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ポーランドの戦後文学の一つのジャンルとしての「収容所文学j

ウルシュラ・スティチェック

はじめに

本稿では、ポーランドの戦後文学の一部である「収容所文学jについて論じる O 文学作品に現れる

人間存在の不安の問題をより深く理解するために、まず「収容所文学Jの定義と内容の範毘を定めて、

「収容所文学」を「事実の文学」という文学ジャンルとして考えるべきか検討する。本格的な[ナチ

ス・ドイツ収容所文学j論に入る前に、「ソヴイエト収容所文学」に属するグルジニスキの作品につ

いて論じるc そして、ポーランド文学史における「ナチス・ドイツ収容所文学Jと fソヴィエト収容

所文学Jの代表的作家であるボロフスキとグルジニスキ論に入る O 最後に、 f収容所文学jの勉の代

表的作家と作品について論じる。

ポーランドにおける戦後の政治情勢辻、西欧とはかなり異なっていたので、文学作品に現れたさま

ざまな概念も西欧のそれとは非常に違っていた。戦中と戦後における国内の混乱は抱国と比較できな

いほど厳しく、特に1943年4月のワルシャワ・ゲットー捧起1)と1944年8月のワルシャワ蜂超2) はポ

ーランドを激しくゆさぶった9 そして、ポーランドの作家たちは、この事実とその後の状況について

数多くの作品を通じて語っている G すなわち、イェジ・アンジェイェフスキ(JerzyAndrzejewski)、

ミロン・ピァウォシェフスキ (MironBialoszewski)、ロマン・ブラトゥニィ (Roman Bratny)、ク

サヴェ 1) .プルシニスキ (KsaweryPruszy註ski)などのf乍家たちである O

ポーランドの現代史を考えるとき、その二つの蜂起を別にすると、ヒトラー強制収容所の存在こそ

は、人類史の中でもっとも残酷な出来事であった。

強軒労働収容所という麓限状況に置かれた入閣は存在の不安を感じる G このような不安に溝ちたポ

ーランドの戦後文学のージャンルである「収容所文学jを毘辱に対する人需の忍酎の可能性と不可龍

性といった観点から論じることができると考える O

1 ) r収容所文学jの定義と20世紀文学中の位置

「技容所文学」という文学用語の定義を述べる前に、 20世紀の半ばまでの近代・現代文学3)の研究

におけるいわゆる伝統のある文学用語を考察する。議世紀の半ばに人類の自由を奪った恐ろしい出来

事、つまり強制収容所の虐殺を、文学的な手法を和用して、どのように描けばよいのかという問題が

発生したのであるむ筆者もこの問題を前にして、「収容所文学」をどのような文学的カテゴリーに所

高させればよいのかと問うと、やは号、これらはまず f事実の文学」という文学のジャンルに嘉して

いると思われるO

( 1) I収容所文学jは「事実の文学jである

「収容所文学」は、どのような文学のジャンルに分類されるべきであるか。一般には、第二次世界

大戦についての文学の中でいわゆる「記録文学J(documentary literature， literatura dokumentalna) 

のジャンルのーっとして扱った方がよいと見なされている O しかし、く技容所の被害者〉の作家たち

自身は、この「収容所文学」が一つの独立したジャンルとして扱われることを望み、これが既存のジ

ャンルに属するものと晃なされることを望まない。一方で、彼らは悲離そのものが社会によって認め
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られることを望むが、この悲劇についての文学作品が文学現象としてセンセーショナルに、つまり扇

情的な文学として認められることは望まない5 だが、 20世紀の半ば以前は、強制労欝収容所というよ

うな社会における悲劇は存在しなかったので、文学作品においてもこのような事実について語られた

こと誌なかった。そ仇故に、この文学を体系化して扱う必要が薪たにでてきたので、文学史家は r~又

容所文学jという文学の一つのジャンルをたてたのである G

しかしながら、「収容所文学」の作品は、このく特別な事実>を題材としているという観点からの

み論じられるべきではない。これらがどのような文学のカテゴリーに属しているのかということも、

論じなければならない。これらの作品は、「フィクションJ(童構、 fiction，imaginative literature， li-

teratura p民kna) と、いわゆる「記録文学J(ルボルタージ、ユ、報告文学、 ドキュメンタリ一、また

自記、手記、旅行記である[回顧の文学」等〉の需にある「事実の文学JCliteratura fa主tu4l、西洋式

のノンフィクション、 nonfiction~こ最も近いジャンル5) に撰していると考えられる O

ここでは、西洋で「フィクション」と fノンフィクション」という用語がどのように紹介されてい

るかと確かめておこうむ fフィクションは、最も一般的には小説や短編小説といったジャンルに区別

できる文学テクストからなる広いカテゴワーを言うのに使われる。たが、実際は譲雑でやや援味な用

語であり、われわれが自己の世界をどう秩序立てるか、真理と虚偽をいかに区別するかという点につ

いて数々の問いかけをはちんでいる Q フィクションについて議密な定義をしようとすると問題が起こ

るoJ6) さちに、「ノンフィクションJ~ま「字面どおりにとれば、フィクションつまり虚構を駆使する
文学〈特に物語や小説のような散文形式のもの)以外を総材、するジャンルということになる。その代

表的なものとしては日記、自伝、旅行文や旅行記や探検記、生活の記録、ルボルタージ、ユ、評伝など

が考えられるが、少し枠を広げると、一般読者向けの自然科学書なども含まれてしまうことになるだ

ろう。そのために定義をするのが困難になってしまうが、一殺に『ノンフィクション』と呼ばれてい

るものの共通項として、文学のように自由に患構に身を笹せるのではなくて、なんらかのかたちの事

実を重視し、それを呈示することを E指すと言えるだろうιのこの二つの定義を見ると、「事実の文

学jの作品は、一方では「ノンフィクションjと同じく「なんらかのかたちの事実を重視jする。つ

まり、記録・事実・ドキュメントなどと共通の要素をもっ文学である D それと用時にもう一方で、は、

「フィクションJから[小説や短編小説Jという形を利用した芸術的な価値を持つ文学でもある O

「記録文学」が文字通りの意味でノンフィクションの分野に嘉するのに対して、「フィクション」

は、完全に作家の想像力によって創られたものであるc また、本稿で扱う作品は「収容所文学」とい

うジャンルに罵するものとしたが、これらは単なる事実の記録としてのみ存在するのではない。従っ

て、純粋な「記録文学jの作品として扱うことはできない。これちの作品は一方で、「フィクション」

にも属しているのであるo 倒えば、「フィクションJにおける特徴のいくつか、すなわち明確な物語

の存在、主人公たちの感清の描写、高く評価されるべき芸争時的値値ごとどの存在を、筆者が本稿で扱う

「収容所文学jの作品のなかでも明らかにすることができる O このような作品が戦後多くの作家たち

によって執筆された。ポーランドの代表的作家はシュマグレフスカ、ボロフスキ、ナウコフスカ、コ

ッサクであるO

従って、[収容所文学jをどのような文学的カテゴリーに所馬させるべきかと考えるとき、やはり

これは「事実の文学jである O

世界の文学史の中で、またポーランドの文学史の中で、 f事実の文学j とは、荷であろう G まず

f文学用語辞典iの定義は以下の通りである。

literatura fa主tu(niem. Tatsachenliteratur) - wsporczesna literatura narracyjna 0 charak-



県立広島大学人間文化学部紀要 2， 95-117 (2007) 

terze dokumentarnym (→reporta土)， zazwyczaj cz~sciowo beletryzowa， majqca glownie na celu 

wiarygodnq relacjキoautentycznych wydarzeniach (np.押Stalingrad"T. P目li民ev吋iera，

krwiqピ押 T.Capote'a， liczne ksiq土kiM. Wa註kowicza).Kategoria literatury faktu zostala wprowa-

dzona przez krytyk~ w okresie mi弱zywojennym戸

f事実の文学J(独Tatsachenliteratur) ドキュメンタワー的性格を持つ現代の語りの文学

(→ルボルタージ、ュ)、通常部分的に散文学化されているが、実際にあった出来事について告頼に鐘

する報告をするのが主要なE的である〈例えば、 T. プワーヴイェの『スターワングラード』、 T.

カポーティの f冷車j、M. ヴァニコヴイチの数多くの本人「事実の文学」というカテゴリーがく

南大戦間期の20年間>に評論家によって提唱された。

「事実の文学jは、 1918年にポーランドが独立昌家になった頃から1939年、第二次世界大戦が勃発

した年までの時期、く両大戦間期の20年 間 > (dwudziestolecie mi吋zywojenne) という時期の文学

と強いつながちを持つ文学の潮流で、ある。これは、事実だけを具体的に述べるという特徴を持ってい

たむこのような文学的領向はポーランド、フランス、 ドイツ、ロシアにあった。「事実の文学Jは表

現主義と抽象主義に対立していたc そして、ゾラの白熱主義、あるいはフランスの畏衆主義 (popu-

lism) との係わりが強かった、とポーランド評論家アレクサンデル・ヴァット (AleksanderWat) 

とアンジェイ・スタヴァル (AndrzejStawar)が指摘している59) しかし、最も有力な説は、 f事実

の文学」がドイツの新郎物主義 (NeueSachlichkeit Nowa rzeczywisto記， The New Objectivity， 

new matter-o壬factness) という概念から発生したというものである G 10}そして、「事実の文学Jとい

う概念は、革命後のロシアにおいて、最も論理的かっ一貫した形で実現されていた。すでに1921年に

散文作家の集団が、事実を語るときには必ず公平で、真正で、正確な描写を行うべきことを主張した。

ロシアでは、マヤコフスキー、パステルナーク、プリックなどの作家が事実の文学を支持した。この

文学は戦う労動者のためのものであ号、さらにはロシアの革命を支援するための文学でもあり、 B常

生活を現実的に描写するものであった。

ポーランドでは、 19世紀にイタリアで起こったヴェワズモ(現実主義、真実主義、 verism) とい

うオペラ、芸術、文学運動を信奉する文学者集毘 f郊外J(Przedmiescie)が「事実の文学jを宣伝

していた。「郊外jの都立者であるヤン・ブジョザ(Jan Brzoza)、ズピグニェフ・ウニウオフスキ

(Zbigniew Unilowski)、アドル7・1レドニツキ (AdolfRudnicki)、ピァセツキ (Piasecki)、ヘンル

イク・ヴォルツェル (HenrykW orcell)は、作品を書く際に、必ずフィクションの要素を徐き、現

実をそのままに語らなければならないと主張していた。 r郊外Jが創立されたのは1933年である D こ

の文学集団の代表的作家は、ヴワディスワフ・コヴアルスキ (WladyslawKowalski)、千ェジ・コル

ナツキ(Jerzy Kornacki)、ハリナ・クラヘルスカ CHalinaKrahelska)、ゾフイヤ・ナウコフスカ

CZofia N alkowska)、ブルノ・シュルツ (BrunoSchulz)、ハワナ・グルスカ CHalinaGorska)、ヤ

ン・ブジヨザ¥アンナ・コヴアルスカ (AnnaKowalska)、そしてイェジ・コヴアルスキ(Jerzy

Kowalski)である O 彼らはすでに戦前にいくつかの見事な作品を書いたcu 戦時中にも数多くの

「事実の文学」の作品が発表され、これらの作家たちは戦後に著名な文学者となったむたとえ法、ク

サヴェ 1).プルシニスキ (KsaweryPruszy:oski)の『道辻ナルヴイク市を通ったj(1941、Droga

wiodla przez N arwik)、アレクサンデル・カミニスキ CAleksanderKami:oski)の『土塁の石』

(1943、Kamieniena szaniec)、メルヒォル・ワニコヴイチ CMelchiorWa:okowicz) の Iモンテカシ

ーノの戦いj(1945、Bitwa0 Monte Casino)、あるいはセヴ、ェワナ・シュマグレフスカ (Seweryna
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Szmaglewska)の『ピルケナウの埋j(1945、Dymynad Birkenau)である D 12)戦争直後はヴアニコ

ヴイチだけが「事実の文学」の伝統にたって作品を書き続けたD しかし、ポーランドの戦後文学史の

中ではもっとも高く評錨されているルポルタージュあるいは「事実の文学j作品を書いた作家はリシ

ヤルド・カプシチニスキ (RyszardKap凶 cinski、1932-200わである G その他の1-t表的作家辻マワ

アン・プランディス (MarianBrandys) とクシシュトフ・コンコレフスキ (KrzysztofK計wlewskO

である O

「事実の文学」の特徴を考察するむこの文学を代表する世界的作家であるアーネスト・ヘミングウ

ェー (ErnestHemingway、1899-1961)の作品を分析すると、後が事実をそのまま描写し、そこで

措かれている事実に対してコメントや解釈を加えないこと、そしてniemy三1iza czytelnika， ani nie 

podsuwa mu gotowych sqdow: odwoluje si~ do jego inteligencji i sumienia.13) (読者の代わりに考え

て、読者に対してできあがったものとしての判断を差し出すようなことはせず、読者の知性や良心に

訴えかけようとしている)ことが分かる。つま号、ルポルタージュあるいは「事実の文学jの作品に

おける創造の過程はodkomplikacji do uproszczenia14) (複雑化から単純化へと)ともいえるであろう。

さらに、ロシア語での「事実の文学jの訳をみると、これはく科学・芸術的散文体> (HaY1:.J:HO・

xYJJ.O}KeCTBeHHa兄 rrpo3a)である G というのは、く通俗科学の文学> (ポーランド語literatura

popularnonaukowa、あるいはロシア語rrorry瓦匁pHo-Hay1:.J:Ha完 JIHTepaTy予aの訳である〉とはい

えないが、く芸術の文学> Oiteratura artystyczna) ともいえない。「事実の文学jの中には、これ

ら二つの文学作品の要素が相互に浸透しているのである G く通俗科学の文学〉の講戒は非常に欝単で

あり、根本的な事実について精密、系統的かっ論理的に論じることである己それに対して、この芸衛

的な意図で書かれている[事実の文学]というのは、その基本的な事実が作家によって意図的に選ば

れ、読者を説得するために並べられているのである C しかしながら、事実をただ並べるだけでなく、

その並べ方によって、作品の内面的な劇的効果を高めるわけである O 以前に述べた「記録文学」ゃ

「回顧の文学j と辻異なり、「事実の文学j作品を書いている作家は、その事実に関する資料(自記、

手紙、書類のメモ、対話のノートをど)の一部をそのまま引用したり、事実、登場人物や出来事を描

くときに強い説得力のある証拠を取り上げたりしているむそれらによって読者に美的・哲学的・歴史

的な感想を抱かせる G つまりこの文学は、認識的な機能を果たすだけでなく、道語的機能や社会的な

機誌をも果たしているのである D

「事実の文学」についての論争を引吊しよう c

Literatura faktu jest z natury polisematyczna; przedstawia nie tylko rezultaty okreslonych 

bada註し).ale przekracza rownie土epithetonnat主owosciprzez to，土eidzie da1ej w odkrywaniu 

sensow naukowych oraz mowi 0 tym， co moze powinno zajmowae ka土degoczlowieka -0 

moralnej stronie i moralnym skutku prac naukowych. Wi~c z jednej strony zbli土awiedz~. ale z 

drugiej wiedz~ t~ humanizuje， podporzqdkowuje j弓 etycznym estetycznym kryteriom (...)， 

poszukuje odpowiedzi na pytanie 0 wieczny niepokoj czlowieka， 0 granice jego nadziei， t~sknot i 

mozliwosci. 

W tym typie literatury nie ma miejsca na fikcj々 artystycznq;literatura faktu nie chce 

jednak土etylko pouczae， ale rowniez wplywae na sfer~ prze土yeemocjonalnych戸}

f事実の文学」は本来的に多くの意味を持つ文学であるむこれは、特定の研究の結果を述べるだ

けでなく(略)、科学的な意味を明らかにすることを求め、それぞれの人間が興味を持つはずであ
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り、また持つべきであることについて、すなわち科学的研究の道徳的部面ならびに道徳的成果につ

いて語ることによ号、この科学的という形容認の境界を越えて進むのである O それ故に、[事実の

文学は] 16)知識を身近なものにさせる一方で、他方、この知識を入関的なものに変え、これを倫

理的、そして美学的規準に従わせる o (略)そして、人間の持つ永遠の不安についての問い、その

希望、思慕そして可能性の限界についての関いに対する答えを探すのであるc

このようなタイプの文学に辻、芸術的なフィクションを収めるべき場所はない。しかしながら、

f事実の文学jは教えるという役を果たそうとするだけでなく、感情的な経験の範囲にも影響を及

ぼすことを欲するのである D

このような「事実の文学」の定義と特徴を晃たとき、「収容所文学jは、この定義にかなり合って

いると言えるが、一方で完全に一致しているということも言えないc それでは、よりふさわしいカテ

ゴワーがあるかというと、これも「ないJと答えざるをない。

次に、「収容所文学」の定義を見てみるむ

( 2) I収容所文学Jとは

筆者がこの本語の中で{吏う「収容所文学jという用語の定義を述べる前に、この術語に関連する他

の用語を分類してみるc

まず、「強制収容所の文学j という用語は、ポーランド語のliteraturaobozowa17)あるいはliteratu-

ra obozow koncentracyjnych18)という文学研究の街語を日本語に翻訳したものである O この「強制

収容所の文学」という用語法社会主義時代によく寵われたが、 90年代に入り政治的な革命の結果その

意味が変わってきたc すなわち、二謹類の強制収容所、二つの種類の文学作品を区加する必要が指摘

されるようになったのであるo Iソヴイエト収容所文学jと「ナチス・ドイツ収容所文学jを区別す

るという考え方である G このために、ポーランド語で、literaturalagrowa (カタカナ表記するとすれ

試リテラトゥラ・ワグロヴァ)、 li詑raturalagrowa (同リテラトゥラ・ラグロヴァ)という二つの街

語が導入された。「ソヴイエト収容所文学」は前者を、 fナチス・ドイツ収容所文学」は後者を日本語

に翻訳したものである G ぬ)

文でもこの二つの区別を受け入れるQ しかし、ここでの考察の主題はナチス・ドイツの強制収容所

を題材とした文学作品であり、「ソヴイエト収容所文学jについては次の章で簡単に触れるにとどめ

たい。従って、誤解の生じない限り、以後ナチス・ドイツの収容所を題材にした文学に対して、 fナ

チス・ドイツ枝容所文学jという長い表現の合わ与に、「収容所文学」という患語を使うことにする O

この章では「収容所文学」、つまり「ナチス・ドイツ収容所文学jに集点を当てる O まずその定義

を引いておく o 1998年に出版された、文学吊語についての辞書、 f辞書-傾向、流派、文学用語-J
には次のような説明がある。但し、 1990年代以降、すなわち社会主義時代が終わっても、なお[ナチ

ス・ドイツ枝容所文学jの意味で、literaturaobozowa Iリテラトゥラ・オボゾヴァ」という用語を使

い続ける評論家もおり、部えば以下に引用する S. ジャックは原見出し語のliteraturaobozowaをこ

の意味で用いている。

literatura obozowa -termin okreslajqcy zjawisko dose szerokie w literaturze polskiej. 

mianowicie tworczo託 pisarzyprzedstawiajqcych warunki土yciai mechanizm niszczenia ludzi w 

obozach koncentracyjnych w czasie 2. wojny三wiatowej.Ta literatura rozwin計aSI々 powojnie. 

wprowadzila bardzo zro土nicowanegobohatera， ktory ujawnia swoje doznania psychiczne， kon-
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ウルシュラ・スティチェック ポーランドの戦後文学の一つのジャンルとしての「収容所文学J

ヨiktymoralne. Reprezentuj弓tengatunek tworczo三cinie tylko ci pisarze， ktorzy prze土ylioboz 

(T. Borowski)， ale rownie土inni，ktorzy w obozie nie byli， aumieli na podstawie wiesci stworzye 

obraz autentyczny， narzucajqcy si~ odbiorcy ekspresjq emocji (押Apel"J. Andrzejewskiego， 

"Swi~ta kulo" J. Putramenta). Do wymienionych wy土ejpisarzy trzeba jeszcze dopisae nazwiska: 

z. Nalkowskiejし，Medaliony")，S. Szmaglewskiej (持Dymynad Birkenau")， Z. Kossa註-Szczuckiej

("Z otchlani")， T. Borowskiego ("Kamienny swiat"， "Po土egnaniez Mariq")戸)

「ナチス・ドイツ収容所文学JCliteratura obozowa) ー ポーランド文学の中でかなり幅広い文

学現象を定義する沼語である O 即ち、第二次世界大戦時における、強制収容所に収容された人々の

生活条件と、そこでどのような方法で入閣が破壊されていったかを描き出そうとする作家たちの作

品を指す。この文学は戦後に発展し、さまざまな主人公が登場しては、岳らの精神的な体験や道徳、

上の葛藤を明らかにしていく G この文学ジャンルを代表する作家は、収容所の経験者 (T.ボロフ

スキ)だけで辻なく、収容所に送られたことはないが二次的な清報のみから実際の場面を能り出し、

読者に感'語的な印象を与える作家もいる (J.アンジェイェフスキの仁点呼J“ApelヘJ.プトラ

メント『聖なる弾丸よJ“Swi匂takulo押など)。これらの作家たちに加えて、さらに次のような作家

の名を挙げなければならない。 Z. ナウコフスカ uメダワヨヌィ j"Medaliony")、S. シュマグ

レフスカ (Wピルケナウの建i押Dymynad Birkenau")、Z. コッサク=シュチユッカ(口菜潤からj

"Z otchlani'つ、 T. ボロフスキ a石の世界j"Kamienny三wiat丹と fマリアとの別れJ
"Po土egnaniez Mariq")である G

以上述べた「ナチスードイツ収容所文学jの定義を、 1988年に出販された『文学用語辞典jで調べ

てみる O

obozowa literatura -nazwa zbiorcza obejmujqca utwory powiesciowe， nowelistyczne dra-

matyczne zwiqzane tematycznie z funkcjonowaniem hitlerowskich obozow koncentracyjnych w 

czasie Drugiej Wojny Swiatowej. Obozowa literatura rozwin~la si々 wlatach powojennych， zdaj弓

c spraw尽zprze土yeludzi， ktorzy przeszli koszmar obozow， z mechanizmow socjopsycholog-

icznych rzqdzqcych obozow弓spolecznosciq，z problematyki moralnej， ktorq doswiadczenia te 

zrodzily. Obozowa literatura obj~la rる土netypy wypowiedzi， od narracji dokumentarno-

pam提出ikarskiejdo moralistycznej przypowiesci. Np. "Dymy nad Birkenau野 S.Szmaglewskiej， "Z 

otchlani" Z. Kossak-Szczuckiej， "Po土egnaniez Mariq" i "Kamienny swiat" T. Borowskiego，野Apel"

J. Andrzejewskiego.21l 

「ナチス・ドイツ収容所文学J- 第二次世界大戦中のヒトラーによる強制収容所の活動に関す

る長編小説、短編小説、そして劇文学の作品に対する包括的な名称、である o rナチス・ドイツ収容

所文学jは戦後の時代に発展したむそして、収容所の悪夢を経験した人々の体験、収容所内社会を

支配する社会的・心理的メカニズム、そしてこの体験から生まれた道律的な問題を描こうとしたむ

この「ナチス・ドイツ収容房文学jは、記録・日記的な物語から道徳主義の寓意物語tこいたるまで、

さまざまな表現の形をとって現れた。たとえば、 S. シュマグレフスカの『ピルケナウの煙j、Z.

コッサク=シュチユッカの『深淵から』、 T.ボロフスキの fマワアとの別れjと f在の苦界』、 J. 
アンジ、ェイェフスキの「点呼jである。
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戦後ポーランドにおける五つの文学的時期の中で、このような「枝容所文学jの作品が最も多く書

かれたのは戦争直後と、それに次ぐ時期である D つまり(1 )の時期(1945-1948年〉と、(2 )の

持期(1949-1956年)、さらに(3 )の時期 (1957-1970年)である。

「収容所文学jの作品に登場する主人公は、アウシュヴィッツ以外にポーランド国内に件られた

謙々な収容所、例えば、 トレプリンカ (Treblinka)、マイダネック (Majdanek)、あるいは国外のラ

ーフェンスブリュック (Ravensbruck)、ダッハウ CDachau)などの西人であるが、筆者は主にアウ

シュヴイツツ=ピルケナウ (Osw民cim-Brzezinka)収容所に隠する文学作品を攻り上げたい。しか

しながら、たとえば示、ロフスキの場合には、彼はアウシュヴイツツだけでなく、終戦前にダッハウに

輸送されたので、彼の話のなかからアウシュヴイツツの事だけを取り出すことはできない。あるいは、

ナウコフスカはアウシュヴイツツ以外の収容所も検討し、たとえ誌、現在のシュトゥトヴオ

(Sztutowo) にあった収容所22) などについても物語を書いた。

アウシュヴイツツについてどのような作家たちが書いたのか、簡単に紹介する C 本稿で述べた作家、

コッサク、アンジェイェフスキ、ナウコフスカは、「収容所文学」作家としてではなく、そのiまかに

もたくさんの長編・短篇小説を書いたことで評論家によって高く評錨され、著名になった。また、ボ、

ロフスキは持に「収容所文学J作家として著名になったが、 1949-1951年の間、すなわち自殺するま

で、彼は共産主義の立場に立つジャーナリストとして活躍したa また、女性作家シュマグレフスカと

ポスミィシは、文学者としてはあまち護れているとは言えず、その作品の芸衛的個程も必ずしも高い

とは言えないが、しかしその作品はアウシュヴイツツについての真実を忠実に反映しているというこ

とを強調したい。彼女らの小説が、評論家によってあま与論じられないことを筆者辻残念に思う。

さらに、本稿に入る前iこ、「収容所文学」の主題について簡単に述べる O それぞれの作家の政治的

な立場、強制労鶴収容所の経験の有無、描写やナレーションの手法などは異なっているが、彼らの作

品に取り上げられた主な開題はほとんど変わらない。倒えば、強制収容所におけるナチス・ドイツ軍

対昌人全員、つまり加害者対被害者の相互関係の詩題について語られている O あるいは、閉鎖的な収

容所社会における囚人たちの関の、さまざまな意味での不平等な関係、言い換えれば、すでに長期間

収容所に収容されていたいわばベテランの囚人と収容されたばかりのいわばく初心者>である囚人と

の需に見られる、一種差別のような上下爵係が描写されている。この特別な関係を、加害者と被害者、

あるいはよち強く言えば、追害者と犠牲者との相互関係と名づけても過言ではないc具体鵠に言えば、

人々は収容所で生き延びることによって収容所という組織の中で昇進し、問時にさまざまな権利、特

権などを取得していくのである O また、この持権を有する囚人は、値人の運命を決することができる

という点でも、他の入々の生舎に対する所有者のような位量を得ていたa

さらに、刊文容所文学jの作品における地の主題、とくにポスミィシの小説に現れるような心理的

な問題、すなわち生き残った囚人たちの恐ろしい患い出に満ちた悪夢のような戦後の苦しい生活、あ

るいは強制収容所の犯罪に寵する責在を負うべきか、負う必要がないかという迫害者の意識の問題が

ある。また、被害者であった国人と加害者であったナチス・ドイツ軍の看守との戦後になってからの

再会、あるいは収容所の日常生活の描写とその異常な事態のもとでの人間の精神が霊落し腐敗してい

く通程などの開題があるc

次り章から辻具体的にそれぞれの作家の作品について論じる O

2 )ソ連の強制労欝収容所 一作品『他の世界jを中，むに

「ナチス・ドイツ収容所文学j論に入る前に、「ソヴイヱト収容所文学jについて、そしてポーラ

ンドの戦後文学史において諜作と呼ばれる『也の世界Jについて簡単な紹介が必要であろう O
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ウルシュラ・スティチェック ポーランドの戦後文学の一つのジャンルとしての[収容所文学j

( 1) rソヴイエト収容所文学J
本稿の主題は「ナチス・ドイツ収容所文学jである G しかし、一方でこれと密接な関係を持つ「ソ

ヴイエト収容所文学Jr亡命文学JCliteratura emigracyjna) というジャンルの文学作品についても

必要最小限の範酉で触れておく必要があるだろう O そこで¥この論文では、この分野での代表的な作

品であるグルジニスキの『勉の世界jについて論じることにする O 23 

「ソヴイエト収容所文学J(ポーランド語で、literaturalagrowa)はIBソ連の奥地(シベリアだけで

はなく、カザフスタンにも収容所はあった)に送られて、長期間の刑に処され、ラーゲリ(強制労働

寂容所)で重労畿を強制された囚人の生活を題祥とした文学である O この文学の作品は通常、手記、

自記、回顧の形をとっている。作者辻、逮捕、審判、処罰、収容所への輪送、現地の生活、解放まで

の過程を描写している G この文学の主なテーマは不正、非人間性に対する抵抗、反発、苦髄である O

スター 1)ン時代のソ連における全体主義は、人類史の中で最も非人間的なシステムを作った致治制度

である o rソヴイエト収容所文学」の著名な作家、ソルジェニーツインは岳分の文学活動の全てをこ

の恐ろしいシステムの犠牲者を記念するために献げ、ソヴイエトのラーゲリについて詳細に描いた。

ポーランドの評論家たち詰 fソヴイエト収容所文学」を論じる時に、必ず「亡命文学」あるいはこ

れに近い「シベリアの文学JCliteratura syberyjs註a)のことを記している。実際、この三種の文学作

品には、共通点が多いので、それぞれの文学の持畿について全く切り離して論じることは不可能であ

るO

「シベワアの文学jの出発点は、ロシアの作家フヨードル・ドストエフスキー(争毛足opM.且OCTO-

eBCKHH、1821-1881)の f死の家の記録j24) (1860 -61 、 BocrrOMHHaHH~ H3 M長pTBoro

，UoMa)である o rシベリアの文学」も「ソヴイヱト収容所文学」も主に流刑地から、あるい辻強制

収容所から釈放後、亡命先の国やソヴイエト園内の永久追放先で書かれた。それぞれの作品における

相違はここに、つまり作品が成立した「場所J~こはっき号晃える D すなわち、作品が書かれた場所の

有様によって、収容所の恐ろしさの緊張感が違ってくることが考えちれる o r場所jの問題はいわゆ

る「収容所文学」の問題だけではなく、より広い意味でさまざまな文学ジャンルの研究において、大

いに議論の余地がある問題であると患われる O しかし、ここで詳細に論ずることは避ける c

「シベリアの文学」と「ソヴイエト収容所文学」の相違をここで示すと、前者には流刑のモチーフ

は少ないが、後者ではこの流用のモチーフが支配的であるという点が上げられる O

さきの問題に戻るc 収容所について自由の身で書くことと流璃地で書くこととを辻べれば、再者の

立場はかなち異なってくるに違いない。また、作者が自由の身で書かれた作品に法真正d註があるのか、

書かれたことが信頼できるのか、収容所の事実を正しく再現しているのか、などの疑問が発生するで

あろう c このような疑関は、ポーランド作家グスタフ・ヘルリング=グルジニスキ (Gustaw

Her ling -G ru dzIIlski)の『也の世界j(Inny三wiat)に見られる O さらに、強制収容所25)かち釈放さ

れた後で、作品を書いたソ連作家アレクサンドル・ソルジェニーヅイン (AJIeKCaH江p 註.

ComKeHHUbI呂、 1918-)について考えてみる G ソルジェニーツインの初期、中期の重要な作品であ

る f煉獄のなかでj(1964、BKpyrerrepBoM) と fガン病棟j(1966、PaKOBhf盈 KOprryc) という

長嶺小説は、彼が収容所から釈放されたのち、ソヴイエト冨内で書かれている O 完全に自由な状態で

書いたとは言えないが、亡命先で書いたわけではない。 26)ソルジェニーツインは1970年にノーベル

費を受ける以前、ソ連の当局によって追害と中傷を受けた。 1973年 f収容所群島j (1974、The

Gulag Archipelago、1973-76、ApXHrreJIar rYJIar) 27)の出版がパリで始まった。そして彼は逮

捕され、!日西ドイツへ国外追放された。その後チューリとを経て、アメリカへ亡命した。 90年代にな

ってから、ソルジェニーツインは自由なロシアに戻って来た。その時まで、ず、っと昌外で執筆を続けて
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きた。ソルジェニーツインの場合は、「ソヴイエト収容所文学Jのもっとも著名な作品は、彼が実際

に亡命する以前の作品である。グルジニスキの場合は、ソルジ、エニーツインと少し異なって、ロンド

ンという亡命先を決めたあと小説を書いた。そんな訳で、議奮には両者ともこの作品を亡命先で書い

たとは言えないが、二人は自分の祖国で自由な状惑で作品を書いたという訳でもなかったのである D

「シベワアの文学jでは徒刑(懲役)という要素はプロットの一部に関するだけであるが、「ソヴ

イエト収容所文学Jではこれが主なプロットであるo ポーランドにおける最初の「ソヴイエト収容所

文学」の作品はミェチスワフ・レナルドフスキ (MieczyslawLenardowski)の『ソウフキの手記』

(1930、 Pami~tnik z Solowek) とフランチシェック・オレフノヴィチ (FranciszekOlechnowicz)の

fソヴイエトについての真実ーソヴイエトの刑務所での七年間の滞在からの印象、 1927-1933年』

(1937、Prawda0 Sowietach -wra土eniaz siedmioletniego pobytu w wi~zieniach sowieckich r. 

1927 -1933)であったc 第二次世界大戦の直後は、 30-40年代にソ連の奥地に輸送されたポーランド

の囚人たちの呂想録がペンネームを用いて、イタリアや千ギリスなどで出版されたG また、 40年代の

襲わりから60年代の半ばまでは、戦争のはじめにスタロピェルスク (CTapo6eJIbCK、戦前はソ連

の領土であり、現在はウクライナにある都甫、 Starobil'skで、ある〉、オスタシュコフ (OCTaWKOB、

現在はロシア連邦の領土にある)、コジ、ェルスク (K03eJIbCK、現在はロシア連邦の領土にある)と

いった収容所でソ連の靖震となったポーランドの高級将校のうちの数少ない生存者の回想録も出版さ

れたむまたこの時期、インテワ、子供たちの日記、さらにはより芸病的な小説、演劇など、様々な形

でソヴイエトへの流刑についての著書が発行されたc しかし、最も優れた「ソヴイエト収容所文学J
の作品はグリジニスキの『弛の世界』である c まず英語版が1951年にパートランド・ラッセル

CBertrand RusseH)の序文付きで、ついでポーランド語販が1953年に出版されたむ

戦争が終わった頃から、 1989年に社会主義体制が崩壊した頃までは、ソヴイエトの収容所について

の出版は公には禁止されていた。しかし、国外出版、国内の地下出版により、「ソヴイエト収容所文

学Jの様々な著作やソ連の囚人たちの日記、小説、詩などはポーランド国内でもよく知ちれていた。

これらは1989年頃から正式な形で発行することができるようになったC ソ連における刑務所、強制労

働収容所、流刑地に送られた多数のポーランド人の屈顧、日記が、 B. クルコフスキ (B.Klukowski) 

によって編集された。これが、それまでに多くの出版社から刊行された様々な「ソヴイエト収容所文

学jの作品をまとめたアンソロジ一、 f我ら強制移住民j(1989、My，deportowani)である O これは

ユゼフ・チャプスキ(JozefCzapski)、アナトル・クラコヴェツキ (AnatolKrakowiecki)、ヴァツ

ワフ・グルピニスキ (WaclawGru biIlski)、グスタフ・ヘルリング=グルジニスキ (Gustaw

Herling-Grudzi註ski)、ベアタ・オベルティニスカ (BeataObertyIlska)、 J. K. ウミァストフスキ

(J. K. UmiastowskOなどの葬品を集めたものであるc

また、くカチンの森の事件>28)に関する「ソヴイエト収容所文学jの作品である日記、小説、短

編などは、最初は70年代に国外で、それから90年代になってからは園内でも出版された。

「ソヴイエト収容所文学Jの作品がはじめて書かれたとき、それとともに文学史の中に全く新しい

ナレーション的散文というものが生じた。この文学も「ナチス・ドイツ収容所文学」と同じように扱

わなければならない。なぜなら、両者は、歴史的な出来事を、文学的な手法を用いることにより、非

常に強烈な事実として読者に伝えているからである。人類は、 20世紀の半ばまで存在しなかった全体

主義の制度と室面しなければならなくなったが、このシステムの恐ろしさをどのように語るべきか、

最初は分かちなかった。しかし、まずグルジニスキの『他の世界j、ボヨフスキ、ナウコフスカなど

の作品が出版され、これに続いて飽の作家たちも次第にソ連の収容所、とトラーの収容所について書

きはじめた。エウゲニュシ・チャプレイェヴイチは fポーランドのソヴイエト収容所文学iに次のよ
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うに書いているo Sztuka literatury lagrowej nie polega wi~c na tym， by zmyslae lecz na ty訟，おby

pogodzie ze sobq w utworze -subiektywizm z obiektywizmem， autentyzm z niemozliwosci弓，

prawd尽znieprawdopodobienstwem戸) (ソヴイエト収容所文学の芸衝はで、っち上げることではない。

これは作品の中で客観主義と主観主義、真正なるものと不可能なもの、そして真実と起こりうる確率

の低いものとを調和させる試みである。〉

また、日本文学でも、シベリアの強龍収容所について描かれているが、これらもまたいわゆる「収

容所文学j と名づけることができるo 例を上げると、ノンフィクション作家の辺見じゅんが書いた

f収容所から来た遺書J30)辻、日本軍の論虜を収容するためにシベワアで設立されたラーゲリについ

ての「記録文学」の小説である G しかし、本稿ではE本文学史におけるこのような「収容所文学Jに

ついて言命じない。

( 2 )グルジニスキの f他の世界jについて

前述したように、ポーランドの戦後文学の中で、ソヴイエトの強制収容所を主題に取った一つの重

要な作品について一言しなければならない。グスタフ・ヘルリング=グルジニスキ (Gustaw

Herling-Grudzi註ski、1919-2000)の、「記録文学」でもある最も有名な小説 f他の世界、ソヴイエト

の記録J(1951、AWorld Apart ; 1953、Innyswiat、Zapiskisowieckie、ロンドン出版〉であるc

本稿では国ソ連の収容所に関する作品を検討しないが、この作品については、少なくとも欝単な説

明が必要である G 31)その理由はいくつかあるc この小説は、ポーランド文学だけでなく、世界文学

にとっても、きわめて大きな意味を持っている。即ち、スターリン時代にシベリアで作られたラーゲ

リにおける政治犯の悲惨な生活について、ソ連作家ソルジ、エニーツインによって書かれた『枝容所列

島jと同様に、『他の世界jもソ連の全体主義について事実を公にしたのである O すでに50年代、酉

ヨーロッパの社会はスター 1)ンの犯罪のことを知るようになったc しかしながら、ポーランドではシ

ベリアへ送られたインテリの悲惨な苦労について語ることはまだ許されていなかった。この状況の中

で f他の世界』はポーランド文学史中特別な位置を占め、特別な意味を持つのである。グルジニスキ

は、ラーゲリなどの強制労働収容所の生活をテーマに詳しく語ったポーランド作家の、最初の一入で

あった。後は1939-42年の自らの収容月号生活の経験に基づいて1949-50年の関にE ンドンでこの記録

をまとめているむ

グルジニスキは、第二次世界大戦中に地下運動に参加したために1939年に逮捕され、シベワアにあ

るアルハンゲリスク (Arkhangelsk)のラーゲリへ護送された。 1942年 1月に、ポーランドとソ連と

の関の国際協定32)によってグルジニスキは釈放され、カザフスタン、イラク、イタリアを、ポーラ

ンドの亡命政府の兵士として通過した後、しばちくローマに滞在し、そして戦後はロンドンに住むこ

とを決心した。ボロフスキと異なって、彼はく冨家の自由>よりく錨人の自由>を選んだのである G

グルジニスキの『他の世界iの出版年を見ると、まず1951年にロンドンで英訳が出て33)、 2年後の

1953年にポーランド語版もイギリスで発行された。何故この本が国内ではなく、国外で出販されたか

については辻っきりとした理由がある O ソ連の強制収容所についての客観的な証言であるこの記録小

説は、ソ連の政治的影響下にあったポーランドでの検閲を通ることは不可能であったからである。し

かし、この作品を通して、かなち早い時期、つまりまだスターリン (1879-1953)の生前に、西欧の

読者は、共産主義によって利用された一つの拷間の手段で、ある強制収容房についての真実を知ること

となった。その後、日告の世界jは他の言語に翻訳された。しかし残念ながら、シベワアのラーゲワ

に欝する恐ろしい事実は、ポーランド国内に住む一般の菌畏には広く知られることがなかった。 34)

『他の世界jに関して詳しく論じるべき理由がある D すなわち、グルジニスキの f他の世界Jは示、
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ロフスキの fJ反容所文学jの作品と揺畝しているのである。この二人の作家は、強制収容所における

状況の描写を通して、人関の精神の堕落という主題を攻り上げている O 実は、グルジニスキ自身辻、

ボロフスキの最拐の作品が吉分の小説に大きな影響を与えたと認めている O

その影響から生じた類弘点について論じる前に、 H也の世界jの文体と構造について検討する C 現

在も評論家たちの間では、この小説をどのようなジャンルに分類すればよいのかという論争がある O

たしかに、これはボロフスキの f皆さま、ガス室へどうぞJのようなプロットのある「フィクション」

の小説でもないし、シュマグレフスカの fピルケナウの煙jのようなほとんどプロットのない f記録

文学Jの小説でもないむその中間のようなものである O 物語性というような小説における特設は、こ

こにはあまりなく、グルジニスキは自分の経験と地の囚人たちの経験を元にして、収容所に関する悲

惨な出来事の証拠を提出し、短いエどソードの形式で告げている。例えば、数週間一緒に収容所で生

活を送ったある囚人の運命と拷聞による死について短く語るむあるいは、くスターワンの殺人者>で

は、あるく政治犯>が勤め先の事務所に張ってあったスターリンのポスターに銃撃したために、強制

収容所に送られるのである。グルジニスキは、死ぬまでの 7年間におよぶ収容所生活における主人公

の心の動きを描き出そうとする O 作家法その 3年以上の収容所経験のなかで、興味深い運命を持った

囚人たちの話をしているが、評論家のヤン・ブオニスキ(JanBloおki)によれば、もっと多くの四

人たちの運命を取り上げるはずであったという D しかし、作家の意図を分軒してみると、それはこ

のくシベワア地獄>の講造について精密な'情報を伝えることでもなく、また作家が次々に経験した

様々な収容所の様子を記録することでもなかった。彼は観察者の立場を取って、数多くの叙容所で出

会った囚人たち、ポーランド入、ロシア入、自ロシア入、リトアニア入、ユダヤ人などの関での、自

分を含めての、労働、飢餓、さまざまな苦労、あるいは運命に対する反発、抵抗などの行為の観察に

基づいて物語を展開していく o そして、彼は事件をその起こった頗に、吉分の関心を抜きにして、何

よりもこの観察の結果を伝えることを E的として、心理学的・社会学的な研究のように囚人たちの行

動を分析し描写している G 彼らはソ連の政府によって政治犯にされたとは言え、同時に極端な状況の

うちに関じこめられたー殻人であったことも事実であるむそのような状況における、人々の反応はそ

れぞれで異なり、自殺、逃亡未遂、狂気、あるいは泊極的な適応、敵軍への協力、互いの裏堤りなど

の形で現れたg グルジニスキによって使われた手法は[シベワアの文学jと「ソヴィエト収容所文学」

の典型的な手法であると評論家のエウゲニュシ・チャプレイェヴイツチ (EugeniuszCzaplejewicz) 

が指携している D 35)地上の地獄である強制労働収容所について語るには、つねにルポルタージュ方

式と自伝の合同した形式で語らざるを得ない。生き残った作家は、自分が体験した恐ろしい事実を、

それを想録することもできない読者に、できる探り正確に伝えることを望むと同時に、死ぬまでこの

思い出とともに生きなければならないのである o fソヴイエト収容所文学jの作家たちは皆一様に、

次のことを強調している。すなわち、志れられない想い出はとくに夜中に悪夢のように繰り返し繰り

返し戻ってくると O グルジニスキもそういった作家の一人である。

このような現象は、もちろん、シベリアの収容所の経験者に限られるわけではない。全く同じ悪夢

をナチス・ドイツの収容所の国人たちも見ているのである O

グルジニスキの H自の世界jは、国外・国内の評論家たちによって、事実の記録として価龍ある作

品であるというだけでなく、芸衛的錨憧を持つ文芸作品としての倍鐘を持つものとしても、高く評缶

されているむグルジニスキの作品を研究する90年代の評論家たちによれば、 H車の世界iの文体の腎

徴は、生き生きとした表現や簡潔さ、色彩感の豊かさにあり、また、文章構成が簡単なため、収容所

という恐ろしい世界についての描写や物語が読みやすいという点にあると言う O 残酷な事実が単純か

っ誇静な手法で書かれている。画家のように、あのシベリア地獄をパレットからなるべく多くの色彩
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を取り出し、手!J用して描き出している。たとえ託、夜中、数えきれないほどの、由人としての生活に

もう堪えられなくなった人々のうめき声、祈り、時び、声がバラック全体に寵こえるという場面が巧み

に描かれている O グルジニスキの友人であり彼の作品の解説者でもあるイグナチョ・シローネ

(Ignazio Silone)は次のように評論しているG

Opis faktow jest w niej prosty， trzezwy i krysztalowo czysty; nap均cieuczuciowe tym intensyw-

niejsze， im bardziej kontrolowane trzymane na uwi~zi. Mimo wszystkich potworno三Cl，0 

ktorych opowiada， jest to kSIq紘 apelna litosci i nadziei戸}

〔グルジニスキの作品]37) における事実の搭写は簡潔であり、冷静で結晶のように澄んでいる色感

需の緊張惑が統制されればされる迂ど、より高まって強化されるc 語られている事柄の恐ろしさに

もかかわらず、これは希望と同清に溝ちた作品であるc

さらに、詩人であるヤン・レホニ(Jan Lechon、1899-1956) は心理的探求の程度あるいは人間

の心の中をどこまで見透すかといった点で、グルジニスキによって書かれた作品の文体がマルセル・

プルースト (MarcelProust、1871-1922)の文体に類叙すると指摘している O また、評論家である

ヴウォジミェシ・ボレツキ (WlodzimIerzBolecki)によれ法、『弛の世界jはmikronowele

biograficzne (自伝的なミクロ短篇小説)集の形をとっている Q

…bohaterowie reprezentuj弓 najro土niejsze najskrajniejsze zachowania sprowokowane 

najbardziej nieludzkimi warun註amiegzystencji [...]. S弓 towi匂copowIesci 0 niewyobra土alnym

zdziczeniu upodleniu ludzi， ale te土ーoheroicznym poszukiwaniu nadziei wolno三ci，milosci 

przyjazni， a wi尽cuczue， ktore oboz mial calkowicie zniszczye [...]. Przeslaniem押Innegoswiata" 

jest teza，土ewbrew sytuacjom， ja主ieludziom narzucily obozy koncentracyjne， istniejq zasady 

moralne swiata wolnego i土e土adnedoswiadczenie nie mo土eich przekreslie.38l 

主人公たちはもっとも非人間的な実在状況に童かれることによって、極端な、かっ多種多撲な態度

を示す人間を代表している o (略)これは、入閣が想像もできないほど野蛮に振舞い、卑劣になる

ことができるという物語であり、男持に、自由と希望、また愛-1雪と友情、つま乃そもそも強制収容

所が完全に圧殺するはずであった惑靖を英雄的に探し求めることについての物語である o (略)r他
の世界』の伝えようとするのは、強制収容所が人々に強いる状況にもかかわちず、自由な世界にお

けるのと同じような論理的原則が存在し、そしていかなる軽験もこの原射を否定することができな

いという主張である O

この地獄のような場所でも人間に対する期待、希望、信頼はまだ捨ててはいけないのである。

グルジニスキの作品の構造について論じるとき、必然的に主要なモチーフにまで論を広げなければ

ならない。この二つは切ち離すことはできない。以下に、彼の作品に最も大きな影響を与えた作家た

ちと、彼らと直接に関わりのあるグルジニスキの作品におけるモチーフについて考察してみるむ

グルジニスキは、ソヴイエトの強制収容所によって人間性が破壊されることを警告するに捺し、あ

るいは人類の将来にとって大切なメッセージを缶えるに際し、程度こそ異なれ三人の作家によって書

かれた作品の影響を受けたと言われている O イギワスの小説家であるダニェル・デフォー (Daniel
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Defoe、1660-1731) によって書かれた自伝的記録小説、『疫癖涜行記J(I722、AJ ournal of the 
Plague Year)、 ドストエフスキーの『死の家の記録Jとボロフスキの全作品である。

く砲の世界>という表現はドストヱフスキーの『死の家の記録jの序文から引用されたものであるO

実は、この作品に関連してグルジニスキは f他の世界Jに副題 fソヴイエトの記録Jを加えた。しか

し、これだけではない。彼はたびたび『苑の家の記録Jを参考にした。また、 ドストエフスキーの小

説は、 H也の世界iの主人公たちの基本的なく収容所教育の教科書>でもある O たとえば、ある女囚

人辻ドストエフスキーに生きる力を求めたり、収容所で生き残るために希望を『死の家の記録』で探

したりしたc そして、自由もこの小説で見出だしていた。

Teraz，主iedywiem，土ecala Rosja byla zawsze i jest po dzi三dzie岳 martwymdomem，土e

zatrzymal si々 czaspomü~dzy katorgq Dostojewskiego a naszymi wlasnymi m匂kami-jestem 

wolna. zupelnie wolna! Umar1ismy ju土dawno，a tylko nie chcemy si々 dotego przyznae.討iech

pan pomysli: trac匂nadziej号， gdy od土ywawe mnie pragnienie土ycia;odzyskuje jq na nowo， gdy 

odczuwam w sobie pragnienie smierci戸)

全ロシアは昔も今も、いつも死の家であったこと、そして持需はドストエフスキーの徒荊と私たち

の苦労との間で止まってしまったことがやっと分かりました - そう、私はもう邑由、完全に自

自です: 私たちはもうず、っと以前に死んでしまっているのですが、ただそのことを認めたくない

だけなのです。考えてもみてくださいむ私のうちに生への切望が蘇るとき、私は希望を失うのです。

逆に、死にたいと切望するとき、あらためてこの希望を取り戻すのです。

このように考えたのは、シベリアにある強制収容所の徒刑国たちだけではない。ナチス・ドイツの

収容所の囚人たちも自分の体力と精神の弱さと戦っていた。刑務所に投獄された入揮は、最後まで希

望を捨てず自由を求めているむそして、全く同じモチーフは f収容所文学」の作品にも頻繁に現れて

くる。

さらに、グルジニスキの f他の置界jの構造もドストエフスキーの小説に依ている O まず¥この小

説の主要な問題、副題とモットーのような引用文は全部 f死の家の記録iを参考にして書かれている。

いくつかの章もドストエフスキーの作品と同じように、風呂、病院、芝居、夏の季節、クリスマス、

あるいは失敗にま冬わった昌人たちの逃亡などの場面を措いているむしかし、 ドストエフスキーの作品

はグルジニスキにとって、自由を求めるロシア人についての考察の出発点となっただけであるO 彼は

ドストエフスキーをはじめとする、く全ロシアは死の家>であるという意見に反対しているO ドスト

エフスキーのく死の家>における、一殻のロシア人がもう寺田主義の圧迫に抵抗することができなく

なってきたという見方に対して、グルジニスキは f他の世界Jに登場する主人公を通して、絶えず戦

い、経えず抵抗する彼らの立場を明らかにしている O それでも時には、彼らの隷属との戦いは、狂気、

意味のない逃亡、自己議柱、さらには自殺にさえま冬わったc 以上のように、 ドストエフスキーが描い

た19-tlt紀の帝政ロシアにお吋る強制収容所に対充、させた形で、グルジニスキは20世紀におけるスター

ワンの用務所、あるいは強軒収容所をきわめて正確に措いている。

上で述べたように、グルジニスキの作品にはもう一人の作家、ボロフスキの影響がはっきり見られ

るG あるいは、ズジスワフ・クデルスキ (ZdzislawKudelski)によれば、日也の世界』はボ、ロフスキ

の短議集『マワアとの別れjで具現化された入閣の想像との哲学的な論争だったのである。 1948年に

発行された『マリアとの別れiを読んだ結果として、同年グルジニスキは「夜の果てにJ(U kresu 
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nocy) というエッセイを書いたむその中でボロフスキの作品を分析しながら、ボロフスキと自分の

枝容所の経験を対比させたむこの簡単な分析で、実は、グルジニスキ自身の収容所に対する主張を展

開している。彼によれば、ボロフスキはoszcz~dna. plastyczna i nielito三ciwiespostrzegawcza40) (冗

長な表現を避け、美衛的で、観察課の鋭い)散文を使って、もっぱら人需の最も惨めな、最もくだら

ない、動物に近い態度のみを描いたのであるO その上で、加害者の残雪告さだけではなく、被害者の残

酷さをも述べた、とグルジニスキは指摘しているむさらに、人間をく物>として搭くことになる場合、

つまり作家自身が搭いているモノに対してすでに感情を入れなくなる場合は、とても危険で、ある、と

グルジニスキは続けて指している O 人間的鏑鐘観に対して荷の感'1育もなくなるのは、ニとリズムの思

想にとても近い。グルジニスキにとって、ボロフスキはニヒリストである O 41〉やはり、この点では

二人の作家の違いがはっきり出てくる。人間性を失った人間を描くボ口フスキの主人公たちは、いつ

までも人間であろうとする、グルジニスキの主人公たちと辻異なっている。

グルジニスキの『飽の世界jが、彼自身のソヴイエト収容所のビジョン、つま号ラーゲワの経験と

それと重なっていた文学的なイメージ、およびボロフスキの fマリアとの別れiの影響の結果として

成立したことは明白である O 特に、物語の雰囲気の面では、グルジニスキの作品はボロフスキの収容

所について書かれた短篇集に類似している G 二人は感'墳を混じえずに事実のみを記録するような文体

を穫ったが、ナチス・ドイツとソ連というこつの敵国によって意図的に人間性が絶滅させちれていく

ことを徹底的に描写しているG また、この二人は散軍に対する倍値判断をしていない。事実だけが語

られているために、錨笹判断は読者自身に委ねられているのである 5 一方で、二人の作家たちの作品

は類骸しながらも、相当に異なっているo ボロフスキは、第四章で詳述するように、一人の西人とし

て根容所生活に完全に馴染んで、、ナレーターの立場から読者に激しい箭撃を与えるG ボロフスキによ

って創造された主人公である囚人の行為は、戦前かち{吏われた伝統のある行動主義42) のパターンに

よって描かれた主人公の行動に近い9 ボ、ロフスキによって措かれている世界は感靖的、心理的な世界

ではなく、本能の世界であり、そこにおいて人々があまりにも考えることをしない世界であるo ただ

生き残るために行動する世界であるむこのような世界を描くためには、戦前に流行した文学的な手法

の一つ、行動主義がぴったりであった。そこでは人間の内面的な悩みは一切描写されていない。囚人

たちは収容所の体制によってモラル的に完全に壁落させられていて、そのためすでに何の錨みも感じ

られなくなっていたc それ故に、示、立フスキの主人公たちはある特定の註質によって特徴づけること

のできるく収容所の入> (czlowiek zlagrowany) 43) という名前を与えられた。そして、読者は作家

自身の立場をナレーターの立場からはっきり切乃離すことができる G ところが、グルジニスキは、自

分の主人公にこのく収容所の入>の道徳に従うという役割を与えないa

グルジニスキの主人公は、収容所の極限の状況におかれでも、やはりボロフスキの主人公とは異な

っていて、ある人間的な限度を越えることがなく、く動物化>されることがない。そのとき、人間は

弱いにもかかわらず、自分の人道的な原則を守ることができる O このような入閣の理解は、ボロフス

キのく収容所の入>についての見方と全く違っていた。グルジニスキによれば、ボロフスキ辻ニヒリ

ストの立場に立ち、アウシュヴイツツなどの収容所生活を送った結果、通常の人間の持つ錨鐘観を全

く失ってしまったという O ボロフスキは人間がこれほど簡単に堕落することを見、それが人需の真実

であると考えて、絶望を感じたc そのために、ボロフスキに比べ、グルジニスキの作品の方が、より

正しく、より冷静にそのく他の苦界>である収容所の事実が伝わってくる O 44〉さらに、グルジニス

キが撞く収容所の世界には苦しみが染みこんでいて、自然の搭写にもこの苦しみが溢れているむその

結果として、ボロフスキよりグルジニスキの方が入聞についての真理に近いことが分かる。確かに、

それぞれの四人はその人間としての真理について意見を持っており、どちらの方がより正確か、グル
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ジニスキによってその真理が明らかにされる G ボロフスキが人間の価f直観を失ったのに対し、グルジ

ニスキはなおもその価値観を探号続けたのである。

もう一つの鶴面を比較してみる。それは、二つの作品のタイトルに象徴される言葉の上での類似点

である O つまり、ボロフスキのく石の世界>とグルジニスキのく他の世界>である O グルジニスキは

全体主義の制震の内側に量かれている人間の滅びていく過程を分析しながら、刑務所や強制収容所に

閉じ込められた人々の入間性が完全に破壊されることについて語っている O 全体主義といえば、ファ

シズムだけでなく、スター 1)ン主義もある。ボロフスキ好みの言葉であるく石の世界>、つまり石の

ように堅く、心や魂のないナチスの世界は、グルジニスキの作品に現れているソヴイエトのく他の世

界>に対庄、している O グルジニスキの作品は、ソヴイエトの強制収容所、すなわちこのく他の世界>

を到にして、それよりももっと広い、いわば括弧を外した(あるいは別の括弧で毘まれた〉もう一つ

の円邑の世界ムすなわち嘘と隷属に基づいた共産主義制度を分析しているのである O この括弧を外

した、「イ也の世界jとは、強制から生じた世界であ号、人間性を重視する伝統的なヨーロッパ共通の

錨値観を変更しようとするものである O

4) r枝容所文学jの代表的作家と作品群

「収容所文学Jの代表的作家の作品論に入る説に、アウシュヴイツツやその他の収容所を作品のテ

ーマにしてく人間の絶滅の場所>について語っている他の作家たちと、彼らの作品をあげる。それら

の作品の出版の年代頼に、筆者が本稿で扱う作家の作品とともに並べてみる O 先に述べたとおり、

刊又容所文学」の作品は主に1945年-1948年の 3年間に書かれたものであるむ

まず、この1945年一1948年という期間、すなわち戦争直後という時期に先立つて、戦争中の1942年、

すでにイェジ・アンジェイェフスキ(Jerzy Andrzejewski、目的-1983)によって短篇小説仁吉、呼j

(ApeI)が書かれ、戦後『夜j(1945、Noc) という短篇集に収録されたc そして終戦から数ヵ月後、

まだ1945年のうちにセヴェリナ・シユマグレフスカ (SewerynaSzmaglewska)は fピルケナウの煙』

(Dymy nad Birkenau) を発表している。彼女はピルケナウ収容所を自らの体験をもって記録にとど

め、知られざる事実を世界に公表した。これは、強制収容所に関する事実・証言を記録した錨値のあ

る著作として、ニュルンベルグ裁判の時にも利用された。同年、ヴアンダ・プウタフスカ (Wanda

Poltawska) によって書かれた小説 f寝るのも怖い…j(刊行は1962年、 Iboj~ si匂 snow…〉は、死の

強迫観念に襲われた収容所の囚人について語っている G また同年、戦爵かち有名であった女流作家、

ポラ・ゴヤヴィチニスカ (PolaGojawiczy亘ska、1896-1963) は、作吾子j(1945、Krata) を発表し

ている。これはアウシュヴイツツ収容所へ移送される前に、ワルシャワにおけるゲシュタポの刑務所

であるパヴィアック (Pawiak)45) に入れられた女性の経験を措いた記録小説である O

翌1946年にはグスタフ・モルチネック (GustawMorcinek、1891-1963)がザクセンハウゼン

(Sachsenhausen) とダッハウ収容所の思い出を f桑の木の下からの手紙j(1946、Listyspod 

morwy) という小説にして刊行している C

再時期、 1946年に女性作家たちが数多くの回想小説を発表している O 例えば、ヴアンダ・ドパチェ

フスカ CWandaDobaczewska) の『ラーフェンスブリュックの女たちj(1946、Kobiεtyz 

豆avensbruck)、ヴアンダ・ジ、ユウキェフスカ (WandaZolkiews註a)の r1)ムパフの女たちj(1946、

Kobiety z Limbach)、クリスティナ・ジヴゥルスカ (KrystynaZywulska)の『オシフイエンチム

を経験したj(1946、Prze土ylam0三Wl尽cim)、ゾフィア・コッサク=シュチユッカ CZofiaKossak-

Szczucka、1890-1968)の『深淵からj(1945年ロンドン、 1946年ポーランド刊行、 Zotchlani)と

マリア・ザレンピニスカ=ブロニェフスカ (MariaZ佐々 bi品ska-Broniews主a)の『オシフィエンチム
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物語J(Opowiadania 0三Wl尽cimskie)などがあげられるむ

1945年 9月から12丹まで、 ドイツにi帯在していたボロフスキは、アウシュヴイツツの元国人二人と

共に短篇集『我々はオシフイエンチムにいたJ(Byli三myw Osw詩cimiu) を編集した。この楚編集

は、翌1946年 6丹、ボロフスキの帰国後ミュンヘンで刊行された。その後もボ、ロフスキは「収容所文

学j作品を書き続けているむ

1946年にゾフイア・ナウコフスカ (Zofiaおalkowska、1884-1954) は短篇小説集『メダリヨヌィ j

(1946、Medaliony) を発表している O これは抑制した筆致で人道主義的立場からとトラーの犯罪を

あばいた作品として高く評話された。作家自身は直義アウシュヴイツツを体験したことはなかったが、

元国人と悲惨な出来事を自撃した人たちの証言に基づいた、鋭いEで書かれた小品集である 9

まだ40年代である1947年にボロフスキは短篇集『マリアとの別れJ(1947、Pozegnaniez Mariq) 

と『石の世界J(1948、Kamienny重wiat) を出張している O それ以降、彼はアウシュヴイツツについ

て書けなくなったが、そのかわりに共産主義の立場に立つ新需記者の仕事に夢中になって、様々な評

論家、作家たちとその当時の社会・政治情勢について論争をしている O その中で筆者の関心は、時事

評論集 f本と新語からの物語J(1949年 1月半ばから同年 5月半ばまで、 Opowiadaniaz ksiq zek i z 

gazet)に掲載された一つの鼠刺的小品「不思議な国のアリスJ(Alicja w krainie czarow) にある己

最初この小品は、 1947年 1月に雑誌 f世代J(Pokolenie)に発表されたものであり、コッサクの小説

『深淵かちjに対する激しい反論であった。この反論については第五章で触れることにする。

ポロフスキは元々詩人であった。戦後、彼は完全に散文作家になったが、戦時中、アウシュヴイツ

ツと他の収容所に入れられていた時には、詩を書いてお号、これらの作品も f収容所文学jに屠して

いる O しかしながら、この時代に書かれた、彼の詩はごく一部しか残されていないc

その後、 50年代を中心に、元囚入に限らず、さまざまな作家たちが強棋収容所をテーマにして入閣

の壁落、人間の忍揮すについて小説を書いた。その大部分は、文学的・芸徳的価値の抵いものにすぎな

かったが、中には、タデウシ・レック (TadeuszRek)の fオシフイエンチムの響きJ(1949、Echa

oswi~cimskie )、ヴゥワディスワフ・コヴアルスキ (WladyslawKowalski)の『野獣J(1951、

Bestia)、スタニスワフ・グジ、ェシユツク (StanislawGrzesiuk)の『牢獄の五年間J(1958、 Pi~é lat 

kacetu)、カジミェシ=アンジ、ェイ・ヤヴォルスキ (KazimierzAndrzej J aworski)の f有刺鉄線の

向う髄の心J(1959、Sercaza drutem)、イェジ・ラヴイチ(Jerzy Rawicz)の『奥哀J(1960、Dno)、

フランチシェック・ストルイイ (FranciszekStryj)の f焼却炉の影にJ(1961、W cieniu kremato-

riu日uのように注自に値する作品もないわけで、はない。また50-60年代に活躍した作家タデウシ・

ホウゥイ (TadeuszHoluj、1916-)は、『我々の世界の終わりJ(1958、Koniecnaszego swiata) と

いう小説をiまとめとして、エッセイ、建篇小説等や、地下運動の組織、またはアウシュヴイッツでの

労識者の活動というような、共産党のプロパガンダに満ちた作品を書き、当時とても人気のある作家

であったc しかし現在、いかなる評論家もホウゥイに言及しないc

60年代に入ると、占領下の生活や収容所の田頭を扱う小説は少なくなるむその中で、女性作家の一

入、ゾフイア・ポスミィシ (ZofiaPosmysz、1923-)は、 1962年に fパサジェルカく女船客>J
(1962、Pasazerka)でデビューし、 8年後再びアウシュヴイツツの経験をよみがえらせ fアドリア海

の夏休みj(1970、Wakacjenad Adriatykiem) を発表した。しかし、彼女の作品は、当時も現在も、

評論家によってその実緊の悟値に比べてあまりにも蕪視さ仇ているように思える。彼女が書いた fパ
サジ、ェルカjと fアドリア海の夏休みJという物語と、他の「収容所文学jの作品をよとべてみると、

異なっている点がある G これらはかつての囚人たちのその後の生活、すなわち現在の生活を描いてい

る物語であり、登場人物もこの現在の生活のなかにしか生きてない。そして、表面上は、アウシュヴ
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イツツの悲惨さは主人公たちの意識や記憶から消えてしまったように見える O しかし、事実はまった

く逆なのである。一方で、 1970年代に、ポスミィシはジャーナワストのを事をしながら、「収容所文

学」の短篇小説をいくつか書いている G 倒えば、 fザンゲリンく女歌手>J 0982、Sangerin) は、

完全に収容所のB常生活を描写し、女の SK (独 Strafkompanieく剤罰の一団>)について呂撃者の

立場から語っている G

おわりに

筆者の研究では、作家たちを、意冨的に二つのグループに分けた。そのために、しばしば用いるキ

ーワードを導入したc これはく収容所の被害者>の作家、く収容所の非被害者>の作家という言葉で

ある。なぜこのような表現を使うことにしたのかということについては理由がある。収容所で様々な

形、また様々な意味でく被害>を受けた作家たち、つまりアウシュヴィッツを経験し生き残った作家

たちをく収容所の被害者>の作家と名づけたc ボロフスキ、ポスミィシ、コッサク、シュマグレフス

カである G 一方、ここで彼らと対量される、アウシュヴィッツを経験せず、自ら辻車接そのく被害>

を受けることのなかった作家たちをく収容所の非被害者>の作家と名づけたc どちらのグループの作

家たちによる作品にも、詞じような問題が搭かれている G しかし、やはりその産接体験の有蕪によっ

て、問題の見方や感じ方が異なっている。
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『ポーランド文学の贈りものj関口時正他・訳、恒文社、 1990

fポーランドと戦争文学-1パサジェルカ」他j(アンジ、ェイェフスキの「聖遅時ムグロホヴイヤク

の「牙関緊急く新衛隊員の手記>J、ポスムイシの「パサジェルカく女騒客>J、東欧の文学

7、彊文社、 1973

f世界文学大事典i、集英社、 1997

脚 注

1) 1943年4月19日にワルシャワ・ゲットーでユダヤ入の戦麗組織によって勃発した暴動。ナチス・

ドイツ辻ゲットーの市民全員を絶滅収容所へ送ろうとした。ユダヤ人はポーランド入に支持され

て、ゲットーで抵抗の暴動を起こした。 5月18日にその抵抗は完全に抑えられ、生き残ったユダ

ヤ人はトレプリンカの絶滅収容所へ送られ、全員が殺された。

2) 1944年 8月 1日にナチス・ドイツに対して起こしたワルシャワ市民の抵抗運動むロンドンの亡命

政府に指導され支持された蜂起の参加者は、ワルシャワを流されているヴイスラ出の対岸にきて

いたソ連軍の援助をもらわず、同年10月2日に、無条件降伏した。ワルシャワ全市が破壊され、

生き残った市民や軍人は強制労鶴収容所へ送られたc

3 )く文学>Oiterature、literatura) ということばの定義を二通りに理解できる o B本で通用する

定義は西洋での定義とは異なっている s 自本の場合は(1) 1学芸む学問。また、学問をする

こと。」、 (2)r芸街f本系の一諜式で、言語を媒材にしたものc 詩歌・小説・裁曲・随筆・評論な

ど、作者の、主として想像力によって構築した虚構の世界を通して作者自身の患想・感靖などを

表現し、人間の感情や情鰭に訴える芸術作品。文芸。」、(3) 1詩歌・戯曲・小説など文学作品を

研究する学問。j、は)自然科学・政治学・法律学・経済学等以外の学問、すなわち、 C3 )や史

学・社会学・哲学・心理学・宗教学など諸分科を含めた訴。J(国語大辞典(新装販)、小学館、

1988によるJ しかし、西洋ではliteratureということばの定義を調べると、狭い意味で(1 ) 

「文学、文芸、純文学」と(2) r文学研究、著述、文筆業」という定義があるが、広い意味で

( 3) 1 (ある特定の学街分野における〉著作全体、文献」という意味がliteratureに含まれている O

CKenkyusha's New English-J apanese Dictionary， Fifth Edition， Tokyo 1992， p. 1239による。)さ

らに、 fポーランド語の辞典、 11巻j("Slownik J ~zyka Pols註iego"pod red. W. Doroszewskiego) 

に載っているliteraturaの定義をみると、(1) "ogol tworczosci pi三miennejdanego narodu， 

kraju lub calej ludzkosci albo danej epoki; pi釦uennictwo;pisarstwo" (ある国民、国家、あるい

は人類全体、またある時代の著作全捧;文献， ，創作活動〉となっており、1.pi~kna， 1. ludowa， 

1.brukowa (純文学、民族文学、低裕な文学)などの例が取ち上げられている C また(2 )押ogol

prac pisemnych (dziel， artykulow， broszur) z zakresu danej nauki， specjalno三ci，dotyczqcych 

danego przedmiotu， zagadnienia; dziela drukowane， ksiq i;ki， broszury， lektura丹(ある学術分野、

専門分野、ある軒目、課題に関する著作全体{作品、記事、小皆子1;印掛物、書物、小冊子、

読書)として、例として1.ekonomiczna (経済の文学)、 Lfilozoficzna (哲学の文学)、1.popu-

larnonaukowa (科学・芸術の文学)、1.muzyczna (音楽の文学〉などの文学を取り上げているc

4)筆者は、本稿でキーワードとして用いる「事実の文学」という文学用語をポーランド語のlitera-

tura faktuという用語から直訳した。 literaturaf:誌 tuという表現は文字通号く事実についての文

学>、く事実の文学〉ということを指す。本稿ではこの用語の持つ意味が重要なので、以下でこ
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れを詳しく説明する。

5) nonfiction -rノンフィクションJ-r虚構の物語・小説ではなく事実に基づく伝記・壁史記録・

随筆などの散文文学J("Kenkyusha's New English-Japanese DictionaryてTokyo1992. p. 1439に

よる。)

6) r コロンピア大学-現代文学・文化批評用語辞典J、ジョゼフ・チルダーズ、ゲ~ 1)ー・ヘンツイ

編、松柏社、 1998.p. 173. 

7) r世界文学大事典j第 5巻、集英社、 1997，p. 617. 

8) "Slownik Terminow Literackich丹 f文学用語辞典jpod red. Janusza Slawi註skiego，Ossolineum， 

Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. Wroclaw 1988， p. 260による G

9) Tadeusz Drewnowski "Proba scalenia. Obiegi -wzorce -styleてPWN，Warszawa 1997， p. 380に

よる G

10) 20世紀の30年代にヨーロツノtで、Sachliteratur(く事実の文学>、 literaturafaktu) という薪しい

文学のき重類が現れてきた。それぞれの国で名称は異なったが、概念は同じである O すなわち、 ド

イツではSachbuchあるいはSachschrift、英国ではnon-fiction、ロシアでは Hay可 HO-

xy江oiKeCTBeHHa冗 npo3a (く科学・芸術的散文学>)、ポーランドで、はliteraturafaktuと呼

ばれていた。 (WitoldNawrocki押Literaturafaktu一literaturaprzyszlo~ci?丹 [in:] "Zycie 

Literackie丹 1975，nr 11 p. 15による0)

11)例えぱ、ウニウオフスキの『ジャングルの中のライ麦j(1936、Zytow d土ungli)であるむ

12) Stanislaw Zak "Slownik. Kierunki-szkoly・役立工lInyliterackie" u辞書一傾向、流派、文学用語-j

p. 161 Tadeusz Drewnows註i"Proba scalenia. Obiegi -wzorce -style"， PWN， Warszawa 1997， 

pp.380・391によるむ

13) J erzy Dolinski "Fakty i komplikacje. Wokol literatury faktu野 [in:]"Zycie Literackie" 1976， nr 

36 p. 12による。

14) ibid. p. 12. 

15) Witold Nawrocki持Literaturafaktu -literatura przyszlo品ci?"[in:] "Zycie Literacki♂ 1975， nr 11 

p.15. 

16) [ ]内は筆者が補足した。

17) カタカナ表記するとすれば、リテラトゥラ・オボゾヴァである O

18) カタカナ表記するとすれば、リテラトゥラ・オボズフ・コンツェントラツイイヌィフである O

19)ポーランド語では、ソヴイエトの収容所はロシア語の JIarepb r収容所、ラーゲ1)Jの借用形

lagier (カタカナ表記するとすればワギェル〉によって、一方ナチス・ドイツの強制収容所はド

イツ語のLagerfキャンプ、収容所jの告用形lagier(同ラギェル)によって示される O その結

果、ポーランド語ではそれぞれから派生した形容詞の形の違いを科用して、ソヴイエトの収容

所を題材とした文学をliteraturalagrowa、これに対してナチス・ドイツの強鵠収容所を題材と

した文学をliteraturalagrowaと呼んで、簡単に区別することが可詑になったむしかし、ロシア

語の JIarepるそのものが本来ドイツ語のLagerからロシア語に借用された言葉であり、また日本

語で「ラーゲ1)Jという名詞が fl日ソヴイエトの収容所」の意味でほぼ定着していることを考え

ると、このポーランド語の二つの披念を日本語に直す襟に、そのまま音訳して「ワギェル文学ム

「ラギェル文学」とするとかえって詫乱を生じるo そこで、ここではそれぞれに対して「ソヴイ

エト収容所文学Jrナチス・ドイツ収容所文学j という用語を用いて区別することにする O 担し、

後述するとおりすべての文学研究者、評論家がこのような用語の使用を受け入れている訳ではな
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い。(備えば、下で引用するStanislawZak "Slownik. Kierunki -szkoly-terminy literackie押印李

書 傾向、流派、文学用語 iの見出し語literaturaobozowaの項は、実質的には、ここで言う

「ナチス・ドイツ収容所文学Jを解説したものである。〉

20) Stanislaw Zak ，.Slownik. Kierunki-szkoly-terminy literackie" r辞書一傾向、流派、文学用語-j，

p. 199による C

21) "Slownik Terminow Literackich持 f文学用語辞典jpod red. Janusza Slawi益法iego，Ossolineum， 

Zaklad Narodowy im. Ossolinskich， Wroclaw 1988， p. 319による O

22) グダニスク市の郊外にあった強制収容所、シュトゥットホーフ (Stutthoff)0 

23) この「ソヴイエト収容所文学Jr亡命文学jの揖題について、さらに関心を持たれる読者は、こ

の分野で非常に徹底的な研究論文を書いたエウゲニュシ・チャプレイェヴイチ (Eugeniusz

Czaplejewicz) の著作、『ポーランドのソヴイエト収容所文学j(，.Polska literatura lagrowa" 

PWN， Warszawa 1992)を参燕されたいむ

24) ドストエフスキーは、当時禁止されていた致治活動に参加したために1849年に死刑を宣告された

が、この判決が流刑に変わり、彼は1850年 1月から1854年 2丹までシベワアのオムスク市にいた。

その 4年間の流用生活の結果は、 1860-61年に発表された f死の家の記録』にまとめられた。

25)正式にはi日ソヴイエトの矯正収容所のシステムであった。

26) ソルジェニーツインは1945年 2月に逮捕され、同年 7月欠席裁判により 8年のラーゲワ刑〈矯正

労働)を宣告されたc 初めモスクワ市内の建築現場で動き、翌年、国人科学者を集めたモスクワ

郊外の詩殊収容所へ移され、 50年、カザフスタンのエキバストゥーズ収容所へ送られ、石工など

として働いたo 1953年 3月、刑期終了と同時にカザフスタン南部の寒村コクテレクへ永久追放を

宣告され、その村で教職に就いたむタシケントの萌院で癌の手衡を受けたころから、ひそかな執

筆活動をはじめた。永久追放が解かれたのは1956年4丹、最高裁の決定によ乃正式に名誉田復さ

れたのは1957年 2月であったC そのあとワャザンに住み、中学で数学と物理を教えながら執筆を

続けた。国内、国外の文学的事件ともなった、彼の最初の中編である fイワン・デニーソヴイチ

の一日j(1962、。瓦双E 瓦eHb I1BaHa瓦eHHcoB双可a)が発表され、さらにその後幾つかの小

説が発表されたあと、患家保安委員会とソ連作家同盟からの迫害が始まった。講演会の禁止、図

書館でのソルジェニーツインの作品の閲覧禁止、脅迫状などの形であった。 1964年に書き終わっ

た f煉獄のなかでiと1966年に書き終わった fガン痛棟Jが1968年に西欧で出版された。 u世界

文学大事典J集英社、 1997pp. 801-804によるJ
27) ロシア言吾の rYJIar:rJIaBHOe YrrpaBJIeHHe I-IcrrpaBHTeJIbHO -Tpy瓦OBbIXTIarepe量、矯

正労働キャンプ管理総局の略。

28) くカチンの森の事件>。カチン (KaTbIHb、現在ロシア連邦)はポーランド人にとっては政治

的で特別な意味をもっ村であるc くカチンの森の事件>あるいはくカチンの虐殺>という出来事

で有名となった。すなわち、 1943年の春にソ連のスモレンスクの近く、カチンの森で何千名もの

ポーランド人士宮、および兵士の遺体が埋められた共同墓地が発見されたc すぐそのことがベル

リン放送局から世界へ放送された。虐殺された人々の正確な数は今となっては確認が菌難である

が、1，700から4，500名の関と推定される犠牲者には頭を撃たれた形跡があ号、沼ぼ確実にソ達の

務密警察によるものと思われたむ遺棒の医学的検査の結果、虐殺のE付は1940年の春と薙定され

た。それに加えてロシア人によってスモレンスク付近の 3カ所の収容房に抑奮されていた 1万名

のポーランド入も行方不明で、あった。 Cf第二次世界大戦事典J、著エリザベス=アン・ホイール、

ステファン・ポープ、ジ、ェイムズ・テイラ一、朝日ソノラマ、 1991， p. 129による0)
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29) Stanislaw Zak押Slownik.kierunki-szkoly・terminyliteracki♂日字書-額向、流派、文学鼎語 t 
pp. 164-166~こよる G

30)単行本は1988年 8丹文義春秋刊。

31) ここでの議論は、ボロフスキとグルジニスキの文学について詳しく書いている二人の評論家の論

文を参考にした。この二人とは「グルジニスキ全集」、 10巻 (GustawHerling-Grudzinski 

"Pisma zebrane"， Czytelnik 1995)の 1巻 (Innyswiat)の解説 (Poslowie，pp. 317・325) を書い

たズヂスワフ・クデルスキ (ZdzislawKudelski)と「ボロフスキとグルジニスキーその並行性」

(点。rowskii Herling: pararela野 [in:]"Tygodnik Powszechny持 1991， nr 21， pp. 1， 7) を書いたヤ

ン・ブオニスキ(JanBlo岳ski)である O

32)在ロンドンポーランド亡命政野首桔であるヴワディスワフ・シコルスキ CWladyslawSikorski、

1881・1943) とロンドン駐在ソ連大使イヴァン・マイスキー(I1BaHM.乱匂孟CK豆量、 1884-1975)

の交渉により結ぼれた冨際協定と、シベリアに滞在するポーランド囚人に対する患赦令により、

カザフスタンでポーランドの軍隊を編成することになった。

33)英語版の題名誌"AWor1d Apart"であり、 Joseph班arek(ポーランド人AndrzejCiolkoszのベ

ンネーム〉の翻訳であった。

34) イギワスiこ続いて1951年、アメリカでも出張され、さらにスウェーデン語版 (1952)、 ドイツ語

版(1952、1953)、イタワア語版(1958、1965)、スペイン語版(アルゼ、ンチン、 1953)、中国語

版〈香港、 1953)、日本語版(出版年は不明)、アラビア語寂(ベイルート、 1953)が出版された。

フランス語に訳されたのはかなり遅く、 1985年のことであったG また、ソ連の崩壊の後、 1989年

ロンドン、 1991年モスクワでロシア語の翻訳が発表された。ポーランドでは長い間何回かの地下

出版の形でしか出なかったが、く革命〉の後、 1989年になって初めて正式に刊行されたむ

35) シベリアi反容所について書かれたポーランドの著作に関する彼の論集、 EugeniuszCzaplejewicz 

"Polska literatura lagrowa"， PWN， Warszawa 1992、とくにpp.53-63の議論を参考にした。

36) これは1958年に発表された、グルジニスキの友人であるイタリアの作家イグナチョ・シローネ

(Ignazio Silone)の f他の世界iについての評論である o Gustaw Herling心rudzi益法 "Inny

三wiat"，Czytelnik， Warszawa 1995、解説はZdzislawKudelski， p. 325による O

37) [ ]内は筆者が播足した。

38) Wlodzimierz Bolecki "Ciemny staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudziι 

skiegoぺWarszawa1991 [in:] Ryszard Matuszewski "Literatura polska 1939・91てWydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne， V司Tarszawa 1995， pp. 403-404による G

39) Gustaw Her1ing-Grudzi註ski"Inny swiat"， Czytelnik， "¥厚arszawa1995， pp. 211-212による O

40) Zdzislaw Kudels記の後書き[in:]Gustaw Her1ing Grudzi長ski"Inny三wiat"， p. 320による O

41) ibid. pp. 320・321による G

42)文学にも現れた行動主義の現象を詳しく本稿第七章で説明している 9

43)第四章では、ボロフスキによるこの表現の定義を載せるつ

44) Tomasz Wroczynski月.Literaturapolska po 1939 roku". W ydawnictwa Szkolnεi Pedagogiczne， 

Warszawa 1995. pp. 63・65とRyszardMatuszewski "Literatura polska 1939-91丹， Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne， Warszawa 1995、pp.400-408によるc

45)パヴイアック (Pawiak) は1829-1835年の間に当時ロシアによって統治されていたポーランド

の首都ワルシャワ中央部に創設された最大の刑務所の名前である O 第二次世界大戦の勃発までは、

政治犯・刑事犯の両方を収容した刑務所であったが、占領時代は総督管区(Gen
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にある最大のssナチス・ドイツ警察庁の審理璃務所になったc逮捕された 9万人の西人のうち、

この刑務所で殺されたのは 3万人であり、他の 8万人はさまざまな収容所へ輪送された。
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Abstract 

“Conc担 ltrationCamp Literature" 

as one of a Polish Post-war Literary Genre 

Urszula Styczek 

In this paper， as a part of a research project on Polish and ]apanese post引 rar1iterature， 1 

amanalyzing the meaning of“concentration camp literature" in the whole literature and dis-

cussing the importance of regarding it as a part of non-fiction Cin Polish known as“literatura 

faktu"). 1 am also analyzing the definition of勺lOn-fiction丹 andgiving some literary examples from 

Polish post-war literature. After presenting the definition of “concentration camp literatureてIam

focusing on Nazis concentration camp literature written in Polish in comparison to Russian concen-

tration camp literature， starting from Fyodor Dostoevsky's (1821四 1881)“TheHouse of the Dead"， 

Aleksandr Solzhenitsyn's (1918司〉“TheGulag Archipelago"， and giving an example of a Polish 

writer. Gustaw Herling-Grudzinski (1919・2000)and his “A World Apart" (1951). 1 am comparing 

his wor註ona Soviet concentration camp with some works of the most representative Polish 

writer on Auschwitz. Tadeusz Borowski (1922-1951). 

Finally， 1 am presenting some representative Polish writers and their works on Auschwitz. 

In my studies 1 divided them into two groups， those who had experienced the camp in Auschwitz， 

luckily survived and then shared their tragedies with us; and those who never knew life in the 

camp， but through interviewing witnesses， and checking the evidence of the tragedy， wrote non-

fiction novels. (Borowski belongs to the first group.) 
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