）下に提供します。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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Bishnu Dey distinguished himself as a modernist poet in the 30s. In the 40s, after the great 

poet Tagore had gone, Bengal experienced turbulent time and it was certainly reflected in the 

poetry of modern Bengali poets including Bishnu Dey. He witnessed World War the Second, 

Independent Movement, Famine which triggered disasters in Bengal, and most of all, the 

Partition which caused a tragedy people had never experienced before, and the poet described 

such a world as “narak” in his several poems.

In this paper, the author first takes a general view of the brief history of Bengal and poetical 

circles from 1930s to 60s and then also surveys Bishnu Dey’s life. The main part of the article is 

the analysis of Bishnu Dey’s poetry especially the expression of “narak” in his few poems and 

also a kind of salvation. Therefore, this article deals with rather later poems of his such as “Smriti 

Satta Bhabishyat”(1958).

はじめに

わたしたちは地獄にいる、けれどそれを知らない

だから隠された地獄の、結婚式に花婿はいない

それでも王様の娘と王様の息子は地獄の門で

あるいは道で、花婿を迎えようと待ち構える

ただありのままの自然に根をおろしたい、抗議をしつつ

命は尊厳をもって求める、心のよりどころを、彼らこそが花婿と花嫁なのだ 1)。

これは現代ベンガル詩人ビシュヌ・デ（Bishnu Dey, 1909-82）の長詩、「記憶　存在　未来

（Smriti Satta Bhabishyat）」の最終スタンザである。書かれたのは 1958 年、ベンガルが分離独

立という修羅場を潜り抜けてやや落ち着きを取り戻したものの、その焦燥感も甚だしい世相

を背景としている。ビシュヌ・デはタゴール後を代表する詩人で、俗にいう「ポスト・タゴー

ルの五人の詩人 2)」のひとりでもある。タゴール後の詩人たちの当初の課題はいかにタゴール

（Rabindranath Thakur, 1861-1941）を乗り越えるかにあったと言っても過言ではないが、そのあ

りようはさまざまで、あるものはタゴールと親しくありつつ異なる道を模索し、あるものはタ

ゴールを拒絶することによってその一歩を踏み出そうとした。そしてしばしばこの世代のもの

にとってタゴールを乗り越えるためのステップとして機能したのが、エリオットとマルクスで

あり、それはある意味、ビシュヌ・デに典型的にあらわれてもいる 3)。本稿では、そのビシュヌ・

デの詩的軌跡を追い、しばしばその詩にあらわれる「地獄」をひとつのキーワードとして、ビシュ

ヌ・デの詩世界に迫っていきたい。
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1.	1930 年代から 60 年代のベンガルおよびベンガル詩壇

ビシュヌ・デが第一線の詩人として活躍した 1930 年代から 60 年代のインド、もしくはベン

ガルは、世界史的にもまれに見る激動の時代であり、ベンガルの詩人たちも否応なしにその波

に襲われた。ビシュヌ・デがベンガル詩壇にデビューした 1930 年代、インドはイギリスの植

民地であり、ベンガルはまだひとつのベンガルであり（そしてもちろんそのすべてが英領イン

ドのなかにあり）、タゴールはいまだ健在でますます旺盛な創作意欲を示していた。この時期、

第二次世界大戦が近づくにつれインドもその世界情勢に巻き込まれていくわけだが、植民地で

あるインド、あるいはベンガルではそのありようは複雑であった。そもそもこの地ではこれ以

前から活発に独立運動が繰り広げられていたわけだが、先の第一次世界大戦のときに、危急の

際にはイギリスに協力をして戦後の自治権獲得を目指すというやり方が通用しないということ

をすでに学んでいた。つまりインドは積極的に「イギリスの」戦争に加わる心的状況にはなかっ

たことになる。しかしそれと同時に、インドおよびベンガルの知識人たちはヨーロッパの知識

人による「反ファシズム」運動とも呼応しており、第二次世界大戦の大義をある意味共有して

もいたのである。このような葛藤の中で世界は大戦に向けて転がり落ちていき、結局のところ

インドも自動的に参戦を余儀なくされる。

1940 年代は戦争の時代である。いよいよ第二次世界大戦は本格化し、インド亜大陸の東端

に位置し、戦闘の最前線でもあるベンガルはさまざまな厄災に見舞われる。コルカタでは日本

軍による空爆を恐れて灯火管制が敷かれたこともあるが、なによりも 300 万人ともいわれる

死者を出した 43 年のベンガル大飢饉 4) はこの戦争を背景にして起こったものである。また、

この戦争中にはインドを追われたシュバシュ・チョンドロ・ボシュ（Subhash Chandra Bose, 

1897-1945）とインド国民軍 5) の動きもあり、ベンガル人であることからボシュはベンガルでは

とみに人気が高く、こうした活動は反英運動の一端を担ってもいた。

45 年の戦争終結のわずか 2 年後に、急転直下、英領インドはインドとパキスタンという二

国として独立を果たすこととなる。この「分離」独立は、ベンガルに未曽有の混乱と悲劇をも

たらす。すなわち、「生体解剖」とも言われたこの二国に分かれての独立はベンガルをもろに

分断するかたちとなり、イスラム教徒が多数を占める東ベンガルとヒンドゥー教徒が多数を占

める西ベンガルは、片やパキスタン、片やインドとして袂を分かつこととなったのである。こ

の「分断」は、多くの難民を生み出し、また移動に伴う、あるいはコミュナル暴動による多く

の死者を出し、独立はベンガル人にとっては忘れ得ない悲劇の舞台ともなったのである。

ビシュヌはコルカタで生まれ、育ったので、以後インド共和国に属することになるが、50

年代はインドにとって国家再建の時代となる。しかしそれは順調とは言い難く、多くの人にとっ

ては失望感と喪失感の時代ともなった。ベンガルではこれ以前からマルクス主義の影響が著し
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く、それは文壇にも如実にあらわれていたのだが、50 年代以降はさまざまな経緯から左翼に

対する不信感も生まれてくる。そして 60 年代になるとインド共産党は分裂し（64 年）、60 年

代後半にはナクサライト運動 6) が始まり、これがしだいにコルカタを中心とする西ベンガルを

揺るがす事態につながっていくのである。また 60 年代は中印国境紛争（69 年）や、印パ戦争（第

一次印パ戦争は 47 年、第二次が 65 年）によってインドを取り巻く国際情勢が不安定な時期で

もあった。

先にも述べたようにポスト・タゴールの五人の詩人はいずれも 30 年代前半にデビューして

いるが、当時はまだタゴールが健在な時期であった。しかしそのタゴールも 41 年に亡くなり、

分離独立を筆頭とするベンガルを揺るがす事態が次々と襲い掛かってきたのはタゴール没後の

こととなる。タゴールは 80 歳で亡くなるまで現役として活躍したから、それに続く世代はタ

ゴール存命中からその影響力を脱して自らの詩風を確立すべく奮闘しており、こうした動きは

ともすれば「反タゴール」や「タゴール攻撃」というかたちを取ることもあったが、ビシュヌに

はとりたてて「反タゴール」的な言動はみられない。

ただし、ビシュヌが初めからタゴールとは異なる詩的センスを持っていたことは明らかで、

タゴールは初期のビシュヌの詩に対して苦言を呈している 7)。実はビシュヌの初期の詩はタ

ゴールに限らず様々な読者層から「難解」と言われ、現在でもビシュヌにはそのイメージがつ

きまとう。しかしそうした面を含めてそれがビシュヌの個性であり、そのビシュヌの個性を形

成するのにエリオットが一役かっていることはすでに多くの批評家から指摘されている 8)。

30 年代のベンガル詩壇はエリオットと深い関わりがあると言ってよいだろう。まさにその

30 年代に登場したポスト・タゴールの五人の詩人たちは濃淡の違いはあると言え、少なから

ずエリオットの影響を受けている。そもそもこの五人が五人とも英文学を専攻していたのであ

り、ビシュヌをはじめとしてそのほとんど（テンポラリーなものを含めれば全員）が実際に英

文学を講ずる教員でもあった。一方、このポスト・タゴールの詩人たちがエリオットをはじめ

とするヨーロッパの「現代詩人」に共感したのとは対照的に、タゴール自身はそれらに共感す

ることはなかった。そしてそれだからこそ、これらの若い詩人たちはエリオットを脱タゴール

のためのひとつの布石となすことができたのである。

しかしもちろん当時のベンガル詩壇はエリオット一色になったわけではない。そしてエリ

オット批判の急先鋒となったのが左翼系の詩人たちである。ベンガル詩壇と共産主義の結び

つきは比較的古い。ビシュヌに先立つ世代の詩人、カジ・ノズルル・イスラム（Kazi Nazrul 

Islam, 1899-76）と親しかったムザッファル・アーマド（Muzaffar Ahmad, 1889-1973）は、イン

ド共産党創立メンバーのひとりであり、ノズルル自身も共産主義思想に強く惹かれていた。こ

うした動きが広がりを持つのは 1930 年代後半以降になるが、それはある意味ファシズムの脅
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威を背景としたものでもあった。

マルクス主義、あるいは共産主義への見解や姿勢には、当然ながらばらつきがあり、それ

が当時の詩壇に対立をもたらすこともあった。その典型例が『ベンガル現代詩アンソロジー

（Adhunik Bangla Kabita）』（1940）の出版である。このアンソロジーは存命であったタゴールを

はじめとして、当時活躍中の詩人の作品を広く収めたものだが、その選定にあたって二人の編

者の意見が対立したのだった。タゴールを含めるかどうかについても、当のタゴールを含め

て異論のあるところだったが、対立の大きなポイントは、「進歩主義」の基準をそこに含める

かどうかにあった。すなわち、編者のひとり、ヒレンドロナト・ムコッパダエ（Hirendranath 

Mukhopadhyay, 1907-2004）は、共産党の主要メンバーでもあり、現代詩人に「進歩主義的」要

素を強く求めたのに対し、もう一人の編者、高名な文芸評論家であるアブ・サイード・アユブ

（Abu Sayeed Ayyub, 1906-82）はそうした基準を持ち込むべきではないとしたのである。結果と

してこのアンソロジーはこの両者別々の序文を冠するものとなり、収録作品にも偏りが見られ

るが、これは当時の詩壇のありようを象徴する出来事でもあった。

そしてビシュヌの立ち位置はどのようなものだったかというと、まさにその詩壇の二重構造

を映し出すようなものであったと言えるだろう。のちにあらためて述べるが、ビシュヌはエリ

オットに惹かれると同時にマルクス主義にも強く惹かれており、マルクス主義者を自認してい

た。しかし彼は活動家ではなく、共産党員であったこともない。実際、先に述べた二人の編者、

ヒレンドロナトとアブ・サイード・アユブ両者とも親しかったという事実がビシュヌの立ち位

置を象徴している。

そしてもちろんインドにおけるマルクス主義自体、時代の流れにも翻弄されていく。反ファ

シズム運動が追い風となったことはすでに述べたが、43 年のベンガル大飢饉に際しての活動

もその知名度を上げることに貢献した。しかし独立後は共産党の分裂のみならず、中印国境

紛争といった火種も抱えることとなり、その路線は混迷していく。文壇的には、42 年設立の

IPTA（Indian People’s Theatre Association）が左翼運動と強いつながりを持ち、ベンガル大飢饉

を受けて IPTA によって上演された「ノバンノ（Nabanna）」9) が一大旋風を巻き起こしたりも

した。ちなみにビシュヌもこの IPTA の初期メンバーである。また、ソビエト共産党によるパ

ステルナークなどの作家や詩人に対する評価や対応は、ベンガルにおける左翼の詩人や作家た

ちを揺るがし、しばしば意見の対立をもたらしている。

このように 30 年代から 60 年代にかけてのインドおよびベンガルは複雑かつ激動の時期で

あったわけだが、そのなかでビシュヌがどのように生きてきたのかを次に見てみることにする。
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2.	1930 年代から 60 年代のビシュヌ・デの軌跡

ビシュヌ・デは 1909 年にコルカタに生まれている。ビシュヌが生まれ育ったのは、今日で

も本屋街として知られるカレッジ・ストリート近辺で、その家系は代々商売をしていたものの、

その界隈に暮らす知識人とも古くからの関わりを持っていた。ビシュヌは子供のころから病弱

で、そのため年長者からことのほか大切にされ、また就学時期を遅らせてもいる。すなわち当

面は父が英語、母がベンガル語の手ほどきをし、10 歳になってから 4 年生として学校に通い

始めたのだった。

ビシュヌの学業への取り組みは非常にむらがあり、飛び級を勧められたことがある一方で、

不合格すれすれになることもあった。基本的に興味のあることがらにはずば抜けた能力を発揮

するタイプだったようである。幼いころから文学的な創作に興味を持ち、特にさまざまな韻律

を用いて詩を書くことに熱中したという。

ビシュヌは 28 年ごろから本格的に詩作を始め、同時に文学上のアッダ 10) に出入りするよう

になる。十代の終わり、カレッジ入学間もないころである。このころ書かれた詩の多くは第一

詩集『ウルワシとアルテミス（Urbashi o Artemis）』（1933）や第二詩集『流砂（Corabali）』（1937）

に収められており、ビシュヌの早熟ぶりを示している。同じころビシュヌは短編にも手を染め

ており、当時注目されていた雑誌である「コッロル（Kollol 潮騒）」や「プロゴティ（Pragati 進

歩）」などに詩、短編、エッセイなどをさかんに寄稿している 11)。また、このころからビシュ

ヌは不眠症に悩まされるようになり、それがのちのちまで尾を引いたと伝えられる。

同じころ、ビシュヌは生涯の出会いともいえるものに巡り合う。エリオットとシュディンド

ロナト・ドットである。エリオットは当時まだベンガルではほとんど知られておらず、英文学

専攻であったビシュヌは直にそれに触れて夢中になったのである。ビシュヌはカレッジ在学中

にエリオットの詩劇を上演したほか、以後、紹介や翻訳に力を注いでいくようになる。シュディ

ンドロナトはポスト・タゴールの五人のうちの一角を占める詩人でビシュヌより年上だったが、

同じくエリオットに傾倒し、エリオットがふたりの絆を強めていった。1931 年にシュディン

トロナトは雑誌「ポリチョエ（Paricay 紹介）」を創刊するが、これはエリオットの「クライテリ

オン（Criterion）」を範としたもので、本格的な詩論をはじめとする評論で一世を風靡した。ビ

シュヌもこの雑誌に積極的に参加、自作の詩のみならず、文芸評論をたびたび載せている。

それなりに学業を続けていたビシュヌは、32 年にカルカッタ大学修士課程に英文学を専攻

として進学する。そしてこの修士課程在学中に第一詩集『ウルワシとアルテミス』を発表する

のである。ビシュヌの詩は当初から高く評価されていたが、詩集の出版に際しては、前述のシュ

ディンドロナトとともに、同じくポスト・タゴールの五人の詩人のひとり、そしてある意味こ

の世代の詩人たちのリーダー格であったブッドデブ・ボシュが大きな役割を果たした。すなわ
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ちビシュヌより若干年上のこの二人の詩人は、それまでのビシュヌの詩をよりシリアスで遠大

なものと比較的軽妙なものに分け、二冊に分けて出版することを提案したのである。うち、シ

リアスなタイプである『ウルワシとアルテミス』が先に出版されたが、この詩集はまた新たに

運命的な出会いをもたらす。クラスメートでもあり、のちの伴侶となるプロノティ・ラエチョ

ウドリがこの詩集に夢中になり、それを機にふたりは急速に接近していったのであった。

34 年にビシュヌは修士号を取得、その年のうちにプロノティと結婚して自分の居をかまえ

ている。35 年からはリポン・カレッジ（Ripon College）で教壇に立つことになり、以後、69

年に 60 歳で引退するまで大学は変わったもののビシュヌは教壇に立ち続けた。この Ripon 

College には、当初、詩人ブッドデブのほか、前述のヒレンドロナト・ムコッパダエも勤めて

おり、ビシュヌはこのふたりと親しく交わった。特に共産党員だったヒレンドロナトによって

ビシュヌはマルクス主義に傾倒するようになるが、最終的に党員になることはなかった。反対

にブッドデブは政治を文学に持ち込むことに否定的で、「純粋な」詩世界を追求すべく、35 年

から「コビタ（Kabita 詩）」誌の発行を始める。ビシュヌは再びこの対極的とも言えるふたりと

同時に親しく交わり、双方のアッダに参加している。

第一詩集『ウルワシとアルテミス』はその斬新さとオリジナリティーが高く評価されると同

時に、難解とも言われ、タゴールもそのスタイルに難色を示したことは先に述べた。たしかに

このころのビシュヌの詩は、その斬新なスタイルや韻律使いのみならず、数々の固有名詞や特

殊なメタファー―それも英文学やギリシャ文学などから引いてくるものが目立つ―を駆使

したもので、一般の読者にとってけっして読みやすいものではなかった。しかし一方で、ベン

ガルでは植民地下の教育体制により本格的な英文学の素養のある知識人層も少なからず存在し

たわけで、そうした読者を喜ばせたこともまた事実である。

第二詩集、ブッドデブとシュディンドロナトの分類によればより軽妙な詩を集めた『流砂』

はシュディンドロナトの序文付きで 37 年に出版される。またこのころ同僚のヒレンドロナト

は進歩主義作家協会を組織することに奔走しており、36 年にラクノウで第一回全インド進歩

主義作家協会が開催され、さらに翌年にはベンガル進歩主義作家協会が組織されている。ビシュ

ヌもそれに加わったが、この時期においては政治姿勢のいかんを問わず、リベラルな作家や詩

人がこぞってこの協会に参加したもので、それはファシズムの脅威ともリンクしていた。戦争

の予感だけでなく、インドは国内的にも混迷の時代を迎えており、この時期、独立運動に関わ

る動きのほか、労働争議も多発していた。ビシュヌはそうした事象を詩に詠みこむようになり、

それらは第三詩集である『序文（Purbalekha）』（1941）に収められている。この詩集はビシュヌ

にとってひとつのターニングポイントになったと考えられており、それは社会への眼差しのみ

ならず、前 2 冊の詩集で顕著だったヨーロッパの神話などから取られたメタファーに代わって
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インド神話からのメタファーが多く使われるなどのスタイルにもあらわれていた。また、第三

詩集以降は、ビシュヌは初期のものに比べるとより平易な表現を志向していくようになる。

すでに述べたようにビシュヌはマルクス主義者を自認していたが、それはある種自己流の解

釈だったと言ってもいいだろう。実際、エリオットとマルクスに同時に傾倒するそのありよう

にもビシュヌ独特の姿勢があらわれている。ビシュヌは、マルクスが社会において果たしたの

と同じような役割をエリオットが英文学の世界で果たしたのだと主張したが、こうした解釈は

マルキストのグループから厳しく批判される。しかし同時にマルクス主義に傾倒したことで、

政治に距離を置いていたシュディンドロナトやブッドデブとの絆が崩れていき、しだいにビ

シュヌは孤立しがちになっていった。

42 年になると日本軍の空爆の恐れが伝えられ、ビシュヌは家族とともに疎開する。同じこ

ろ前述の IPTA が結成され、ビシュヌもその代表のひとりとなっている。IPTA が 43 年のベン

ガル大飢饉を戯曲「ノバンノ」に映し出したことはすでに述べたが、ビシュヌ自身はこの出来

事を自らの作品であらわしている。そうした詩編を収めたビシュヌの第四詩集『七人のチャン

パの兄弟（Sat Bhai Campa）』（1945）12) は、タイトルにもあらわれている通りその多くの源流を

ベンガル民話や民俗歌謡に求め、ビシュヌの新境地を開くものとなった。

戦後の独立前夜のベンガルでは、コミュナル暴動の嵐が吹き荒れた。社会情勢に常に敏感

だったビシュヌの詩は、必然的にそうした狂気を映し出していくこととなる。有名な長詩「水

をくれ（Jal dao）」はこのころ書き始められたもので、長い時間をかけて完成され 50 年のコビ

タ誌に発表された。一方、ビシュヌの文芸評論は共産党の意向とはかけ離れたもので、マル

クス主義陣営から厳しく批判されていた。こうした批判に対するある種の回答が長詩「目標

（Anbishta）」であるとみなされている。同名の詩集（1950）は、前述の「水をくれ」も収めており、

ビシュヌの代表作のひとつとなっている。

『目標』を出してからの 50 年代はビシュヌの創作活動が最も充実していた時期であり、『目

標』に引き続き、相次いで 4 冊の詩集が刊行されている。そのうちの『記憶　存在　未来（Smriti 

Satta Bhabishyat）』（1963、執筆時期は 55 年から 61 年）は、のちに権威あるサーヒティア・ア

カデミー賞を受賞することとなった（65 年）。また 57 年には共産党とビシュヌの間に和解が成

立し、それまでビシュヌを攻撃していたグループも謝罪文を発表するなど、ビシュヌにとって

50 年代は実り豊かなものであると同時に社会的にも落ち着きを取り戻した時期となった。

そして 60 年代、円熟期を迎えたビシュヌはさらに詩集を発表する一方で、評論や紹介、そ

して翻訳にも余念がなかった。もともとビシュヌの芸術的関心は広く、特にベンガルを代表す

る画家のジャミニ・ラエとは親しく交わっている。ビシュヌは長文のジャミニ・ラエ論を展開

しているほか、造詣の深かった西洋音楽や西洋絵画についても多くのエッセイを残している。
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翻訳に関してはエリオットのほか、ボードレール、マラルメ、アポリネール、アラゴンなども

訳しており、フランス詩は直にフランス語から訳したとされる。

60 年代は共産党が揺れた時代でもある。党の分裂や中印国境紛争などにより論争が絶えず、

基本的にものごとに楽観的でもあったビシュヌも疲れを見せるようになる。またナクサライ

ト運動の動向も影を落としていたこの時期の代表作、『ニュースは基本的に詩である（Sambad 

Multah Kabya）』（1969）は、疲弊感の目立つものとなっている。さらに 60 年代は隣国東パキ

スタンがしだいに独立へと傾いていく時期でもあったが、ビシュヌもこの同胞でもある東の

ベンガル人には強い関心を寄せていた。バングラデシュ独立の 71 年には『東ベンガルの詩

（Purbabanger Kabita）』を編纂、また自身バングラデシュを題材にした長詩「未完の詩、ベンガ

ルでベンガルで（Asampurna Kabita, Banglay Banglay）」を上梓している。

ビシュヌは 69 年、60 歳で引退し、以後、コルカタを離れて農村部で暮らすことが多くなる。

もともと幼いころから病弱でしばしば体調を崩したビシュヌは転地療養を兼ねて都会を離れる

ことが多く、滞在先での自然環境や土着の文化はビシュヌの創作にも影響を与えてきた。そう

した土地の中で最もビシュヌが愛したのがリキア（Rikhia、現ジャルカンド州内）であり、73

年にビシュヌはこの地に土地を購入、永続的に暮らす手はずを整える。しかし 75 年に事故に

より右手が不自由となり、しだいに書くことがむずかしくなっていったビシュヌの晩年は、あ

る意味厳しいものであった。

71 年にはインドの権威あるギャーンピート賞を受賞（対象作品はサーヒティヤ・アカデミー

賞と同じ『記憶 存在 未来』）、73 年にはインド共産党より red banner を授与されるなどその揺

るぎない功績を認められる一方で、70 年代のビシュヌは体の不調を抱え、妻の体調も思わし

くなく、つらい時間を過ごすことが多くなっていく。そして 70 年代後半には記憶喪失の症状

も出始め、78 年の発作により完全に記憶を失ってしまう。亡くなったのは 82 年のことである。

3.	ビシュヌ・デの「地獄」

ここまでビシュヌ・デを取り巻く時代状況と、その生涯を概観してきたが、最後に「地獄」

をキーワードにその作品世界に迫ってみたい。

ビシュヌの詩に「地獄」の表現は多い。そしてビシュヌの地獄にまつわる表現にエリオット

の影、特に「荒地」との類似性を見て取る評者は少なくない 13)。しかしビシュヌの地獄のイメー

ジと詩的文脈は、もう少し慎重に見る必要があるだろう。エリオットとビシュヌは大枠におい

て時代を共有していたことは確かだが、それぞれの歴史的文脈は異なっている。

「荒地」がベンガルの若い詩人たちに衝撃を与えたことは事実としても、ベンガル詩人が受

けた衝撃は主としてその詩的スタイルにあり、また創作姿勢にあったと言えるだろう。「荒地」
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には、エリオットの見た第一次世界大戦によって焦土と化したヨーロッパが反映されているが、

ベンガルが「地獄」を見るのは、むしろこのあとの 40 年代になる。すなわちそれに伴ってビシュ

ヌの作品も「地獄」を描写したものが増えていくのだが、それがエリオット的なものであるか

どうかは一考の余地がある。

ビシュヌが最初にエリオットに注目したのは 1928 年ごろである。時代的に考えても、ビシュ

ヌやその他のベンガル詩人が「荒地」を読んでいたことは間違いないが、先にも述べたように

ビシュヌは学生時代にエリオットの詩劇を上演するなどその関心は「荒地」一辺倒ではなかっ

た。またシュディンドロナトとともに、ビシュヌはエリオットの評論や創作姿勢を高く評価し

ており、特に有名な「伝統と個人の才能」にはしばしば言及している。ビシュヌはその論旨す

べてに同意していたわけではないが、ロマン派と対置するその姿勢は高くかっている 14)。

ビシュヌの第一詩集『ウルワシとアルテミス』（1932）の執筆時期は 1928 年から 32 年の間で、

それは彼が最もエリオットに夢中になっていた時期と重なっている。たびたび指摘されること

だが、ビシュヌをはじめとするこの世代の詩人たちは、その詩作において「タゴール的な」ロ

マンティシズムを否定し、世界に対する悲壮感やその不確実性、そして孤独感から出発してお

り、ビシュヌとて例外ではない。そしてそれはエリオット個人を超えた時代精神から来ている

と言えるだろう。むしろこのころのビシュヌの作品でエリオットを想起させるのは、ギリシャ

神話をはじめとする種々の「西洋的な」メタファーであり、その入り組んだメタファーのちり

ばめ方であろう。

ビシュヌの第二詩集『流砂』（1937）は第一詩集とほぼ同時期に書かれたもので、より軽妙な

詩編を収めたものであることはすでに述べたが、エリオットを想起させるスタイルはこちらに

も散見する。ここには「タッパー、トゥングリ（いずれも古典音楽の様式）」「騎手」「オフェーリア」

「クレシダ」といったよく知られた詩編が収められているが、新奇な語彙や、外国の、特に西

洋の地名、人名、神話といったベンガル詩にはめずらしいモチーフやメタファー、めまぐるし

く入れ替わる場面などの初期のビシュヌの手法がいかんなく発揮されている。

ビシュヌ作品につきまとう「難解」「エリオット風」というイメージは、この鮮烈なデビュー

作 2 冊によって形成されたことは間違いないが、このあと、ビシュヌは徐々にその作風を変え

ていく。すなわち三作目の『序文』（1941）以降は、しだいに西洋起源のメタファーが―なく

なるわけではないにせよ―影をひそめ、代わってインドの神話、ベンガルの民話やサンスク

リット語のマントラといった要素が目に付くようになっていく。そしてそれとともに使われ

る語彙にも変化がみられるのである。ちなみに『序文』はタゴールが亡くなった年に発表され、

この大詩人に捧げられている。そして時代を下るにつれ、暗雲が立ち込めていくベンガルの世

相が反映されていくのも 3 作目以降の特徴であり、それに伴い「地獄」の描写も目に付くよう
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になる。

『序文』、そして次の『七人のチャンパの兄弟』（1945）15) によってビシュヌの詩編は次第にベ

ンガル色の濃いものになっていくが、そのベンガルは未曽有の事態を迎えようとしていた。「ベ

ンガル的なもの」と「ベンガルの今経験しつつある悲劇」は複雑に絡み合い、そののちの作品に

集約されていくのだが、さらに次の詩集、第五詩集となる『ションディプの中州』（Sandbiper 

Car, 1947）には、そのベンガルが「地獄（narak）」としてあらわれる一節を見出すことができる。

地獄とはこのようなものなのか？　ベンガルの村でも町でも

何十万もの人々が焼け出される、そしてある者は私腹を肥やし

地獄とは知らず、彼らはその素晴らしい地獄に住むと聞く

ロウロボ地獄の宮殿で彼らは笑う、白黒の栄光のときに

ダディ―チの骨は燃える、彼らのディワリのむき出しの疫病で！ 16)

タイトルは「イザヤの嘆き」で、「ずいぶん年を取った、年金を受け取って 25 年」で始まるこ

の詩は預言者イザヤがベンガルの現状を嘆いているという設定だが、ここでのイザヤはごく一

般的な老賢人のイメージで捉えられている。正確な執筆年月日はわからないものの、44 年か

ら 47 年の間、すなわちベンガルが分離独立に向けて大きく揺れている時期に書かれたことは

間違いない。この間、特に独立前夜の 46年はコルカタがコミュナル暴動に荒れた時期にあたり、

ここでは人々が焼け出された姿が地獄としてあらわされている。そしてその悲劇に見舞われた

人々だけでなくその世界にあって私腹を肥やす偽善者たちが、それを地獄とは認識せずに暮ら

し、そこで笑っている（喜んでいる）という叙述にビシュヌらしいひねりがあると言えるだろう。

同じ『ションディプの中州』に収められた長詩「チョイットロ月に、ボイシャク月に（Caute 

Baishakhe）」は地獄を詠んだフレーズを持ちながらやや趣の異なる詩である。表題のチョイッ

トロ月とボイシャク月はベンガル暦における月名で、チョイットロ月は春の終わり、ボイシャ

ク月は夏の始まりにあたる。ただしベンガルの春から夏はのどかな季節ではない。この先厳し

い暑さに耐えなければならないだけではなく、雨期が来るまで一滴の雨も降らないからだ。こ

の状況は容易に地獄を想起させるが、自然の巡りと同様に、その地獄からの救いは雨によって

象徴される。そしてこの詩には地獄よりも雨の描写が多い。その締めくくりは以下のようになっ

ている。

町に　外に　オフィスに　内に　雨が降る

海辺の天の花に　天の花に　嵐の恵みとなり
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心の花に　ヒマラヤの湖に　激しく

トラムに　トラムに　工場の煙突に

炎に　煙に　心の土に雨が降る

港のドックに 17)

この最終節では一見あらゆるところに雨が降っているようだが、「天の花」、「心の花」、「ヒ

マラヤの湖」はすべて想像上の花や場所を指し、つまりこの雨が降っているのは「心の土」で

あって、現実の町やトラムや港ではないことが示されている。（現実にチョイットロ月からボイ

シャク月にかけては雨は降らない。）つまりこれは、灼熱の大地にあって心の中に雨を降らせる、

という情景なのであり、灼熱の大地（＝地獄）で雨（＝希望）を強く希求するというその意志の

強さをも感じさせるものとなっている。

さらに同じころ、ビシュヌはコミュナル暴動を受けて高名な長詩「水をくれ（jal dao）」を書

き始める。この詩はまさに暴動を目撃した 46 年に書き始められたが、その後幾多の変遷を経

つつ書き継がれて 50 年に発表された。そのため、この詩は難民の描写や悲劇のみならず、共

産主義運動、新たな誕生への期待をも含みこんだものになっているが、興味深いことに、ここ

には「地獄」という語彙があらわれない。この状況そのものが地獄だからである。そして地獄

を見つつ、あるいは地獄にありつつ、ここでもビシュヌは雨や水を希求し、その希望を失って

いない。

「水をくれ」が完成したのは 50 年だったが、50 年代はビシュヌにとって最も充実した時期と

なり、この 10 年間で 4 冊の詩集が上梓されている。そしてほぼ同じ 50 年代に書かれ、60 年

代はじめにまとめられた『記憶　存在　未来』（1963）はある意味ビシュヌの詩作の集大成と言っ

てもよいだろう。その表題作である長詩、「記憶　存在　未来」（1958）はこのように始まる。

君たちは新しい、この虚しさと

悲しみを　君たちは知っているか

記憶は傷つける　原初の世界のしもべを

大地のしもべは記憶の痛み

わたしたちの意識には空 18)。

若い世代に語り掛けるように始まるこの詩は、タイトルの通り、ベンガルの過去、現在、未

来を詠んだものである。ただしあくまでその立ち位置は現在にあり、詩人はそこから過去を振

り返り、未来を見ようと試みる。
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それほど遠くはない過去と今日を語る声は悲痛である。さまざまなメタファー、異なる角度

からの切り込みによって破れた夢、社会の混乱、死や憎しみに覆われたこの世界が語られ、（事

実、この詩の前半には「憎しみ（ghrina）」という語彙が頻出する。）それをビシュヌは再び地獄

に喩えている。

この地獄には

希望もなく　人生のことばもない

わたしたちが今いるのは　村でもなく町でもなく

平野でも山でも河でもなく　ただ悪夢だけ

そこには労働もなく　農耕もなく

今わたしたちがいるところには　希望もない

生きる希望もなく　生きることばもない 19)

全 208 行中 76 行目に始まるこのスタンザで、ビシュヌはいったん「現在」をこのように規定

する。しかしもちろんここで終わることはできない。我々が地獄に住んでいる、という認識は

それ自体ではなにも生み出さないからである。つまりこのあとに続く展開こそがこの詩の真骨

頂になっていくわけだが、そこにはさまざまな声が入り混じり、その道筋は単純ではない。

ビシュヌのほかの長詩と同様、この詩は複雑な構造を持っており、ここにはさまざまなメタ

ファーが入り混じっている。そのうちのひとつが「王様の娘」と「王様の息子」である。（ビシュ

ヌはいわばセットであるこの二者について語るとき、しばしば先に「娘」に言及するが、それ

もビシュヌ流のセンスであろう。）その王様の娘と王様の息子は以下のように登場する。

王様の娘はオフィスで働く

王様の息子は仕事を探す

彼らは今や　この国では

何者でもないということをよく知っている 20)。

「我流」共産主義者であったビシュヌにとっては、王様の娘や息子が今やなにものでもない、

という状況は嘆かわしいことではない。王様の息子はデモ行進に参加し、娘はストライキに参

加する。そして「欠乏という炎のヴィーナのなかに、人生は若さを手に入れる」のである。

もうひとつの特徴的なメタファーは「タゴールの物語」である。もちろんこれは「タゴールと

いう人物の物語」ではなく、「タゴールの書いた物語」を意味するが、ともあれその箇所を引い
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てみる。

タゴールの物語を皆知っている

すべてが整い、庭に広げられた天蓋

料理のための火がおこされ、門ではシャナイの音が響く

（中略）

タゴールの物語、驚くべき喩えで詩人は描いた

わたしたちすべての人生の姿を

心に響く　素晴らしい―

結婚のすべては整い、

花婿の行列もやってきた、ただ花婿だけがいない―

あるいはあれは花婿の行列ではないのか、すべては花婿の行列ではないのか 21)

ここでは特定の「物語」あるいは短編小説（ベンガル語ではこの両者は同じ単語で示される）

を指しているわけではないようだが、「タゴールの物語」から読者はなにを連想するだろうか。

そのすぐあとに典型的な結婚式のシーンが描かれているところから、タゴール小説に見られる

ある種オールド・ファッションな結婚の物語が想起されるのではないだろうか。しかしこの物

語はすでに破綻している。花婿がやってこないからである。すべてのおぜん立ては整っている

が、肝心の花婿がいないのである。

この「物語の破綻」は、不確定な現在の表象でもあるだろう。そしてそれがどのように未来

につながるかの鍵は最終スタンザにある。

わたしたちは地獄にいる、けれどそれを知らない

だから隠された地獄の、結婚式に花婿はいない

それでも王様の娘と王様の息子は地獄の門で

あるいは道で、花婿を迎えようと待ち構える

ただありのままの自然に根をおろしたい、抗議をしつつ

命は尊厳をもって求める、心のよりどころを、彼らこそが花婿と花嫁なのだ。

最終行の「彼ら」は王様の息子と娘である。構図としては、平民、もしくは労働者となった

彼らが、物語の破綻、花婿の不在を救う存在になることが暗示されているのだが、ここにはも

うひとつ重要な鍵が隠されている。この「花婿」とはだれか、という問題である。実は、およ
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そすべてのメタファーが出そろった 177 行目でビシュヌはこう語っている。

花婿は探し回る　存在を　自分自身を

野原を　倉庫を　町を　港を　彼は自らの存在を探し回る 22)

つまりこの「花婿」は失われた「存在」の象徴であり、その「存在」は見えるようでいて得難く、

詩人をして「今日わたしたちには存在がない」と言わしめているのである。ここまで読み進め

ると、「悪夢と化したベンガル」は背景に退き、「失われた自己の存在」がクローズアップされ

てくるのだが、それを踏まえて最終スタンザをもう一度読むと、違った次元のシーンが見えて

くる。すなわち、「花婿が来ない」のは自らの存在が失われてしまったからであり、その花婿

を待っている王様の息子自身が花婿になるということは自己の回復をも意味していると言えよ

う。

ひるがえってこの詩のタイトルを今一度見てみよう。これは過去と現在と未来を語ったもの

ではあるが、その過去は普遍的な過去ではなく、「記憶」における過去である。そしてその記

憶によって我々の「存在」は失われ、その失われた存在を回復するべき「未来」の模索がこの詩

におけるモチーフであると言えるだろう。「記憶　存在　未来」は地獄を経験したベンガルの物

語であることは間違いない。そしてその地獄は、人を傷つけ、憎しみ合わせ、生きるに困難な

場所であるというだけではなく、自己という存在をも失わせるものなのである。ここに語られ

ているのは、国としての、場所としての地獄の解消だけではなく、そこで失われてしまった自

己の回復でもあるのである。

おわりに

ビシュヌの詩はしばしばシンフォニックであると言われるが、その意味するところは多層的

であるところ、あるいは多声的であるところにある。ベンガル詩で「シンフォニック」である

と形容されるのには特別な意味がある。それはインド古典音楽の「ラーガ的」なものと対置さ

れているからである。ラーガとは、インド音楽を律する旋法のことであるが、それはインド古

来のラサと深く結びついている 23)。ベンガルに長詩は多いが、通常それらは「ラーガ的」なも

のであり、それに対してビシュヌの詩は「例外的に」シンフォニックであるというのが、ベン

ガル人読者の感じるところである。すなわちビシュヌ以外の詩人による長詩は、あたかもラー

ガに貫かれているように単一のムードを持っているのに対し、ビシュヌの詩には、異なるムー

ドが混在しているのである。

ブッドデブ・ボシュはかつてビシュヌの詩は「覚えにくい」と言ったが、それはこうした理
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由のためではないだろうか。ビシュヌは韻律使いに優れ、音韻的な問題で記憶に残りにくいと

は考えにくいからである。ともあれ、「記憶　存在　未来」と題されたこのビシュヌの代表作は、

そうしたビシュヌの特性がいかんなく発揮されているものであることは間違いない。ここには

地獄と化したベンガルと欺瞞や憎しみ、崩壊した物語、共産主義への失望と希望（ビシュヌは

最後まで完全に共産主義を否定することはなかった）、そして果ては失われた自己とその回復

への希求といった、今を生きる「わたし」があらゆる角度から映し出されているのである。
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10) ベンガル語では、非公式な集まりや茶会などの類をアッダと言う。政治的なアッダや単なる友人同士

の集まりもあるが、詩人や作家たちがおのおの定期的、あるいは不定期にアッダを持つことは今日に

至るまで習慣化しており、そうした場から新たな作品や雑誌が生まれることもめずらしくない。

11) 「コッロル」は 1923 年創刊の雑誌。モダニズムを標榜し、反タゴール色が強かった一方で、多くの若

手作家、詩人を育てた。35 年廃刊。「プロゴティ」は 1927 年にダッカで創刊された雑誌。ポスト・タゴー

ルの五人の詩人のうちのひとり、ブッドデブ・ボシュが編集を行う。29 年廃刊。

12) タイトルの「七人のチャンパの兄弟」は良く知られたベンガルの民話から取られている。七人の王妃の
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のは犬や猫や鼠であったと王に伝え、実際に生まれた七人の男の子と末の女の子を庭に埋めてしまう。

そのうちそこからチャンパの木が生え、それに咲いた花が追放されていた母に会ったとたん人間に姿
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ンパの兄弟』に統合されているので、ここでは数に入れていない。

16) ［Dey 1995:75］ロウロボ地獄とはヒンドゥーにおける地獄のひとつ。ダディーチの骨はインドラ神が魔

神と戦う際に用いた武器のこと。聖仙ダディーチは進んで自分の身を犠牲にしたという。ここではそ

のダディーチの骨も燃えてしまい、役に立たなくなったことを意味する。ディワリはベンガル暦カル

ティク月の新月にあたり、蝋に明かりをともして祝う祭りの日となっている。

17) Ibid., 90.　「海辺の天の花」の原語は mandar、ヒンドゥー神話における想像上の花のこと。「心の花」の

原語は karbuk、伝説上の不死の花を指す。なお、この詩に限らずビシュヌはコンマなしで語句を続け

ることが多く、そのため若干の異なる読みもあり得るが、大意においては変わらない。

18) Ibid., 146.
19) Ibid., 149.
20) Ibid., 150.
21) Ibid., 151-2. シャナイとはインドの楽器。おめでたい席によく使われる。

22) Ibid., 152,
23) ラーガはインド古典音楽における旋法であり、インド音楽においては、このラーガに基づいて、遠大

な音楽が演奏される。また、このラーガはインド古来の美的概念であるラサ（ある特定のムード）と

も結びついており、ラーガは基本的に特定のムードをどこまでも追求するものとなる。なお、ビシュ

ヌは学生時代から西洋音楽を好んで聴き、転地療養をする際にもレコードとプレーヤーを持参するほ

どだったというが、ベンガル人としてはたいへんめずらしい趣味である。
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