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序

これまで筆者は 20世紀のイタリア詩における短詩形がもつ革新性について研究を行ってきた。
まずはピエル・パオロ・パゾリーニによる短詩形（Doi 2004）、それからそれから初期ジュゼッペ・
ウンガレッティの短詩形（土肥 2011）が、いかに「前衛」たりえるか、日本の詩の影響と共に論
じてきた。今後の研究計画において、サンドロ・ペンナ（1906-1977）の例に触れることは不可欠
である。しかしパゾリーニとウンガレッティの場合とは対照的に、ペンナについての日本語による
先行研究は存在しない。日本においてペンナの名は、須賀敦子（1929-1998）のエッセイと翻訳によっ
て知られているのみである 1。本稿では須賀の訳と解釈を通してペンナの短詩 2篇をとりあげ、今
後の短詩形研究ならびにペンナの作家研究の素地としたい。

1. 須賀訳によるペンナ短詩形

須賀の死の直後に出版された「最後のエッセイ」集、『時のかけらたち』を締めくくるのは「サ
ンドロ・ペンナのひそやかな詩と人生」2と題された散文である。そのエピグラフは、須賀訳によ
る次の二行詩である（原文は Penna 2000: 59）。

ぐっすりとねむったまま生きたい 
人生のやさしい騒音にかこまれて。

Io vivere vorrei addormentato
entro il dolce rumore della vita.

アレクサンドル格を思わせるこの短詩はペンナの代表作である。自筆原稿から 1938年の作と推
察される（Deidier 1997: 126）。
須賀訳にはヴァリアントが存在する（須賀 1998c: 207）。

ぐっすりと眠ったままで、ぼくは生きていたい
いのちの優しい騒音に包まれて。

1 この状況は、斎藤一郎によって、ペンナ生誕 100年を記念するシンポジウムの機会にイタリアで報告されている（Saitō 
2007）。
2 初出は『スパツィオ』54号（1996年 12月）であり、連載「別の目のイタリア」の実質的な最終回となっている。また
このペンナについてのエッセイには（1）と番号が振られており、結局は書かれなかった続編が予定されていた（須賀
1998c: 207）。
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このヴァリアントは、没後に編集されたムックに収められた遺稿（「ペンナ訳詩編」）のなかに認
められ、エッセイに引用された訳より後のものと考えられる。書き出しの「ぐっすりと」以外は、
先立つエッセイ中の訳と全面的に異なる。「ぐっすりとねむったまま生きていたい」とひと続きだっ
たものが、後に「ぐっすりと眠ったままで

4

、ぼくは
4 4 4

生きていたい」と、読点による切れ目が挿入さ
れる。訳稿の変更は、ペンナの修辞に特徴的な倒置法（anastrofe）、それも転置法（iperbato）3により、
«vorrei»が «vivere»と «addormentato»のあいだに挿入されて生じる断絶を再現するためであろう。ま
たこの倒置によって前に出てきた «vivere»は、«Io vivere»とあるように、むしろ «Io»とのつながりを
強めている。そこで遺稿では、一人称「ぼく」が顕在化し、「生きて」が続いて語のまとまりを形
成している。
先立つエッセイ版では、「ぐっすりとねむったまま生きていたい」とフラットな一行であったのは、

雑誌『スパツィオ』に初出の際に引用されている原文が、«Io vorrei vivere addormentato»と誤表記され、
倒置が意識されていなかったためであるかもしれない 4。
一方、«addormentato»を、「ぐっすりと」が付されるくらいの継続的な睡眠状態とするのは、須賀

独自の解釈である。たしかに倒置によって «addormentato»が «vivere»と切り離されているから、そ
こに強調を読み取れる。とはいえ須賀が、まだ倒置をあまり意識していなかったエッセイ版でも、
「ぐっすりと」との表現を採用していたのだから、倒置の有無にかかわらず、須賀によればペンナ
の «addormentato»は、「ぐっすりと

4 4 4 4 4

ねむったまま
4 4

」と訳されるべきものであった。
しかし実のところ、一行目 «Io vivere vorrei addormentato»に、それほどペンナのオリジナリティが
あるわけではない。詩人本人も意識していたように、師であるウンベルト・サーバの作品にそのま
ま認められる表現である（Tassoni 2004: 56）。1920年刊行の詩集 Serena disperazioneに収められた、
1913年から 1915年にかけて書かれた Dopo la giovinezzaの 23～26行目を、サーバの訳者である須賀
の言葉で読んでみよう（須賀 1998b: 79）。続けて原文も引用する（Saba 1988: 149）。

詩集『しずかな失望』より
「青春が去って」

無知のまま恍惚に捉われる幼児は、
思春期をむかえて仰向けに寝る。

なんのためかもわからずに、憔悴して目ざめ、
眠りつづけていきたいと、希う。

Ignaro nell’incanto entra il bambino,
che giunto a pubertà dorme supino.

Là si desta, e non sa di che, fiaccato,
e vivere vorrebbe addormentato;

3 Mongiat（2005: 245）がいくつか例を挙げている。
4 ただ本文の解説には vivere-vorreiと、倒置の語順で記されていることから、やはり倒置はふまえられていたとも考えら
れる。
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ペンナはあきらかにサーバから引用しているが、コンテクストは異なる。問題の語彙について、
サーバの二行詩の後半の句末の «addormentato»は、前半の同じく句末 «fiaccato»との対応関係にある。
このあまり使われることのない形容詞 «fiaccato»「消耗した、脱力した」は、«addormentato»とは対
照的にネガティブな意味合いをもつ。あらためてペンナの詩では、«addormentato»は、二項対立に
おかれることもなく独立しており、強い存在感を放つ。須賀によって、サーバの場合では「眠りつ
づけて」5ととらえられていた «addormentato»は、ペンナにおいては強調され、「ぐっすりとねむっ
たまま」それから「ぐっすりと眠ったままで」と訳されるのだった。こうした間テクスト性を念頭
に、1992年から 1996年にかけてサーバ、次いでペンナにむかった須賀は、それぞれを訳し分けて
いたはずである。
先に挙げたサーバの詩は 11音節句の二行詩が連なってできている。ペンナの詩も 11音節句の二

行詩であったので、形式上の共通点がある。一方、須賀によれば、ペンナの場合は、2行しかない
ため 11音節句の長さが際立って感じられ、ペンナのような 20世紀版叙情詩とは対極の、むしろ叙
事詩に用いられた 11音節句の起源をあらためて想起させる、という（須賀 198: 204）。このパラド
クスはサーバの作品全体を見渡したときにも看取され、師譲りの側面でもあろう。
さらに、ペンナの二行詩には、音韻に敏感な須賀らしいコメントが付されている（須賀 1998a: 

204）。作品の後半部分にも目をむけていこう。

母音こそぜんぶそろっているけれど、本来は十六あるはずのイタリア語の子音が、ここではそ
の半分の八個だけ、それも vivere-vorrei, addormentato, dolce, vitaというふうに vi, vo, dor, dolという
音をうまく組みあわせて、まるで至高をたえず内面にむけて巻きこむ波のうねりにも似たゆる
やかな効果を生みだしていて、こう書きながら、もしかしたらナマケモノのように宙ぶらりん
に枝からぶらさがっているのではないかと思いたくなるくらい、最初から最後まで、自分は一
ミリの距離さえ動こうとしない（下線原文）。

音への豊かな感受性によって、想像がふくらみアレゴリーが続く須賀らしい一節である 6。須賀
が指摘する、限られた子音の反復について付け加えるならば、それは単調であたかも民謡のような
繰り返しであるため、作品に直線的な時間性（音＝時間）を与えている。その上に、vivere / addor-

mentatoと dolce / rumoreといったオクシモロンによる意味上の矛盾が映える。
このいわゆる撞着語法の二例目「優しい騒音」（遺稿版）は、若きアッティリオ・ベルトルッチの

作品にもあらわれており、ペンナの例に先んじている（Tassoni 2004: 55）。「ふたたびおまえの穏や
かな騒音が／暗く無音の日々の後、再生する」（«Ancora vita il tuo dolce rumore / dopo giorni bui e muti 

riprende», Convalescente, in Fuochi in novembre, 1934, Bertolucci 1997:71）との一節において、«dolce rumo-

re»は、«giorni bui e muti»と対となる表現である。ペンナの詩では、«dolce rumore»は単独で広がり
のあるイメージである。
チェーザレ・ガルボリの主張する、20世紀イタリア詩にとって「偉大で優勢なモンターレの否
定性の手法 formula di negatività」（Garboli 1989b: IV）の対極に位置するペンナらしさは、ここで間テ

5 やはり睡眠の継続状態をあらわしていて、addormentatoが本来含意する「眠り込んだ」動作はあまり意識されていない。
6 エッセイのこの部分を伊訳して自らの報告に引用した斎藤は、イタリアや他国のペンナ研究者に対しても誇れる須賀の
感性をアピールする（Saitō 2007: 54-55）。
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クスト性を検討した «addormentato»と «dolce rumore»の屹立するイメージに顕著である。つまりそ
れはサーバやベルトルッチのように対比の効果（negatività、すなわち「裏返し」や相対性）に依る
わけではなく、絶対性の論理にもとづいている、ということだ。一方、vivere / addormentatoと dolce 

/ rumore の 2つのオクシモロンによって意味の停滞が生じつつも、須賀が指摘した音のスムースな
流れがある。どこかエズラ・パウンドが唱えたハイク論、すなわち重置法（スーパーポジション）
に通じている。要は矛盾であって矛盾でないのが、ペンナのオクシモロンであり、それがガルボリ
のペンナ論でも強調されていた、20世紀イタリア詩に稀有な点である。
ペンナの二行詩は、須賀のエッセイの冒頭に引用されているものの、incipitというよりも、実際
のところ、1939年にフィレンツェの Parenti社から出た処女詩集『詩篇』Poesie （1927-1938）では
explicitであった。いかにも incipit的なこの二行詩は、1957年の増補版では、転じて巻頭を飾る。
おわりであってはじまりであるこの作品にペンナは尽き、今では代表作とみなされている。須賀の
遺稿では、ペンナの処女詩集同様、やはり全 7篇の最後におかれている 7。

2. 須賀訳によるもうひとつのペンナ「短詩形」

エッセイで言及している 3篇のうちの 2つ目、第一詩集の巻頭を飾る「人生は……」ではじまる
作品の舞台は、ヴェネツィアなどがあるアドリア海側というよりも「明るいトスカーナの海岸であっ
てほしい」（須賀 1998a: 213）と須賀は想像する。実際には、詩人が 22歳の夏に、アンコーナの南
の庶民的な避暑地ポルト・サン・ジョルジョにおいて書かれている（Deidier 1997: 62-63）。母親と
共に、青年期に毎年夏を過ごした思い出の地である（Pecora 2006: 23）。冒頭の 2行目途中まで紹介
したい。
まずはエッセイに引用されていた翻訳である（須賀 1998a: 212）。

人生は……夜明けの列車のなかの／かなしい目覚め

次に遺稿版である（須賀 1998c: 202）。前例同様、エッセイ版よりも後の版と考えられる。続け
て原文も紹介する（Penna 2000: 3）。

人生は……夜明けの列車の中の哀しい／目覚めを思い出すこと

La vita... è ricordarsi di un risveglio / triste in un treno all’alba: [...]

詩人の「マニフェスト」として、先の二行詩と共によく知られた二連の五行詩であり、1939年
の処女作の冒頭におかれる。手稿から «Italia letteraria»（1932年 11月 20日号）の初出時 8までは「感

7 エッセイに明記されているとおり、須賀は、ペンナの伝記的事実についてピエル・ヴィンチェンツォ・メンガルドのア
ンソロジー『20世紀イタリア詩人たち』を参考にしている。ペンナの伝記作家として、エリオ・ペコラがもっとも有名
である（Pecora 2006）。また遺稿に訳された 7篇も、メンガルドのアンソロジーに収められたものからとられている（Men-
galdo 1978: 738-741）。
8 このときペンナを読んだモンターレは、翌 1933年に一連の mottetti（自身の「短詩」）を書きはじめているのは示唆的
である（Garboli 1988: 7）。
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覚」Sensazioneとのタイトルが付されていた（Deidier 1997: 63）。雑誌にペンナを推薦したサーバは、
作者本人に宛てた 1929年 12月 5日付書簡で「甘美な」詩として特に評価している（Saba 1997: 3）。
須賀のエッセイでは、語感（肉体感覚としての «rotto»、«malinconia»と「日本語」としてのメラ
ンコリーの響きの違和感）と「色感」（«azzurro»を、日本語の「青」ではなく「ブルマリン」とする
こと）についてのコメントが印象深い。
ヴァリアントを比較すると、«ricordarsi»にあたる「思い出すこと」が、エッセイ版になく、遺稿
に加えられているのは、欠落を補うためだったであろう。しかし、エッセイ版で思い切って «ricor-

darsi»を訳さず、「人生は」「かなしい目覚め」と体言止めすることで、ほぼ名詞（動詞の原型を名詞
として扱う例を含めて）からなる原文と同じ質感を再現している。しかし第二連の一行目にも «ri-

cordarsi»とあり、第一連との対応性が見られ、動詞の反復を無視できないため、遺稿では「目覚め
を思い出すこと」と、動詞を訳出している。
引用の 2行目は、7音節の前半部（本稿ではここまで引用）と、コロンをはさんで、5音節の後

半部とに分けられており、アンジャンブマンを伴い 3行目へと続く。3行目も 7音節と 5音節のあ
いだにもコロンがおかれ、ふたたびアンジャンブマンにより次の行に続いていく。第二連の 2行目
と 3行目も同様である。つまり実際の句切れと意味上の区切れとが一致せず、全体としては流れる
ような印象の詩である。
おそらく形式上かつ意味上の構造のずれから、この詩の後半を構成する第二連の冒頭 2行にまた

がる «improvvisa / liberazione»の訳について、須賀は、それが詩の核であるにもかかわらず、迷いを
みせる。とはいえ、エッセイに記されているとおり、須賀にとって、意味の不確かさは、本質的な
詩の特性として、肯定的に受け容れるべきものである。
問題のシンタグマは、エッセイ版では「不意の解放」、エッセイ本文中の解説では「不意の、思っ

てもみなかった解放」となる。まずはエッセイから引用する。

だが、不意の解放を思い出すのは、／なによりもいとしい。

Ma ricordarsi la liberazione / improvvisa è più dolce: [...]

遺稿では、「だが、もっと甘いのは不意に訪れた、あの／解放の記憶。」と、アンジャンブマンが
再現された、より原文の構造に近い訳となっている。
第二連の一行目 «Ma ricordarsi la liberazione»は、典型的な 11音節句となっているが、須賀の解説
にあるように、通常の用法 ricordarsi diの前置詞 diを省いた結果である。とはいえこれはペンナが
影響を受けていたエルメティズモの詩人たちにはよくみられた前置詞や冠詞の省略ととれる（Mon-

giat 2005: 241）。また一般的にも、前置詞がなくても破格とまでは言えない。ただ、ここで特徴的
なのは、前置詞の省略でもってあえて 11音節句にこだわるペンナのリリズムであり、定型の意識
である。
イタリアのポップ・アートを代表するアーティスト、マリオ・スキファーノが撮った 1969年の

ドキュメンタリー『人であって人でなく』Umano non umanoにおけるペンナの印象的なひとこと、「短
い詩の方が完結していて、長い詩ほど断片でできている」を思い出すならば、この「人生は……」
ではじまる詩は、構造上の句切れと意味の句切れのずれによって、断片的な詩と言えよう。よって
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基本的に11音節句の五行詩2連からなる詩であっても、各連のはじまりを取り出すことによって「短
詩形」のように本稿では扱った。

3.　須賀にとってのペンナ

須賀の想像するペンナは「ナマケモノ」で、故郷のペルージアを離れたくてしかたがなく、仕事
が長続きしない。おそらく実際にペンナは不適応者であって、なにをやっても続かず逃げ出したく
なるという気質であったろう。実際、50を過ぎてからの 20年弱の余生は、アマチュアに毛が生え
た程度に絵画商を営みながら、滅多に家を出ることもなく、持病と薬品に異常なこだわりをみせ、
ほとんど作品を書かずに生きた。しかし訪ねてくる人があれば饒舌に相手をした 9。
ペンナの最初期の一篇にして代表作となった上掲の詩「人生は……」の描写には、絵画的センス

が反映している。自身は絵筆を操らないが、ジョルジョ・デ・キリコやマリオ・マファーイ、レナー
ト・グットゥーゾといった 20世紀を代表する多くの画家を友人にもった。文学的成功や名声にあ
まり関心がないペンナは、物書きとしては生活できずにギャラリストを生業としたが、友人から提
供してもらう作品を必要に応じて売っていたというだけである。それでも、家の外に一歩も出なく
なってしまった晩年、多くの絵画や薬、本の山でカオスと化したローマのアパートで、ベッドに横
になりつつ朗らかにインタビューに答える姿は、いわゆる悲惨からは遠い。常に詩人仲間から愛さ
れる、「恵まれた」人物であったからだ。ペンナを、サーバは弟子として指導し、エウジェニオ・
モンターレは弟分として扱い、そしてパゾリーニはどこか頼りない兄として慕った。1930年代か
らルチャーノ・アンチェスキやオレステ・マクリー、ジャコモ・デベネデッティといった一流の評
論家から言及されたが 10、大きな文学的成功は得ずに終わり、晩年は隠棲者として「カルト的」な
人気を誇っていた。
在ローマ文人サークルでの仲間であるエンツォ・シチリアーノ、ダリオ・ベッレッツァさらには

パゾリーニ、そしてニーコ・ナルディーニらは、どちらかというとランボー的な「呪われた」詩人
像をペンナに重ねた。時代遅れのボヘミアンかつ少年愛の詩人、こうしたイメージは詩人自身が欲
したものかもしれない。1940年代に週刊誌 «Il mondo»などに発表されていた散文は、一人称でつ
づられ、戦中戦後の時代であっても気儘で放埓な日常が描かれている。パゾリーニは、反戦ではな
く「嫌戦」とも言える態度に、この上ない反ファシズム性を見る（Pasolini 1999: 424-425）。一連の「詩
的散文」、もしくは単に（日本的な意味合いの）エッセイとも呼べそうな文章は 1973年に『微熱』
Un po’ di febbreとのタイトルの元にまとめられた 11。
出版作品が少なく、それも限定的なかたちがほとんどであり、生前の一般の評価が高かったとは

言えないペンナであるが、彼を囲む文人の名は豊富である。よって、むしろ玄人受けのする詩人だっ
たと言える。そんなペンナを須賀が扱うようになったのはどのような経緯によるのか。
晩年の須賀が、ウンベルト・サーバの翻訳作業（没後、須賀 1998bにまとめられた）をすすめて

9 先に挙げたドキュメンタリー『人であって人でなく』では、ペンナは自宅で取材を受ける。
10 錚々たる批評家のコメントをナルディーニがまとめている（Penna 1999: 24-29）。
11 「夜の散歩」Passeggiata notturnaと「ローマのリド」Lido di Romaが拙訳で読める（ペンナ 2010）。ペンナの詩だけでなく、
「詩的散文」にも批評の関心がはらわれるべきである。数少ないペンナの散文研究のひとつとして Guarnieri 2007が挙げら
れる。
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いたのは、そこからペンナへと向かっていくためだったと考えられる。こうした段階を踏む姿勢に
須賀の文学者としてのモラルがよくあらわれている。有名なエピソードだが、ペンナの草稿を読ん
で 1938年の第一詩集の出版へと後押ししたのがサーバであった。その「師弟関係」を、サーバか
らペンナへと順に読んでいくプロセスにおいて、特にそう記してはいないが、須賀は意識していた
はずである。
しかしこの手順には三十年前に亡くなった、須賀の夫の言葉が影響していた。サーバへのこだわ

りは、亡き夫との読書がきっかけである（須賀 1995:14）。一方、その夫は、ペンナは「いい詩人」
とすすめつつも『詩集』をもちあわせず、彼女はそれを夫の死後に入手した 12。そして短期間に旺
盛な文筆活動を成した須賀にとって、ペンナは、サーバの先の到達点として位置付けられつつも書
き尽くせなかった詩人となる。
須賀にとって、ペンナへの導き手となったのは夫だけではなかった。ペンナに関しては、「ふし

ぎなことに、夫の死後、知的な意味からいって、私がもっとも近づいた友人のふたりが、ペンナの
礼賛者だった」（須賀 1998a: 218）とある。そのひとりがガルボリである。須賀とは、追悼文を寄せ
るほどの仲 13であったガルボリは、彼女と知り合う以前、1970年代からペンナ作品の出版に努め、
1984年出版の Penna papersにまとめられる数々の論考を執筆するなど、長期間に渡って変わらぬ支
援をペンナに寄せた。ガルボリという友人を介して、須賀もまた、ペンナを囲む文学サークルの中
にいた。

結　須賀以前のペンナ短詩形の翻訳

須賀以前に、ペンナが訳された例として、米川良夫訳の一篇があるので、本稿の締めくくりとし
てとりあげておきたい。「世界のライト・ヴァース」と題されたシリーズの地中海諸国篇に、次の
詩が収められている（藤井ほか編訳 1982：50）。米川の翻訳に続けて原文を引用する（Penna 2000: 

212）

星がぼくを見守っていた、猫のように
ときどき薄目を開けながら。

Le stelle mi guardavano se a tratti
socchiudevano gli occhi come fanno i gatti.

1956年に詩集『風変りな生の歓び』Una strana gioia di vivere （1949-1956）として発表された 30の
短い詩篇の 6番目である。この小詩集は、1957年版『詩集』の作者による「あとがき」Notaで「か

12 遺稿の註では、須賀の手許には「七六年発行の第 3刷」があったとされる（須賀 1998c: 207）。東京大学南欧語南欧文
学研究室に寄贈された須賀の蔵書には 1957年の初版本がある。ただ先にもふれたとおり、メンガルドのアンソロジーを
もとに翻訳は進められたはずである。
13 ガルボリの追悼文「須賀敦子」（須賀 1998: 16-19）では、須賀が伊語に訳した谷崎潤一郎の『武州公秘話』における「ギ
ンズブルグ的な味わい」が指摘されており、ナタリア・ギンズブルグの訳者でもあった須賀における「ブーメラン効果」
を暗示している。アミトラーノ（2010: 48）も参照。
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たまり blocco」（Penna 2000: 222）と呼ばれ、再録においても一切手が加えられなかったように、全
体としてひとつのまとまりをもつ作品である。よって短詩形でもあり、先のペンナの言葉をかりれ
ば、「長い詩ほど断片でできている」一例でもある。
イタリア文学において、引用の叢書の全体テーマである「ライト・ヴァース」の認知度は低い。

英文学では、ユーモアがあって、「軽い」ものを指す。ゆえに形式は短めであり、平易な口調で、
総じて「詩」であるようにふるまわないものである。イタリア詩一般における軽妙さとはなにか今
後追求されるべきテーマであるが、短さと断片性でもってペンナ詩には「ライト・ヴァース」の資
格があろう。
同訳詩集には、ペンナの他に、サーバ、ランドルフィ（詩人として！）、ゴヴォーニ、ジューディ

チ、モンターレ、パゾリーニ、フォルゴレ、フォルティーニといったイタリアの詩人が米川によっ
て訳出されている。ささやかな本であるにも関わらず、米川の選択は、個々の名前の重要性とそれ
らが作る文脈の意味によって、短詩形を研究する筆者の道しるべとなっている。
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