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─ 分離独立主義の台頭と第一期 PNBの誕生を背景に
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Nationalism in Camille Le Mercier d’Erm’s poetry: 
Against a background of rising separatism and the birth of the first PNB

Shizue OBA

In the early 20th century, as nationalist movements spread around the world, a tendency to seek liberating 
ideology emerged in Brittany along with a distrust of decentralization. The « Parti Nationaliste Breton » (the first 
PNB) was created by a small number of young people, principally Camille Le Mercier d’Erm, who sought to go 
beyond the decentralization movement and build a stronger one. They created a movement for separation and 
independence from France because they thought decentralists, who accepted French dominance and influence, did 
not offer effective measures against the unequal relationship between France and Brittany, nor did they take action 
towards a solution to the « question bretonne ». The first PNB made a historical argument as justification for the 
existence of the Breton state.

This study focuses on the poet Camille Le Mercier d’Erm, who founded the first PNB. He was a « poète 
engagé » who rose to protest and campaign for Brittany to reaffirm and reassert its identity in the face of the 
economic and cultural threats from France. The aim of this paper is to clarify how the national movement of Le 
Mercier d’Erm was born and how it affected his literary activities, through the analysis of the first half of his life 
and early works, especially the two works that were the turning point for his nationalist literature: La « Guerre » ?... 
Poème de la révolte intérieure and Irlande à jamais – Ode aux martyres de 1916.

Ⅰ　はじめに

　ブルターニュの民族運動エムザオ1は、19世紀
後半の社会的な変容の中で、地方に経済的な利益
配分を求める経済的な運動として誕生した。しか
しその後、20世紀に入り次第に民族性、言語、
慣習を擁護する民

ナショナリズム

族主義の性格を強め、1911年
になるとブルターニュの分離独立を目指して、よ
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Ⅲ　 ル・メルシエ・デルムの前半生とパリ時代の

作品

り急進的な活動を行う団体も結成されるように
なった。この 1911年という年は、エムザオの模
索期が終わりを告げ、大きな変革がもたらされた
年であった。例えば、ブルターニュ地方分権主義
連合 Union Régionaliste Breton（以下、URBと略記）
は「地方分権主義の政策綱領の概略」（以下、「政
策綱領の概略」と略記）を発表し、運動の立て直
しを図ろうとした。その一方で、フランスからの
政治的な分離と独立国家の建設という理想に燃え

Ⅳ　祖国ブルターニュと社
ポ エ ッ ト ・ ア ン ガ ジ ェ

会参加の詩人への転向
Ⅴ　おわりに
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れた理由は、「この作品が多くのブルターニュ人
によって彼らの国（地域）への侮辱だと受け止め
られた」（Cadiou 2013: 264）からである。という
のもフランス国王の前にひざまずくアンヌ女公
が、フランスの前に膝を屈したブルターニュ、つ
まりフランスに敗北し支配されたブルターニュを
表現していると理解されたからである。
　この点について、フランス政府側はブルター
ニュのフランスによる併合が合法的なものであっ
たことやこの像の「装飾的な」側面を強調した
が 4、これがブルターニュ人の目に屈辱的なもの
として映ったのも事実であった。除幕式の翌日、
レンヌの日刊紙『ル・ヌーヴェリスト・ド・ブル
ターニュ』が「ここでは完全に公正な立場で、か
つ過去の論争を再燃させることなく事実のみを指
摘したい。（中略）ブルターニュはひざまずいて
いた。（中略）我々と同様、観衆は驚きを感じた
に違いない。というのも聞こえてきた拍手喝采は
ほんのわずかだったからである」（Le Nouvelliste 
de Bretagne daté du 30 octobre 1911）と報じている
ことからも、当時のブルターニュの人々がこの記
念像に対して抱いた不快感と驚愕がいかに大きな
ものだったかが分かるだろう。
　その除幕式は 1911年 10月 29日に開催された。
式典には閣僚や県知事、市長らが臨席し、多くの
観衆が詰めかけた。銅像から幕が落とされたとき、
ル・メルシエ・デルムは仲間とともに罵声を浴び
せ、ホイッスルを鳴らして騒動を起こした。後年、
彼はそのときの様子を次のように語っている。

「例のもの」から幕が外されたとき、数か所
で「ブルターニュよ、立ち上がれ！」「ブル
ターニュは自由だ！」「ブルターニュをブル
ターニュ人の手に取り戻せ！」などの叫び声
があがった。とりわけ広場の上の方から、ホ
イッスルの甲高い音が鳴響いた。それは万一
に備えて私が身につけていたホイッスルで
あった（Le Mercier d’Erm 1962: 63）。

さらに、「〔ル・メルシエ・デルム氏は〕この祝典
に紛れていた多くの刑事たちによって激しく揺さ
ぶられ、掴まれ、逮捕されたが、これはまったく
もって行き過ぎであった。ル・メルシエ・デルム
氏の逮捕は不当で、しかもばかげたものである。

て、過激な言説を繰り返すようになった都市部の
若者たちは、上流階級を中心とする保守主義から
の離脱と近代的な政治活動を目指して、行動を開
始した。
　こうした時代背景の中で、この年、二つの政治
団体が創設された。一つは、9月のサン =ルナン
大会において URBから分裂する形で生まれたブ
ルターニュ地方分権主義連盟であり、もう一つは
地方分権主義を見限り、ブルターニュの分離独立
を主張し始めたブルターニュ国民主義党 Parti 
Nationaliste Breton（以下、第一期 PNB2と略記）
である。URBは 19世紀のブルターニュの近代化
に起因する政治、経済、社会の激変を反映し、ブ
ルターニュ地方における新しい秩序の構築、すな
わち中央集権からの脱却と地方自治の獲得を目指
したが、時代がナショナリズムの傾向を強めてい
く中で、地方分権主義の思想に物足りないものを
感じた若者たちをつなぎ止めておくことができな
かったのである。
　本論文では、第一期 PNBを創設した詩人カミー
ユ・ル・メルシエ・デルム（1888－1978）に注目
し、その前半生と初期作品3、とりわけナショナ
リズム文学への転向を示すその転換点となった二
作品（『《戦争》？…… 内なる反抗の詩』と『ア
イルランドよ、永遠なれ！―1916年の殉教者
たちへの頌

オ ー ド

詩』）の分析を通して、ル・メルシエ・
デルムの民

ナショナリズム

族主義が彼の中でどのように生まれ、
それが彼の文学的営為にどのような影響をもたら
したかを明らかにすることを目指す。

Ⅱ　分離独立派の台頭と第一期PNBの誕生

１．「国辱の記念像」の除幕式
　20世紀初頭のエムザオにおいて、カミーユ・ル・
メルシエ・デルムの名を一躍有名にしたのは、「国
辱の記念像」と呼ばれた銅像の除幕式の際の騒動
であった。「国辱の記念象」とは、約 400年前の
ブルターニュ公国のフランス王国への併合を記念
して、レンヌ市庁舎の正面の壁龕を飾るために彫
刻家ジャン・ブーシェが制作した銅像で、ブルター
ニュ公国最後の大公だったアンヌ女公が玉座に座
るフランス国王の前にひざまずいている姿をかた
どったものである。これがブルターニュ人
民
ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者たちによって「国辱の記念像」と呼ば
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の気運を増長させる懸念がある」（Le Pays breton 
daté du 28 novembre 1909）と発言したのである。
こうした政府の懸念は必ずしも杞憂ではなかっ
た。なぜなら、ル・メルシエ・デルムや彼の考え
に共鳴した若者たちが、この頃からすでに分離独
立を目指す活動を開始していたからである。

２．第一期PNBの創立とマニフェスト
　「国辱の記念像」の除幕式の事件は、その直前
に創設された第一期 PNBの最初の示威行動で
あった。先に触れたように、第一期 PNBはカミー
ユ・ル・メルシエ・デルムらによって結成された
政治団体である。とはいえ、この団体には政治家
はほとんどおらず、実際には知識人のグループで
あった5。
　ル・メルシエ・デルムは 1909年 6月早々に、
旗幟を鮮明にした。彼はこのとき、『ルヴュ・ド・
ルエスト』誌に「伝統主義と分離独立主義」と題
する記事を発表したのである。記事の中で、彼は
ブルターニュのナショナリズムを理論化し、独立
の正当性を訴えた。その後、この記事は『アル・
ボブル』誌、『ル・ペイ・ブルトン』紙、『ル・ブ
ルトン・ド・パリ』紙などの新聞・雑誌に転載さ
れ、広く知れわたることになったが、その反響は
大きく、これが一種の「爆弾」であり、「激震が
ブルターニュのみならず、パリにも走った」
（Hamon 1970: 40）と伝えられた。その結果、各
地で論争が起こった。とりわけ地方分権主義者に
とって、彼の主張は受け入れがたいものだった。
例えば、「パリ・ブルターニュ人会」の会長で地
方分権主義者だったルネ・ル・フュール博士（1872
－1933）は、ブルターニュはフランス共和国のも
とで行政上の自治を獲得すべきであると主張し、
ル・メルシエ・デルムと論争になった（Hamon 
1970: 41）。
　ル・メルシエ・デルムは翌年から各地を回って
自分と思想を同じくする仲間を集め、活動の準備
を始めた。その一方で、多くの新聞・雑誌に論説
文やエッセイを寄稿したが、とりわけフランソワ・
タルディル =ジャフレヌー（1879－1956）が主
宰する週刊誌『アル・ボブル』に寄稿した。この
ことをル・メルシエ・デルム自身は、「私は定期
的にその雑誌に『追放者のノート』と題する時評
を書き、その時から私にとって大切な思想を広め

この逮捕はそこにいた者たちの抗議を引き起こし
た 」（Le Nouvelliste de Bretagne daté du 30 octobre 
1911）と、彼の逮捕の模様を前出の日刊紙は報じ
ている。ル・メルシエ・デルムは裁判の際に、「私
は『併合』から 400年後、フランス国民の名のも
とに、祖国ブルターニュへの忠誠心のために訴追
され裁判にかけられ有罪となった、今世紀最初の
ブルターニュ人である」（Camus 2013: 76）と語っ
たと伝えられている。なお、この「国辱の記念像」
はその後、正式な併合からちょうど 400年後の
1932年 8月 7日に、急進派の秘密結社「白と黒」
によって爆破された。以来、現在に至るまで、レ
ンヌ市庁舎の正面の壁龕は空っぽのままである。
　ル・メルシエ・デルムは 7人の仲間とともにこ
の騒動を引き起こしたが、逮捕されたのは彼だけ
だった。逮捕の理由については、彼がホイッスル
を鳴らすという最も騒々しいやり方で除幕式の邪
魔をしたということが考えられるが、それにして
もなぜ当局は 22歳の若者の行動に対して、これ
ほど過剰に反応したのだろうか。ル・メルシエ・
デルム本人は、後年、仲間たちの中でいちばん年
少だった自分が逮捕されたのは見せしめのため
だったに違いないと推測し、当局がこの騒動を若
者の個人的な行為に帰すことで、これが民族運動
という政治的な問題に発展することを阻止しよう
と目論んだと語っている（Le Mercier d’Erm 1962: 
64）。確かにその点について、ル・メルシエ・デ
ルムの考えはあながち間違ってはいなかった。と
いうのも裁判で彼に下された判決は、「たった 2
フランの罰金刑と経費」（Le Mercier d’Erm 1962: 
71）だけだったからである。
　では、なぜ当局は、若者たちの行動が政治的な
運動へと発展することを警戒したのだろうか。実
はこの当時すでに、ブルターニュには「破壊行動」
や「分離独立運動」が存在すると考えられていた
からである。この点について、当時の公教育大臣
であり、後に第三共和政の首相となるガストン・
ドゥメルグ（1863－1937）の 1909年 11月 22日
の発言によって、政府がブルターニュの分離独立
運動を警戒していたことが確認されている。この
年、モルビアン県選出の議員らがブルトン語教育
の認可を求めてドゥメルグ公教育大臣と面会した
とき、大臣は「ブルトン語の教育はどうあっても
認められない。ブルターニュではそれが分離独立
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実践までに費やされる期間が見えないのだろう
か」（Le Pays Breton daté du 17 octobre 1911）と返
答している。この反論からも分かるように、URB
は脱中央集権化を主張するものの、その実現に向
けて有効な手段を講じることができず、理論段階
から実践段階への発展的な移行ができなかったの
である。
　さらに、地方分権主義者の多くが上流階級出身
の知識人や文化人たちだったことも、ブルジョワ
の利益確保にのみ腐心し、民衆の困窮を後回しに
していたという批判につながっていた。この点に
ついて、モルドレルは民衆との連帯を疎かにして
いた地方分権主義者たちに対して「マテリアリズ
ムとエゴイズムによって、ブルターニュのブル
ジョワはあらゆる政治的要求から遠ざかった」
（Mordrel 1973: 23）と非難した。URBは自由主義
経済がもたらした社会格差や地域格差の是正、地
方分権制による地方再生等に関心を寄せていた
人々によって結成され、地方自治によって地域経
済の回復や社会問題の解決を目指していたが、実
際には拡大する民衆の貧困に対して実効性のある
対策を打ち出すことができなかったのである。
　ル・メルシエ・デルムは 1911年 10月、第一期
PNBを結成するとすぐさま、フランス語とブル
トン語の二言語でマニフェスト6を発表した。こ
のマニフェストは最初、1910年にサン =ブリウ
の新聞にフランス語で発表されたが、その後、ブ
ルトン語学者のフランソワ・ヴァレ（1860－
1949）によってブルトン語に翻訳され、第一期
PNB創設時に改めて二言語で印刷された。マニ
フェストは、ブルターニュやフランスのみならず、
ロンドンやミラノ、チューリッヒ、チュニス、
ニュー・ヨーク、ブエノス =アイレス、サンフ
ランシスコなど諸外国でも大きな反響を呼んだ
（Hamon 1970: 43）。この 16条から成るマニフェ
ストにはル・メルシエ・デルムの民

ナショナリズム

族主義の中心
的な思想があり、これを見ることで彼のナショナ
リズム文学の一端を理解することできると思われ
る。したがって、まずはマニフェストの概略を検
討したい。
　冒頭で「ブルターニュ国民主義党の目的は、（中
略）4世紀にわたって我々が被ってきたフランス
の圧政に対して、今もなお抗議することである」
（第 1条）と第一期 PNBの目的が提示され、その

ようとした。そして初めて『ナショナルな』観点
から最も進歩的なブルターニュ人構成員の結集を
奨励した」（Caouissin 1936: 158）と語っている。
　ル・メルシエ・デルムと同様に彼の賛同者の多
くも URBの会員だったが、当時の地方分権主義
者たちは一枚岩ではなかった。この点について、
ル・メルシエ・デルムは「今日、ブルターニュ地
方分権主義連合において我々は多数派であり、
我々の自由を再び獲得するために激しく戦ってい
る。では実際のところ、我々はいったい何者なの
か。全員が連邦主義の自治論者であり、そのうち
の大部分が分離独立主義者でもある」（Hamon 
1970: 41）と述べて、当時の URBの会員が思想
的には地方分権主義、連邦主義、分離独立主義に
分かれていたこと、その中でも分離独立派が台頭
しつつあったことを明かしている。
　ではなぜ URBは分裂を招いたのだろうか。当
時の地方分権主義者たちのエムザオについて、両
大戦間期に急進派のブルターニュ国民党 Parti 
National Breton（以下、PNBと略記）を組織した
オリエ・モルドレル（1901－85）は次のような手
厳しい批判をしている。

1898年〔URBの創設の年〕から 1914年に
至る時代に目を向けると、個人によって果た
された役割に驚かされる。誰も政党や宣伝機
関、まして社会福祉的な組織を設立しようと
は考えなかった。ブルターニュはいまだ昏睡
状態にあった。（中略）ブルターニュの経済
力を調査する者もなく、農業従事者や生産者
にとって何が問題であったかを理解する者も
いなかった。（Mordrel 1973: 36-37）。

　モルドレルの批判は多分に誇張したものである
が、それでも当時の URBが組織として実行力に
欠き、その運動のあり方を疑問視する人々がいた
ことも事実である。例えば、地方分権主義の週刊
新聞『ル・ペイ・ブルトン』紙には、読者から「み
なが脱中央集権で一致しているのに、なぜそれが
実現されないのか」という投書が寄せられたが、
それに対して URBは「そうした考えから秩序あ
る行動へと移行するために、さらにどれほどの論
説記事、講演、経済危機があれば良いのか！理論
と実践のあいだの大きな隔たり、理念の普及から
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ルターニュの本源的な独立性とフランスによる併
合の違法性を問うことで、ブルターニュにおける
独立国家樹立の正統性を主張したのである。
　さらに、「ブルターニュ人としての誇りや尊厳
にとって屈辱的である、地方分権主義の理念を受
け入れることはできない。我らはブルターニュを
フランス領土の一地方としてではなく、（中略）
独自の国家とみなしている」（第 8条）、「我らは
国家の第一の義務かつあらゆるナショナリティの
原則は、独立であると考えている。一つの人民が
その独立を失ったとき、その人民は独立を回復し
ようとしなければならず、決して独立の主張をや
めてはならない」（第 9条）と表明して、第一期
PNBが URBとは明らかに異なる立場をとってい
ることを示した。したがって、第一期 PNBの要
求は「フランスからの完全な分離とブルターニュ
国家の政治的な独立である」（第 11条）。
　第 12条以下では、国旗、国語、国歌を定めて
いるが、特に第 13条では「我らはブルトン語を
我らの唯一の国語として承認し、オート =ブル
ターニュ及びバス =ブルターニュの全領土でブ
ルトン語が我らの国の子どもたちに国語として教
育されるよう願う」と述べられている。そして最
終条項の第 16条において、過去にブルターニュ
の独立のために闘った英雄たちの名前を列挙し、
受け継がれる「ブルターニュ人魂」の伝統を称揚
し、そのスローガン「ブルターニュをブルターニュ
人の手に取り戻そう！」を合言葉に、独立のため
の闘いに邁進することを宣言している。
　このマニフェストでは、フランスを敵国、圧政
者、収奪者と定め、フランス対ブルターニュとい
う対立の構図を明示していること、独立要求は正
当化され、それが正義であると主張されているこ
と、抵抗者の闘いは「ブルターニュ人魂」を示す
英雄的な行為であり、果たすべき義務であること
が主張されているが、これらの主張はル・メルシ
エ・デルムが生涯を通してそのナショナリズム文
学の中で表現してきたものである。
　しかし、このマニフェストとル・メルシエ・デ
ルムら第一期 PNBに賛同した若者たちの行動は、
賛否両論を巻き起こした。マニフェストのブルト
ン語訳を引き受けたヴァレは 1911年 5月 11日付
けの書簡で、「あなたが私たちの故郷が一地方で
はなく、一つの国家であり、私たちは何よりもま

意図がブルターニュの独立を阻むフランス国民に
対して「抗議と厳しい非難の大運動を作り上げる」
（第 2条）こととしている。さらに自らの立場を「我
らは謀反人などではなく、抗議をする者である」
（第 3条）と明確にしている。続く条項では、「我
らは独立を、その後に地方の自治権や特権を次々
と剥ぎ取られた。1532年の条約7も反故にされた。
（中略）今日、我らの支配者の腹黒い迫害は、（中
略）我らから言語と慣習、世俗の伝統や宗教的な
伝統、国家の遺産で残っているものすべて、我ら
の誇りと喜びを形づくるすべてのものを引き剥が
そうとする」（第 4条）、「東方には別の祖国が、
我らの敵の祖国がある。それはフランスであるが、
政略結婚によって、その後は条約を押しつけて我
らの父祖の公国を掠め取ったうえ、後になってそ
の条約を反故にしたフランスは 1491年から我ら
を保有してきた。1532年と 1793年には、いっそ
う屈辱的な隷属状態に我らを置いた」（第 6条）
と述べて、彼らの主張が歴史的な正当性をもって
いることを証明しようとする。
　ここで注意したいのは、第一期 PNBと URBの
歴史認識の違いである。URBが主張したのは、
フランス王国がブルターニュ公国を併合したとき
に交わされた条約で承認された自治権の回復であ
るが、URBはいかなる文書においても併合それ
自体の違法性を論点としていない点である。例え
ば、「政策綱領の概略」（Le Pays Breton daté du 23 
avril）においても、経済的な必要性と歴史上の正
当性から県制の廃止と旧体制下の地方制の復活を
主張しただけである。その一方で、第一期 PNBは、
アンヌ女公とフランス国王の結婚自体が強制され
たものであり8、さらに女公の死後、1532年に併
合の条約を押しつけて独立国であったブルター
ニュ公国を違法に奪取したと主張している。ル・
メルシエ・デルムが 1968年にインタビューに答
えて、アルテュール・ド・ラ・ボルドリ（1827－
1901）のあの有名なブルターニュ史の講義9を想
起しながら、「ブルターニュは、2000年ものあい
だ抽象的な実体であった我ら大陸のブルターニュ
は、事実、フランスの一地方以上であり、実際の
ところ過去において独立し、現在においても独立
国であったことを記憶している真の国家である」
（Hamon 1970: 41）と述べたのは、こうした歴史
認識に由来しているのである。第一期 PNBはブ

 カミーユ・ル・メルシエ・デルムの詩に見る民族主義　95



り具体的に示されていたとする見方もあるだろ
う。事実、ル・メルシエ・デルムは歴史からナショ
ナルな意識を涵養することができると考え、機関
紙を使って人々を教化することを目論みに、歴史
を学ぶための連載記事を同紙に掲載した。しかし
ながら、実際のところ同紙は、年間購読件数が
480件しかなく、4ページ構成の簡素な月刊紙で、
財政難から度々休刊を余儀なくされるような状態
だったため10、一般への影響という点ではそれほ
ど大きくはなかった。
　ル・メルシエ・デルムは 1968年になってイン
タビューに答えて、「運動とは単に文化的な行動
ではなく、政治・社会の変革である」（Hamon 
1970: 40）と断言したが、第一期 PNBの民

ナショナリズム

族主義
には政治や社会の変革を実現できるほどの確たる
理論も勢力もなかった。前述の通り、彼は機関紙
『ブレイス・ディスュアル』を通して、歴史的事
実に立脚した分離独立派の思想を浸透させようと
企図していたが、モルドレルは次のように辛辣に
批判して、「『ブレイス・ディスュアル』がもたら
したものは、脆弱だった」（Mordrel 1973: 33）と
切り捨てた。

かなり不思議なことに、独立のために展開さ
れた〔第一期 PNBの〕理論は、前世紀にブ
ルターニュの真実11を段階的に発見した者た
ちによって疑いの余地なく確定した点から作
られていない。（中略）同様に驚くべきことに、
ブルターニュの政治的主張に関する最初の論
説は、大小問わずあらゆる民族・国民がもっ
ていた自決権という自然権やそこから引き出
されるべき方針に言及していなかった。また、
パリの支配が彼らの国（地域）を遺棄状態や
極貧状態に置いていることを告発したり、報
じたりすることを考えてもいない。ル・メル
シエ・デルムは抒情詩人で、彼にとって「ブ
ルターニュは詩である12」に過ぎない（Mordrel 
1973: 33-34）。

　とはいえ、モルドレルはこのような手厳しい批
判を展開しつつも、「マニフェストは行動へと道
を開くことはなかったが、それでも道を示した」
（Mordrel 1973: 34）と述べて、第一期 PNBの活動
に一定の評価を与えていることも忘れてはならな

ずケルト人ナショナリティの擁護を案じる
民
ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者であらねばならないと主張なさったと
き、私は無条件にあなたに賛同しました」（Le 
Mercier d’Erm 1961: 48）と全面的な支持を表明し
ている。後に初代アイルランド大統領となったダ
グラス・ハイド（1860－1949）もまた、「最大の
関心をもって、私はあなたのマニフェストを読み
ました。私は、言語とブルターニュ人ナショナリ
ティのための闘争において、あなた方がゲール語
連盟の全面的な賛同を得ていることを保証しま
す」（Le Mercier d’Erm 1961: 48）と記した手紙を
差し出している。
　その一方で、カディウ（2013: 264-265）に拠る
と、ル・メルシエ・デルムは当時、URBやバル
ド協会「ゴルセッド・ド・ブルターニュ」の指導
者たちからは非難された。例えば、1911年 3月 3
日、彼はブレストの『ヌーヴェ・ラヴニール』に
投書して、「ブルターニュ万歳！フランスを打倒
せよ！」とその手紙を締め括ったが、大ドルイド
であったイヴ・ベルトゥ（1861－1933）は、1911
年 5月 15日付けの『アル・ボブル』誌で、「この
アンチ・フランスの輩〔ル・メルシエ・デルム〕は、
私が主宰するバルド協会とは何の関係もない。彼
が表明した見解だけで、彼には永遠にその扉が閉
ざされた。私が心の底から『ブルターニュ万歳！』
と叫ぶとしたら、同じく心の底から、また力の限
り『フランス万歳！共和国万歳！』と叫ぶ」と、
フランスからの分離独立を主張したル・メルシエ・
デルムを非難した。
　このように、当時、第一期 PNBのマニフェス
トや彼らの行動は注目を集め物議を醸すものだっ
たが、この組織が第一次世界大戦を生き延びるこ
とはなかった。その理由は、マニフェストを読む
と明らかであるが、彼らの標榜する民

ナショナリズム

族主義があ
まりに観念的だったからである。ブルターニュの
経済的な問題に対する解決策もなく、独立後の方
向性や展望も示さず、独立の根拠となる思想的基
盤も強固ではなかった。さらに、これまで共通し
てブルターニュの知識人、文化人が重視してきた
ケルト主義についての言及もなかった。一言で言
えば、第一期 PNBの主張は非現実的で、その運
動には求心力がなかったのである。
　むろん、機関紙『ブレイス・ディスュアル』を
通して、第一期 PNBの理念や運動の方向性はよ
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エはふくろう党員で、かの有名なヴァンサン・ド・
タンテニアック将軍（1764頃－1795）とジョル
ジュ・カドゥーダル将軍（1771－1804）の「赤軍」
で隊長を務め、1795年のジョスランの戦いで腕
を失ったと伝えられている（Kerméné 1914: 5）。
ル・メルシエ・デルムはブルターニュのために戦
い血を流した先祖を敬い、後に「我らの父祖の血」
と題された詩の中で次のように父祖を称賛してい
る。

ルイ十六世の息子の最期に、
カドゥーダルの旗下で流されたのは、
フランス人の鉄砲の弾を受け、
ジョスランで傷ついた、私の父祖の血だ。
そしてこの血は、我らの領土の番人である、
ジョスランの者たちの清廉な血は、
彼らの心がそれで満たされ、
私の動脈をそれで満たす、
抵抗の血だ。
この血を、私は取り戻し、見つめ、感じ、
愛しみ、求める……
それは真っ赤だ！それは目も眩むような赤
だ！
私に霊感を与えるのは彼らの血だ。

（Le Mercier d’Erm 1964: 12）

　これは 1964年に刊行された詩集『西国の血』
に収められた詩であるが、この詩には長い年月を
経ても変わらない民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者ル・メルシエ・デル
ムの「霊感」の源が表現されている。ル・メルシ
エ・デルムに「霊感を与える」のは、祖国をブル
ターニュ人の手に取り戻すために戦った者たちの
尊い血の犠牲であり、その父祖の血が己の中に
脈々と受け継がれている事実である。だからこそ、
彼はその血脈を「取り戻し、見つめ、感じ」なが
ら、それを「愛しみ、求める」情感を詩に昇華さ
せたのである。
　同時に、この父祖の血はル・メルシエ・デルム
にとって、ブルターニュ人としてのアイデンティ
ティを形成する要素の一つでもある。しかしなが
ら、彼はそれのみが己のアイデンティティを規定
するものだとは考えていなかった。この点につい
て、アンドレ =ジョルジュ・アモンは、「私がそ
うであるように、私がそう感じるように、私がそ

い。というのも、まさに第一期 PNBの功績はそ
れまでの地方分権主義者たちの主張とは異なり、
初めてフランスからの分離と独立国家の樹立とい
う道を示したことにあったからである。
　さらに、ここで指摘しておかなければならない
点は、ル・メルシエ・デルムがその後、この道を
詩を武器に進んでいったことである。モルドレル
はラ・ボルドリの言葉を引用して、抒情詩人ル・
メルシエ・デルムにとって、ブルターニュは単に
詩的な存在に過ぎないと揶揄したが、奇しくも「ブ
ルターニュ」と「詩」は、ル・メルシエ・デルム
にとってその民族運動と文学活動の原点であり、
また生涯にわたって追求すべきものであった。
　以上、民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者としてのカミーユ・ル・メル
シエ・デルムの活動を概観したが、この時期はル・
メルシエ・デルムがパリで生活をしていた時期と
重なっている。この時期の文学活動については、
ル・メルシエ・デルムは民族運動と創作活動をそ
れぞれが独立した別個のものとして捉えていた。
彼の中でそれが民族運動と融合していくのは、第
一次世界大戦とイースター蜂起の頃ことである。
しかしながら、この融合の兆候は明らかにこの時
期の作品にも見られる。まずは、ル・メルシエ・
デルムの前半生と最初期の作品を考察すること
で、民

ナショナリズム

族主義が彼のアイデンティティと文学的営
為にどのような影響をもたらしたのかを見てみよ
う。

Ⅲ　ル・メルシエ・デルムの前半生とパリ時代の
作品

　カミーユ・ル・メルシエは、1888年 11月 12日、
ニオール（現ヌーヴェル =アキテーヌ地域圏ドゥ
=セーヴル県の県庁所在地）で生まれた13。父は
印刷業を営んでいたアリスティッド・ル・メルシ
エ、母はマリー・デルムで、彼の筆名ル・メルシ
エ・デルムは父の姓と母の姓をつなげたものであ
る。彼の出生地がブルターニュではなかったこと
から、後年、URBと袂を分かち、分離独立派の
活動を本格的に始動した彼に腹を立てたタルディ
ル =ジャフレヌーは、「彼は我々の地方の者では
ない」と言ってよそ者扱いをしたが（Cadiou 
2013: 264）、ル・メルシエ・デルムの両親はとも
にモルビアンの古い家柄の出身であった14。
　父方の曽祖父ジャン・フランソワ・ル・メルシ
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うありたいと願っているように、そしてつねにそ
うであったように、ブルターニュ人であることは
単にブルターニュの出身であるという偶然や慣習
的なふるまい、あるいは伝統文化の名残の結果で
はなく、それは事実、その根源にある精神の深い
投影である」（Hamon 1970: 40）というル・メル
シエ・デルムの言葉を伝えている。つまり、彼に
とってブルターニュ人としてのアイデンティティ
は、単に出生地やその土地の風俗習慣の中で育っ
たという偶然の産物に由来するのではなく、より
深いもの、すなわち精神的なものであった。この
ように、彼のアイデンティティは、己がその土地
に属していると魂の奥底から感じ、ブルターニュ
人でありたいと願う自発的かつ自覚的な意識に起
因するものでなければならなかった。
　また、ル・メルシエ・デルムが自らのアイデン
ティティがブルターニュ人にあると感じる理由の
一つに、父親の影響があった。彼は後年、「幼少
期に、祖先の故郷から引き離された私は、父から
私たちのブルターニュ、はるか遠きブルターニュ
について教えられた。そして私は父のように、自
分自身をブルターニュから引き離された者〔追放
者〕のように感じていた」（Hamon 1970: 40）と語っ
たが、父からブルターニュへの愛郷と望郷の念を
受け継ぎ、故郷を離れて暮らす者たちが抱く故郷
に対する深い愛情や愛惜の念を己の内に感じ、そ
れを育んだのである。この親子二代にわたる強い
懐郷の念が、ブルターニュ人としてのアイデン
ティティを形成する彼の原体験となったのだろ
う。彼の初期の詩の多くがブルターニュを題材と
した所以も、ここら辺にあると考えて差し支えな
いだろう。
　父のアリスティッドは、ル・メルシエ・デルム
が後に師事することになる詩人ルイ・ティエルス
ラン（1846－1915）や作家のアナトール・ル・ブ
ラース（1859－1926）と知己であった。ル・ブラー
スは 1919年に刊行されたル・メルシエ・デルム
の『ブルターニュ・アルモリカのバルドと国民詩
人―19世紀・20世紀の現代詞華集』（以下、『ブ
ルターニュ・アルモリカのバルドと国民詩人』と
略記）の序文で、アリスティッドを「模範的なブ
ルターニュ人、アルモリカ文学の利益を最も熱烈
に擁護した人の一人、最も無私無欲の人の一人」
（Le Mercier d’Erm 1918: XI）だと褒めあげた。

　こうした父親の影響もあり、ル・メルシエ・デ
ルムは早くから文学、とりわけブルターニュ文学
に傾倒した。この点について、彼は自らポール・
フェヴァル（1816－87）、エミール・スーヴェス
トル（1806－54）、オーギュスト・ブリズー（1803
－58）、エルサール・ド・ラ・ヴィルマルケ（1815
－90）の書物を愛読したことを明かしている。ロ
ナルド・ドゥラネー（1938: 6）は、ル・メルシエ・
デルムの初期の作品にすでに民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者の感情が
見られ、この感情が推進力となってその後の彼の
全作品に影響を与えることになったと述べたが、
この読書体験が彼の民族運動の原点となったこと
は間違いないだろう。その証拠に、ル・メルシエ・
デルムは後年、若い頃の読書体験を通して感得し
たことを次のように語っているからである。

私は、この当時から早くも、直感的にブルター
ニュが不遇で裏切られており、これを救い、
再生し、助けなければならないと感じていた。
だからこそ、ケルマルケル〔ラ・ヴィルマル
ケ〕からタルディル〔ジャフレヌー〕へ、ル・
ゴニーデックからヴァレへ、ブリズーからル・
ブラースへと一世紀前から道を開いてくれた
ブルターニュの偉大なる愛国者たち、民族の
覚醒の先駆者たちの歩みのうえに、今日、人々
が「ブルターニュの民族運動」と呼ぶところ
のものに、私はいとも早く到達したのである。

（Hamon 1970: 40）

　ル・メルシエ・デルムが早くからブルターニュ
のナショナリズムに傾倒したのは、もちろん彼の
読書体験だけが理由ではない。この点について、
彼は自分が民族運動の活動家になった理由を一般
論の形で分析しているので、まずはそれを確認し
よう。

人はどのようにブルターニュに、ブルター
ニュの思想に、「ブルターニュの民族運動」
に至るのだろうか……まずはおそらく、遺伝
によって、それからある種の理想主義の性向、
ある種の精神の若さ、ある種の感情の高潔さ、
正義と自由に対する明らかに生来かつ無私の
ある種の感覚によってである。これらすべて
が無意識のうちに、歴史的事実と我々の時代
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1925）等々、ブルターニュ出身の知識人や文化人
たちと交わり、この頃から熱心にブルターニュの
歴史とブルトン語を学んだ（Kerméné 1914: 7）。
同時に、パリの文壇の仲間入りも果たした。後年、
当時の生活を述懐して、「いまだ知的偏見に凝り
固まっていた私は足繁く『前衛的な』文学セナク
ルに通い、自分の活動を分散させていた。少々行
き当たりばったりに雑誌や出版社を通じて詩、（中
略）、エッセイ、文芸批評を発表し、自ら文芸雑
誌『アルゴナウタイ』を刊行した」（Caouissin 
1936: 157）と語っている。
　しかし、パリ時代は彼にとって迷いの時期でも
あった。前述の述懐を「しかし、これらの無意味
なせわしなさは私を満足させなかった。私は私の
道、私の『ダマスカスへの道』を探し求めていた。
故郷からの呼びかけがそこに私を導くことになっ
た」（Caouissin 1936: 157）と続けているように、ル・
メルシエ・デルムがフランス文学で身を立てよう
としながらも迷い逡巡し、最終的にブルターニュ
の民族運動に身を捧げようと決心するまでには、
大きな内心の葛藤があったと考えられる。
　1908年、ル・メルシエ・デルムは自ら月刊誌『ア
ルゴナウタイ』を創刊し、抒情詩を中心に文芸批
評などを掲載した。彼は雑誌のマニフェストで「こ
の雑誌はまったく自由に芸術を表現するものであ
り、美というこの栄光ある金羊毛を求める新たな
アルゴー船の乗組員〔アルゴナウタイ〕たちの情
熱をかき立てるものである」（Delaney 1938: 7）
と述べが、このマニフェストから分かる通り、『ア
ルゴナウタイ』は純粋に文芸雑誌で、民族運動と
は無関係であった。この雑誌はランソワ・コッペ
（1842－1908）、ティエルスラン、エドゥアール・
ボーフィス（1868－1941）、ル・ブラース、ル・
ゴフィックら有名詩人だけではなく、発表の場を
求めていた若き詩人たちを集めた。ル・メルシエ・
デルムがこの文芸誌に関わったのは三年と短い期
間だったが、そのあいだ毎月のように自作の詩を
発表した。それらの多くが後に詩集『追放』（1909）
に収められることになる。
　1909年 12月、21歳になったばかりのル・メル
シエ・デルムは、エドワール・サンソ出版社から
『追放』と題する一冊の詩集を出版した。ル・ゴ
フィックが序文を寄せ、ティエルスランが弟子に
捧げた詩が巻頭を飾るこの詩集は、出版されると

の政治的現実の中で、想像力の恵みによって
移し替えられるのだ（Hamon 1970: 40）。

ル・メルシエ・デルムにとって、人がブルターニュ
の民族運動に目覚める理由は、遺伝的にブルター
ニュ人であること、すなわちブルターニュ人の血
脈をもつこと、理想主義を尊ぶ生来の傾向、しば
しば若者たちに特有のものであるが、若さや高潔
さ、正義と自由への意志、無私無欲の精神を有し
ていることである。こうした条件に合致する人々
が歴史的事実を学び、ブルターニュの政治的かつ
社会的な現実に直面して、その不条理に目覚める
ことで活動家へと変貌していくのである。
　なお、ここで指摘しておかなくてはならないの
は、ル・メルシエ・デルムが他の民族ナショナリ
スト作家・詩人たちほどには、ブルトン語で創作
活動をしなかったことである。幼少年期に父祖の
言語を学ぶ機会に恵まれなかった彼は15、独立国
家ブルターニュにとって国語としてのブルトン語
の重要性を認識しつつも、自らはブルトン語で書
くことにこだわりはかった。彼にとっては、運動
の思想を広めることの方が優先され、読者数が限
定されていたブルトン語よりもフランス語で執筆
することに道理があったのである。その証拠に、
後年、ダルディル =ジャフレヌーが『ブレイス・
ディスュアル』紙はブルトン語よりもフランス語
で〔記事を〕書いていると指摘したとき、ル・メ
ルシエ・デルムは「ブルターニュ人がブルトン語
を読み話すことができた日には、我々の新聞もブ
ルトン語以外の言語を使わないだろう」と反論し
ている（Bouëssel du Bourg 2013: 90）。
　1907年になると、ル・メルシエ・デルムは上
京した。第一次世界大戦が勃発し徴兵されるまで
パリで暮らしたが、この時期を本論では「パリ時
代」と呼ぶ。パリ時代は、ル・メルシエ・デルム
にとって民族運動に身を投じた時期であると同時
に、パリの文壇を意識して創作活動に励んだ時期
である。パリに身を落ち着けるとすぐさま、彼は
ブルターニュ人コミュニティの中に入り、作家で
詩人のシャルル・ル・ゴフィック（1863－1932）、
モルビアン県選出の議員レジ・ド・レストゥルベ
イヨン侯爵（1858－1946）、ル・フュール博士、
作家のシャルル・ジェニオー（1870－1931）、作
曲家で歌手のテオドール・ボトレル（1868－
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言葉の一つだと、
朝の風に運び去られた夢のように……
ああ！我らはつねに我らの父祖の息子だ、
そして我らは支配者を前にして立ち上がるだ
ろう、
そして我らはあなた〔ブルターニュ〕に栄冠
を与えよう、
奴らが傷つけることができなかったあなた
に。

（Le Mercier d’Erm 1909: 27）

　ここで表現されているのは、国を奪いその国の
古名を忘れさせようとするフランク（=フランス）
人、圧政を敷きブルターニュ人を虐待するフラン
ク（=フランス）人の非道さであり、父祖たちの
ように何度でも立ち上がり抵抗する、決して失わ
れることのない気概に満ちたブルターニュ人魂で
ある。これは明らかにラ・ヴィルマルケが『バル
ザス =ブレイス』の中で初めて公に表現し、以来、
ブルターニュにおいて伝統となったブルターニュ
人対フランス人の対立を描出した「抵抗の物語詩」
の系譜に連なる作品である。
　一般に、ル・メルシエ・デルムの初期作品は、
純粋に文学の観点から論じられることが多かった
が、前述のように初期作品の多くは彼の民族主義
者としての覚醒の時期と重なっており、『追放』
にもすでに民

ナショ ナ リ ズ ム

族主義の色彩の濃い詩が見られ
る16。この点を考慮すると、彼の初期作品もまた
ブルターニュの民族運動と切り離して論じるべき
ではないことがわかるだろう。
　ところで、ル・メルシエ・デルムの初期詩集の
中で、興味深い作品がもう一つある。それは
1919年に出版された『レダ―実らぬ恋の物語』
（以下、『レダ』と略記）である。この詩集は、女
優レオ・ミスレーへの愛をギリシア神話のレダに
仮託して、叶わぬ愛の探求を物語った詩を集めた
ものである。詩人ポワルヴェ・ル・グエンは、ル・
メルシエ・デルムがこの詩集で企てたのは「生の
一瞬、一つの存在、あるいは深淵かつ神秘的な愛
を『固定する』困難な試み」（Poilvet Le Guenn 
2013: 184））だと論じた。ここに見られるのは、
女優ジェニー・コロンに愛を捧げ、その面影を投
影させたジェラール・ド・ネルヴァルの作品にも
通じるロマン派的な抒情である。したがって、一

すぐにパリ及びブルターニュの文壇で大きな反響
を巻き起こした。まもなく、彼のもとには好意的
な書評や文芸批評が数多く寄せられた。ロナン・
ド・ケルメネ（1914: 33）は著作の中で『追放』
に寄せられた反響を 14頁にわたって紹介してい
るが、中でもベルギーの『ラ・デルニエ・ルーフ』
紙は「アルモリカは、ヒロイズムに燃えた詩人た
ちを輩出し続けている。（中略）カミーユ・ル・
メルシエ・デルム氏はその『追放』の中で、激烈
な抒情でブルターニュを歌う」（La Dernière 
Heure, Bruxelles, juin 1909）と絶賛した。
　『追放』は 3部構成で、第 1部が「故国の幻影」、
第 2部が「孤独な魂」、第 3部が「別の追放」と
題され、各部には、それぞれ異なる「追放」をテー
マに、複数の詩が収められている。ル・ゴフィッ
ク（1909: 15-16）はその序文の中で、ル・メルシ
エ・デルムが語った「追放」の意味を紹介してい
るが、それによると「故国の幻影」は「伝統主義
者で詩人である者の心にとって、愛おしいこのブ
ルターニュから遠く離れているという、虚構では
ない現実の『故郷』からの追放」であり、第 2部
は「私〔ル・メルシエ・デルム〕が体験し甘受し
た追放で、むしろ感傷的な性質のもの」で、最後
の追放は「私〔ル・メルシエ・デルム〕にとって
空間的にも時間的にもより遠い追放」である。
　パリ時代の詩作品には、後にライフワークとな
るナショナリズム文学のスタイルはいまだはっき
りとした形では表れていないが、第 1部にはその
萌芽が感じられる詩が存在する。それらの詩作品
こそが、タルディル =ジャフレヌーが称賛した「知
的解放とケルト人の自治の実現のために闘う」
（Hamon 1970: 40）詩人の民族ナショナルな作品
である。まずは、その特徴が如実に現れている「叙
事詩」と題する詩の抜粋を見てみよう。

おお、フランク人よ、おまえらは我らの魂を
服従させはしなかった、
侮蔑的な高笑いで我らを鞭打ったおまえら、
（中略）
野蛮人たちよ、おまえらは言っていた、それ
はばかげたことだと、
アル =モール〔ブルターニュの古名〕は遠
い過去の言葉でしかないと、
おお、フランク人よ、忘れなければならない
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の覚醒と無縁ではないと仮定できるのである。と
いうのもこの詩集には、パリの文壇、すなわちフ
ランス文学界における栄達と民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者としての
覚醒のあいだで、おそらく迷い悩んであろう彼の
心情がそのまま投影されている詩があるからであ
る。それは「魂について」と題された詩であるが、
この詩には叶わぬ愛に倦み疲れ、苦悩の末にパリ
を離れて、故郷のブルターニュに帰還を果たす詩
人の心のうちが吐露された一節がある。ここには、
「故郷からの呼びかけ」によって「ダマスカスへ
の道」を見出そうとしていた詩人の内的世界の表
現がある。

そしてこの夕べに私はふたたび詩人になる、
私の心にさざ波を立てた陰鬱なパリから遠く
離れて、
私の竪琴が音を鳴らさなくなったこのモン =
パルナスから遠く離れて、
奇妙なリキュールで私を麻痺させた
情欲のモンマルトルやお祭り騒ぎのブール =
ミッシュから遠く離れて、
私に嘘をつき、いつの時代も、その気取った
金の鈴を鳴らして、
そのばかげたテンポで、もはや私たちに
意思の力も思考する時間も残さないパリから
遠く離れて。

（Le Mercier d’Erm, Léda, 1919: 29）

　パリはその喧騒と酒と女で詩人の感覚を麻痺さ
せ、常軌を逸したスピードで詩人から思考力を奪
う。その果てに、詩想の比喩である「竪琴」はも
はや音を鳴らすこともなくなり、詩人は詩を作る
こともなく沈黙に陥る。モンパルナス界隈を離れ
ることは、同時に詩人の詩風である「私

モ ン = パ ル ナ ス

の高踏派」
との決別を意味する。フランス文学の聖地である
パリから遠く離れ、故郷にたどり着いたとき、詩
を忘れた詩人が見出したものは再び詩人となった
自分自身であった。この一節はパリの文壇との決
別を表明した、ル・メルシエ・デルムの意思表示
であると解釈することができる。というのもその
後、ヨーロッパ全土に未曾有の混乱を引き起こし
た第一次世界大戦の従軍経験を経て、彼が到達し
たのがブルターニュ問題17をテーマに、己の文学
と民

ナショナリズム

族主義を融合させた新たな詩の形だったから

見すると『レダ』には「抵抗の物語詩」にもナショ
ナリズム文学の詩にも相通じるものはない。『レ
ダ』は、ある意味で、ル・メルシエ・デルムのパ
リ時代の代表的な作品と言っても良いものであ
る。
　パリ時代は、すでに見たように彼にとって迷い
の時代でもあった。彼はブルターニュ人コミュニ
ティに顔を出す一方で、パリの文壇の人々とも交
際した。この時期の彼の交際について、アント
ニー・レリティエは「知識人、サロン、耽美主義
者、社交界の人々と頻繁に交流している。わずか
一時期であるが、アポリネールやジャリとも会っ
ている。（中略）モンマルトルのラパン・アジル
などに通い、マックス・ジャコブとも親交をもっ
ている」（Lhéritier 2013: 14）と述べた。つまりル・
メルシエ・デルムは、民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者として覚醒しつ
つも、他方でフランス文学の世界にどっぷり浸
かっていたのである。
　「今世紀前半の最良の詩人の一人で、パリの文
壇がその才能を認めた」（Brékilien 2013: 19）と評
価されているように、巨匠ティエルスランの弟子
で、パリの文壇でその将来を嘱望されていたル・
メルシエ・デルムは、当時の抒情詩人の中で最も
輝かしい才能をもつ者の一人であった。初期の詩
風について、レリティエは「古典文化に精通した
若き詩人は、楽々と上品に伝統的な詩を作り、そ
こに粋な飾りを施している」（Lhéritier 2013: 12）
と評した。またブレキリアンは、「もし彼が自ら
のキャリアに注意を払う才人たちのように、セー
ヌ両岸にとどまる良き趣味をもち、共和国の保守
派にとってスキャンダルでしかない正義と自由の
ための闘争に自ら身を投じることがなければ、フ
ランス文学のあらゆる教科書にその名を残しただ
ろう」（Brekilien 2013: 19）と述べたが、これはル・
メルシエ・デルムが民族運動と文学活動を融合さ
せず、高踏派の詩風を追求しパリの文壇と交流を
続けていれば、フランス文学史にその名を残す詩
人となっただろうということを示唆しているので
ある。
　『レダ』がパリ時代の代表的な抒情詩集だとは
言え、本論ではこの詩集に収められた詩の大部分
が 1908年から 1912年に作詩された（Lhéritier 
2013: 14）点に注目したい。つまり、この詩集も
また、ル・メルシエ・デルムの民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者として
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象から外した。すなわち、この作品の構想の時期
や当初の刊行予定が戦前であり、本論ではル・メ
ルシエ・デルムがパリ時代の高踏派の抒情詩から
離れ社会参加の詩へとその詩風を決定的に転換さ
せることになったのは、第一次世界大戦とイース
ター蜂起にそのきっかけがあったと仮定して論証
を進めることを目指しているからである。
　しかしながら、803ページに及ぶこの大作がエ
ムザオに与えた影響は、他の二作品を凌ぐもので
あったことは言い添えておかなければならな
い 19。1919年に出版されると、この詞華集はす
ぐに傑作として迎えられた。ある者たちはこの作
品を『バルザス =ブレイス』の再来と称し、他
の者たちは『聖書』と同列に置いた。その反響は
大きく、ラムゼイ・マクドナルド（1866－1937）、
アリスティッド・ブリアン（1862－1932）ら当時
の国内外の大物政治家や知識人、出版界も称賛を
惜しまなかった（Lhéritier 2013: 16）。また、初版
の一冊がウッドロー・ウィルソン（1856－1924）
に献呈され、彼もまたこの作品を絶賛したと伝え
られている20。

１．『《戦争》？……』における不条理への反抗
　レリティエが「1914年、戦争が勃発し、アポ
ロンの竪琴は砕けちり、その代わりにケルトのテ
レン〔ケルトのハープ〕が現れる。日々は悲劇的
である。1919年に詩集として編まれた『《戦争》？
……』では、繊細な形式は退けられ、荒々しい詩
句が噴出する」（Lhéritier 2013: 15）と評したよう
に、戦争を境にル・メルシエ・デルムの詩風は大
きく変わった。それまでは、前述したように彼の
中では、民族運動と創作活動のあいだには一定の
線引きがなされていた。『追放』の中にナショナ
リスト詩人の作品を彷彿とさせる詩があったとし
ても、その作風が主流ではなかった。
　では、第一次世界大戦中、作風が変わるほどの
何がル・メルシエ・デルムの身に起こったのだろ
うか。戦争で病に倒れたことも影響しただろうが、
最大の理由は彼が戦争の不条理を強く感じたこと
だと考えられる。彼の第一次世界大戦に対する憎
しみは大きかった。というのもブルターニュは二
重の意味で、多数の人的資源を失ったからである。
一つには、ブルターニュは「人口が多く、若い世

である。

Ⅳ　祖国ブルターニュと社
ポ エ ッ ト ・ ア ン ガ ジ ェ

会参加の詩人への転向

　第一次世界大戦が始まると、他の多くの若者た
ちと同様に、ル・メルシエ・デルムもまた徴兵さ
れた。ほどなくして戦場で病に倒れ、1915年に
は復員した。病からの回復には何か月もの時を要
した。1916年になると、レンヌ大学の文学部長
であったジョルジュ・ドタンの助力でラニオンの
大学コレージュで哲学と文学を教える代用教員の
職に就いたが、まもなくこの職を捨ててブルター
ニュを離れざるを得なくなる。1907年に父親が
死去し、その後父の印刷所を継いだ人物もまた死
去したため、印刷所を組織し直すためにニオール
に戻ったのである。
　1919年になると、ル・メルシエ・デルムはブ
ルターニュに戻り、ディナールを終の住処とする。
この年、彼は続けざまに重要な作品を刊行した。
それは前述の『レダ』、『《戦争》？……内なる反
抗の詩』（以下、『《戦争》？……』と略記）、『ア
イルランドよ、永遠なれ！―1916年の殉教者
たちへの頌

オ ー ド

詩』（以下、『アイルランドよ、永遠な
れ！』と略記）、『ブルターニュ・アルモリカのバ
ルドと国民詩人』である。この中で、『レダ』以
外の三作品は彼の民

ナショナリズム

族主義にとって特に重要な作
品である。それは彼の中で、別個の活動であった
民族運動と創作活動が一つに融合し、文学、すな
わち詩を武器にした闘争へとその闘いの形を変え
た転換期の作品だからである。これらの作品の発
表を境に、高踏派の詩風、つまり優れた技巧と端
正な形式美を追求した客観的かつ絵画的な描写の
抒情詩と別れを告げ、ブルターニュの政治・社会
問題を主題にした「社会参加18の詩」を世に問う
ことが、彼の新たな文学の形となった。
　以下の作品論では、ル・メルシエ・デルムの二
つの社会参加の詩、『《戦争》？……』と『アイル
ランドよ、永遠なれ！』を取り上げたい。前者は
第一次世界大戦に従軍したル・メルシエ・デルム
の反戦の詩であり、後者はイースター蜂起のバリ
ケードに斃れたケルト人の同胞であるアイルラン
ド人を追悼した頌

オ ー ド

歌である。『ブルターニュ・ア
ルモリカのバルドと国民詩人』もまた重要な作品
ではあるが、次の理由から本論文では作品論の対
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言う。
私はおまえたちの言うことが理解できずに聞
く。
分かるだろう、私たちは同じ言葉を話してい
ない、
私たちは同じ魂も同じ心ももっていない。
私は遠くからやって来て、
今日おまえたちのあいだで生きることに驚
く。
そこには私たちを隔てる壁があり、
その壁は目に見えないが、あまりにも高く
―越えられない―
人々よ、それがおまえたちから私を守ってく
れる、
それがおまえたちと私を互いに決して理解し
得ないものにしている。

（Le Mercier d’Erm 1919: 10）

この一節が表現しているのは、「《戦争》」の空間
をともに生きる「私（たち）」と「おまえたち」は、
決してわかり合えない者同士であるという現実で
ある。「おまえたち」にとって「私」は遠い異国
からやってきて、「おまえたち」とともに生きる
ことを余儀なくされている余所者である。さらに、
「私」と「おまえたち」は同じ言葉を話さず、精
神的にも感情の面でも共通するところがない。こ
れは単に母語が異なる両者というにとどまらず、
この両者が同じ常識、同じ思想、同じ語感で言葉
を交わすことができない、永遠に分かり合えない
存在であることを意味している。だからこそ、両
者のあいだには越えることのできない高い壁がそ
びえ、それがある意味で「私」を守る防壁となっ
ている。この両者の断絶は、いわば価値観を共有
できない者たちが対立的な立場にあることを表現
しているのである。
　この詩のもう一つの特徴は、「二重ギュメ 
（«　»）」で括られたいくつもの語彙が存在するこ
とである。本論文では、そうした語彙を《　》で
括っている。これらの語彙は、その提示される意
味が「私」には理解できない言葉である。なぜな
ら、「私」にとってこれらの言葉は本来の語義を
失い、「おまえたち」によって偽りの意味を付与
された欺瞞に満ちた言葉だからである。そうした
言葉の一つが「《戦争》」であり、「《敵》」であり、

代の層が厚かったため、過酷な動員が課された。
その結果、12万人の命が犠牲になり21」（Tourault 
2002: 266）、その死の原因が最も死に近い前線に
送られたことにあった。
　もう一つは、「戦争の四年間が、（中略）ブルター
ニュの農民をフランス語を話すフランス市民に変
貌させた」（Calvez 2000: 28）ことである。ブルター
ニュから多くの尊い命が犠牲になったうえ、少な
くない数の若者が言語的にも文化的にも思想的に
もフランス化されてしまったのである。その証拠
に、戦後、ブルターニュ各地に建立された慰霊碑
にはフランス国旗がはためいた。フランス軍の一
員として戦った戦没者を追悼する慰霊碑はフラン
スへの愛国心の象徴となり、第一次世界大戦の休
戦協定が結ばれた 11月 11日になると、毎年、各
地で追悼式典が行われる。当時、共和国の祝日で
あり、革命記念日である 7月 14日はブルターニュ
では定着していなかったが、11月 11日は人々に
とって重要な記念日となったのである（Cornette 
2005: 422-423）。
　ポワルヴェ・ル・グエン（2013: 199）は、この
戦争において、中央政府はブルターニュ人を利用
して血を流させた後で見捨てたと批判したが、実
はそうした中央政府に対する批判と戦争というも
のの不条理に対する告発が、ル・メルシエ・デル
ムの『《戦争》？……』のモチーフとなっている。
『《戦争》？……』は 8編から成る小冊子で、いず
れの詩も 1915年に作詩された。前述したように
ル・メルシエ・デルムは第一次世界対戦に従軍し
て間もなく病気になって復員しているが、それま
でに垣間見た戦争の現実が彼に筆を取らせ、一気
にこの詩集を書き上げさせたのである。
　各詩には機械的にローマ数字が振られているだ
けで、具体的なタイトルはない。そのため、詩集
に無機質な印象を与えるが、それは 8編の詩がす
べて関連し、分かつことのできない大きな一編の
詩を構成していることを示している。この詩集の
特徴の一つは、各詩はいずれも「私や私たち」と
「おまえたち」の対立構造をもっていることであ
る。第一の詩の冒頭は、次の一節から始まる。以
下、本節で引用される詩はすべて『《戦争》？
……』に所収されている詩である。

おまえたちは私にそれが《戦争》だ！……と
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大国であり（Le Mercier d’Erm 1919: 29）、決して
前線で戦うことのない大国の指導者たちを暗示し
ているのである。
　そして大国同士のエゴによって勃発する「《戦
争》」は、祖国の意味さえも変容させてしまう。「お
まえたちの祖国」は「私」にとって他者の祖国で
あり、見知らぬ場所であるが、もちろんこれは空
間的なことを指しているわけではない。「祖国」
という言葉の含意が異なっているのである。「私」
はその点を明らかにするために、「私」にとって
の祖国と「おまえたちの《祖国》」とを対比して
次のように訴える。

祖国よ！……　ああ！おまえたちが知ってい
たら
おまえたちの演説の中で、おまえたちの新聞
の中で、おまえたちの書物の中で
どれほど祖国を忌まわしく不吉なものにした
かを！
私たちに対して最も大切な生存権を否定する
このペストのごときものが、人間の祖国なの
か！
（中略）
否！……　祖国はその子どもらにとって
優しく愛情深く慈悲深いものだ。
私は深遠で神聖な祖国を良く知っているが、
おまえたちはそれを知らない。

祖国、それは母なる大地の片隅、
怒りでもなく武器でもなく、愛が守る
不可侵なるもの、永遠なるもの。
（中略）
祖国！それは神聖で優しく寛大で、
私たちが愛するのは真の祖国だ。
それは私たちの生きる喜びだ、
―そしておまえたちのそれ〔祖国〕は私た
ちを死なせる。
おまえたちの《祖国》、それは己の子の
血肉をたらふく食った
残忍なモレク神だ。

（Le Mercier d’Erm 1919: 17-18）

「私」の「祖国」は慈愛に満ちた母なるものとし
て想起され、そこに属す人々は母なる大地に愛さ

「《国境》」である。

いったいなぜ私のまわりには、至るところに
荒廃があるのか。
どうしておまえたちのせいで被り、おまえた
ちが望んだ災禍があるのか。
……《戦争》だ！《戦争》だ！《戦争》だ！
……
（中略）
おまえたちは私にそれが《戦争》だと言う、
《敵》がおまえたちの《国境》を侵したから
だと。

（Le Mercier d’Erm 1919: 15）

「おまえたち」は「《敵》」が「《国境》」を侵した
と言って、「武器を取れ！」と命じる。「おまえた
ち」は、「至るところに荒廃」があり「災禍」が
あるのは、「《戦争》」だから仕方がないと言う。
しかし、「荒廃」や「災禍」の中で、武器を取っ
て戦うのは、「おまえたち」ではない。人は戦争
に駆り出される者たちを「《兵士》」と呼ぶが、彼
らは「操り人形」や「奴隷」（Le Mercier d’Erm 
1919: 11）にすぎない。なぜなら「《兵士》」たち
は何も知らされず、何も疑問に思わず、ただ「他
の人々を殺戮するように強いられる」（Le Mercier 
d’Erm 1919: 12）ためだけに、「軍用トラックに乗
せられて、戻ることのない道をゆく」（Le Mercier 
d’Erm 1919: 11）からである。

武器を取れ！祖国が危機に瀕している！
（どの祖国だ……　それはおまえたちの祖国
のことか……　中略）
武器を取れ！……　だがおまえたちの叫びに
答えるのは死だけだ。

（Le Mercier d’Erm 1919: 16）

　「祖国が危機に瀕している」がゆえに「《兵士》」
たちは武器を取らされるが、いったいその祖国は
誰の祖国なのか。ここで注意したいのが、その祖
国が「私」の祖国ではなく「おまえたちの祖国」
だという点である。人々に「祖国が危機に瀕して
いる」と訴え、「武器を取れ」と命じる「おまえ
たち」とは、実はこの「《戦争》」を断行したイギ
リスやフランス、ドイツやロシアなどの支配的な
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神々を引き合いに出すからだ、
（中略）
人間にとって悪神であったためしのない、
陰険で腹黒い悪魔であったためしのない、い
かなる神が
おまえたちの軍隊の輸送車のなかにぐずぐず
とうろついているだろうか、
おまえたちのあいだで剣と投げ槍を振りかざ
しているだろうか、
おまえたちの点呼につねに《はい！》と応え
る用意があるだろうか……

（Le Mercier d’Erm 1919: 23-25）

では、なぜ神と権利が同列視されるのだろうか。
それは「おまえたち」にとって「《神》」も「《権利》」
もともに、この殺戮という許しがたい罪悪を正当
化する口実になるものだからである。この一節で
「私」は、正義の側にあるはずの権利や神を変質
させ、それらを欺瞞に満ちた「《権利》」や「《神》」
に仕立てて、自分たちに都合よく利用する「おま
えたち」を断罪しているのである。
　さらに「私」は「二重ギュメ（«　»）」で括ら
れたこれらの偽りの言葉に騙されないために、次
のように語りかけ、忌まわしい支配者に服従しな
いと誓う。

私は公正で賢明な人々とともにいよう。
そうした人々はおそらく多くはないだろう
が、
その孤独と勇気とで立派になったのだ。
私は公正で優しい人々とともにいよう、
大多数に反対して少数であることを、
少数で、猛り狂った猟犬の群れに刃向かうこ
とを
恐れないからだ、

（Le Mercier d’Erm 1919: 30）

そして、たとえ「《裏切り者》」と呼ばれても、牢
獄に放り込まれても、殺されることになっても、
「《戦争》反対！」を叫ぶ少数派でいようと心に決
める。
　その一方で、正しき少数派になることのできな
い大多数の「おまえたち」に向かって、「《戦争》」
のもたらす結果は「おまえたち」に与えられた罰

れ、「生きる喜び」を与えられた子どもたちである。
祖国は子どもたちの愛によって守られ神聖視さ
れ、永遠に不可侵の場所となる。それこそがル・
メルシエ・デルムが理想とする「真の祖国」の姿
である。一方で、「おまえたちの《祖国》」は己の
子をむさぼり食うモレク神にたとえられる残忍な
場所であり、そこに属す人々を戦争へと駆りたて、
人々の生きる権利を平気で奪う。その「《祖国》」
においては、指導者たちの演説、日々の新聞や書
物の中で「《戦争》」と「《祖国》」が虚飾に満ちた
言葉で語られ、犠牲となった「操り人形」たちは
時に「英雄」にたとえられて、「《戦争》」が美化
される。だからこそ「私」の目には、その「《祖国》」
がペストのごとき忌まわしいものとして映るので
ある。
　さらに、続く詩節で「私」は「《権利》」や「《神》」
にも切り込んでいく。

同じ《権利》がある、みなに
生肉をむさぼり食らう野獣と
運のない人間たちに、
その人間たちは狼よりも愚かで、互いにむさ
ぼり食らうのだ！
みなに同じ《権利》がある、
時効のない同じ《権利》が、
個人と兵士の集団にとって
期待はずれで嘘つきの同じ《権利》が、
（中略）
隣人の権利に逆らう同じ《権利》がある！

そしてその《権利》、―おまえたちの《権
利》！―それは《神》だ！

（Le Mercier d’Erm 1919: 21-22）

「おまえたち」は、隣人のもつ権利を歯牙にもか
けず、己の「《権利》」のみを振りかざす。野獣の
ごとき者たちと兵士にされた不運な者たちに与え
られるのは、人を失望させ欺く権利である。こう
した「おまえたち」の「《権利》」は、「《神》」と
同等のものとして想起される。

なぜなら、おまえたちは自らの罪悪に栄誉を
与えるために《神》を引き合いに出し、
おまえたちを勝者にしてくれるおまえたちの
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２．『アイルランドよ、永遠なれ！』における祖
国解放の戦い
　この詩集は 7編の詩で構成されており、いずれ
の詩も 1916年 5月に作られた。つまり『《戦争》？
……』のすぐ後に作られた詩集である。各詩には
『《戦争》？……』の各詩と同様にタイトルはなく、
ローマ数字の番号のみが付されている。この詩集
は『《戦争》？……』と同じく社会参加の詩で、
アイルランドのイースター蜂起をきっかけに書か
れたものである。
　イースター蜂起とは、1916年 4月 24日の復活
祭週間の月曜日に首都ダブリンで起こった反イギ
リスの武装蜂起である。イギリスからの独立を目
指すアイルランド共和国同盟は第一次世界大戦の
勃発を好機と捉えて、ドイツの支援をあてにして
反乱を起こした。革命軍総司令官パトリック・ピ
アース（1879－1916）の指導のもとに、シン・フェ
イン党の義勇軍や労働組合系の市民軍が連携し
て、中央郵便局など要所を占拠して抵抗を続けた。
仮の政府を樹立し共和国宣言をするも、その週の
土曜日には圧倒的な軍事力を誇るイギリス軍に鎮
圧され、指導者の多くが処刑された。
　『《戦争》？……』においては、大国同士の「《戦
争》」に利用され踏みにじられた人々の存在が
「《戦争》」の不条理な現実として想起されたが、
この詩集においても大国の支配に対する正当な反
抗が不当な弾圧を受けるという不条理をテーマと
している。イースター蜂起と鎮圧後のイギリスの
残虐な処置の知らせが届くと、ケルト人同胞への
弾圧に対して激しい怒りに駆られたル・メルシエ・
デルムはすぐさま筆をとった。以下、本節の詩は
すべて『アイルランドよ、永遠なれ！』から引用
したものである。

血まみれのアイルランド、殉教者のアイルラ
ンド、
ああ！あなたの高潔な血がまたも流されるの
だ。
イギリス人があなたをおびき寄せるその罠の
中で……

（Le Mercier d’Erm 1919: 8）

　ル・メルシエ・デルムは、この冒頭の詩節で血
に染まって斃れるアイルランドを嘆きつつ、圧政

なのだと言う。

そして私は言おう、
その運命を甘受するために、
おまえたちを苦しめる軛を外そうと思いもせ
ず、
つねに甘んじ、つねに打ちのめされて、
おまえたちのあらゆる無慈悲な暴君の
殴打に顔を上げ、おまえたちを殺す手を
打ち砕こうとしないですますために、
自らを解放させる行為をやってみようともせ
ず、
抵抗に身を捧げようともせず、
「《戦争》反対！」と叫ぶ勇気をもたなかった
がために、
おまえたちはこの罰に値するのだ、と。

（Le Mercier d’Erm 1919: 31）

　この作品の副題となっている「内なる反抗」と
は、まさに「二重ギュメ（«　»）」で括られたこ
れらの語彙の虚偽を暴き、「《戦争》」の絡繰りを
白日のもとにさらして、それに否を突きつけるこ
とである。つまりこの詩の「私」とは、「おまえ
たち」の欺瞞を暴く存在に他ならない。国と国と
が行う戦争は一つの巨大な装置のごときものであ
り、そこに動員された者たちは戦う理由も戦う相
手も知らないまま、歯車の一つとなって命の危険
にさらされる。「おまえたち」とは、そうした戦
争を主導する者たちであり、同時に戦争において
兵士として利用され見捨てられる人々である。な
ぜなら「私」にとって、「《兵士》」たちもまた無
辜の存在ではないからである。彼らが欺瞞を知る
こともなく、また知ろうともせず、受け身の姿勢
を崩さず、卑怯にも黙認するサイレントマジョリ
ティに堕したとき、そこに罪悪が生じるのである。
この詩はそうした「おまえたち」すべてに対する
怒りの告発に他ならない。
　全ヨーロッパを引き裂いた第一次世界大戦で
は、多くのブルターニュ人の同胞もまた「《兵士》」
となって斃れた。ル・メルシエ・デルムは、この
詩集の中で戦争を遂行する者たち、それに異を唱
えず従順に死地に赴く者たちに対する憤りと戦争
の不条理を表現することで、戦争に反対すること
の意味とその是非を問いかけている。
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解放の戦いに殉じた歴史上の人物を引き合いに出
して、圧政者を憎み、己の自由を要求し闘うこれ
らの《謀反人たち》を殉教者と呼ぶのである。
　そして詩人は、アイルランドもまた大国同士の
覇権争いで勃発した第一次世界大戦の犠牲者であ
ることを知らしめる。戦火にあるヨーロッパの無
力さ、イギリスと合意を交わしアイルランドを見
捨てた国々の卑怯さを暴くのである。

血まみれのアイルランド、
崇高なアイルランド、
おおバンバよ、いったい誰があなたの仇を
とってくれるのか。
ヨーロッパは燃え上がっている、嫌悪された
ヨーロッパよ、
そしてイギリスとの「合意」があなたを否定
し、
フランスは死に瀕したあなたを冒涜し、
神すらもあなたが喉をかき切られるままにす
る。

（Le Mercier d’Erm 1919: 8）

人権を重んじる国であるはずのフランスはと言え
ば、アイルランドの断末魔の叫びを取り合おうと
もしない。この詩節では、アイルランドに手を差
し伸べることを拒否するヨーロッパの国々に対す
る憤り、アイルランドを見捨てた神に対する憤懣
が火のような言葉となってほとばしっている。
　では、なぜ詩人はこうまでアイルランドの悲運
に感情移入するのだろうか。それは単にアイルラ
ンド人がケルト民族であり、彼らの不幸がケルト
人同胞のそれであるというにとどまらない。詩人
の中では、アイルランドの状況がフランスの支配
下にあるブルターニュの状況と重なるのである。
そしてアイルランドの人々に向かって、ブルター
ニュの悲惨な現実を語りかける。

向こうの我らの沿岸で、あなたには聞こえな
いだろうか、
アルヴォール〔ブルターニュ〕よ、400年以
上も前から、
アルヴォールにつながれた鉄鎖をむなしく外
そうとし、
死に瀕した者たちの弔鐘が鳴り響くのが。

者イギリスと隷属させられながら自らの信条のた
めに命を賭して戦うアイルランドという対立の構
図を描き出している。そして続く詩節では、『《戦
争》？……』にも見られた「二重ギュメ（«　»）」
のほかに、反語的な言い回しが多用され、アイロ
ニカルな調子で「大胆にも外国人による軛を外そ
うとすることが犯罪だと知らなかったのか」（Le 
Mercier d’Erm 1919: 8）と問いかける。外国人が
他の国に軛をはめることそれ自体が犯罪であるに
もかかわらず、イギリスの支配下にあるアイルラ
ンドでは、それを外すことが反逆罪になるという
皮肉な逆説を表現している。

《謀反人ども》！…… というのも、彼らは自
由になりたかったからだ、
イギリス人と国王から自由に！
イエスのように、彼らは調和を脅かした、
だから彼らを十字架にかけたのだ！

《謀反人ども》！…… というのも、あなたた
ちを圧制下におく者を憎むことは
卑しい反逆罪なのだから。
あなたたちは締め殺される…… なにしろ反
逆は犯罪だから
だがその死には正当な理由がある。

《謀反人ども》！正当な解放の殉教者たち。
すなわちイギリス人に吊されたステファンた
ちだ！
《謀反人ども》！フランスによって喉をかき切
られ、
その従者どもによって汚されたポンカレック
たちだ！

（Le Mercier d’Erm 1919: 11）

　『《戦争》？……』で示された、欺瞞に満ちた数々
の語彙の中に「《裏切り者》」や「《無分別》」とい
う言葉がある。これは死を恐れず、欺瞞でしかな
い「《戦争》」に否を突きつける詩人のような少数
派の者たちが呼ばれた名前である。正義のために
堂々と自説を主張し、行動で示すことができる者
たちに与えられた呼称である。そしてこの詩集の
中の《謀反人》もまた同様の意味をもつ言葉とし
て提示されている。詩人は、イエスの磔刑や祖国
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風について行こう！
（Le Mercier d’Erm 1919: 21-22）

これら最後の数節は、明らかにブルターニュ人に
向けられている。今日、アイルランドでフィニア
ンの子孫であるシン =フェインたちが抵抗の先
鞭をつけた。明日にはふくろう党員の子孫である
ブルターニュ人たちが目覚め、分離独立派となっ
て立ち上がらなければならないと鼓舞する。1922
年、ついにアイルランドは自治権を獲得し、アイ
ルランド自由国が成立した。この詩節はアイルラ
ンドの勝利を予見したかのように、アイルランド
に続いて、今こそ独立国家の樹立を目指して運動
を開始しなければならないと訴えている。

　ル・メルシエ・デルムは、「何世紀にもわたる
ブルターニュとフランスの敵対関係の歴史は、力
が権利を圧制下に置き、権利が力に抵抗する永遠
の歴史である」（Camus 2013: 79）と断言したが、
この歴史認識こそが彼の民

ナショナリズム

族主義の正当性を担保
するものであった。ル・メルシエ・デルムはこの
歴史認識に立脚して社会参加の詩を作り、それが
彼の詩風となる。その詩の最大の特徴は、歴史的
事件や歴史上の人物に言及して「抵抗の神話」を
作り、集合の記憶として伝えることにある。そし
てこの「抵抗の神話」は、これまで見てきた通り、
『《戦争》？……』と『アイルランドよ、永遠なれ！』
の中核的な要素となっている。アントニー・スミ
スは『ネイションとエスニシティ』の中で、「神
話と記憶は必要条件である。記憶（たとえ選別さ
れたものであれ）がないかぎり、アイデンティティ
はありえない。また神話がないかぎり、集合的目
的は存在しえない」（スミス 1999： 3）と論じたが、
ル・メルシエ・デルムはその文学活動においてす
でにその点を感知していたと言えるだろう。彼は
理論以前に、「神話」と「記憶」の重要性を認識
していた詩人であったと言っても過言ではない。

Ⅴ　おわりに

　20世紀に入り、世界各地でナショナリズム運
動が展開されるなかで、ブルターニュにおいては、
地方分権主義に対する不信感とともに、解放的イ
デオロギーを求める風潮が現れた。こうした風潮

虐げられたあなたの姉妹が
フランク族の投槍をつかむ手を呪う言葉と
軍に放り込まれ、血を流す権利しかもたない
息子たちを想って泣く声が、
あなたには聞こえないだろうか。

（Le Mercier d’Erm 1919: 9）

フランスによってブルターニュが併合されておよ
そ 400年が経ったが、その間、多くの先人たちが
ブルターニュの独立回復を目指して戦い、命を落
とした。そして今や母なる祖国ブルターニュから
は、フランスによってその息子たちが激戦の西部
戦線へと送られている。第一次世界大戦を戦うフ
ランスの支配下にあって、ブルターニュ人兵士た
ちは「血を流す権利しかもたない」のである。
　しかし、ル・メルシエ・デルムはこうした状況
は長くは続かないだろうと言う。なぜならアイル
ランドにおいてもブルターニュにおいても、
民
ナショナリズム

族主義という名の「自由の風」が吹いて、人々
を覚醒させるからである。

街から街へと吹きわたる自由の風が、
フランク人とその友〔サクソン人〕の意に逆
らって、
眠っている者たちを目覚めさせるだろう。
街から街へと吹きわたる自由の風が、
ついには厭悪されたフランク人の意に逆らっ
て、
服従できない者たちを目覚めさせるだろう。

大地を吹きわたる自由の風が
すべての勇者たちを目覚めさせた、
シン =フェインたちとフィニアンたちを。
大地を吹きわたる自由の風が、
明日、フィニアンたちに続いて、
偉大なるふくろう党員たちを目覚めさせるだ
ろう。

大地を吹きわたる自由の風が
圧政者たちを震え上がらせる。
立ち上がれ！立ち上がれ！眠っている者たち
よ！
大地を吹きわたる自由の風が
「前進せよ！」とささやきかける。
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ト詩人として自己を確立するに至ったことと、第
一次世界大戦とイースター蜂起をきっかけに、彼
のうちに「社会参加の詩」が誕生したことを跡づ
けた。
　第一世界大戦後、ル・メルシエ・デルムは直接
行動主義を捨てた。彼が兵役と病、そして亡き父
の印刷所の立て直しのために運動を中断していた
あいだに、第一期 PNBが自然消滅し、機関紙『ブ
レイス・ディスュアル』も廃刊となった。ル・メ
ルシエ・デルムは第一期 PNBが消滅した後、ブ
ルターニュ史の研究に没頭した。しかし彼の中で
社会参加の詩が失われたわけではなかった。歴史
研究に費やした 30年以上の時を経て、「抵抗の神
話」が『西国の血』とともに甦ったのである。こ
の詩集は、1795年から 1945年までのあいだに祖
国ブルターニュのために命を捧げた先人たち、つ
まりル・メルシエ・デルムの言葉を借りれば「我々
を生かしてくれた死者たち」へのオマージュであ
る。この詩集には、苛烈な愛国心に貫かれた人々
の生き様と死に様が一大絵巻のごとく描き出され
ており、まさにこの詩集が彼の社会参加の詩の集
大成であると言っても過言ではない。
　ル・メルシエ・デルムは 1978年 8月 18日、89
歳でその長い一生を終えた。ドゥラネーはル・メ
ルシエ・デルムの生前中、「彼は偉大な詩人、偉
大な思想家、偉大な歴史家だったが、不当にもパ
リの文学界からは忘れ去られた。しかしながら、
ブルターニュ人は彼を記憶にとどめ、彼にふさわ
しい栄誉を捧げて称える」（Delaney1938: 20）と
著作に書いたが、これは生涯をかけて祖国ブル
ターニュに尽くしたル・メルシエ・デルムにふさ
わしい称賛の辞であろう。

付記
本論文は、2019年度～ 2021年度科学研究費助成
金（基盤研究（C））「フランス・ブルターニュ地
方における近現代の文芸運動とナショナリズム」
（課題番号 19K00477）の研究成果の一部である。

の中、少数の若者たちによって第一期 PNBが創
設されたが、彼らは地方分権主義の枠をこえ、よ
り強力な運動を構築しようとした。彼らの目には、
フランスの影響力を容認した地方分権主義者たち
の主張は、フランスとブルターニュの不平等な関
係に対して有効な解決策を提示せず、解決に向
かって行動を起こすこともしない空理空論と映っ
たのである。第一期 PNBは「歴史」を依拠すべ
き基準にして、ブルターニュ人国家の存在を正当
化した。そして機関紙『ブレイス・ディスュアル』
において、「ブルターニュの歴史はあなた方が何
者であるか、あなた方に教えてくれるでしょう。
その教えに耳を傾けてください。ブルターニュは
フランスの『一地方』ではなく、ブルターニュ人
の国家であることを教えてくれるでしょう。あな
た方がフランスの『地方分権主義者』ではなく、
ブルターニュの民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者であらねばならないこ
とを教えてくれるでしょう」（Breiz dishual, no.5, 
nov 1912）と主張した。
　本論では、詩人カミーユ・ル・メルシエ・デル
ムを考察の対象としたが、それは彼が、ブルター
ニュがフランスによる「経済的・文化的な脅威 
に直面して、自分たちのアイデンティティを再確
認し、ふたたびそれを主張するために、抗議し 
運動に立ちあがった」（スミス 1999: 11）時代 
に、エムザオに目覚めた知識人の一人であり、
社
ポ エ ッ ト ・ ア ン ガ ジ ェ

会参加の詩人であったからである。前半部にお
いては、民

ナ シ ョ ナ リ ス ト

族主義者としてのル・メルシエ・デル
ムを中心に、第一期 PNBの誕生と分離独立派を
取り巻く状況を検討した。後半部では、詩人とし
てのル・メルシエ・デルムを取り上げた。特に、
彼の詩と民

ナショナリズム

族主義がどのように共鳴しあっていた
のかを、彼の前半生と初期作品、とりわけ転換点
の作品となったと考えられる『《戦争》？……』
と『アイルランドよ、永遠なれ！』を分析するこ
とで明らかにするとともに、彼がいかなる道程を
経て社

ポ エ ッ ト ・ ア ン ガ ジ ェ

会参加の詩人となったか、ブルターニュの
民族運動と詩を結び合わせた社会参加の詩がどの
時点で生まれたのかを考察した。具体的には、幼
少年期の故郷からの「追放」とブルターニュ文学
への耽溺がブルターニュ人としてのアイデンティ
ティを育んだこと、パリに居を構えた後は、故郷
に対する思慕がブルターニュ人共同体へと彼を引
き寄せ、パリの文壇との決別を経てナショナリス
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の婚姻の破棄と自分との結婚を承諾させたという
経緯がある。ヴェルジェの条約は、先代のブルター
ニュ大公であったフランソワ 2世がシャルル 8世
と結んだ条約で、その中にブルターニュ公国の世
継ぎであるアンヌの婚姻はフランス国王の承認な
く行ってはならないという条項があった。

9　これは、ラ・ボルドリが 1890年 12月 4日にレ
ンヌ大学文学部のブルターニュ史の講座の開講を
記念して初日に行った講義で、彼はその中で「ブ
ルターニュは一地方以上の存在であり、民族、真
の国家、別個の社会であり、（中略）少なくともそ
の起源において完全に識別され、その構成要素に
おいて完全に根源的なものである」（La Borderie 
1891: 5）、「ブルターニュは一つの民俗的特性であ
り、また明確かつ強固な国家的特性である。それ
ゆえにこそ、ブルターニュは民族であり、単なる
一地方ではなく固有で本源的で独立した存在を
もっていた国家である」（La Borderie 1891: 10）と
述べた。

10　『ブレイス・ディスュアル』紙は財政難から 1913
年 7月から 1914年 2月まで休刊している。この新
聞には広告掲載がなく、収益の柱は 480件の年間
購読料（年間購読料は初年度が 1フラン、次年度
以降は 2フラン）で、それに各号の売り上げ（初
年度は各号 10サンチーム、次年度以降は 20サン
チーム）が少々加算される程度だったため、財政
的にはかなり厳しい状況にあった（Bouëssel du 
Bourg 2013: 88）。

11　「ブルターニュの真実」とは、分離独立派がその
主張の根拠としてきたブルターニュ人の民族的固
有性やブルトン語の言語的固有性（ケルト系言語）
のことを指していると考えられる。

12　これは、ラ・ボルドリがレンヌ大学のブルター
ニュ史の講座で行った講義の中で述べた「ブルター
ニュは単に言語、民俗的特性、民族、歴史だけで
はない。ブルターニュはそれらに加えて、詩なの
である」（La Borderie 1891: 11）の最後の部分を引
用したものである。

13　ル・メルシエ・デルムの生前に書かれた伝記の
多くが、その出身地をレンヌと記しているが、現
在ではニオールに改められている。

14　本論ではふくろう党員として戦った父方の先祖
に言及しているが、母方の先祖には革命政府側に
ついた者たちもいた。その代表的な人物が革命暦

注

1　ブルトン語のエムザオ emzavとは、ブルターニュ
の民族運動の総称で、「自らを立ち上がらせること」
という意味をもつ。

2　ブルターニュ国民主義党 Parti Nationaliste Breton
（ブルトン語では Strollad Broadelour Breiz）と後に
成立するブルターニュ国民党 Parti National Breton
（ブルトン語では Strollad Broadel Breiz）は、ともに
PNBと略記されるが、両者を区別するために一般
に前者は「第一期 PNB」、後者は「PNB」と記され
る。

3　本論文で引用した詩節の日本語訳は、すべて筆
者自身による試訳である。

4　1911年 10月 30日付けの『ル・ヌーヴェリスト・
ド・ブルターニュ』紙に掲載された、郵政省政務
次官、イール・エ・ヴィレーヌ県知事、レンヌ市
長等のスピーチの概要を参照。

5　第一期 PNBの中心メンバーは、ル・メルシエ・
デルムを筆頭に、「国辱の記念像」の除幕式の直前
に配布されたマニフェストや檄文に偽名で署名し
た活動家のルイ＝ナポレオン・ル・ルー（1890－
1944）、スタニー・ダニエル神父（不明）、作家の
エミール・マッソン（1869－1923）らだった

6　本論文では、1911年に刊行されたルイ・ナポレ
オン・ル・ルーの論説文（La Question bretonne pour 
le Séparatisme. Essai précédé du Manifeste du « Parti 
Nationaliste Breton »）に付されたマニフェストを参
照した。

7　「1532年の条約」は、ブルターニュ公国のフラン
ス王国への併合を確認した 3つの王令の総称で、
ブルターニュ議会による併合の請願を受けて、フ
ランソワ 1世が発令した「ヴァンヌの令状」（1532
年 8月 4日）、「ナントの勅令」（1532年 8月 13日）、
「プレシ =マセの勅令」（1532年 9月 3日）のこと
である。これらの王令により、ブルターニュ公国
は併合後も租税や司法、徴兵等において公国時代
の特権が維持されることが認められた。

8　アンヌ女公とシャルル 8世との結婚については、
アンヌ女公が後の神聖ローマ皇帝マクシミリアン 1
世と秘密裏に代理結婚をしたことに怒ったシャル
ル 8世が、ヴェルジェの条約違反を盾に取り、レ
ンヌを攻囲してアンヌ女公側にマクシミリアンと
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の中で神話化されているのである。バルドや国民
詩人と呼ばれた者たちの物語詩や愛国詩を収めた
『ブルターニュ・アルモリカのバルドと国民詩人』
の中にも、やはり同じ「抵抗の神話」が作られて
いる。この詩集の影響について、ヤン・ブレキリ
アンは「私のブルターニュに対する使命は彼の素
晴らしい作品『ブルターニュ・アルモリカのバル
ドと国民詩人』を読むことで生まれた。この感動
的な作品に出会う前は、私は単に誠実に地方分権
主義思想を抱いていただけだった。この本は私に
とって本当の意味での覚醒であり、私の考え方、
私の概念を完全に変えるものであった」（Brékilien 
2013: 20）と証言している。

20　『ブルターニュ・アルモリカのバルドと国民詩人』
は、ケルト・サークル会長のジョゼフ・ジャコブ
が 1911年 5月 8日にウィルソン大統領を訪問した
際に献本され、同 16日の訪問では大統領から直接
その感想を伝えられた。この訪問についてはブル
ターニュ及びパリの各紙が取り上げている。

21　ブルターニュ人の犠牲者数については、歴史家
たちのあいだで多少の差異がある。コルネット
（2005: 418）の推計では、ブルターニュ人の戦死者
は 15万人で、戦死、負傷、病没、捕虜による死、
行方不明等を合わせると犠牲者の数は 140万人に
及ぶ。また、「ブルターニュから動員された兵士が
全体の 22%に上り、フランスの他地域の平均が 16
～ 17％である」（Cornette 2005: 418）ことを考慮す
ると、突出して多かったことが分かる。
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うという意味をもつ。本論では、ル・メルシエ・
デルムの詩を言葉以前に存在した社会参加の作品
であると認識し、詩人ル・ポワルヴェ・ド・グエ
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ジェ）」（Poilvet Le Guenn 2013: 199）と名づけた。
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ナリストたちから支持された理由の一つが、この
作品が「抵抗の神話」を作りあげたことにある。
すなわち、従属に甘んじることなく、圧政者に立
ち向かって命を賭して闘う英雄たちの姿を描いた
物語詩が、集団の記憶として『バルザス =ブレイス』
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