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ポーランドの女性作家のアウシュヴィッツの経験
s.シュマグレフスカの zビルケナウの煙』

ウノレシュラ・スティチェック

「紀要j の第 2号1では、ポーランド戦後文学の強制i反容所アウシュヴィッツに関する小論で、アウ

シュヴィッツを経験したく被害者>と経験していなし、<非被害者>の作家を紹介した。前者を考える

と、最もすぐれた男性作家はタデウシ・ボロフスキ2で、女性作家は、本稿で論じるセヴェリナ・シュ

マグレフスカである。その飽、ブフィア・ポスミィシ3あるいはゾフィア・コッサクである。それぞれ

の作家の f収容所の運命j は異なり、収容所について語る手法も異なる。しかし、この三人の共通点

は、アウシュヴィッツという恐ろしい現象について徹底的に述べていることである。また、それぞれ

の作家としての戦後の運命は異なっているが、一方で、この三人はアウシュヴィッツの悲劇を、それ

ぞれの作品を通して、訴え続けたのである。

シュマグレフスカは「フィクション」作家であったが、『ピノレケナウの煙J4は唯一「事実の文学J

の作品であり、終戦直後この作品が彼女の代表作となった。

アウシュヴィッツの囚人であったシュマグレフスカは、フィクション(章構)の散文作家であるポ

スミィシと異なり、「事実の文学」の作家である。シュマグレフスカが書いた『ピルケナウの建』とい

う作品をどの文学的なジャンノレに属させればよいか考えると、これは「記録の文学J(doc出 nen阻ry)

に近い。しかし同時に、「紀要」の第 2号で説明したように、『ピルケナウの煙jは事実に基づいたフィ

クション的な岳伝の要素をも含んでいるので、「事実の文学jの作品であると考えられる。シュマグレ

フスカは、この作品で「事実の文学j の代表的な作家となった。

(1 ) シュマグレフス力の文学活動

セヴヱリナ・シュマグレフスカ (SewerynaSzmaglewska) の生涯と文学活動についての情報誌とて

も少ない。彼女辻1916年 2月11日にポーランド中部にあるどォトルクフ・トリブナ/レスキ (Piotrkow

T巧Tbunalski)に近いPrzyglowa(プシグオヴァ)市(現スレユフ市、 Sulejwの近郊〉に生まれた。ワル

シャワで1992年 7月 78に亡くなった。戦前の文学活動については不明である。作家として有名に

なったのは、戦争蓋後のことである。戦前、社会・教育学をワルシャワで研究し、社会学をヤギェウォ

大学5(Uniwersytet ]agiellonski)とウーチ (Lodz)大学で研究した。 ドイツの占領中には地下運動の活

動家になり、 1942年、ゲシュタポによって逮捕され、すぐにアウシュヴィッツ・ピルケナウ収容所へ

送られ、西人番号22090を与えられた。 1945年 1月のはじめに、収容所の職員と生き残った数万人の囚

人たちは皆ドイツ軍とともにドイツに撤退させられることになり、シュマグレフスカもその一人で

あった。幸いにも、その時彼女は、撤退の輸送列車から逃亡して、同年 1月278にアウシュヴィッツ・

ピルケナウ収容所がソ連軍によって解放された時、 ドイツのどこかにいたに違いない。逃亡直後、ア

ウシュヴィッツでの 3年間の国人生活に基づいて Fピノレケナウの建j(1945、Dymynad Birkenau) 6と

いう回顧小説を書いた。この小説が幾つかの外国語7に翻訳されたことによって、作者は国際的名声を

博すことになった。彼女のアウシュヴィッツに関する報告は他の作家の作品に比べると、より詳しく、

より正確なものである。 3年間、収容所生活の変化を観察した結果として、『ピルケナウの煙jは生き
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残った数少ない囚人による冷静なノンフィクションの記録である。

戦後になって、シュマグレフスカは1954年まで辻ウーチ市に、その後、亡くなるまでワルシャワに

住んだ。彼女は様々な回顧小説、短篇集、児童文学の作品、長編小説などを書いた。例えは¥小説

『ウカシ君への簡単な道j(1955、Prostadroga do Lukasza)、百想、『我々を結びつけている怒り1(1955、

主主czynas gr白川、短編集『パンと希望j(1958、Chlebi nadzieja)、小説 f晴れになりそう J(1960、

Zapowiada si~ pi~kny dzieo.)、青年小説『黒い足J(1960、CzarneStop刊と『黒い足の新しい跡j(1973、

Nowy slad Czarnych Stop)、小説『右足の前の空いた席J(1963、Pustemi可sceprzy stole)、小説『愚の立q.

び声j(1965、隆司rkwiatru) ，短編集 f愛の色調，] (1969、Odcieniemilosci)、fニユノレンベルクの無罪

の人々 ，](?、 Niewinniw r‘>J"orymberdze)、『二人の悲しい人J(?、Dwojesmutnych ludzi)などである。

1992年に亡くなる直前まで彼女は種々の活動に活発に参加していた。

(2) ~ピルケナウの煙3 の考察

シュマグレフスカは1945年 1月にアウシュヴィッツの撤退の輪送列車から逃立直後書き始めた小説

を1945年 7月までに書いて、すでに同年の末年に発表した。『ピルケナウの煙iは、文学作品であるに

もかかわらず、ニユノレンベルグで行なわれたナチス戦犯の裁判では、かなり正確で精絡に歴史的な真

実を昌撃者として語っていたために、証拠として採用された。しかし、本論では『ピノレケナウの煙j

を「記録の文学j の作品としてではなく、「事実の文学j の作品として扱う。

『ピノレケナウの煙jは、内容的側面から「叙容所文学j の他の作品と比べることが密難な作品であ

る。「記録の文学」に最も近いからである。しかし、もしあえてそうするとすれば、シュマグレフスカ

の本はもっともく恐ろしい>著書であり、もっとも<信じられない>著書である、と筆者は考えてい

る。なぜかというと、彼女は事実についてのみ語っているからである。この事実は、被女の経験と観

察にのみ基づいて書かれた、絶対に人間の想議力を越えるものである。作品の中で虚構を書く余裕は

ない。忍耐力を越えるまで人間を軽蔑し、虐待し、拷問する、また買乏める場面が多く、あるいは生と

死の需の細い線が消えてなくなり、これを区別することができなくなる場吾などを読もうとしても、

途中で読めなくなる。ただ一つの疑問が筆者の頭の中で浮かび上がっている。 fなぜ人間は人間をそん

なに憎んだのか?J確かに、答えを見つけることはできない。
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(2.1) 文体と呂的について

『ピノレケナウの煙iの文体について考える。シュマグレフスカのこの「記録の文学j 的な小説をど

のように扱えばよいのか、筆者自身が迷っているだけでなく、ポーランドの評論家の需でもこの問題

が議論されている。しかし、作品の構造を徹底的に検討し、ナレーターが存在し、そして明確なプロッ

トがあるという要素から判断すると、やはり fピノレケナウの煙』は「事実の文学j の作品として考え

るべきである。また、ボロブスキが導入した一人称のナレーションと異なり、シュマグレフスカはこ

の物語を一人称ではなく三人称のナレーションで語っている。つまり彼女は、悲惨さの一部の証言者

あるいは直接の参加者としてではなく、むしろ全知の語り手となっている。ポロブスキの作品を読む

と、大変な誤解が発生するであろう。すなわち、表畜的にはかなり超道律的な行為をしている一人称

のナレーターをボロフスキ自身と同一視する恐れがある。そのような誤解を避けるために、シュマグ

レブスカは『ピノレケナウの煙』の目的を序文で次のように強調している。
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Opowiese moja obejmuje ty1ko fragment gigan勾Tcznejmachiny smierci， jakq byl Oswi~cim. Zamierzam 

podae wylqcznie fakty bezposre出iozaobserwowane albo prze土yte.Wydarzenia opi訪問 przezemnie 

dzialy si~ w Birkenau (Oswi~i血 II). Dla unikni~cia nieporo忽lffiienwyjasniam，民国ezamierzam 

powi~kszaé niczym donios1:osci f誌towani zmieniae ich ze wzgl~ów propagandowych. Sq rzeczy， 

ktorych powi~kszaé 国e potrzeba. Wszystko cokolwiek tu podぉ九 jeste訟 w stanie udowodnie przed 

ka土dym住ybunalem.

Sq to prze土yciai obserwacje je也lejosoby. To守1kokropla w wielkim， niezmierzonym oceanie.9 

なの物語には、オシフイエンチムという死の巨大な機械の一部しか含めていない。亘接に観察し

た、あるいは経験した事実のみを述べたい。立によって措かれる出来事はピルケナウ(オシフイ

エンチム II) で行われた。様々な誤解を避けるために、次のことを明らかにしておきたい。私は

事実の重大性を誇張するつもちもなく、また事実をプロパガンダのために変えるつもりもない。

誇張して伝える必要のない出来事もあるのである。ここで書くことはすべて、どの裁判所に出て

も証明する準舗がある。

これは一人の人間による経験と観察である。これは限りのない大洋の中のー瀧にすぎない。

冷静に自伝的な要素を包含しながら、収容所の百常生活に関する事実だけについて語るということ

である。さらに、他の作家たとえばコッサクと違って、何の感情も含まれていない作品である。アウ

シュヴィッツやピノレケナウを経験していない読者に、この信じられない、想、像すらできないく石の世

界>から生まれた現実を理解しやすく語ることが、シュマグレフスカの目的でもあった。そして、被

女は生き残った目撃者として、すでに自分の運命を証言できなくなった、すなわち殺された囚人の代

わりに語っている。

以前で述べたように、シュマグレフスカは語性ある主人公を登場させず、一人称の具体的なナレー

ターも存在せず、心理的表現の対象となる虚講の人物も創造していない。ゼルケナウの事請について

は、番号を墨で、腕に入れられた囚人が語っているが、このような語り手はもはや考えることができる

倍々の人間ではなく、単なるく番号>としての人間、自分の恒性を失ったく番号>である。全員同じ

寄り服、木製靴、食器、汚いシラミだらけの毛布一枚を与えられ、髪の毛を坊主頭にされ、人間である

プライドを奪われた女囚は、全員全く同じ様に見え、考え、反応するものとして表現されている。四

人たちにとって彼らの世界は収容所の中にしか存在しなかった。そのために、互いの苦労をよく理解

でき、外の世界が理想的なものとしてしか見えなかった。全員が、絶対に戻ることが不可能な外界に

ついて同じように考え、この世界を夢見、敵の暴力に対して第ーに自分の生命を守るような本能的な

反応をし、そして非人間性を感じていた。それ故に、自分たちにとってはこの中の社会しかないとい

う思いから生まれるく連菩>も、生き残るための<裏切り>も、ともに囚人たちの精神を統制してい

た。また、囚人たちは独特な心理状態にあり、収容所の涼尉に従わされた特殊な道徳が後らの心を支

配していたG 死なないように、狂気に至らないように毎昌自分の生命を守るために、普通の世界では

絶対にありえない防衛体制を無意識のうちにとっていた。

コッサクが書いた f深淵からJに比べ、 Fピノレケナウの煙jの方はより中立的立場から書かれてい

る。この小説は戦争蓋後に発表されたもので、ピノレケナウ収容所の自らの体験を記録にとどめ、知ら

れざる事実を世界に公表した作品である。これは強制収容所に関する事実・証言を記録した価値のあ

る著作として、ニユノレンベルグ裁判の時に採用されたものである。

『ピノレケナウの煙j という題名は、作品のモチーフであり、死の象徴で、あった。つまり、すべての
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因入、またピノレケナウのスタッフも収容所の実に建てられた四つの焼却炉から出る煙を毎日見て、い

ずれの日にか国人に死が訪れるで為ろうという意識を持っていた。

A gOIq， ponad szmnem obozowego土ycia，ponad lini出回生成δwszemrzqcych ustawicznie swe ciche 

ostrzezenie przed三mierciq，wybucha snopami pqsowych p主OInieniogien z krematoryjnego ko混血ai伽 a

ruch1iwq plamq w ciemnosci j誌 zniczzapalony z ludzkich ciai.lD 

収容所の上空で、その生活の雑音の上で、そして絶え間なく死の静かな警告をしている有料鉄線

の隷の上で、火は、境却炉の建突から緋色の炎の渦の形で噴きだしも培黒の中で人間の死捧から

燃えだす聖火のように活気のある斑点として存在している。

いつも、昼も夜も人間が死んでいる。死のことを忘れさせないためにそびえている煙突から彊が絶

えず立ちのぼっているというのは、非常にグロテスクである。

また、足立の f日曜日J(Niedziela) という章でシュマグレフスカは、ほとんどの日曜日に行われた結

合点呼の結果として多くの囚人が溌却炉へ運ばれたことを詳しく撞いている。この章は次のような文

章で終わっている。 Ogniekrematoriow budzq訟 ysl，土eto plonq juz te istoty， ktore przed trzema godzinぉni

przeje土dzalyz gestem po土egnania.11 (境却炉の炎を見ると、三時間前に別れのしぐさをしながら通り過

ぎ、ていった存在がすでに燃えていることを思い出す。)

(2.2) 作品の構成と主題について

作品の構造とそれぞれの章の内容を検討してみる。 r1942年J(Rok 1942) r1943年J(Rok 1943) 

r1944年J(まok1944)という三部に分けられた fピノレケナウの煙』は、女子の強制収容所ゼノレケナウ

(つまりアウシュヴィッツ豆)に監禁された女囚たちの司常生活の中で行なわれた徐々の変化を、と

ても冷静なことばで描写している。そしてその 3年の関に、彼女が経験し観察した収容所の組織の変

化も詳しく語っている。それぞれの章では、 i反容所に関する様々な大きな開題が紹介され、それらに

ついて非常に議底的に述べられている。現在形の使用というジャーナリスティックな文体によって、

描写は生き生きとしたものになっている。ナレーションは、いま行われている出来事を実況中継のよ

うに惑じさせる。まるで読者はシュマグレフスカと共に収容所の生活を観察しながら、作家と同じよ

うな感覚で収容所を受け入れることになる。それぞれの章は、手記のような形で 3年間以上の出来事

の多くについて語り、囚人たち、監守、 ss親衛隊の名前、さらにアウシュヴィッツ、ピノレケナウとそ

の他の収容所で行われた作業に関する地名を述べている。 f純文学」の特徴であるフィクションの要素

はほとんどなく、登場人物の簡の会話もほとんどない。

「第一部-1942年J(Cz~sé pierwsza. Rok 1942)の物語は10月一おそらくシュマグレフスカがその頃

にどノレケナウに送られたーに始まる。それから周年末までの大きな出来事が紹介され、たとえば収容

所の拡大工事、最初の大規模な愚の駆除、 12月のクリスマスなどが、それぞれの章の主題となってい

る。そして「第二部-1943年J(Cz~sé druga. Rok 1943)と f第三部-1944年J(Cz~sé trzecia. Rok 1944) 

は、持の流れと共に、それぞれの季節における出来事や事件について詳しく述べている。しかし次の

ような出来事は 3年間を通して頻りに行われていた。全ヨーロッパから送られた様々な民族の集団が

輸送列車で到着する持の大騒ぎ、人間と荷物の選別とそれに関連するその後の作業、あるいは収容所

からの、ある時は成功し、ある時は失敗した国人の逃亡とこれらに関する大騒ぎ、つまり長時間の点
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呼、逃亡者の追跡、逃亡者の身代わりにガス室へ送られる際の選別などについてシュマグレフスカは

書いている。時間の流れとともに作家は経験を得て、様々な事件に対する見方が変わっていったの

は、当たり前のことでありも彼女のコメントも少しずつ変わってきた。 1944年の初めからi反容所の生

活は、表吾では、いつもの通りに流れていった。しかし、国人たちの地下運動の活動家の協力で外か

らの情報が次第に撮れてきて、 1944年の半ば頃から彼らの心に希望が現れてきた。ソ連軍の西方への

動きによってポーランド領土が徐々に解放されはこめ、また西欧で米軍がフランスの領土を解放して

いたので、ナチス・ドイツはこの戦争に負けるのではないかという期待が現れた。ドイツ軍は、殺さ

れた西人たちの書類を燃やしたり、少しずつ収容所の建物、とくに焼却炉を壊したりして、結局1945

年 1月に赤軍がアウシュヴィッツを解放した時までに、数千人の西人と共にドイツの実へ撤退した。

まだ歩ける、まだ仕事ができる囚人たちはほとんど全員アウシュヴィッツを出て酉の方へ行進した。

シュマグレフスカはその一人であった。彼女註アウシュヴィッツの解放の日を待てなかった。シレジ

ア地方を通り、グロス=ローゼン (Gross-Rosen)、ラーヴェンスブリック (Ravensbruck) などの強制

収容所に向かった。人生で疲れ果てた囚人たちは、ヨーロッパの大部分がすでに解放されているとい

う情報を知らず、抵抗せず記歩き続けた。収容所を出たにもかかわらず、途中で多くは倒れて死んだ。

幾つかの章における問題を述べる。たとえば、「仕事一社事一仕事J(Arbeit... Arbeit... Arbeit...)と

いう最初の章は、 1941年の冬に女子用の枝容所で、あるピノレケナウが創建された時期について少しだけ

言及し、主に、 1942年の秋に奴容所を拡大するための作業がはじまったことが記され、女国による収

容所の中の、一日の仕事(建設の作業〉、あるいは外の一日の仕事{主に畑を耕作〉とそれちに関する

苦労などについて語られている。

「エフィンガー長は機嫌がよいJ(Szef Efinger ma hlUllor) 辻一つのコマンドの仕事を描くことを通

して、特権的な西人たちの生活を紹分している。彼女たちは特別なガス室12で、収容所に送られたば

かりの国人の服を消毒して虫を駆除する作業を、 SS親密隊員エフィンガーの藍曹の下にしていた。

ポーランド人とユダヤ入しか働いていなかった 6番自のバラックでは、衛生と規律をきわめて丁寧に

守れば、 i反容所の中で楽な生活をしばらく送れる可龍性が高かった。しかし、このような特権を与え

られたの段、若くて、元気な女性だけであった。服は消毒されたあとに、ドイツの奥地に送られたり、

戦線で戦っていた兵士たちに送られたりした。しかし、エフィンガーの下で働いていたコマンドのサ

ボタージュによって、彼女たちはこの服を秘密で国人たちに売ったり、他の品物と交換したりして、

収容所全体の生活を楽にさせたりしつつあった。収容所のスタッフとのコネ、また影響の強い囚人と

のコネを持っていた四人の間では、品物を“organizowae"(く調達する>く工面する>)という表現

がよく使われていた。この作業は収容所で拡がっていたモラルの規準ともなった。シュマグレフスカ

は例をだしながら、次のように説明している。

"Zorganizowa己"wmowie wi付niapolitycznego znaczy: zdobye rzecz potrzebnq nie krzywdzqc przy tym 

nikogo. (…) Umiee niepos住民民nieznacznq cz~sé rozprowadzie po obozie， ulatwiajqc drobiazgami 

codziennej potrzeby土ycietowarzyszow niedoli， znaczy w Oswi~cimiu: umiee zorganizowae.13 

政治犯のことばでく調達する>というのは、誰も傷つけることなしに、必要な品物を獲得するこ

とである。(略)才シフィエンチムでは、く調達する>とは、人知れず品物の大部分をi反容所中に

送り回し、 E常生活に必要な種々の雑貨によって、毘じような惨めな運命を持つ仲間の生活を楽

にすることを意味しているのである。
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最初の頃は、くうまく手に入れる>のは、たとえばネズミがかじった下着や服、またカピが生えた

パンの塊を倉産から取り出して、西人たちにこっそりと渡すことを意味していた。しかし、後になる

と、同じバラックの仲間の枕の下から靴を盗むこと、あるいは家族が送ってきた荷物からマーガリン

を盗むこともくうまく手に入れる>ことを意味するようになった。持関の流れと共に、国人たちの道

徳麓が壊れてしまったとシュマグレフスカは訴えている。作家は収容所の独特なモラル、道徳、を問題

にして様々な章で論じている。

シュマグレフスカは「最初の意の大規模な駆除J(Pierwsze wielkie odwszanie)では1943年の冬に初

めて行われた或の駆除について語ることをとおして、アウシュヴィッツの人間関係を紹介している。

そしてこの関保に強いかかわりのある収容所の道徳の需題に触れている。囚人をアウシュヴィッツへ

送る理由が様々であったにもかかわらず、集められてきた人々は皆、収容所に来た当初は同じに扱わ

れた。題性はなくなり、罪科は皆同じである。シュマグレフスカはこれがnieszcz~scie Oswi~cimia14くオ

シフィエンチムの不幸>、つまりアウシュヴィッツの悲劇であると名づけている。たとえば、少年が

道を歩いていてポーランド国歌を歌ったという軽い犯罪をはじめ、サボタージュしたパルチザンやア

ンチ・ナチスのデモを組識した女性の敦治犯だけではなく、一般の犯罪者、常習犯、再犯者、売春

婦、詫棒、殺人者、同性愛の人などもアウシュヴィッツに送られた。入った瞬間にそれぞれの人の特

徴が請された。全員が、髪の毛を同じような坊主頭の髪型にさせられ、同じ服を着せられ、同じ重労

鶴につかされ、同じ悩みを持たされた。異なったのは、制販の上、胸の辺りに議いつけられた三角形

の急だけで、あった。つまり、政治犯は赤色で、泥棒、詐欺師などは緑色、売春婦、強盗、殺人犯など

は黒色で、為った。しかし、ほとんどの国人がく政治犯>というレッテルを賠られた。ナチス・ドイツ

によれば、政治犯は犯罪者であるが、シュマグレフスカ辻政治犯以外の囚人をく犯罪者>(przest~pca) 

と思っていた。政治犯ではない囚人たち、すなわち犯罪者は、収容されたばかりの項からギャングに

参加し、互いによく知り、互いによく守り、 bezwahania zdecydowali si~ spelniae rozkazy SS-mar吟!w，

choeby godzHy one w dole wieznia. Oni to w mrowiu ludzi poganianych zostali poganiaczami.15 (能の国人た

ちの運命を壊すことがあっても、彼らは、迷わずss親密隊員の命令を果たすことを決心した。彼ら註

この追われ行く群衆の中で、追う者となった)。すでに収容所の外にいるときから犯罪者として存在し

ていたそのく犯罪者>(przestepca)たちは、収容所に入ったあと、自らの犯罪者としての性格をく上

達>させ、ナチス・ドイツによって利用される道具として最もふさわしい者となった。さらに、自分

の立場、地位を利用して、アウシュヴィッツに収容された政治犯に苦労をさせた。もちろん、そうし

たのは、自分の命を守るためである。
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Ze wspolpracy ich z SS-manami wynikly dla obozu fatalne rezultaty. 0凶 wytworzyliswojぇmoralnosei 

swoja.. opini~， w zetkni~iu z註ora..niemal zawsze gina..l ten， kto j司nieulegl. Oni spaczyli owa.. sぢ恕la..

"organizacj~' oswi~imska...16 

[一般の犯罪者]が17SS親衛隊員と協力した結果は収容所にとって破滅的なものであった。彼ら

は自分たちの道徳と自分たちの判断基準を作り出し、この基準に従わない人はほとんどいつも殺

された。彼らはオシフィエンチムにおけるその宥名なく調達>を歪めてしまった。

また、}JIJのところで、シュマグレフスカは、ほんの少し小さな職のある昌人たちについて訴えてい

る。彼らは一般のく犯罪者>から選ばれて、 ss親衛隊員の命令に盲目的に従う最もふさわしいナチス

の道具となった。シュマグレフスカは次のように書いている。
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Smu也8ね prawda.lecz stwierdzie jq trzeba，土efunkcyjni wyrzqdzi1i wì~zniom Oswi~凶ia co naj盟国ejtyle 

zlego， ile wszyscy SS-mani razem wzi~ci， gdy土o凶 wia金lIebyli owym slepym mieczem zadajqcy ka土dy

ledwo zamierzony przez SS-manow ciOS.18 

これは悲しい現実であるが、この現実について述べなければならない。つまり、職のある国人た

ちは、少なくともすべてのSS親衛隊員を合わせたのと同じ程度に、オシフィエンチムの因人たち

に被害を与えた。なぜかというと、彼らこそはSS親禽隊員がただー振りしようとしていた剣で

あったのだが、その剣自身がめくらめっぽうに打ってしまった。

すでにポスミィシが書いたように、収容所における独特な社会では、ジャングルのように、そこに

き妻む者は死ぬか生き残るかというこつの可能性しかなかった。さらに、シュマグレフスカが指揺して

いるように、より賢い、より動作の早い菌入、また時にはずるい囚人だけが、上手に職のあるくちょっ

と偉い囚人>と仲長しになったり、その<調達> (“org.釦 izowae")方法に上達したりして、自分が枝

容所で生き残る可能性を高めた。もちろん、生きている限り自分の命を大事にしなければならない。

On wie，土ejego zaglad~ spowodowae mozeαly szereg okolicznosci wywolanych zarzqdzeniami albo 

przypadkami妻 aleszanse un出向ciasmierci istniejq i wygrana le土yw jego wlasnych r~kach.19 (設は、いろい

ろな指令や偶然による出来事が自らの破滅をもたらすかもしれないと知っている。しかし、死を避け

る可能性は存在し、勝利は自分自身の行為のうちにある。)国人は、収容所で自分の人生を諦めると、

死ぬだろうと知っているので、諦めないのである。生き残るノレールの一つは、明日のことをあまり考

えないようにすること、自分を常む忙しくしておくことである。しかし、シュマグレフスカが書いて

いるように、間じつらい仕事、罵りの同じ販を着ている人たち、同じ貧しい食事、足らない睡眠時問、

すべてのことに対する決して消えない恐怖などの要素を含んだ毎日は、囚人を惨めな気分に陥れたの

である。

Zyje si~ dniem. W t司w付rowce，ktorej cel jest nieznany， idzie si~ jak三lepiecpo omacku od przedmiotu 

do przedmiotu， od poranka do wieczora， wkla出jqCwszystkq energi~ w umiej~tno託 prze土ycia dnia.20 (…) 

一司一日を生きる。言的地が分からないこの旅で、盲人のように物から物へ手探りで歩き毘り、

朝から夕方まで、すべての力をその一日を生き延びることのために注ぐのである。

自分のことだけを考えて、たとえば今日はパンが足りるかどうか、石鹸のーかけをどのよう記手に

入れれば良いのか、夜中に、枕の下においた蕪が盗まれないかなどといった心配事ばかりである。そ

れ故に、也入のことを考える余裕はない。

Inne sprawy， losy chorych， wzmianki 0 szpitalu，対dokkre訟 atori辺 n，przela郎.jablyskawicznie (…). Nie 

ma czasu zatrzymae si~ przy nich， przezye je， przemy.三lee.Odsuwa si~ je na jakies nieokreslone 
:" 21 "pozmeJ". 

他の問題、病気の人々の運命、病院のこと、焼却炉の眺めなどはまたたく間にどこかに飛んでいっ

てしまう。(路〉立ち止まって、これらを体験し、これらについて考える時間はない。この問題を

いっとも知らぬく後>に繰り延べるだけである。
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収容所は考えない人関を育て、人聞の特徴であるすべての喜び、楽しみ、感靖、また抽象的な考え

方を奪ってしまい、ロボットのような存在を作り上げた。次のような場面で、長時間の点呼で立たさ

れた囚人たちの考えは何であろう。

Stoje¥ce pos訟cieroztapiajq si~ w S単位n戸nzmierzchu. Je土eliczegoゑpragn呉， ωtylkotego，土ebymo土na

bylo wej記 dob紅誌u，zjeSe dwie kromki chleba ze swej porcji， a potem zasnqe i zapom国ee.2

人々の立っている姿が雪のたそがれの中に溶けていしもし彼らが何かを望んでいるとすれば、

それは、バラックに入って、自分に割り当てちれた二切れのパンを食べ、そしてぐっすり眠り込

んで、全部を忘れたいということだけである。

寒い~13 の重労働で死ぬほど疲れて、また長時間の点呼で立たされた囚人たちは、ただ一つの望み

を持っていた。食べて寝ることだけである。

さらに、シュマグレフスカは塁学問題を fこれはただのインフルエンザJ(To tylko grypa) という

章で扱っている。この章は、収容所の病読の状況、患者に対する治療の施し方、収容所内で、最も流行っ

た病気であるチフスの様子、患者たちの相互関係、さらに室部と患者の関係などを鋭い目で描写して

いる。病院に入読させられるのは、死刑に処せられるのとほとんど同じことを意味した。病気の囚人

は、適切な治療を受けられないと、チフスをはじめとする死病に濯って死ぬか、ガス室へ選別される

か、あるいは致死の注射を打たれるという運命にしか遭遇しなかった。しばしば、囚人でありながら、

医師の仕事をしていた医者がいた。医師の道徳、義務註患者を臨終まで守ることであるが、収容所と

いう特別の状況において辻、この原員IJ誌ひっくり返ってしまった。医者は患者を守るために正しい診

断をせず、つまりチフスという診断をせずに、ただのくインフルエンザ>であると言うことにより、

ガス室への選別を逃れさせ、国人・患者の命を少しでも伸ばすことができる。この診断もいずれは死

をもたらすが、人間の命をしばらくの間でも救うことができるので、歪師の嘘は正当化される。ある

女囚の体全体にチフスの兆候が出てきたが、あるポーランド入の西人・医師はこれをく認めない>。

次のような短い場面を見てみる。
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-Ale土岡k，prosz~ pani， grypa， grypa. 

-Panie doktorze， prosz~ powiedziee mi prawd~. 

ー POco to pani wiedziee? 

・Bochc~ 凶nieé ur池nqeselekcji krernatoryjnej. Bo ja chc~ zye， par註edoktorze. (…} 

ーWidzipani? Co加工lapisane?

-Grippe -i obok tego moje nazwisko. 

-Tak jest. U mnie w notesie ma pani gtyW. A tu -mowi zakrywajq.c poc~tkowane ramiona chorej -tego 

nie musi nikt widziee. Mo土e~ie pani miala s氏 Zφcie，土enie zarzqdzq selekcji. Ale nie radz号le土eedlugo. 

Gdy tylko wroCq troch~ sily， radz~ wiae stqd.23 

fもちろん、あなたはただのインフルエンザ、ただのインフルヱンザですJ

f先生、真実を教えてくださいj

fどうしてそんなことが知りたいのですかj

f焼却炉行きの選男IJを逃れたいのです。先生、私は生きたいのです。(路)J
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fあなたは、これが見えますか?何が書いてありますかj

r<グリッベ>2生です。その側に私の名前が書いてありますJ

fその通りです。僕のノートにはあなたはインフルエンザと書いてあるJ病気の女性の斑点のあ

る肩を被いながら、 fしかしこれは、ここでは誰にも見せなくてもいいだろう j と言う。「運が良

ければ選別は命令されないでしょう。だけど、ベッドに長くいない方が良い。少しでも元気になっ

たら、ここから逃げだした方が良いj

囚人となった入は、収容所という極限状態に置かれたら、人間の命にはどんな値値があるのだろう、

と考えはじめる。このような場所では、重病にかかったら、死から逃げられるであろうかと。収容所

での病気というのは、体が弱っているという状態であるが、もっと怖いのは精神的に落ち込む状態で

ある。戦わずに自分の病気に対して諦めたら、死飛に近い状態となる。しかし、人間には生存本能が

為るので、殺されないためには精神的に強くならないといけない。やはり、人間は強いが、その強さ

の限界はどのぐらいであるか。シュマグレフスカは自分の体験を語ることにより答えを出している。

Zycie zdrowych jest ustawicznq rozgrywkq hazardowq pomi~dzy czfowiekiem a niebezpieczenstwem. 

Zycie chorych jest -mi~dzy czfowiekiem a smierciq. Sytuacja czfowieka zdrowego w obozie przypomina 

sytuacj~ kogoえ ktojadqc na stopniach przeI-adowanego往amwajutrzyma si~ je企lqdloniq wisi 

zaczepiony brze土kiemstopy. Chory jest守m，ktory odpada w biegu戸

元気な人の命は、人間と危険の聞の絶え間ない賭博的な試合である。病気の人の命は一人間と死

の間の試合で、ある O 収容所にいる元気な人の状況は、超満員の市電の外のステップに立ち、一本

の手だけで捕まり、何とか足の爪先を引っかけるようにしてぶら下がっている入の状況に似てい

るO 病気の人は、走っている市電から落ちる人である。

シュマグレフスカは収容所の生活を、走っている市電に警える。つまり、生き延びる力のない人は

市電に上手に乗れない人間になぞらえて、この入は死んでしまうというとてもはっきりした例を取り

上げている。生来体が弱かった囚人、収容所に入ってすぐ病気になった囚人は、入ったばかりの時に

行われたガス室への選別から儒然に<逃げ出しでも>、厳しい生活に縛られて、いじめられたり、盗

まれたり、裏切られたりして、死んでしまう。普通の生活であれば、死は人生の一部であり、自然で

あるとも言えるが、枝容所での死は特に惨めなものとなり、むしろとても不自然なものとなる。例え

ば、電気が流れている高い柵に飛び上がることによる死、守番苦に射殺される死、あるいは仕事中の過

労死、チフス、蘇炎、赤痢などの病気のための死、あるいは人体実験中の死、長時間の点呼の蒔の死

であった。

収容所の社会は、普通の社会とは全く逆のルールが支配していた。このルールはく死>という諜念

に服していた。シュマグレブスカは次のように書いている。

W obozie je血akistnieje znamienne odwrocenie poj~é: wszystko， co slabe， delikatne， niezaradne， chore， 

zasluguje na przesladowanie， jest zepchni~te zdeptane. K巧ぺeriatego rodzaju przesIqkajq z selekcji 

przedkrematoryjnych， gdzie sila fizyczna chroni， czasem zresztq匂Tlkona krotko， od na句Tchmiastowej

smierci.26 
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しかし収容所では独特な観念の裏返しがある。つまりすべての弱い者、意弱な者、知恵のまわら

ない者、病気の者は、当然のこととして迫害され、押し潰され、踏み潰される。このような種類

の規準は、体力があれば-結局のところ一時的に過ぎないtこせよ-即座に殺されることから逃れ

られるという、焼却炉への選別から浸みだしてくる。

fコマンド117j (Kommando 117) という章では、シュマグレフスカは7番のバラックに往んでい

たポーランドの女囚の仕事について書いている。彼女たちはコマンド117としてブディ (Budり と い

うピルケナウから 8キロ離れた村で深さ 2メートル、福2メートルの溝を掘っていたG この外での仕

事のために、絞容所から簡単に逃げることができると西人たちは分かったので、 1943年の春頃に、コ

マンド117から最初の逃主者が逃亡し成功した。その後は、多くの女囚が同様に逃亡を試みたが、ほと

んど全部が未遂に終わった。次第に逃亡者や逃亡未遂で殺された昌人の数が分からなくなったので、

その頃から、lN入の番号が腕に入れ墨されて、逃亡者を描まえやすくなった。

最初の壌は女囚は大勢で逃げ出したが、未遂もたくさんあった。次の場面は、このような逃亡が未

遂に終わって、仲間が失敗した女の死体を収容所に運んでいるところである o

Rozwscieczony SS-man podszczuwa p泊， ktory chwyta niosqce kobiety za nogi zmuszajqc do szybszego 

marszu. Ale ona nie boi si~ ju土psowss戸m幼虫ich，nigdy nie zadr土yna widok lufy rewolweru przeciw 

ni司法ierowanej，nie zaplacze， gdy zatrzasnie si~ za niq brama. Ona jest ju土wo1na.27

激怒したss親衛球員が犬をけしかける。犬は[担架を]28運んでいる女たちの足に噛み付いて、

その足を急がせる。しかし彼女はもはやssの犬を簡がらない、自分に向けられている銃口を見て

も、震えない、後ろで門が関まっても泣かない。すでに自由であるから。

次第に増えてきた逃亡を減らすために、親衛隊は様々な方法を工夫した。例えば、数多くの捜査が

行われた。 Kontrol~ odzie土yprzeprowadza rano blol王owa，po土niejw bramie Aufseherinen， a w polu capo.29 

(朝は服の検査をバラック長が行い、その後は門で女守衛たちが行い、そして畑ではカポが行う。〉さ

らに、囚人たちは互いに監視しあい、容疑者をssに密告したりした。 W戸warzasi~ psychoza佐opie回a

Kobie匂Tpodpatrujq si~ nawzajem，戸dsluchujq，trzymajq podejrzane w s域 ejobserwacji.30 (誰もが狂ったよう

になって追いかけ合う。女たちは互いに密かにのぞき見たり、話を盗み聴きしたり、疑わしい相手を

絶え需なく監視したりする。)

しかし票を与える最も恐ろしい方法が、収容所にいる国人の範冨にとどまらず、彼らの家族にまで

拡がっていった。つまりssは、成功に終わった若い逃亡者の母親をアウシュヴィッツに連れてきて、

毎朝外の仕事に出かける西人たちの前に立たせ、彼女にく息子の代わちに入れられた>という看板を

掛けた。親毎援と囚人の需に精神的なゲームが始まる。どちらがより大事か、つまり喜分の自由と家

族の自由のいずれかを囚人が選ばなければならなくなる。シュマグレフスカは、そのような選択の前

に立たされた囚人の考え方を次のように語っている。
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W釘odtysi~y przechodzqcych pi単位 niema chyba包kiegocztowieka， ktory by nie mial kogos drogiego， 

jed戸lego，1王ogowolalby widziee martwym ni土 przywiezionymdo Oswi~imia. Wolno記 na cen~ 

紅白ztowaniaosob najdro土szychstaje si~ wolnoSciq凶epo司danq.Kto poznal 0三wi~cim， pragnie bye 

ostatnim z przywiezionych tu，土ebyju土凶ktwi~ej nie byl od也nyzagladzie dokonywanej泊k
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nieslychanymi metodami.31 

五人ずつ並んで通過してくる数千人の国人の中で、誰をとって見ても、オシフィエンチムに送ら

れるよちも死なれた方がよい、そのような愛しい存在を一人も持たないような者はいないだろ

う。愛しい入の逮捕という対価を払って得られる自由は、望ましくない自由だ。オシフィエンチ

ムを知った入は、ここに送られるのは自分が最後であって欲しいと望む。なぜかというと、自分

以降辻誰もこの前例のない方法での大量虐殺の被害者にならないためである。

ナチス・ドイツは因人の体だけでなく、その精神にも拷掃をかけた。囚人は、自分の家族の安全を

考えると、自由な意思で逃げることを止めなければなちなくなった。

筆者がすでに指摘したように、シュマグレフスカはそれぞれの章で収容所に関する重要な問題を非

常に詳しく語っている。アウシュヴィッツの生活をほとんど全ての面から播いている or重要な訪問者

が来ますJ(Es kommt hoher Besuch)には、ドイツから訪問する重要人物にアウシュヴィッツを見せる

ために準備が行われることが措かれている。あるいはアウシュヴィッツの生活条件を調べるための冨

擦委員会の訪問とそれに関係のある出来事が描かれている。 f新しい収容所J(Nowy oboz) は、ピノレ

ケナウに男性用の収容所が建設されることについて語っている。

さらに、シュマグレフスカは「戦場J(Pole walki)で数多くのポーランドの女四のく収容所の運命>

について、一人一人の名前を挙げて述べている。この話はシュマグレフスカにとってもっとも身近な

ものとなっている。アウシュヴィッツで知り合った女性たちが逮捕された時から、ほとんどその全員

がガス室で殺されるまでの惨めな運命を詳しく語っている。これはアウシュヴィッツで亡くなった国

人たちに敬意を表している章であるように感じさせる。第三節で論じるコッサクについてもシュマグ

レフスカは次のように書いている。

Wt吋zamieci，w t母bezmyslneji slepej sile bijqcej w gromady ludzkie i niszczqcej tysiqce， ocalala Zofia 

Kossak -Szczucka. Huragan smierci przeszedl ponad niq -i ucic泣.Tru出oodga也1qe， czemu zawdzi~czaé 

nale土yten dobroczynny kaprys losu -czy grala 同 rol~ (…) ch~ 土ycia， czy inne jakies moce. Kobie句Tmyslq 

duzooちrm，mimo ze mowiq malo. Przyjazd pani Zofii do obozu， gdy spojrzee naIl z pewnej perspekt戸町T，

pobyt i powrot to wydarzenie -wyglqdajqce jakby bylo inspirowane przez wielkiego re土ysera土ycia，ktory 

rozdaje nam role， podsuwa rekwiz向 Ti stwarza dekoracj~. Widocznie trzeba by!o，土ebywla三nieautorl王a

"krzy土owcow"przeszla przez Birkenau -od poczqtku do konca swego pobytu incognito -po to，土eby

spojrzee i zapami~taé. 32 

この吹雪の中から、そして人々の群れを打ち、数千人を滅ぼし尽くした、この無思慮で盲目的な

力の中からゾフィア・コッサク=シュチユッカが助かった。死の大暴患は被女の上を通り過ぎ、

そして静まった。この運命の気まぐれの善行が起こったことについて荷に感謝すればよいのか、

答えは見つかりにくい。ここでは生き延びる意志が(略〉重要だ、ったのか、あるいは起の力が重

要だったのか。女性たちはそれについてよく考えるが、あまり話さない。少し距離をおいて見る

と、プフィアさんの収容所への到着、滞在、そして帰還は、大きな事件一一我々に役を与え、小

道具を差し出し、舞台装置を創ったりする、人生の偉大な監警によって鼓吹された事件のように

見える。まさに『十字軍jの作者その入が-最初から最後まで人に知られることなくーピノレケナ

ウを経験することが必要だ、ったに違いない。見て、記憶するために。
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戦前から有名であったコッサクは、シュマグレフスカと同じように、アウシュヴィッツを生き延び、

戦後になってこのi反容所について小説を書いた。しかし、筆者が引用した文章に注目したい理由は、

コッサクの運命や文学活動のことではなくもシュマグレフスカが用いた幾つかの表現のことである。

コッサクがアウシュヴィッツを生き延びたのは f他の力Jのためであり、そしてコッサクのく収容所

の運命>は f人生の偉大な監督j によって制作されたのである。シュマグレフスカは<神>というこ

とばを小説全体の中で一切捷っていない。ことば自体だけでなく、く神>という概念も使っていない。

しかしこのところで、く神>の代わりに神のような考えだけを暗示している。<誰か>重要な存在が

著名な作家であるコッサクの人生を大事にして、将来のことを考えて、彼女の命を助けたのである。

f刑罰のコマンドJ(S.K.3ろでは、国人は小さな罪を犯しでも、数週間の罰として、 SK、つまり

<刑罰のコマンド>に移され、ブディという村で仕事をしなければならないということが描かれてい

る。シュマグレフスカは、罪の種類を細かく措き、とくに収容所で凱餓に苦しむ女四がどのようにパ

ンの一切れ、タマネギ一倍、豚の指身などを手に入れるかを述べている。これは最も重大な犯罪とな

る。その結果として、囚人にく刑罰のコマンド>での仕事が与えられる。この章では、シュマグレフ

スカは収容所の特徴の一つである凱えについて詳紐に語っている。飢えを簡単に殺すことやだますこ

とはできない。飢えは最も危険な行動の動機となる。

Im ktos mocniejszy，白1zdrowszy，出 norrna1niejszy，z守m wi~kszq mocq dochodzq potrzeby jego do 

giosu，ザm pewniej wyworujq bunt. tym niezawodniej w anorrnalnym土yciuobozu koncentracyjnego 

obrocq si~ przeciwko cziowiekowi grOZqC mu民zprzerwy niebezpieczenstwem lub zagladq.34 

人間が強ければ強いほど、元気であれば元気なほど、正常であれば、正常なほど、その人の持つ

様々な必要が激しく表に出てきて、反抗を引き起こし、そして強制収容所の異常な生活の中で、

絶え間なく危険や破滅をもって威嚇しながら、その人邑身に向かっていく。

この極端な状況におかれた強い人間は、自分を守ろうとして、たびたび活発に反抗するので、すぐ

に刑罰のコマンドに入れられる。生命力があり、罵りの囚人たちの間で目立ち、後らと摩擦を起こし

たりする。シュマグレフスカが書いているように、収容所の畿しい規律とぶつかって、岳身の持つ精

力がこの国人を殺してしまう。

人間の本質である希望が消えてしまったら、人間の命も消えてしまう。全ヨーロッパから送られた

様々な民族の女性たちの運命は少しずつ異なっていた。ドイツの女囚の収容所の生活はもっとも特権

的で、あって、その次はポーランドの女性であったが、もっとも不安な運命を持つのはユダヤ人であっ

た。シュマグレフスカはベルギーとフランスから送られてきたユダヤの女因の運命に注目している。

彼女たち註自分が遅かれ早かれガス室で死ぬので、これを避けるために、逃げようとしたり、重病に

かかったり一一ユダヤ人は入院が禁止されていたーーして、すこしでも早く死のうとした。

Postawa ich jest pelna rezygnacji. Ka土daz Polek wie，土emo土ejq tu spotkae smiere， ale mo土erownie土tej

smierci uniknqe， i wszelkimi sposobami stara si~ uodpomie. One natomiast wiedzq， ze czeka je tylko 

zaglada， i nie majq凶cprzeciwko temu， by swoj zgon przyspieszye i uniknqe m~czami w gazie.35 
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設女たちの室長度は断念することに満ちている。ポーランドの女性は皆、ここで殺される可能性が

あると同時に、この死から逃げられる可能性があることも知っているので、あらゆる方法で抵抗
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カをつけることに努力している。しかし、彼女たち[ユダヤ入]36は、自分を待っているのは破

壊だけだということを知っているので、自分の死を早めてガス室の中の苦しみを避けることに対

して異議はない。

この数万人の群れの中で、最も恐ろしい感覚は孤独である。つま号、 znienackaopada najm~zniejsze 

serca poczucie samotnosci.37 (最も勇敢な心にも突然孤猿感が襲ってくる〉。もちろん、四人の聞に連帯

の気持ちがあり、 Jugoslowia母国 wspieraPolk~， staruszka obejmuje mlodq dziewczyn~ i lubi，土ebyjq naz戸N'ano

babc同-lecz to poczucia samotno三cinie gluszy. To je pogl~bia. Czlowiek jest sam.38 (ユーゴスラピアの女

性はポーランドの女性を支えるし、お婆さんは少女を抱きしめて、自分をくお祖母ちゃん>と呼んで

くれることを喜ぶ。しかしこのことは、強独惑をうち消さない。かえって、それを深める。入需は強

りぼっちである)0 }寄りには死が拡がっていく O 囚人は自分の死を待っているだけである。知り合いや

友人の死が自分をも襲ってきて、死についての考えから逃げられない。この恐ろしい背景を忘れよう

としても、忘れられない。 Dokqdise，土ebynie spoty孟aeci認 lenagich ciallezqcych na ziemi? Dokqd i弘

氏byzapomniee?39 (横たわっている裸の死体を見ないよう;こするには、どこへ行けばよいのか?これを

忘れるためには、どこへ行けばよいのか?)これは答のない間いである。毎日人が死んでいくからで

ある。人間はすでに人間の本質を失い、薄い書で覆われた骨が収容所のバラックの間に投げ捨てられ

たようにおいてある O 孤独の失望感の中では、誰に向かつて助けを求めれば良いのか、とシュマグレ

フスカの詮き声は失望の絶頂を告げている。

Daremnie unosie wzrok ku gorze.τo nie niebo widae ponad drutami. To niepos仕ze土eniei cicho zar世田~a

si~ gruba tafla lodu， przez ktorq nic nie przemknie. Daremnie wzywae Boga czy czlowieka. Niepodobna 

prz戸N'olaenikogo.40 

自を上げても無駄だ。有刺鉄線の上に見えるのは空ではない。これは、こっそりと静かに閉めら

れた厚い永の板だ。この板を通り抜けるものは何もない。神や人需を呼んでも無駄だ。誰かを呼

ぶのは不可能だ。

シュマグレフスカがこの文章を書いたのは、クリスマスの時期であった。自由にいる人は神に向

かつて感謝したり願い事を言ったりして、神に聞かれるであろう。しかし、アウシュヴィッツでは、

神は黙っている。あるいは他の人間と同じように、呼ばれても来ない。シュマグレフスカの訴える声

を続けると、神は町や村でクワスマスを祝っている人々と共にいるが、アウシュヴィッツにはいない。

特ζアウシュヴィッツでは、神が最も必要な存在として人間の側にいるはずなのに、その人間が神に

無視されているようである。人間は最も彊独な存在となっている。備には神もいないし、也の人間も

いない。

日が経つのは早い。毎Eが似ているように感じられたが、 1944年の春からアウシュヴィッツ・ピノレ

ケナウの様子はいつの関にか変わってきた。この場所は本当のく死の工場>となってきたJ収容所が

待っているJ(Qboz czeka) と fチクロンJ41 (Cyklorすという章はピ/レケナウの増築について書いて

いる。男性黒と女性用のバラックの数が増えてくると同時に、線路がピノレケナウ収容所の中を通過し

境却炉の方へ延長され、さらに焼却炉が再建された。ほとんど毎夜のように収容所にユダヤ入で満員

の輪送列車が到著すると、直ちに乗客は砦そのままガス室に送られることとなった。ピ/レケナウの上

の煙はずっと立ちのぼっている。く入浴と衣服の消毒のため>と書いてあったチクロン42は、実は1944
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年から大規模に利用された毒ガスであった。シュマグレフスカは、あたかもナチスによって雇われた

技術者のように、ガス室で殺す方法とその準僚の頼番をとても詳細に描いている。それぞれの囚人の

感情や考えについて一言も書くことなく、 ドイツ側から見た死刑執行人の動きについて冷静に語って

いる。しかしかえって、このような無感動な措き方は、読者に与える衝撃がより効果的となる。

N詑， to nie takie proste umrzee w gazie， ta smiere nie nast~puje szybl王o.Jest rzecZq ogo1nie wiadornq，た

ze wzgl~u na wielkq 1icz~ ludzi， ktorych Niemcy zamiぽZ可qwygubie gazem， a mo土ez innych jakis 

przyczyn， robi si~ oszcz~oきd przy gazowaniu. DUZa dawka B1augazu (cyklonu) zaるHabynatychmiぉt，

lecz ta， j品Cqdajq， pozwala konae powoli. 43 

いいえ、毒ガスで死ぬのは、あまり簡単ではない。死は直ちに来ない。ドイツ人が毒ガスで殺そ

うとした人聞の数は多すぎて、あるいは他の理由があったかも知れないが、ガスで殺す時にその

ガスが節約されるのである。大量のチクロンが注入されれば瞬間的な死がやってくるが、実際に

は、緩慢に殺すだけの量しか与えられないのである。

神に忘れられたこのく死の工場>であるアウシュヴィッツでは、人簡を殺す計画的な過程でもドイ

ツ的な秩痔は乱されない。さらに戦争時代であるので、大切な材料としての毒ガスを節約する方針が

続けられている。シュマグレフスカ自身は、自分の恐怖感を越えて、その恐ろしさを措く言葉に対し

て荷の感靖も表していなし、。事実だけを述べるので十分である。ガス室で大勢の入需が死ぬところを

観察しているナチス・ドイツの冷静な表情を措いているとき、作家個人の惑f曹は何も浮かび上がらな

い。焼却炉よりガス室の方がよく、殺し方が速くて効果的であるというような言い方は、それが指し

示す事実と比べ合わせると非現実的にさえ聞えてくる。

さらに、『ピルケナウの煙』の最後の部分である f自由の夢J(Sen 0 wo1nosci)、「ドイツへJ(Nach 

Deutschland) 弓又容所の額鎖J(Likwidacja obozu)では、 1944年の夏から1945年 1月にかけて、収容所

に残った僅かな囚人たちの心の中に<生き残りたい>という希望が現れてきた様子が描き出される。

あるいはその惑情に対する不安感も出てきた。つまり、 ドイツが敗けつつあるという情報誌外から収

容所へだんだん入ってきて、由人の間に大きな喜びを、そしてss親密隊員の間に不安をもたらしはじ

めた。その時からアウシュヴィッツの撤退作業が始まった。最初はバラック、三つの境却炉などの建

物を嬢破して、囚人たちについてのすべての書類を消去し、体が弱い国人たちを焼殺した。そしてま

だ働くことができる元気な囚人たちだけを連れて、 1945年 1月の初めにドイツ軍は西に向けて移動を

はじめた。
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(3) おわりに

この時点でシュマグレフスカの小説は終わる。未知のく永遠の自由>への行進が始まる。その行進

η 惨めな参加者は、東ヨーロッパでは戦争がすでに終わったという情報を知らずに、 ドイツの実の方

に向けて寒さの中を追われていく。どこまで歩けるか、衰弱や飢餓のために途中で死ぬかも知れない

という絶望の中で進んでいく。

シュマグレフスカの作品全体の雰匪気はきわめて現実的であり、作家個人の感情や意見を表す余搭

はない。アウシュヴィッツ・ピルケナウについての紹かい情報、事実を述べるだけなのは、収容所の

恐ろしさを想像することにとって十分である。極めて冷静に措かれた事実は、まるで架空の事実に近
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いような気がする。これは人間が人間に対して、したことであるとは言えないほど非現実的に見え

る。人間の想橡力を越えた現実である。アウシュヴィッツなどの収容所の現実は、現在のSF作品など

の想、復力を人間が実際に行った事実が読に越えていたのである。

Iピノレケナウの煙jは、収容所記関する構報の豊富さのゆえ f記録の文学j に最も近い作品である

が、やはりそれぞれの登場人物の行動や苦しみなどを作品の中心にするという作家の意図がはっきり

見える。つまり、 f事実の文学j の作品である。

引用文献:

Seweryna Szmaglewska "問rmynad Birkenau"， Czytelnik， Warszawa 1982 
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A Polish Female Writer Tells of Her Experiences in Auschwitz 
一一 "Smokeover Birkenau"もyS. Szmaglewska 

Urszula STYCZEK 

"Smoke over Birkenau"， wri抗enby Seweryna Szmaglewska is based on her own experience as an 

Auschwitz-Birkenau prisoner. She was arrested in 1942 by the Gestapo for participation in Underground 

activities and soon sent to Birkenau， where she spent three years until being transported to Germany in the early 

days of January 1945 as the concentration camp was evacuated to the west， retreating from the approaching 

Red Army. Fortunately， she managed to escape from the evacuation transport血 January1945 and came back 

to Poland. As soon as she ran away from白ecamp， she st訂 tedwriting her book which was completed in July 

1945 and was published at註levery end of the year of 1945. Her book became a valuable testimony in the 

Nuremberg Trials in 1946 and she was even requested to testi令部 awitness in出e住ial.Her book has been 

reprinted more than twenty times and is still regarded as one of the best novels of "literature of fact" which 

describes explicitly the cruelザ ofthe Nazi concentration camps in Auschwitz and Birl王enau.

Szmaglewska's narration is indifferent and unemotional， compared to other authors such as T. Borowski 

or Z. Kossak. She sirnply states the naked facts without any editorial cornrnents. Therefore her novel appears 

even rnore factual and harsh. 

In my paper 1 arn focusing on the s往uctureand the contents of符Smokeover Birkenau"， and discussing 

也evariety of problems which appeared in everyday life in Auschwitz-Birkenau such as illnesses and their 

medical treatrnents， severe work血sideand outside the carnp，色elife in barracks， and death in the gas chambers. 
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