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(2020 ・ 9) pp. 89-106 

エッタ・フェーデルンとエマ・ゴールドマン

ー自伝LivingMy Life (1931)の影響についての考察

田中ひかる

はじめに

本稿は、ユダヤ系オーストリア人の作家であり翻訳家であるエッタ・

フェーデルン (EttaFedern. 1883-1951)が、アナーキストのエマ會ゴール

ドマン (EmmaGoldman. 1869-1940)の自伝からどのような影響を受けたの

か、という問題を検討するものである。

この検討は、エマ・ゴールドマンが活躍していた時期に、その活動を通じ

て彼女の思想やイメージがどのようにして世界各地に拡散し、人々に影響を

たのか、という問題についての検討の一部を成すものである。この研究

目指すのは、思想や社会運動が、国境を越えて世界に広がるメカ

ニズムを、アナーキズムを事例にして解明することにある。

ゴールドマンの思想のグローバルな拡散や世界各地の人々への影響という

点で考えれば、日本の伊藤野枝の事例が想起される注 1)。ただ、本稿との関連

で箪者が注目するのは、伊藤の「乞食の名誉」という自伝風の小説で、ゴー

ルドマンの「伝記」を読み進める主人公が、ゴールドマンに「強く惹かれ

る」という現象が描かれている、という点である注2互その際注Hすべきは、

主人公が共感したのは、ゴールドマンの「生き方」であり、体系だった

や「理念」といったものではなかった、という点である。

したがって、とくにアナーキズムのグローバルな拡散について検討する上
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で、アナーキストたちの「生き方- る自 目する必要が

あるように思われる。また、先行研究からは、同時代に生きるアナーキスト

との書簡などを通じた国境と距離を超えたパーソナルな交流も、アナーキ

ズムの拡散という現象において重要な役割を果たしていた、ということがわ

かる注

そこで筆者は、以上のような観点から、そのテキストを通じて今日

まで、さまざまな影響を与え続けているエマ・ゴールドマンに焦点を絞り、

ら影響を受け、アナーキズムに共感するようになった、という

人物を伊藤野枝などの他に見出すた

として想定したのは、ゴールドマンが生前に比較的長期にわたっ

在したアメリカ以外の場所で、彼女から影響を受けた人物である。最終的に

は、ゴールドマンが 1923-24年に滞在し、 32年に講演旅行を行ったドイツ

に焦点を当て、 1920年代から 30年代にかけてベルリンに在住し、ゴールド

マンと交流しながらも、これまでよく知られていない人物を、アムステルダ

ムの国際社会史研究所（もしくは社会史国際研究所： Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis) れるエマ・ゴールドマ

の中にある書簡を通じてm)、見つけ出すことにした。

その結果、 1931年に刊行されたゴールドマンの自伝 (LivingMy Life. 

New York: Alfred A. Knopf, 1931) を読んで感銘を受けたということをゴー

ルドマンに伝える書簡を見出した。その書簡の著者が、エッタ・フェーデル

ンである

フェーデルンに関する研究は、マリアンネ・クレーガー (Marianne恥もger)

よって担われてきた、といってもよい。 1990年代以降、クレーガー

は、フェーデルンに関する文献や資料、そして、彼女を直接知っている人々

からの情報提供や、彼ら

明らかにしてきた。

インタビューなどを通じて、多く

そのような長年にわたる調在の結果、 、フェーデルンの生い立ち、そ
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して、
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けるフェーデルンが果たした役割など
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ら37
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までのフ

し、これまでクレーガーは、フェーデルンがベルリンでアナーキスト

やアナルコ・サンデイカリスト、そして、エマ事ゴールドマンと交流したと
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られる、という仮説を提示する。というのも、ベルリ
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まずフェーデルン

フェーデルンとゴールド

ルドマンの

という き



92 明治大学教養論集通巻547号 (2020・ 9) 

I.ェッタ・フエーデルンの生涯

1. ウィーン時代

エッタ・フェーデルンは、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれた。当

初、その名前は Mariettaであったが、後年、 Ettaと名乗るようになる。彼

女の父親は当時名声のあった内科医ヨーゼフ・ザロモン・フェーデルン

(Josef Salomon Federn, 1831-1920) であり、母親のエルネスティーネ・

フェーデルン (ErnestineFedern, 1848-1930)は、画家、そして社会活動家

として著名であった注7)。二人は、 6人の子どもにめぐまれ、この子どもたち

もまた、作家、精神科医、ジャーナリスト、社会活動家、出版社の経営者と

して、 ドイツやオーストリアで一定の名声を博した人々であったい）。彼らは

恵まれた環境の中で教育を受け、エッタも、ウィーンで設立された最初期の

女子学校に入学している注9)。

女子学校卒業後、エッタは、 1903年にウィーン大学に入学してドイツ語

学と哲学を学び始める。その間、彼女はある貴族の男性と密かに婚約をする

が、双方の両親によって強制的に解消させられる。また、この時にエッタは

子どもを産んでいるが、間もなく死去したと伝えられている。この婚約解消

をきっかけにして、エッタは両親と決裂し、 1905年、ベルリンに転居し、学

業を続けることになった］主 10)。

2.ベルリン時代

ベルリン移住後、彼女は生活のために学業を放棄し、文筆業に専念するこ

とになり、作家、文芸評論家、翻訳家として活躍する。 1907年から 1931年

まで、デンマーク語、英語、ロシア語、イディッシュ語などの詩や小説、物

語などを翻訳し、あるいは、ゲーテ、ダンテ、ゲーテの妻クリスティアーネな

どの伝記を執筆した。これら伝記や翻訳の中でも、当時、フェーデルンの名
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自伝LivingMyL加
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て、 あって

つヽ

この ンが、ゴールドマン

していきたい。き、そこ る。

＂禽ェッタ・フエーデルンとエマ・ゴールドマンとの往復書簡

L ゴールドマン文書にあるフェーデルンの書簡

ルドマンとフェーデル り、

し‘ 月から 6月ま

ぅ

れた

1932 1月20日 合フェ デルンからゴールドマ

1932 1 26 ：ゴール ンかフ ーデル

1932 5月 3日 ：フェーデルンか ゴールドマ

(4) 1932 5月23日付：フェーデルンからゴールドマ

(5) 1932年6月 8H付：フェーデルンからゴールドマ

このうち は、ゴールドマ

るが、ゴールドマンから

らフェーデルン

い。したがって、

て

きるのは、フェーデルンからゴールドマン

ということ き

る。ま こ に、ゴールドマンは、 ドイツのアナルコ療サン

デイカリストの ドイツ自由 Arbeiter Union 
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れた。

その後シュタイマーはフレシンと出会い、パートナーとなると同時に、投

獄されたアナーキストたちを救援する組織を二人で立ち上げる。これを理由

に、 1922 年に当局によって逮捕•投獄されると、二人はハンガーストライ

キを決行する。当時ロシアにいたゴールドマンらの働きかけによって釈放さ

れると、 1923年、 ドイツに送還され、翌 24年、パリに移住した後、 29年に

フレシンがベルリンで仕事を得ることができたため、 2人は同地に居を定め

るが、ヒトラーの権力掌握と同時にパリに逃れる。同地では 1940年に逮捕

され強制収容所に入れられるが、そこから脱出し、シュタイマーは、フレシ

ンとともにメキシコに逃れ、二人とも、そこで生涯を終えた注17)。

彼らとフェーデルンとが親しく交流していたことが、書簡からわかる。ま

ず、書簡 (1) を見ると、先述したように、フレシンがフェーデルンにゴー

ルドマンの自伝を貸している。またその中でフェーデルンは、フレシンも

シュタイマーも、「親しい友人である」、と記載している。しかも、 (3) の書

簡を見ると、フェーデルンの家には、フレシンとシュタイマーが同居するよ

うになっていた、ということがわかる。さらに書簡（4) を見ると、彼らは

フランスに亡命することを試みていた、ということが読み取れる。ここか

ら、フェーデルンが、 ドイツにおいて迫害からのがれようとしていた二人に

避難の場を提供していたことがわかるのである。

次に、書簡 (1)でフェーデルンは、ルドフル・ロッカー (RudolfRocker, 

1873-1958)、そしてミリー・ヴィットコップ・ロッカー (MillyWitkop-

Rocker, 1877-1955) について言及し、「傲慢な言い方であることを承知の上

で (arrogantenough)彼らのことを私は友人と呼びます」と述べるととも

に、彼らとモリー・シュタイマー、そしてセニャ・フレシンが、ゴールドマ

ンとフェーデルンとが会う機会を作るであろう、と述べている。

ここで、ルドルフ・ロッカーとミリー・ヴィットコップ・ロッカーについ

て、その経歴について概観する。ルドフルはドイツのマインツで生まれた製
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本工であり、 ったが 1890年代頃からアナーキストにな

り、イギリスで活動する中で、 1900年代からロンドンのユダヤ系移民労働

者たちによるアナーキズム運動において中心的な人物となる。その頃、帝政

ロシアから移民してきていたミリー・ヴィットコップと知り トナー

となる。第一次世界大戦終結後、二人はドイツに向かい、 1919年、 FAUD

を同地の同志たちと設立する。ヒトラーの権力掌握まで、彼らはドイツ

けるアナルコ・サンデイカリストの運動で中心的な役割を担い、ナチ政権成

立後は、フランス、そしてイギリスに逃れた後、アメリカに亡命して同地で

生涯を終える注

したがって、ルドルフ・ロッカーおよびミリー・ヴィットコップ・ロッ

カーと知り合いである、ということは、フェーデルンが、アナルコ・サン

デイカリズム運動に近い位置にいた可能性を示唆している。だが、先に引用

した記述を見ると、「友人」というほど親しくない、という フェー

デルンの中にあった、とも推測できる。とはいえ、彼らがゴールドマンと親

しいということをフェーデルンがよく知っていた、ということも書簡 (1)

から読みとれるため、ルドルフやミリーとフェーデルンは、機会があれば、

さま 間柄であった、と考えられる。

以下では、こういったアナーキストたちとの交流があったフェーデルンが、

FA国）やその女性組織であるサンデイカリスト女性同盟 (Syndikalistische

Frauenbund: SFB)などの組織と関わりがあったということを示唆する、書

けるいくつかの記述についてみていき

3．エッタ驀フェーデルンとアナルコ・サンディカリズム運動との関係に

ついて

と、フェーデルンがFAUDやSFB、そしてアナーキスト、あ

るいはアナルコ・サンデイカリストたちとどれぐらいの交流を行っていたの

か、ということについてのわずかな手掛かりがある。たとえば、書簡 (5)
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フェーデルンとアナルコ・サンデイカリズム

として、フェーデルンによる、

こ

リンの FAUDの

カリスト

れている。

きるようにするという目

たアナルコ嶽サンデ

ゴールドマンがドイツ

フェーデルンは、こ ゴールドマン

を る

Lifeを、 5ペー

こと、あるい し

れた、という

ら、フェーデルンと FAUDと

されていた、ということ

み取れる。そうだとすれば、ゴールドマンの自伝を読んだこと

フェーデルンをアナーキズムヘと向かわせた重要なきっかけであった、と

う可能性も出てくる。もちろん、ロッカーやフレシンらと

らあったと

とはい

らどのよう

られるため、これだけで全てを説明することはできない。

という のは明ら
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こで、最後にこの点について検討したい。

4. フェーデルンがゴールドマンの自伝に感銘を受けた理由について

フェーデルンは書簡 (1)で、「私はある種の革命家としてこれまで生きて

きましたが、しかし、政治的な女性というものからはかけ離れていますし、

政治的な領域での活動からも遠く離れた場所にいる存在です」と述べてい

る。さらに、ゴールドマンの自伝について、「いかなる政治的観点からも論

評することはできません」、「何らかの政党の見地からも、あるいは敵対する

見地からも、言及できません」と述べている。

つまり、フェーデルンは、「ある種の革命家」という自負があり、フレシ

ンやシュタイマー、ロッカーやミリー・ヴィットコップと交流していながら

も、自身をアナーキストと呼ばないばかりか、政治的ではない、ということ

を強調していたことがわかる。

このように、アナーキストではないフェーデルンが、アナーキストのゴー

ルドマンの自伝からどのような影響を受けたのだろうか。まずフェーデルン

はゴールドマンを、「最も近しい友人の一人のように感じた」と述べ、さら

に次のように伝えている。

「これほど深く印象に残った本はこれまで記憶にありません。気持ちが

とても高揚し、もっと活動的で充実した人生［があるということ］を

あなたの自伝から［知りました］。それと同時に、私は自分がとても

ちっぽけな存在だと感じました。とても惨めで、いなくてもどうでも

よい存在のように感じました。このような本を読ませていただきどう

感謝すればいいかわかりません」。「その強さ、勇気、誠実さ、暖かさ、

人間性、自由、女性としての深い心情といったものがあなたの本の至

る所にあります」。
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「注」

注 l) これについては、さしあたり以下を参照。中谷「フェミニズムとアナキズ

3) 

注4)

5) 

6) 

注7)

注 8)

9) 

l6 

以下を参照。山口 とアナキズム」。

Emma Goldman Papers. 

Kroger象ふEttaFedern食： Kroger.'Selbstbestimmung＄令

Berlin ins E直 nach

Ibid., 

Ibid., pp.l臼 l65.

Ibid., p.165宣

注 11) Ibid., pp.165-166.詳細な文献目録は、以下を参照。 Kroger遵 'Werkeund 

Veroffentlichungen von Etta Federn'。

注 12) Kroger. Selbstbestimmung. pp.l紐 167.

i主13) Ibid.. pp.167-169. 

i主14) Ibid., pp.169-170. 

注l5） さしあたり、以下を参照。田中ひかる「ロシア革命とロシア人アナーキスト

亡命者の思想変容」 l68-169、174-175頁。

注18) Rubner,もRocker,Rudolf; Wolf.'Witkop, Milly', 

注19) Berkman. Die Tat. 
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