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ベネデット・クローチェと「イタリア頽廃主義」

國司航佑

はじめに

19世紀末から 20世紀の初頭にかけてのイタリア文学の傾向を、decadenti-

smo（頽廃主義）という語を用いて指し示すことがある。これまで、Binni、
Salinari、Praz、Ghidettiといった研究者が「イタリア頽廃主義」について論
じてきたが、この論争の口火を切ったのは、1907年に哲学者ベネデット・
クローチェ（1866‐ 1952）が発表した評論「最近のイタリア文学のもつあ
る特質について 1」（以下、「最近の伊文学」論文と略記）であった 2。クローチェ
はこの評論において、同時代の文学をカルドゥッチに代表される世代とフォ
ガッツァーロ、パスコリ、ダンヌンツィオの 3者（以下、F-P-Dと略記）に
代表される世代とに二分した。そして、前者が「健全」な文学であり、それ
に対して後者は「不健全」な文学であると論じたのである。その後、上掲の
研究者たちが様々に「イタリア頽廃主義」を解釈し直すことになるが、いず
れの場合も、陰に陽に、クローチェの論考を議論の土台としている。
だがそもそも、「イタリア頽廃主義」に関するクローチェの見解は、それ

自体非常に複雑な性質を帯びたものである。クローチェは、1903年から
1914年にかけて同時代文学に関する文芸批評を連載したのだが（「19世紀後
半のイタリア文学についての覚書 3」、以下「覚書」と略記）、「頽廃主義文学」

1 Di un carattere della più recente letteratura italiana
2 イタリア頽廃主義に関する研究史については、Ghidetti（1984A）に詳しい。この研究書の
第 3部は頽廃主義研究の論文を集めたアンソロジーになっており、Binni、Praz、Salinari等の
論考もここに収録されている。年代順に配置された諸論文の先頭に「最近の伊文学」論文が
ある。
3 Note sulla letteratura italiana nella seconda metà del secolo XIX.
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に対する彼の批判的態度が顕著になるのは、実は 1907年以降のことである。
それ以前のクローチェの評価は、決して否定的なものではなく、むしろ肯定
的とさえいえるものだったのだ。ただし、連載記事をまとめた論集『新生イ
タリアの文学 4』（1914・15）を刊行する際、クローチェは自ら大胆な編集を行っ
ている。その編集作業により、当初のクローチェの肯定的な評価は、様々な
形で修正された。その結果、彼の頽廃主義評はただ極めて否定的なものとし
て巷間に流布していったのである。
従って、クローチェの「イタリア頽廃主義」に対する評価の変化は、1903

年から 1907年にかけて生じたものと推定することができる。ではなぜ、こ
れほどの短期間にそのような変化を来したのだろうか 5。本稿では、この問
に対する解を導き出すべく、次のような順序で議論を進めることとする。第
1章では、1903年から 1907年にかけてのクローチェの文芸批評の概略を確
認しつつ、問題の所在を明らかにする。第 2章においては、「最近の伊文学」
論文において言及されたフォガッツァーロとダンヌンツィオについて、彼ら
に関するクローチェの論評（1903年および 1904年）の内容を分析する。第
3章では、「最近の伊文学」論文の執筆直前にクローチェがパスコリ研究を
行っていたという事実に注目し、パスコリ考（1907）を検討に付す。第 4章
においては、そこまでの議論を踏まえた上で、「最近の伊文学」論文に立ち返っ
てこれを再考する。第 5章と第 6章は、1907年前後にダンヌンツィオやパ
スコリから強い影響を受けた新世代のイタリア文学（以下「第 3世代」と略
記）が強烈なインパクトと共に文壇に登場したという事実を踏まえつつ、「最
近の伊文学」論文と「第 3世代」の台頭との間の関係性について、検討する。
第 7章では、以上の考察から導き出される仮説を提示しつつ、『新生イタリ
アの文学』の編集作業と照合させながらその説の蓋然性を示す。

4 Letteratura della nuova Italia
5 本稿は同時代文学に対するクローチェの批評の総体を扱うものであり、これまで筆者が行っ
てきた研究の成果が基になっている（國司 2010、國司 2012、國司 2014）。
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第 1章　1903-07のクローチェの文芸批評

序文に述べたように、クローチェは、「最近の伊文学」論文において、≪
最近のイタリア文学≫をカルドゥッチ世代＜ 1865（1870）～ 1885（1890）＞
と F-P-D世代 <1885（1890）～現在 >とに二分している 6。次に掲げる文章は、
その評論の冒頭の句である。

さて、このように大まかに区分した 2つの時期を比較したとき、精神に関して、直
近の時期のものの方がより繊細かつ複雑だということがみとめられるだろう。しか
しながら、その両者の間には、いま一つ差異が見出せるはずである。またその差異
を説明するのに他の言いようが見当たらないので、直近の時期には不誠実の風が吹

4 4 4 4 4 4 4

いている
4 4 4 4

（spira vento d’insincerità）、と言おうではないか。（原文において斜体の箇所
には、傍点を付した。以下同様。） (CRLI: 178) 

クローチェは、両世代の特徴を比較しつつ、F-P-D世代の特徴として、一方
では精神の繊細さと複雑性を、他方では「不誠実」を指摘している。この「不
誠実」という表現が示す具体的な内容については議論がさらに進んでから検
討することとして 7、ここでは、クローチェが 1907年 3月までにカルドゥッ
チ、フォガッツァーロ、ダンヌンツィオ、パスコリを含む同時代の主要作家
を論じ終えていたという事実に注目したい。この時点までに個々の作家の研
究を十分に行っていたからこそ、≪最近のイタリア文学≫全般についての分
析が可能になったのである（下図を参照）。

6 フォガッツァーロは 1874年に文壇にデビューしているから、彼を＜ 1885（1890）～現在＞
の世代に配属したのは、若干不自然なことだと考えられる（この点に関しては、渋江陽子氏
から口頭で示唆を受けた）。ただし、彼は 1880年代に叙情詩人から小説家に転向しており、
一般的に初期の韻文作品はあまり注目されない傾向にある。結局、クローチェが「健全」VS「不
健全」あるいは「誠実」VS「不誠実」という図式によって≪最近のイタリア文学≫を二分す
ることになった以上、フォガッツァーロはやはり、ダンヌンツィオやパスコリと共に後者の
グループに配属されるほかなかった、と考えるべきだろう。
7 1903年から 1907年までのクローチェの文芸批評の内容を紹介した後、第 4章以降で説明す
る。
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それでは、連載の開始時において、クローチェの同時代文学全般に対する
見解はいかなるものだったのだろうか。それが明瞭な形で示されているのは、
連載の初回を飾る評論でもあった 1903年のカルドゥッチ考 8においてであ
る。この評論の中で、クローチェはカルドゥッチについて論じる前に、それ
以前の文学、いわゆる後期ロマン主義の時代の文学 9について簡単な考察を
加えている。クローチェは≪後期ロマン主義≫の行き過ぎた「内容 contenu-

to」の強調を問題視しており、次に引用するカルドゥッチ考序論の結句にお
いて、それとの比較から≪最近の文学≫の優越を論じている。

さて、上のような診断結果（diagnosi）となった時代から今日にいたるまで、多く
の努力がなされ、また多くの精神が探求を行った。到達された目標、見出された事
柄は少なくない。全体的にみるならば、我々の文学のうち、最近のものがその直前

1903-1907 «La Critica»誌に掲載された文芸評論

1903 　
1 月 Carducci  3月 Fogazzaro  5月 De Amicis  7月 Verga  9月 Serao  11月 Di Giacomo 　 
1904　　
1・3月 D’Annunzio  7月 Boito-Tarchetti-Zanella  9月 Praga-Betteloni-Zendrini-Chiarini-
Costanzo 
1905　　
1月 Guerrini , Il “Giobbe”　3月 Rapisardi　 5月 Cossa- Cavallotti　 7月 Ferrari- Torelli　
9月 Capuana-Neera 　11月 Imbriani-Dossi　 
1906　　
1月 Nencioni-Panzacchi-Graf-Gnoli  3月 La Contessa Lara-Vivanti  5月 Bersezio-Barrili-
Farina 
7月 Fucini-Gallina-De Marchi  9月Marradi-Ferrari  11月 Negri　 
1907 　　
1・3月 Pascoli  5月 Di un carattere della più recente letteratura italiana（「最近の伊文学」
論文）

8 クローチェのカルドゥッチ評の詳細については、國司 2014を参照されたい。
9 ≪後期ロマン主義≫とは、ジュスティ、グエッラッツィ、トンマゼーオに代表されるイタ
リア文学の潮流のことであり、カルドゥッチを基準に考えるとその「直前」のイタリア文学
ということになる（cfr. 國司 2014: 9-12）。
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のものより遥かに実直でかつ実態を伴ったものだということは否定できないだろ
う。そして、その最近の文学の批評を始めるに当たって、我々は、現代イタリア文
学の中で最も著名でかつ最も象徴的な人物、［活躍した］時期においても重要性に
おいても先頭に位置する人物、すなわちジョズエ・カルドゥッチの作品から始めな
いわけにはいかない。（GC03: 12）（下線は論者、以下同様）

「上のような診断結果となった時代」とはすなわち、≪後期ロマン主義≫の
時代のことであるが、その時代の内容主義に対して、新たな世代のイタリア
文学は形式への回帰を目指すものであった 10。それ故クローチェは、新世代
の文学をイタリア文学の復活とみなしつつ高く評価した。そして、カルドゥッ
チをその代表者として取り上げるに至ったのである。
ここで注目すべきは、1903年の時点では、クローチェが≪反・後期ロマ
ン主義≫という傾向を共有するものとして≪最近の文学≫をいまだ一つのグ
ループの中で扱っていることである。≪最近の文学≫の先頭に立つのがカル
ドゥッチだとすれば、当然その後に続くダンヌンツィオやパスコリもそのグ
ループに入っている（と読者は考えた）はずである。ところが 1907年にな
ると、≪最近の文学≫は二分され、そのうち F-P-Dが「不誠実」を体現する
作家群として批判されることになる。こうした変化についてその原因を考え
るならば、1903年から 1907年の間に何事かが起こったと推定せざるをえな
い。そこでまず検証すべきは、フォガッツァーロ考、ダンヌンツィオ考、そ
してパスコリ考の、それぞれの具体的な内容であろう。

第 2章　フォガッツァーロ考とダンヌンツィオ考

まず、カルドゥッチ考の直後に発表されたフォガッツァーロ 11に関する

10 クローチェは、カルドゥッチの詩形探究の情熱を「形式の信仰 il culto delle forme」と呼びつ
つ、それが、内容主義に傾いていた当時のイタリア文学の内的欲求に合致するものだったと
論じていた（國司 2014: 12）。ダンヌンツィオおよびパスコリは、カルドゥッチの試みを踏襲
しつつ独自の詩形を作り上げ、自由詩への道を切り拓いた詩人であったから、彼らもまた形
式への回帰を志した文人だと言える。
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論考をみたい。
この評論は、「覚書」の第 2回を飾る記事として 1903年 3月に発表され 

た 12。その冒頭では、フォガッツァーロ作品に見られる思想的・倫理的側面
が議論の対象になっている。そこでクローチェは、まず他の批評家連中が特
にそうした側面を高く評価するという当時の批評界の傾向を説明した上で、
自らフォガッツァーロの思想の欠点をいくつか指摘しつつ、彼らのそうした
見解に対して反論を加える。ただし、クローチェによれば、本当に問題とす
べきはそうした思想の正当性云々ではなく、むしろ、それがフォガッツァー
ロの芸術になんの影響も与えていないという点である。クローチェは、Da-

niele Cortis13、Piccolo mondo antico14、Malombra15、Il mistero del poeta16、 そ し て
Piccolo mondo moderno17の検証を行った上で、「フォガッツァーロの理念がも
つ批判的・論争的形式は芸術作品を生み出すにあたって無力」（AF: 99）であ
り、またそれ故「彼の小説のほとんど全て」において「結合の不足および構
成の失敗」がみとめられる、と断定する（AF: 99）。フォガッツァーロの「政
治的要素、宗教的要素、倫理的要素、官能的要素、喜劇的要素を編み合わせ

11 アントニオ・フォガッツァーロ（1842-1911）は、信仰、科学等に関わる当時の社会問題をテー
マに数編の長編小説を著した人物である。その繊細かつ官能的な描写から、イタリア頽廃主
義を代表する小説家とみなされる。彼の作品については、Piromalli 1973、De Rienzo 1983等を
参照した。
12 多くのクローチェ研究者は、このフォガッツァーロ論にしかるべき注意を払っていない。
Puppo 1964は数行のコメントを残しているが、十分な検証を行っているとはいいがたい（雑
誌版と書籍版の比較を怠っている）。
13 『ダニエーレ・コルティス』。1885年刊行。主人公ダニエーレの政治活動の物語と彼に恋心
を寄せる男爵夫人エレナの恋愛物語とが交錯する、フォガッツァーロ第二の小説。
14 『古き小さな世界』。1895年に刊行された、フォガッツァーロ第 4の小説。ルガーノ湖畔ヴァ
ルソルダが舞台。主人公はフランコとルイーザの夫妻であり、物語の中心には、無邪気な信
仰心に溢れるが現実社会を生きる力強さに欠ける前者と、信仰をもたず世俗の倫理観によっ
て活動力に満ちた後者との間の葛藤がある。フォガッツァーロの最高傑作との呼び声が高い。
15 『マロンブラ一族』。1881年刊行。イタリア頽廃主義の誕生を予告するフォガッツァーロ初
の長編小説。興味深いことに、この作品が発表されたその年に、ヴェルガの『マラヴォリア
家の人々』が発表されている。De Rienzo (1983: 31)参照。
16 『詩人の秘密』。1888年に刊行された小説。フォガッツァーロ作品の中で最も短く、それ故、
構成の面からもっとも優れた作品となっている。ある詩人の恋愛にまつわる記録が別の語り
手によって語られる、という体裁をとる。
17 『新しき小さな世界』。1901年に発表された『古き小さな世界』の続編。De Rienzo (1983: 70)
によれば、次の作品 Il Santoへと発展していくモチーフを含んだ、過渡期的作品である。
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る能力」は、クローチェにしてみれば「様々な味のするごった煮
4 4 4 4

を調理でき
る能力」（AF: 100）にすぎないのである。
クローチェはしかし、こうした倫理的側面を痛烈に批判した後、フォガッ
ツァーロには実はもう一つの側面があると主張する。そして、そうした側面
によって、フォガッツァーロは、倫理的側面に欠陥があるにも拘わらず、「非
常に偉大なとは言えないまでも、芸術家ではある」のであり、またそれ故「我々
の文学史に素晴らしい一頁を残した」（AF: 100）と言えるというのだ。さて、
クローチェがここで言う「もう一つの側面」とは何か。それはすなわち、「内
なる生命の素晴らしき豊かさを有し、かつ感情の葛藤や機微を驚くべき仕方
で捉える術を知っている」フォガッツァーロの「詩人のかけら membra di un 

poeta」のことである（AF: 100）。クローチェによれば、この「詩人のかけら」
は、既に言及した諸作品の中にも見出すことができるものであり、またそれ
は小説 18に限ったことでなくMiranda19等、韻文作品 20にも現れるものだと
いう。クローチェは、さらに彼の「本物の才能」であるこうした「感情の繊
細さ」（AF: 100）の他にも、「深くはないが、単純かつ誠実な喜劇的詩情」（AF: 

100）を、フォガッツァーロ芸術の肯定的要素として挙げている。
この評論の末尾で取り上げられるのは、「フォガッツァーロの疑いの余地
なき最高傑作」（AF: 101）Piccolo mondo anticoである。クローチェによれば、
他の作品では偶発的にしか現れないフォガッツァーロ芸術の肯定的要素が、
この作品のうちに全て詰まっており、しかもそれが完全な形で表されている
という。従って、この作品のうちにこそフォガッツァーロが「自分自身を突
き止める」ことができたのであり、またこの作品のみが、「彼の才能を完全
な形で」示しているのである（AF: 101）。Piccolo mondo anticoについての高評
価を説明した上で、クローチェは、この作品とマンゾーニの長編小説『いい
なずけ』（1827-1840）との比較を提案する。そして、最後に、Piccolo mondo 

18 上に言及された作品は全て小説である。
19 『ミランダ』、1874年に発表されたフォガッツァーロの処女詩集。カトリックへの改宗と時
を同じくして執筆された。
20 フォガッツァーロは、1880年代初頭に小説家に転向して以降、高い評価を受けるようにな
るが、デビュー当時は韻文作家であった。
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anticoは、倫理的側面についてはマンゾーニの後に現れた新イタリアを代表
する「全く新しい声」とは言えないものの、芸術的には、「疑いなく革新さ
れた声であり、つまるところ芸術上のヴァリエーション

4 4 4 4 4 4 4 4

だ」（AF: 103）と述
べつつ、クローチェはこの評論を締めくくる。

ダンヌンツィオ考は、1903年末に執筆され 1904年 1月および 3月に発表
された。この評論については拙稿（國司 2010）にて詳述しているので、本
稿ではその概略を簡単に示すに留めたい。まずその冒頭には、「ガブリエーレ・
ダンヌンツィオに賛辞を贈ろう。この驚嘆すべき匠に。［…］」という手放し
の称賛が見られる。続く箇所では、ダンヌンツィオの芸術家としての「精神
のあり方」が分析の対象となる。非常に美しいイメージを捉える術を知りな
がらも、そうしたイメージに総合を得るにいたらない、というダンヌンツィ
オ芸術の特徴を指摘した上で、クローチェはこの作家を「感覚のディレッタ
ント」と呼んだ。ただし、この表現が否定的なニュアンスを帯びているわけ
ではないことは、クローチェ本人が強調したところである。ダンヌンツィオ
作品の問題点が指摘される場合もあり、とりわけ政治色の濃い諸作品につい
て「彼の魂の偽たる側面 i lati falsi della sua anima」が前面に出てくることが論
難されている。だが、これらを除く多くの作品については概ね高い評価が下
されており、結果として、この作家の全般に対する評価は絶賛に近いもので
あるといってよい（「そこにいるのが芸術家であり、それも偉大な芸術家で
あることに気付くはずだ」（GD: 1）や「ディレッタンティズムの芸術家であ
り、こうしたあり方によっても偉大な芸術家でありうる。」（GD: 4）等 21）。
さて、本論との関連から特に注目すべきは、クローチェのダンヌンツィオ

評価が同時代のイタリア文学全般についての評価と深い関係を有しているよ
うに見える、ということだろう。

21 こうした表現を、フォガッツァーロ考の例えば「非常に偉大であるとはいえない」といっ
た文言と比較すると、この 2本の評論が、ある種の対照をなしていることが分かる。ダンヌ
ンツィオ考が≪詩人の復活≫と同時期に執筆されたのに対して、フォガッツァーロ考は、彼
の（クローチェにとっての）唯一の傑作 Piccolo mondo anticoが発表されてから 10年近く経過
した後に書かれている。すなわち、クローチェが評論を執筆した時期における両者の作家と
しての「状態」も対照的なものだったのである。
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しかしダンヌンツィオは、あるイタリア芸術の復活を示す最も確かな証拠の一つで
ある。それはすなわち、近代の精神潮流を吸収し、かつ自分自身の独特なやり方で
それを表現する術を知る芸術である。 (GD04: 6-7)

クローチェは、ダンヌンツィオ文学をただ単に高く評価するのみでなく、イ
タリア芸術の復活を示すものとして捉えているのである。この点を第 1章に
見たカルドゥッチ考の引用箇所と併せて考えるならば、次のように述べるこ
とができるだろう。すなわち、1903年末にダンヌンツィオを研究した後に
なっても、カルドゥッチとダンヌンツィオは、互いに対立させるべき作家と
いうより 22、むしろ後期ロマン主義を共に乗り越えた新生イタリアを代表す
る 2人の詩人として論じられていた、のである。そして、≪同時代文学≫を
革新の文学と捉えるこうしたクローチェの態度は、部分的であるにせよ、フォ
ガッツァーロ考にも見られたものであった（Piccolo mondo anticoは「疑いな
く革新された声であり、つまるところ芸術上のヴァリエーションだ」とされ
ていた）。
以上に見てきたように、1904年の段階ではクローチェは同時代文学に概
して肯定的な評価を与えていた。これが 1907年になると全く異なった様相
を呈するようになのである。これほどの変化の裏には、「事件」とでも呼ぶ
べき何らかの大きな出来事があったことが推察される。その点から次に我々
が検証しなければならないのは、「最近の伊文学」論文の直前にクローチェ
が執筆したパスコリに関する評論である。

第 3章　パスコリ考

件のパスコリ考 23は、1906年末に執筆され 1907年 1月および 3月に «La 

Critica»誌上に発表された。冒頭は非常に印象的なものである。

22 ダンヌンツィオ考においても、ダンヌンツィオをカルドゥッチ（およびマンゾーニとレオ
パルディ）と比較しつつ論じている箇所もあるにはあるが、その図式は後者を否定するため
に用いられているわけではない。Cfr. GD04 (3).



96　　イタリア学会誌　第 65号（2015年）

國司航佑

ジョヴァンニ・パスコリの最も誉れ高き詩行のいくつかを読む。すると、私は不思
議な印象を覚える。好きなのだろうか。嫌いなのだろうか。そうだとも言えるし、
そうでないとも言える。［…］ワレ憎ミカツ愛ス。果たしてなぜか。ワレモ知ラズ、
タダ心ニソレアルヲ覚エ、苦シムナリ 24。 (GP07: 1)

クローチェは、カトゥッルスの言葉を引用しつつ、パスコリ作品が惹起す
る不思議な印象について語っている。優れた作品かどうか判断がつかない、
というのだ。続く箇所では、I due cugini（2人のいとこ）、 Valentino（ヴァレン
ティーノ）25等、具体的な作品に言及しつつ、それらが実際に、ある時には
芸術的に映り、また別の時には非芸術的に映る、という不思議な印象を与え
る様を分析している。
次にクローチェは、作品のうちに「美」と「醜」の両要素を混ぜ合わせて

しまうことはパスコリに限ったことではなく一般的なことであり、従ってそ
れらを区分するのは、むしろ批評家の役割だ、と述べる。クローチェによれ
ば、批評家に可能な区分法には、（「覚書」においてこれまで自ら採用してき
た）次の 2種類があるという。

①　時間による区分 :例えば、早熟の作家の場合、初期に優れた作品が集中し、
後期作品は初期作品の焼き直しのようなものになっていく傾向にある。それ
に対して、晩成型の作家は、年齢を重ねるとともに完成度の高い作品を発表
するようになる。このように時期によって作品の出来不出来が偏る作家の場
合、時系列に沿って、何種類かの personalità（人格）を見出すことができる。

23 ジョヴァンニ・パスコリ（1855-1912）は、ダンヌンツィオと並び世紀転換期のイタリアを
代表する詩人である。カルドゥッチの影響下に詩作を開始し、その後、イタリア各地の高等
学校や大学で教鞭をとる傍ら、西洋古典やイタリア文学の研究を進めつつ独自の詩的言語を
開発していく。作品のテーマとしては、カルドゥッチの場合ともダンヌンツィオの場合とも
異なり、日常の些細な物事が歌われている。その詩人としてのスタイルは、彼自身の評論文
のタイトルから「幼子の詩学 la poetica del fanciullino」と呼ばれる。以下、パスコリ作品の全般
的な情報については、Pazzaglia 2013および Daverio 1983を参照した。
24 古代ローマの詩人カトゥッルスの言葉。日本語訳にあたっては、中務哲郎・大西英文『ギ
リシア人ローマ人のことば』,岩波書店 ,1986.を参照した。
25 前者は詩集Myricae、後者は詩集 Canti di castelvecchioに所収。



　　97

ベネデット・クローチェと「イタリア頽廃主義」

②　「空間」による区分 :全キャリアを通して、様々な「人格」が交互に現
れる作家もいる。例えば、一方で感動に打ち震えた愛の詩を歌っているその
時期に、他方では見せかけの英雄詩を歌う、というような作家もいる。この
ような作家の場合、作品のテーマやモチーフ（「空間」）によって区分を行わ
なければならない。

このように 2種類の区分を提示した上で、クローチェはまず第 1の方法、
すなわち時間による区分を試みる。「真のパスコリ」はMyricae26初版や Poe-

metti27といった初期パスコリの代表作に見られるものなのか。それとも、
Poemi conviviali28や Inni29などの熟年の作品にこそパスコリの真価が見出せる
のか。クローチェは、初期作品と後期作品と両者を分析した上で、パスコリ
芸術はMyricae初版から Poemi convivialiにいたるまで同じ特徴をもち続けた、
と結論付ける。その特徴とはつまり、明晰で美しい「断片」を含みながらも
30、それらを「統合させる要素に欠ける la sintesi è deficiente」（GP07: 30）とい

26 『ミリカエ』。パスコリの処女詩集にして代表作。ミリカエは、日本語でギョリュウまたは
タマリスクと呼ばれる植物のラテン名であり、ウェルギリウス『牧歌』第 4歌 2において、“Non 
omnis arbusta iuvant humilesque myricae” （灌木や地味なギョリュウは皆に好かれるわけではない）
と歌われている。パスコリは、謙遜から自分の作品を地味な植物ギョリュウに例えてこの題
を付したという。1891年の初版から 1911年の決定版まで 9つのエディションが存在しており、
初版から第五版（1900年）までの版の間には、かなりの相違が見られる。クローチェがここ
で問題にしているのは、1891年の初版か、その翌年に刊行された、Pazzagliaが「真の初版と
みなしうる」（2013: 112）と述べた 1892年の第 2版のことだろう。いずれの版においても、小
さな世界を構成する事物（自然）が主題になっており、また幼くして父を失ったことを想起
させるような死への言及が見られる。
27 『小詩編』。1897年の初版の後、1900年に第 2版が、1904年そして 1909年には異なるタイ
トル（それぞれ Primi poemettiおよび Nuovi poemetti）のもと、新版が刊行されている。
28 『饗宴詩編』。1904年の作品。ギリシア・ローマの神々や西洋古典の登場人物が歌われている。
もともとデ・ボスィスが主催する雑誌 «Convito»に掲載された詩編がいくつかあり、頽廃主義的・
耽美主義的な色合いが濃い（Cfr. Daverio1983: 76-77）。
29 正式なタイトルは、Odi e inni『頌歌と讃歌』。1906年の作品。Daverioによれば、本詩集は「パ
スコリが一種の政治文学へと向かう転換点を示した最初の完成された表現」（Daverio1983: 83）
である。
30 パスコリ文学における「断片」の美しさについては、「パスコリ芸術の最高の部分は、それ
が断片に、つまりそれを構成する諸要素に、還元されるところにある」（GP07: 20）という説
明が見られる。また、例えば、Poemi convivialiについて、次のように述べられている。「それ
では、不完全な個々の歌からできているのに、偉大な書物だというのか。それはなぜか。そ
れは、そこにあるのが断片の美しさだからである。書物から本当に多くの［美しい］断片が
与えられるため、豊かで偉大だという印象を覚えるのである」(GP07: 30)
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うことである。
次いで、1907年 3月に掲載されたパスコリ論後編において、②の方法が

試みられる。クローチェはまず、パスコリ作品の内容を規定する彼の人生観
がいかなるものかと問いかけ、自ら次のように答える。レオパルディやマン
ゾーニとの比較からしばしばパスコリがロマン主義的であるとみなされてき
たが、パスコリはロマン主義者ではなく、むしろ反ロマン主義者である。な
ぜなら彼は、一方では明晰かつ截然とした表現を有しており、また他方では
戦いを厭うからだという。クローチェによれば、パスコリの芸術は、平穏を
愛し、自然をモチーフとし、そして小さなものを描写するものであり、その
理念は全般的に言えば「牧歌的」と形容するほかないものなのである。クロー
チェは更に、パスコリのそれを「苦しみの牧歌 idillio doloroso」と表現した
上で、こうした牧歌的感情の変種は、パスコリ文学の全体を通じて見出され
るものだ、と述べている。こうして、2つの区分法（①および②）は共に、
パスコリ文学に適応すべからざるものだということが明らかになるのであ
る。

パスコリの芸術は、このように常に問題になりうる側面を孕むものなのである。独
創性と作り物。自然と見せかけ。誠実と愛想笑い。こうした要素が、同じ作品内に、
同じ詩節の中に、時には一片の詩行のうちに、混在しているように見える。［…］
かくして、パスコリの非常に多くの詩において、韻律の動きがひらめき（ispirazione）
から分断されているかのように映るのである。 (GP07: 94)

ここでは、パスコリ芸術の区分できない二面性の表れとして、韻律のぎこち
なさが指摘されている。確かにパスコリは、擬音語や外来語を駆使しつつ詩
的言語の革新に努め、またモチーフ（＝意味）と韻律（＝音）の間に伝統的
なものとは一線を画した新たな関係を確立しようとした詩人として知られ 

る 31。クローチェは、作品の内容そのものでなく、内容と形式との間にある
不和を「病的」なものとみなしているのである。

31 パスコリ芸術の言語運用については、Contini（1970: 219-245）に詳しい。
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以上の議論の結果としてクローチェは、区分できないという性質こそがパ
スコリ芸術の特性だと述べる 32。パスコリの作品は、「自然さと不自然さの
不可思議な混交」（GP07: 95）にほかならない。従ってパスコリは、「大きく
も小さな詩人」（GP07: 95）あるいは「小さくも大きな詩人」（GP: 95）だとい
うことになる。
以上見てきたところを振り返ると、クローチェにとってのパスコリは、自

らの文芸批評の方法論を再考せしめるような厄介な存在であったことが分か
る。「美」と「醜」の混交を示すパスコリ芸術を一体どのように定義すれば
よいかという問に対し、クローチェは、「断片性 frammentarietà」、すなわち
断片を統合する要素の欠如を指摘することを以てその解としたのである 33。
さてこの「断片性」という概念に関しては、実はそれに近い発想が 1904

年のダンヌンツィオ考にも見られた。その評論において、クローチェはダン
ヌンツィオの作品の特徴として「ほどけたネックレスの真珠のように、事物
が、より高い次元に存在しているつながりから外れて現れる」（GD: 4）こと
を指摘していたのである。また、パスコリの「断片性」に関する議論の裏で
ダンヌンツィオ芸術が想起されていただろうことは、友人でもあった美学者・
ロマンス語文献学者のフォスラーが彼に送った手紙のうちにも見て取れると
ころである 34。

パスコリ［芸術］が細部の中に裁断化され、埋没してしまっているというあなたの
見解について、私は、完全に同意します。ただし、ダンヌンツィオにおける断片性

32 なお、評論の末尾においては、補足的にパスコリの散文（論説文）について論じられている。
クローチェ曰く、パスコリは、「幼子」の詩学を唱える際に、理想上の幼子と現実の幼子とを
混同している。前者は実利から解放されつつ純粋な目で物事を観察する目をもつことであり、
こちらは詩人特有の性質である。それに対して後者は、大きな世界を知らないから、物事に
無知だから、という理由でただ単に小さな世界に留まることである。パスコリは、後者を詩
人の特質だと勘違している、というのである。
33 パスコリ文学の「断片性」については、以下のように様々な表現を使って繰り返し説明さ
れている。「リフレインは、この詩編のみでなく、押韻のある詩編のおいても、外的な統合を
与えるものである。それがない限り、パスコリ作品は、本当の絡み合いや内的な統合を欠い
ている故、ばらばらに分解されてしまうだろう。」（GP07: 29）、「こうしたモチーフは、統合の
表れである芸術的抑揚を帯びない」（GP07: 96）、「芸術的統合の感覚が見失われている」（GP07: 
96）
34 クローチェ作品そのものの中にも、ダンヌンツィオとの比較がある。Cfr. GP07 (30).
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がその芸術の内的性質であるのに対して、パスコリにおけるそれは欠陥です。ダン
ヌンツィオが有しているのは原始人のもつ断片性であり、パスコリにあるのは集中
力を欠いた人間に見られる断片性なのです。(Cro-Vos: 107)

クローチェは、パスコリ研究を通じて芸術の「断片性」という概念を発見し
たのだが、それ以前にダンヌンツィオにも同様の要素を見出していたのだ。
そしてまた、フォガッツァーロ文学についても、「結合の不足」を指摘して
いたことを思い出されたい（第 2章参照）。ここにきてクローチェは、「断片
性」が同時代文学の共有する特質であると考えるに至ったのではないだろう
か。

第 4章　「最近の伊文学」論文再考

パスコリ考におけるクローチェの議論を見た今、再び、「最近の伊文学」
論文について考えたい。既に述べたように、クローチェは、カルドゥッチ世
代と F-P-D世代と二分しつつ≪最近のイタリア文学≫について語っていた。
クローチェは、真実主義（verismo）や実証主義を含むカルドゥッチ世代の精
神の質実なさまを描写した（CRLI: 178-182）後で、F-P-D世代の検証に移る。
帝国主義、神秘主義、唯美主義など様々な形で表れるこの時代の精神は、ク
ローチェによれば、「精神の空洞」という共通の特徴を有する 35。そして、
この「精神の空洞」こそ、冒頭に示した「不誠実」の証拠であり、また原因
でもある。中身のないものを言葉で埋めようとするから、そこに「おしゃべ
り ciarlataneria」や「嘘 bugia」が生じるというのだ（CRLI: 183）。ただし、ク
ローチェは「不誠実」という表現に説明を加えている。彼がこの単語を用い
て指し示しているのは、他人を欺くという表面的な意味での不誠実ではない。
自らを偽るというより根本的な「不誠実」である。彼らは、自らを欺くこと

35 「その要求もその名も様々だが、彼らはみな共通の顔付きをしている。彼らはみな一つの大
きな産業に従事する労働者であり、その産業とは空洞を生み出す産業なのである。」(CRLI: 
182)
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により、内的な明晰さを欠く。そして、「大きな罪と大がかりな見せかけ」
に起因する「ある種の無知と無自覚」（CRLI: 184）の状態に陥ってしまう、
というのである。

F-P-Dの具体的な検証に入ると、彼らに関するクローチェの批評はさらに
辛辣になる。

ジョズエ・カルドゥッチからこの 3者への移り変わりは、時に、1人の健全な人間
から 3人の神経症者（neurastenici）への移行であるように見える。彼らが芸術家で
あり、イタリア文学の歴史に自らの名を刻んだということは疑いようがない。だが
その一方で、彼らが文明の歴史の方にも名を刻んでおり、いつの日か、現代の精神
的空洞（vuoto spirituale）を示す際立った資料として思い起される日が来るのではな
いか、と危惧しているのである。(CRLI: 186)

その芸術に対して一定の評価を下しているという留保がなされてはいるもの
の、F-P-Dは、「神経症者」とまで呼ばれるほどに批判されているのである。
上掲のクローチェの文章は、フォガッツァーロに関する批評と類似してい
る。フォガッツァーロ考では、「彼は、非常に偉大な、とは言えないまでも、
芸術家ではある［…］観念論的・官能的な主義主張および混雑物を有してい
るとはいえ、我々の文学史に素晴らしい一頁を残したと言える」と述べられ
ていた。つまり、この 2本の評論においては、<倫理的・精神的側面におい
て問題があり、イタリア文学史に名を残すだろうが、偉大な芸術家とは言え
ない >という同じ内容の言明が見られるのである。また、フォガッツァーロ
の倫理的側面が全面的に否定されているという点も、この 2本の評論に共通
している。フォガッツァーロに関する評価は、（Piccolo mondo anticoについて
の全面的な肯定を除き）1903年から 1907年にいたるまでに大きな変化を来
したとは言えないだろう。
フォガッツァーロの場合と比べて、ダンヌンツィオについての評価は

1904年から明らかな変容を遂げている。これは、拙稿（國司 2010: 187-194）
に確認したところであるが、クローチェはそもそも、ダンヌンツィオに関し
て、政治的な題材を放棄しつつ、官能的なモチーフに回帰して「自分自身」
を取り戻したこと（以降この事象を≪詩人の復活≫と呼ぶ）を高く評価して
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いた 36。だから、1906年に Più che l’amore（『愛よりも』）という政治色の非常
に濃い作品が発表されたことに対して、クローチェはある種の失望を覚えた
のであった。そして、そのダンヌンツィオこそが新生イタリアの芸術革新の
担い手の一人とみなされたていたことを念頭に置けば、彼に対する失望は当
然「同時代文学」全般に関するクローチェの評価を変質させるものとなった
はずである。
パスコリに関する評価は、そもそもそれを含む評論「ジョヴァンニ・パス

コリ」が「最近の伊文学」論文の直前に執筆されたものであったから、当然
大きな変化を見せていない。むしろ、1906年のパスコリ研究は、≪最近の
イタリア文学≫の性質についての論考を著すための重要な契機となったふし
があると言える。

ここまで、1903・4年から 1907年にかけて生じた「事件」として、ダン
ヌンツィオが新たに政治的な色合いの濃い作品を発表していたこと、そして、
パスコリ研究を通じてクローチェが F-P-D世代の文学が共有する特質として
「断片性」を発見したこと、を確認した。しかし、これらのみをもって、同
時代文学が「革新」をもたらすものから、「精神の空洞」を示すものへと格
下げされてしまったと考えるのでは、やや性急すぎるように思われる。クロー
チェが同時代文学に対する評価を大幅に変更させるに至った背景には、その
他にもなんらかの要因があったのではないだろうか。この点に関して非常に
示唆深いのは、「最近の伊文学」論文の結語である。

私は、今成長しようとしている若者たちのことを考える。そして、悪と危険とを指
し示す。私は楽観視しているのだ。彼ら─彼らの多く、数ではなく価値と効果に
おいて勝る者たち─は、自らの身を守る術を獲得するだろう、と。自らの身を守
るには、自らを見つめる必要がある。なぜなら、真に深く力強い思想を、生命に溢
れる完成した芸術を生み出すための方法は、これ以外にいまだ考案されたことがな
いからである。そして、我々自身をたゆまずに修正していくその過程の中に、生の

36 ダンヌンツィオの政治関与は、第一次世界大戦での参戦運動、あるいはファシズムとの関
連から議論されることが多いが、それ以前から、彼の政治思想が作品の前面に表われること
はしばしばあった。詳しくは、國司 2010（188-189）を参照されたい。
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実直（l’onestà della vita）37が存立するのである。 (CRLI: 190)

最近のイタリア文学のもつ「不誠実」な傾向を批判するこの評論が、「若者
たち」に向けたメッセージによって締めくくられているということは、なか
なか興味深い事実である。この「若者たち」とは、一体誰を暗示しているの
だろうか。

第 5章　ダンヌンツィオのエピゴーネンと黄昏派の登場

「最近の伊文学」の結語に示されたメッセージが自分に宛てられたものと
感じ、クローチェに釈明の手紙を書き送った人物がいる。「第 3世代」のイ
タリアを代表する文人の一人、ジュゼッペ・プレッツォリーニ（1892-1982）
がその人である。
プレッツォリーニは、盟友ジョヴァンニ・パピーニ（1881-1956）と共に、

1903年、雑誌 «Leonardo»を創刊していた。«Leonardo»誌の寄稿者は、クロー
チェとジェンティーレが提唱した新観念論に共鳴しながらも 38、ニーチェの
超人思想やダンヌンツィオの唯美主義からも甚大の影響を受けた新世代のイ
タリア知識人たちであった 39。

あなたの記事は、我々がその意図するところを理解するために絶好の時期に現れた
といえます。あなたが多くのページで我々に伝えようとしたことは、それ以前に既
に我々の間で、時にはより辛辣な形で、相互に言い合っておりました。私は、自ら
を作り直さねばならないと感じましたし、今もそう感じております。なぜなら、私
には、全てが、知識や理論が、自分自身の理解さえもが誤ったものだったと理解す

37 1907年に着想され 1909年に発表される『実践の哲学』において、クローチェは「正直な人
間であること essere uomini onesti」を万人に要求している。この時期のクローチェは、「実直
onestà」なる語を、本稿で度々言及してきた「誠実 sincerità」とほぼ同義に使っている（國司
2010: 65-69を参照）が、とりわけ芸術家が問題になっている際、「実直」より「誠実」という
語が採用される傾向にあるようである。
38 «Leonardo»誌については、日本語で読める資料として、倉科（編）2008（3-24）が参考になる。
また、クローチェと «Leonardo»誌の関係については、同じく倉科（編）2008（25-59）を参照
されたい。
39 Cfr. Bertacchini（1980: 28-29）．
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るに至ったからです。そして、誤っていたのは、あなたが見事に発見なさった欠点、
すなわち、自分自身に対する誠実の欠如によるものに違いないのです。(Cro-Pre: 
77)

プレッツォリーニは、クローチェの評論を自分および «Leonardo»誌の寄稿者
に対するメッセージとして真摯に受け止めた。そして、自己反省を約束する
手紙をクローチェに書き送ったのである。
実のところ、1907年の直前には、«Leonardo»誌の関係者のみでなく、至る

所でダンヌンツィオの影響を受けた新たな潮流が生まれていた。それを示す
のは様々な雑誌の相次ぐ創刊であり、例えば、«Leonardo»誌の姉妹誌とされ
た «Il Regno»誌および «Hermes»誌がまず挙げられる。«Il Regno»誌は、エン
リコ・コッラディーニにより、1903年から 1906年の間、«Hermes»誌 40はジュ
ゼッペ・アントーニオ・ボルジェーゼの主催で 1904年から 1906年にかけて
刊行されたものである。«Leonardo»誌を含めたこれら 3誌は、帝国主義や唯
美主義といった観点から、いずれも明らかにダンヌンツィオ的傾向の非常に
強い雑誌だったと言える 41。さらには、ダンヌンツィオ的志向から出発し、
その後未来派宣言の起草者となるフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティも、
この頃から活躍し始めた人物である。彼の主催する雑誌 «La poesia»が創刊さ
れたのは、1905年であった。

ダンヌンツィオよりむしろパスコリの影響を強く受けたとされる crepusco-

lari（黄昏派）42もまた、この時期に登場した。Ghidettiによれば、1903年か
ら 1910年の間に、黄昏派の重要な諸テクストが発表された（1984B: 36）と
いうのだが、この短期間に、ゴッツァーノ、コラッツィーニ、ゴヴォーニ、

40 例えば、«Hermes»誌の創刊の辞に次のようにある。「人々は言うだろう。我々は多神教者で、
かつダンヌンツィオ主義者である、と。確かにそうである。我々は、生きた者死した者含め、
他のいかなる近現代詩人よりも、ガブリエーレ・ダンヌンツィオを愛し、称える。我々は彼
から出発して我々の芸術にいたるのである。」（Frigessi1977: 370）
41 Bertacchiniによれば、これら 3誌は、「20世紀の暁にあって、哲学的・愛国的唯美主義を象
徴していた」（Bertacchini 1980: 27）。
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パラッツェスキなどがこぞって詩作を発表していたということになる。この
時代を生きていたクローチェにとって、パスコリ文学の影響を如実に受けた
（詩の「断片性」を受け継いだ）新たな文学の急速な成長は、衝撃的なもの
に映ったのではないだろうか。
よく知られているように、ダンヌンツィオ亜流と黄昏派は、その後、未来

派や Poetica del frammento（断片の詩学）43と呼ばれる運動へと連なっていく。
そうした芸術運動において重視されたのは、暴力、スピード、無秩序、不規
則といった要素であった。「生の実直」を求め、芸術に「統合の力」を取り
戻すというクローチェの願望むなしく 44、イタリアの文壇は、非合理主義や
頽廃主義に基礎を置く「断片の詩学」に支配されていくことになるのだ。し
かも、ダンヌンツィオおよびパスコリ自身が愛国主義的傾向を強めていくこ
とになるから 45、しかるべくして、クローチェの同時代文学に対する評価は
低下の一途をたどっていくことになる。

第 6章　ガエータ（とゴッツァーノ）

1907年、クローチェは、F-P-D世代のもつ「精神の空洞」、「不誠実」、そ
れらの芸術的表象としての「断片性」といった諸要素を指摘しつつ、若きイ

42 そもそもは、ボルジェーゼがモレッティ、マルティーニ、キアヴェスの 3者を指して使っ
た名称。これらの詩人は、イタリア文学の歴史の中で長く穏やかな日没の時期に位置し、ま
た雄大なテーマを歌わないという点において、黄昏のような詩人だと評されたのである。そ
の後この呼び名は、人口に膾炙するとともに、もともと込められていた否定的ニュアンスを
失っていき、この時期に活躍した、ダンヌンツィオ的雄弁を排しつつ、小さな物事を詩歌のテー
マとする作家が、おしなべて黄昏派と呼ばれるようになる。現在では、黄昏派を代表する詩
人は、ゴッツァーノとコラッツィーニとなっている。Cfr. STLI: 154.
43 雑誌 «La Voce»において、ジュゼッペ・デ・ロベルティスが編集長を務めた時期（1914-1916）
に、「断片の詩学」を代表する多くの詩編が発表された。
44 クローチェは、1908年に発表する評論「純粋直観と芸術の叙情性」の中で、芸術活動にお
ける「感情 sentimento」の働きについて論じることになる。すなわち、「感情」こそが様々な
イメージに統一を与えるものであり、また芸術家には一つの「感情」を有するという意味で
の「誠実」が求められる、と。詳しくは、國司 2012（68）を参照されたい。
45 最晩年のパスコリは、頻繁に祖国愛を作品の題材にするようになる。特に、リビア戦争を
礼賛した 1911年の演説 La grande Proletaria si è mossa『偉大なるプロレタリアが動き出した』が
有名。ダンヌンツィオの愛国主義については拙稿（國司 2010）を参照のこと。
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タリア知識人に対して警告のメッセージを送っていた。そこで注目に値する
のは、その直前（1906年）«La Critica»誌の varietà（雑文）というコーナーに
掲載された一本の評論である。というのは、クローチェがそこで、「第 3世代」
の詩人ガエータ 46の作品を非常に高く評価しているからである。
冒頭から、ガエータの Sonetti voluttuosi ed altre poesie47（1906）を紹介しつつ、

「私は大好きだ」（V06: 470）、「私の想像力をリズムとイメージとですぐに満
たしてくれた本、現代詩の作品としてかなり貴重な本の一つだ」（V06: 470）
等の表現を以てそれを絶賛している。クローチェはさらに、この作品が巷間
でも人気を博したことを振り返りつつ、そうした現象が、イタリアの文芸批
評の世界で「純粋に芸術的観点から」（V06: 471）芸術作品を判断する傾向が
強まってきたことを示すものと推定している。

この事実は、ガエータの場合さらに意義深いことである。というのは、その作品の
内容が─そして、恐らくそれ以上に作者がそこに付した題名が─、［…］官能
的な芸術に対する、または芸術の倫理性に関する、たやすい誹謗中傷とそれに劣ら
ずたやすい議論を、誘発するものだったからだ。［…］否、良識の勝利である。哲
学者のみでなく、ある程度の教養がある人間は、よく心得るようになっていた。一
人の詩人によって詠われた情熱、そして彼によって形作られた創造物は、それらが
もつ心理的内容がいかなるものであるにせよ音の調べ

4 4 4 4

に他ならない、ということを。
(V06: 471) 

クローチェは、ガエータのこの官能的な作品に関してモラリスティックな批
判が向けられなかったことに言及しつつ、この現象を批評家たちが芸術の真
価を理解し始めたことの証左として提示している。こうした評価のあり方は、
実は 1904年のダンヌンツィオ考におけるクローチェの議論を想起させるも

46 フランチェスコ・ガエータ（1879-1927）は、その生涯のほとんどを生地ナポリにて過ごし
た詩人である。カルドゥッチやダンヌンツィオの影響を受けて詩作を開始し、1895年の処女
詩集 Il libro della giovinezza（『青春の書』）はいまだその影響を残しているが、1906年の Sonetti 
voluttuosi e altre poesieにおいて独自の才能を一挙に開花させた（cfr. DGAIC）。今日では（クロー
チェが高く評価したという点を除いて）ほとんど忘れ去られてしまった詩人であり、微細な
情報を網羅した文学史的な著書においても、彼が取り扱われていることはほとんどない。なお、
2010年になって、Carlo Di Lietoが研究書を発表しているが、現在絶版のため参照できなかった。
47 『官能的ソネットとその他の詩』
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のである。クローチェはダンヌンツィオに関して、作品の内容の卑猥さがし
ばしば批判の対象となったことを問題視しつつ、彼の芸術が内容の如何を問
わず偉大でありうることを主張していたのである（國司 2010: 93）。が、そ
れだけではない。ガエータに関するこの評論においては、ダンヌンツィオ芸
術のもう一つのモチーフ、政治思想についての言及もある。

現在の批評界では、倫理に関する偏見よりも、むしろ英雄的・政治的偏見がある。［…］
ダンヌンツィオは、純粋芸術の感覚を普及するのに貢献した人物であった。が、そ
の彼が、詩人が引き受けなければならないという政治的任務についてのこうしたお
しゃべりを、流行させてしまったのである。その上、その任務を、自ら実際に引き
受けたのだ ! (V06: 471)

クローチェがここで官能的なモチーフと政治的なそれを比較しているのは、
故なきことではない。ガエータがその 4年前に発表していた Canti di libertà48

は、まさに政治的なモチーフを有する作品だったからである。クローチェは
この作品に関して、他の批評家が高い評価を下したことを疑問に付しつつ、
自らは「彼がものした作品のうち最もはやく廃れた」（V06: 471）ものだと評
している。
第 4章に述べたように、1904年の評論においてダンヌンツィオが賞賛の

対象となったのは、なにより彼が政治的モチーフを放棄しつつ、官能的モチー
フに回帰して「自分自身」を取り戻したこと、すわなち≪詩人の復活≫があっ
てのことであった。だから、1906年の時点におけるガエータは、1904年の
時点のダンヌンツィオの状態に類似していたと言えるのだ。この時期のイタ
リア文壇では、前章に見たように、帝国主義的な傾向を前面に出したダンヌ
ンツィオ主義といえるものが支配的であった（ダンヌンツィオ当人も 1906

年に政治的なモチーフに回帰する）。そんな中で、ガエータは、時流に流さ
れることなく自らの表現すべきことを表現できたが故に、賛辞の対象となっ
たのである。さらにその点から、ガエータの Canti di libertàに関してクロー

48 『自由の歌』
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チェが示す次の一文は示唆深い。

あの詩集もまた、それなりの意味をもっていた。なぜなら、我々自身のよくない部
分、あるいは弱みといったものから解放されるためには、それを具現化するほか解
決策が存在してない、というような状況がしばしば起きるからである。それを具現
化することにより、欠点を直視しつつ、それに背を向けることができるのだ。(V06: 
471-472)

これは、「最近の伊文学」論文の結語に示された「若者たち」へのメッセー
ジを想起させる（「自らの身を守るには、自らを見つめる必要がある。なぜ
なら、真に深くかつ力強い思想を、生命に溢れる完成した芸術を生み出すた
めの方法は、これ以外にいまだ考案されたことがないからである。」）。件の
メッセージの宛名人のうちには、ガエータの名も含まれていたと推測するこ
とができる。
パスコリとダンヌンツィオの影響を受けた「第 3世代」にあって、ガエー
タは（クローチェにとって）それをある意味で乗り越えた例外的存在であっ
たが、同様の観点から詩人グイード・ゴッツァーノ（1883-1916）にも一言
触れるべきであろう。1907年 9月 16日、クローチェは『研究手帳』に「G. ゴッ
ツァーノの韻文集の一つを読んだ。本当に素晴らしいものをそこに見た」（TL: 

69）と記している 49。ゴッツァーノは、コラッツィーニと共に黄昏派を代表
する詩人であるが、その一方で、他の黄昏派とは一線を画す作家としても知
られる。コラッツィーニが自由詩の革命をもたらし、「断片の詩学」や未来
派文学の誕生を促した最初の現代作家なのだとすれば、ゴッツァーノは伝統
的詩形に縛られた古典作家の最後の一人だとみなされうるのである 50。イタ
リア文学の新時代の幕開けが唐突に告げられたこの時期にあって、ゴッ
ツァーノやとりわけガエータは、クローチェに評価されてしかるべき理由を

49 『研究手帳』には、一般的には日々の作業が淡々と記されているのみであり、このように文
学作品に対する感想が述べられているのは稀なことである。
50 コラッツィーニとゴッツァーノの比較は、Ghidetti（1984B: 39-49）に詳しい。ただし Ghi-
dettiは、その後さらにモンターレやセレーニが続くから、ガエータを古典詩人の最後

4 4

の一人
とみなすのは、誤りであると考えている（Ghidetti1984B: 45）。
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もった希少な詩人だったのである 51。

第 7章　各評論の改稿について

ところで、ここまでに見てきたクローチェの同時代文学に関する評論は、
カルドゥッチ考を除き、1914年から 1915年にかけて刊行された評論集『新
生イタリアの文学』のうちに再録されている。その編集過程においてカル
ドゥッチ考（1903）が削除されたこと、そしてダンヌンツィオ考（1904）に
大幅な修正が加えられたことは、別稿（國司 2010および國司 2014）で確認
した。本稿で見てきた同時代文学に関するクローチェの評論を念頭に置きつ
つ、ここに改めてこの編集作業の意味するところを総合的に検討したい。
まず、1903年のフォガッツァーロ考について 52だが、これは 1915年に編
集された『新生イタリアの文学』第 4巻に再録されている。全体として両版
の間に際立った相違は認められない 53が、末尾の方になると無視できない
変更箇所が現れる。例えば、フォガッツァーロ文学の喜劇的要素について、
雑誌版で「深くはないが、単純かつ誠実な喜劇的詩情 vena comica, non pro-

fonda, ma facile e sincera」（AF03: 100）と記されていたところは、書籍版になる
とそこから「誠実な sincera」という形容詞が削除されている（LNIiv15: 

137）。また、雑誌版においては「一つの芸術の魂のすべての要素は、それ以

51 クローチェはその後、Alcuni poeti（数人の詩人）という題の評論を発表し（1936年）、その
中でガエータとともにゴッツァーノを取り上げている。ゴッツァーノの評価は、次の引用か
らも分かるように、非常に肯定的なものである。「落ち着いた語調ではあるものの、やはり詩
的ではある。なぜなら、そこを支配し、批判と皮肉を通じて道作るのが、感情だからである。」
(AP: 94)
52 既に述べたように、クローチェ研究者はこのフォガッツァーロ考についてこれまであまり
論じてこなかったが、フォガッツァーロ研究の立場からこれを取り上げたものとしては、Ro-
sario Contarinoの論考がある（Contarino 1994）。これは、改稿の問題にも正面から取り組んだ
研究であるゆえ、重要な論文であると考えてしかるべきだろう。だが、論者が当該論文を入
手したのは本稿の校正の最中であり、しかも、短期間で読んだ印象から判断するならば、
Contarinoは論者と少々異なる見解を有しているようである。彼の説の正当性を十分に検討す
るには、稿を改めて論じ直す必要があると思われるので、本稿ではその存在に言及するのみ
とする。
53 他の評論と同様、細かな文体上の修正が散見される。例えば、文法構造の微調整＜ (AF03:9 
5)⇔ (LNIiv15: 130)＞や、類語による語彙の変更＜ (AF03: 95)⇔ (LNIiv15: 129)＞がある。
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前の作品においては雑然と散りばめられていた tutti gli elementi di un’anima ar-

tistica, sparsamente disseminati nelle opere precedenti」（AF03: 101）となっていた箇
所は、書籍版になると「一つの芸術の魂は、それ以前の作品においては、時
に金切り声をあげるような形で、雑然と散りばめられていた tutti gli elementi 

di un’anima artistica, sparsamente disseminati, e talvolta stridenti, nelle opere preceden-

ti」（LNIiv15: 137）という風に否定的な修飾語が付け加えられている。さらに
は、「すべての二次的な人物像は完璧に描かれている Tutte le figure secondarie 

sono disegnate a perfezione」（AF03: 101）という一文に関しても、「完璧に a per-

fezione」という表現は「繊細に con finezza」（LNIiv15: 138）という成句に置き
換えられており、肯定的なニュアンスが弱められている。
そして、なにより際立った修正はこの評論の結語に現れる。フォガッツァー

ロの「最高傑作」Piccolo mondo antico（『古き小さな世界』）にマンゾーニの『い
いなずけ』のモチーフとの類似を指摘しつつ導き出す結論は、ほとんど全く
異なるものになってしまっているのだ。

雑誌版においては、手放しの称賛とは言えないまでも一定の評価が下され
ている。それに対して書籍版では、まずもって「模倣 imitazione」であるこ

雑誌版「アントニオ・フォガッツァーロ」（1903）

Pure sarebbe ingiusto considerare questo ro-
manzo come un’imitazione. L’imitazione co-
glie la lettera, e non continua lo spirito; dà ca-
ricature, come Marco Visconti o Margherita 
Pusterla; qui invece è ripreso davvero lo spirito 
del Manzoni. Non solo l’ambiente storico, il 
paesaggio, l’epoca, il grado sociale dei perso-
naggi, sono diversi; ma si plasma un altro 
mondo artistico, con altri individui, che vivo-
no di propria vita. Considerando l’ispirazione 
morale, questo romanzo non può dirsi, dopo 
Manzoni, una voce del tutto nuova nella lette-
ratura italiana; ma è di certo una voce artisti-
camente rinnovata, un’artistica variazione. 
(AF03: 103)

書籍版「アントニオ・フォガッツァーロ」(1915）

Ma questo libro del Fogazzaro, se ripiglia le si-
tuazioni e continua genialmente l’indirizzo ar-
tistico di quel romanzo, è assai diverso nel 
sentimento che tutto lo compenetra. È di un 
Manzoni che si è fuso, direi, col Tommaseo, 
con quel Tommaseo che suscitava ripugnanza 
o scandalo nello scrupoloso e ritroso lombar-
do; e del Tommaseo stesso ha lasciato cadere il 
tormentoso senso del peccato e il vigore etico; 
e, con tutto ciò, è cosa assai originale e poeti-
ca. (LNIiv15: 139-140)
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とが否定されていないのだが、それのみでなく、フォガッツァーロの作品は、
仮に「非常に独創的かつ詩的 assai originale e poetica」なものであるにせよ、
マンゾーニとトンマゼーオを混ぜ合わせたようなものの偶然の帰結だとして
提示されているのである。
この箇所の改稿について、1912年頃にクローチェがトンマゼーオについ
て行った研究が影響を及ぼしたことは明らかである。だが、それにもまして
我々に重要なのは、フォガッツァーロが「芸術上の革新」を成し遂げたとす
る一文（“ma è di certo una voce artisticamente rinnovata […]”）が削除されている
という事実である。1907年の「最近の伊文学」論文において F-P-Dの芸術
に「不誠実」を見出した以上、クローチェはもはやフォガッツァーロの芸術
に新時代の幕開けをみとめるわけにはいかなくなっていたのではないだろう
か。その点から、雑誌版から書籍版にいたって「誠実な」という形容詞が削
除されたことは、この改稿作業を象徴する出来事だと言えよう。
ダンヌンツィオ考の改稿に関しては、多少複雑な事情がある。前章に述べ

たように 1904年に見られたクローチェのダンヌンツィオへの賛辞は、なに
より≪詩人の復活≫に向けて贈られたものであった。以降ダンヌンツィオは、
自らの「不誠実」を前面に出した（とクローチェに思われた）政治色の濃い
作品を多く発表することになり、この編集作業の行われていた 1915年には、
自らの文才を参戦論争のために利用するまでになっている。ダンヌンツィオ
考を『新生イタリアの文学』に再録するにあたって、クローチェはまず≪詩
人の復活≫によって覚えた一頃の感動の痕跡を消し去る必要があった（國司
2010: 197）。また、本稿の議論との関係からすれば、クローチェがダンヌンツィ
オに新時代のイタリア文学の革新の担い手を見出そうとしていたと解釈でき
る表現（例えば、「しかしダンヌンツィオは、あるイタリア芸術の復活を示
す最も確かな証拠の一つである。」）が巧妙に削除されているという点にも注
意を払ってしかるべきだろう。
パスコリ考に関しては、加筆・修正は非常に微々たるものである 54。この
事実は、パスコリについてのクローチェの評価が 1907年から 1915年の間に
変化を見せなかったということを示唆しているように思われる。
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ところで、先行研究においては必ずしも注目されてこなかったことだが、
『新生イタリアの文学』に収録された記事のうち、そもそもは連載「覚書」
の一環をなすものとしてではなく «La Critica»誌上に発表されたものが含ま
れているという事実がある。まずもって、「最近の伊文学」論文自体がこのケー
スに当てはまる。『新生イタリアの文学』を最も詳細かつ総合的に分析した
Giammattei（1987）は、「最近の伊文学」論文に関して、そもそもそれが連
載外の記事であったという事実にことさら注目せずに、雑誌版と書籍版の比
較から、冒頭部が削除されている点に言及している（1987: 15）。削除された
のは次の文章である。

　私はこれまで、最近 50年のイタリア文学において最も注目に値する作家および
作品について連載を行ってきたが、ここで一つの短い間奏曲（intermezzo）を以て
それを中断するべきだろう。
　今回の「一面記事」（«l’articolo di fondo»）を「間奏曲」と呼ぶのは、それが他の評
論の一般的な枠組みからはみ出すからというだけではない。私はこの連載において、
純粋に文学的・芸術的な見地からの考察に厳格に専念しようと努めているのだが、
本評論は実のところそうした意図を超えてしまうものなのである。 (CRLI: 177)

Giammatteiはこの箇所が削除された理由について、«La Critica»誌に記事が掲
載された際のコンテクストにあまりに密接に関連している内容だから、とい
う単純な説明に終始している（Giammattei 1987: 15）。この指摘そのものは無
論間違ったものではないだろうが、それではなぜこのような特殊なコンテク
ストで発表された記事が『新生イタリアの文学』に再録されたのだろうか。
上掲の引用部に記されているように、連載とこの評論とは、当初はっきりと

54 意味のある修正箇所を強いて挙げるならば、雑誌版で、「素晴らしい、素晴らしい。風景が
一枚の絵画のように我々の目の前に現れる。これは本物の田舎の生活だ。確かにそうである。
しかるに、この描写と詩編全体の抑揚は ?つまりその美的意味は ?すなわちその心は［どこに
あるのか］?」（GP07: 14）となっていた一文から、書籍版になって「素晴らしい、素晴らしい」
が削除されたところ（LNIiv15: 87）くらいであろう。これは、肯定的な表現が取り除かれた
ものと解釈できなくもないが、そもそもこの「素晴らしい、素晴らしい」という感嘆表現は
一種の譲歩文中にある故、削除されたところで大きな変化を生むに至ってはいない。
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区別されたものとして発表されていたのである。
『新生イタリアの文学』の編集について、少なくとも 1903年から 1907年
までに «La Critica»誌に掲載されたものに関していえば、実情は次のような
ものであったと考えられる 55。まずクローチェは、1903-1904という時期に
あっては、≪最近のイタリア文学≫について、≪後期ロマン主義≫に対抗す
る革新を成し遂げつつあるものとみなしつつ、期待に似た感情を覚えていた。
だがその後、F-P-D芸術の傾向を極端に推し進めた「第 3世代」のイタリア
文学が台頭し、またその間ダンヌンツィオは帝国主義的文学に逆戻りし、さ
らにクローチェ本人はパスコリ芸術の研究を通じて≪最近のイタリア文学≫
が共有する特徴「断片性」を発見する。「期待」が「失望」に変わって久し
い 1915年、クローチェは、一方では各評論のうちに散りばめられた当時の「期
待」の痕跡を抹消しつつ、他方では、同時代文学に関する自身の研究の集大
成となる『新生イタリアの文学』のうちに、新たな見解が明確に示された「最
近の伊文学」論文を再録する必要を感じたのであろう 56。
なお、前章に引照したガエータに関する小品は、そもそもは連載の一貫を

なすものとしてではなく Varietà（雑文）のコーナーに掲載された記事であっ
たが、これもまた『新生イタリアの文学』に再録されている 57。同時代文学
の一般的傾向に染まらなかった希少な詩人みなされたガエータは、「第 3世
代」の作家であるにも拘わらず、『新生イタリアの文学』においても論評さ
れなければならなかった、ということになるだろう。

55 「全ての真の歴史は現代史である」というテーゼで有名な『歴史叙述の理論と歴史』は、
1911年から 1913年にかけて執筆されている。従って、クローチェの歴史哲学の成立と『新生
イタリアの文学』の編集作業との間には、相互の影響関係を推定することもできる（この点
に関しては倉科岳志氏から口頭で示唆を受けた）。ただし、この問題を掘り下げて論じるには、
『純粋概念の学としての論理学』（1909）、1910年前後にクローチェが行ったヴィーコ研究等を
含め、この時期のクローチェ哲学の全容を総合的に分析する必要がある。本稿はこれ以上の
議論は行わず、この点に関しては稿を改めて論じることとしたい。
56 Giammatteiによる「なにより断定できるのは、クローチェに改稿を促した触媒とでも言え
ようものがあるとすれば、その本質は、肯定的なものであれ否定的なものであれ評価（qualità）
に関するものではないということである」（Giammattei1987: 24）という断言は、本稿に見てき
たことを念頭に置くならば、少々大げさな物言いだといえるだろう。
57 『新生イタリアの文学』初版では、Il libro di un giovaneという見出しであったが、第 2版（1922）
以降、Francesco Gaetaというタイトルに変更されている（cfr. LNIiv22）。
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おわりに

1903年から 1907年にかけて生じたクローチェの同時代文学に対する態度
の変容の内実を究明すべく、その契機となったと思われるいくつかの「事件」
を明るみに出した。ダンヌンツィオの政治文学への回帰、クローチェ本人に
よるパスコリ研究を通じた同時代文学の「断片性」の発見、そして、「第 3

世代」のイタリア文学の勃興─これらが、クローチェの同時代文学に対す
る見解を劇的に変容させたのであった。

「不誠実」を糾弾しつつ「イタリア頽廃主義」を全面的に退けたことは、
文芸批評家としてのクローチェの現代文学に対する無理解を示すものとみな
され、しばしば批判の対象となってきた。論者もまた、別稿にて、クローチェ
の批評方法に対して疑義を呈したことがある 58。しかしながら、結果、否定
的な評価の根拠としてしまったものの、「イタリア頽廃主義」の本質を何ら
かのモチーフと表面的に結び付けるのではなく、作品に表れる「断片性」の
うちに見出したそのこと自体は、クローチェの批評眼の鋭さをも示している
ように思われる。現に、後続の批評家たちは、そろって、クローチェの件の
評論を「イタリア頽廃主義」に関する初めての本格的研究とみなしたのであっ
た。
また、クローチェ研究者の間では、「イタリア頽廃主義」に対する彼の態

度の変容が、彼の思想における一貫性の欠如を示す要素としてしばしば取り
上げられてきた。だが、誕生して間もない「イタリア頽廃主義」の一般的性
質の究明に初めて挑み、また新たな発見を通じて自らの見解を変更すること
も辞さなかったその姿勢は、むしろクローチェ美学の柔軟性を表していると
考えることはできないだろうか。いずれにせよ、この時代のイタリア文学の

58 例えば、ダンヌンツィオ芸術における政治的側面と官能的側面とは、本来表裏一体をなす
不可分の要素であるはずなのに、それをクローチェが明瞭に二分しようとしたことについて。
詳しくは Kunishi (2013: 198)を参照されたい。
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うごめきを活写した一片の歴史資料として、クローチェの批評文が変わらぬ
輝きを放ち続けていることに疑いはない。
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