
ニルマル・ヴァルマーとプラハ （はじめに） 

 

 

 

ある作家とある都市が深く結びついているという例は、ジョイスとダブリンの

例を始めとして数知れない。そのような作家の作品を読むとき、そのかたわら

でその都市の固有名詞を地図で確認していくのは、読書の醍醐味の一つである。

すくなくともぼくにとってはそうで、そういう意味でぼくは地図マニアである。

作者自身は、要らぬ詮索をと、不本意であるかもしれないが、作品は作者の手

を離れれば、読者の自由な読みに委ねられるもの、仕方がない。 

 

現代インドのヒンディー語作家、ニルマル・ヴァルマー（निर्मल वर्मम，Nirmal V

arma/ Nirmal Verma）はプラハと縁が深い。彼は三十代から四十代まで、プラ

ハを中心としてヨーロッパに滞在していた。彼の作品の多くがプラハを背景と

している。その代表が、彼の最初の長編小説、 「プラハの日々（仮題）」(वे दिि,

 Ve Din)である。 

 

この小説はひと言でいえば、インド人留学生（綽名インディー）とオーストリ

ア人女性（ライナ）との恋愛物語である。その恋愛の発端は、アルバイトの通

訳兼ガイドとウィーンからの旅行者という、仕事の関係での出会いだった。そ

こで実際、とりあえずは仕事として、インディーはライナを案内するのである、

1960 年代初期のプラハを。これは地図マニアとしては堪えられない状況である。
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しかしながら、この詮索はまだぼくを満足させていない。満足していたら、プ

ログで情報を求めることもなかっただろう。 

 

困難の一つは、それはやはり要らぬ詮索、という根本からやって来る。作者は

べつに旅行ガイドを書いているわけではないのであって、この種の情報に作者

が不親切だからといって、作者を責める謂われはない。もう一つの困難は、も

う半世紀近く前の作品になろうとしている、ということである。四半世紀もす

れば都市はガラッと変わるのだから、消えた地名も、なくなった建物も、数多

くあって当然だろう。それに 1960 年代初期のプラハは、東西冷戦下の共産主義

圏内にあった。もちろん、国もチェコではなく、チェコ・スロバキアであった。

現在はビロード革命を経た後である。だから、体制の変化によって、消えた地

名、建物もあったにちがいない。しかし、逆に言えば、インド人の作家の作品

によって、過去のプラハを復元するという、これは貴重な作業であるのかもし

れない、体制云々の話は別として。  

 

しかしながら、最大の困難は、言葉の困難である。原典はヒンディー語。そし

て英訳本の英語。地図のチェコ語（今は英語の地図も手に入れているが）。この

三つを照合する作業をしなくてはならない。例えば、ライナの宿泊していたホ

テル名は、ヒンディー語によると योरुपम、英訳本では Europa。そうか、ホテル・

ヨーロッパか。チェコ語の地図ではヴァーツラフ広場に Evropa というホテル

がある。ほぼ、これにちがいない。Europa が Evropa に等しい確率は、そうで

ない確率より、はるかに、はるかに高い。後ほんのちょっとした傍証があれば

完全だ。というところで、愕然たる事実にぶつかる。原典及び英訳本では、こ

のホテルが面する広場の名は、Wenceslas Square なのだ。おいおい、ヴァーツ

ラフがなぜ、Wenceslas になるのだ。（だれか教えてくれ！）だが、この傍証に

ついては未確定のまま、とにかく確率的に言って、ライナの泊まったホテルは E

vropa であろう―という、このような作業、それも完全な満足をもたらさない作

業を、敢行しなくてはならないのだ。 

 

さあ、ともかくもインディーとライナの、わずか三日間に終わったプラハ巡り

を、追体験しよう。ただ、煩瑣を避けるために、確率的に高い推定は、確定と

して記述していくことを了承願いたい。 

  

 [資料]  



*原典 'वे दिि' （第二版 1966） 

*英訳本 ‘Days of Longing’ Translated by Krishna Baldev Vaid(1972) Hind 

Pocket Books  

*チェコ語のプラハ地図 ウェブ・サイト ‘City map of Prague’ 

２，３年前までは、ＰＤＦファイルでプラハの city map が見られるサイトがあ

ったが、今はいくら探しても見あたらない。本当に残念。 

*英語の地図は、’LONELY PLANET CITY MAP – Prague’   

 

ニルマル・ヴァルマーとプラハ (一日目 12/21 土曜日) 

○ 「ホテル・エヴロパ」 

午前。インディーは「ホテル・エヴロパ」へライナに会いに行く。このホテル

はアール・ヌーヴォー式建築の傑作で、プラハでも老舗のホテル。映画「ミッ

ション・インポッシブル」の撮影地の一つにもなった。今、ライナと息子のミ

ーターはレストランにいる。薄暗いホールの右側に丸い部屋があり、その部屋酔

えば土 めりこむ土 寒い土 

に小さな舞台があり、その上にピアノが置いてあった。そのむこうにも椅子や

テーブルがあった。 

舞台の後方に着くと、ぼくは急に足を止めた。テーブルからすこし離れた窓の

そばに、一人の少年が立っていた。彼は霧で曇った長い窓ガラスに、指で曲が

りくねった線を描いていた。ぼくに気づくと、彼のガラス上の指の動きが急に

止まった。一瞬おびえたように、ぼくを見つめていた。そして彼はぼくから目

をそらさず、もう一方の手で、椅子に坐った若い女の肩に触れた。彼女はびっ

くりした様子だった。背後を振り返り、ぼくを見ると立ち上がった。ぼくは素

早く手袋を取り、手を前にさし出した。「旅行案内所から来たものですが」(p3

7～38) 

 

世界遺産に登録されている、現在のプラハでは想像できないことだが、この作

品中の旅行案内所の所長が、「冬にプラハに来る旅行者なんて、常識を疑うよ」

みたいな発言をしているように、時代がまったく違う。このレストランの描写

にも、閑散とした様子が窺える。 

 

○ 「Magic Lantern Theater」  

買い物のために外に出る。外は快晴。ヴァーツラフ広場を途中から曲がり、ヴ

ルタヴァ河へと続くナーロドニー通りに出る。ライナがナーロドニー通りの店

で買い物をしている間、インディーとミーターがその前で待っていた建物。イ
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ンディーの説明によれば、この劇場では芝居と映画を交互に行われる、つまり、

ある場面を今まで舞台の劇で見ていたかとおもうと、急に映画に変わり、残り

の場面は映画で見るということになる。今でもあるのだろうか？ 

 

○ 「カフェ・スラヴィア」 

買い物が終わってから、ナーロドニー通りを進み、インディーはヴルタヴァ河

沿いの「カフェ・スラヴィア」に二人を案内する。窓からの眺望がすばらしい、

有名なカフェ。ナーロドニー通りをはさんで、むかいは「国民劇場」。インデ

ィーは、このカフェが第一次大戦以前「リルケ・ランデブー（リルケに会える

場所？）」と呼ばれていた、と説明する。多くの若い娘たちが当時このカフェ

を訪れたが、今でも午後になると多くのおばあさんたちでここは賑わう。当時

の若い娘も今ではおばあさんになったのだと。さらに、ここでリルケはいくつ

かの詩も書いた、とインディーは言う。しかし別の情報に寄れば、リルケが通

っていたのは「国民カフェ」であった。（ガリマール版「プラハ・チェコ」同

朋舎出版）。どちらが正しいのだろう？もしインディーの言うとおりなら、そ

れはそれでよし。そうでなくても、わが山田風太郎流の「創造的改変」とおな

じだと思えばよい。なぜ「創造的」かと言えば、このカフェは、この作品のラ

ストの場面、ライナがプラハを発った直後、今度は一人でインディーが立ち寄

る場所であり、この作品での大事なスポットである。さらにこの作品の題辞は

リルケの『形象詩集』「嘆き」から取られており、さらには（あまりに安易な

解釈で、自分でも気恥ずかしいが）リルケは、ライナ・マリア・リルケなので

ある。どうしてもこのカフェとリルケとライナを結びつけなくてはならない、

創造的要請が作者にあったのだろう。 

 

午前の部はここまで。ミーターの希望で午後遅くにスケートリンクに行くこと

に決まる。 

 

○「カール・マルクス通り」 

もう夕方に近い時刻。ホテルの部屋で再会した後、ヴァーツラフ広場から路面

電車に乗る。この作品ではもちろん地下鉄への言及はない。1960年代初頭には

まだ地下鉄は開設されていない。なお、ミーターはたまたまホテルの隣の部屋

の家族と行動を共にしているため、インディーとライナと二人だけ。場所に関

する情報は、路面電車を堤防沿い通りで降りた、そこからスケートリンクまで

はすぐで、歩いていける距離だった、「国民劇場」の前を通っていった、とあ

るだけ。そして、「カール・マルクス通り」の終わり、橋の始まるところで、

路面電車を降りたように読み取れる。「カール・マルクス通り」、現在この地



名は地図上にない。東西冷戦時代、「東側」に数多くあった同名の通りの一つ。

ミラン・クンデラの「存在の耐えられない軽さ」に、「プラハの春」直後の侵

攻により地名がすっかり変わったある温泉町の話があるが、それ以前からすで

にチェコ・スロバキアにはロシアにちなんだ地名が多くあったのだろう。この

作品ではそれ以外、インディーの友達、フランツの住んでいる Vinohrady 地区

に、「チェーホフ公園」が出てくる。要するに「カール・マルクス通り」が現

在のどの通りか、特定できないのだ。可能性として、「カール・マルクス通り」

とは、午前中に通った「ナーロドニー通り」のことかもしれない、路面電車の

路線、橋、「国民劇場」のことを考え合わせれば。とすると、橋は「レギー橋」

ということになるだろう。 

 

○スケートリンク 

しばらく歩いて、木の橋を渡って島に入ると、そこにスケートリンクがある、

という設定。この「河中島」の名前は、翌日対岸の高台からインディーがその

島を指さす際、地の文で कॉिे 島と言及される。しかしこの名前は英訳本では英

語化されていない。koande とか発音するらしいこの島は、不明である。この名

前もロシア由来の単語かもしれない。位置関係から言えば、Slovanský 島としか

考えられない。しかし、翌々日、プラハでの最後の夜をこの Slovanský 島のレ

ストラン「Mánes」で過ごすのだが、この島のスケートリンクに一昨日行った、

という話がまったく出てこないのは不思議だ。あるいは地図にも載らないぐら

い小さな島なのかもしれない。読んでいてもあまり大きな島という感じではな

い。以上、とにかくはっきりとしない。しかし改めて言うまでもなく、作者は

旅行ガイドを書いているのではない。創造されているのは、作者の内なるプラ

ハなのだろう。さて、そのスケートリンクは観覧席を備えていて、バンドが演

奏している。元々はスタジアムのような感じ。かなりの混雑で、インディーは

ライナのためにスケートを借りてやることができなかった。ライナは、スケー

トリンクを後にして河を見に行こうと提案するが、途中で行き止まりになる。

もう閉場の時間が迫っている。 

  

拡声器の声が止んだ。ぼくたちは観覧席の下に位置していた。わずかの間、深

い静寂が周囲にたちこめた。しかし直に拡声器から物憂げなバンド音楽がもれ

てきた…ワルツだった。その音楽が空中をただよい、ぼくたちのところまで忍

び寄ってきた。 

 ぼくは彼女の方を見た。彼女は膝に手をあてて無言で坐っていた。 

「シャル ウイ ダンス？」ぼくは言った。 



 彼女はぼくの方に目を上げた。 

「雪の上で？」 

「滑ることはありません。ぼくがしっかりとつかんでいますから」 

「本当よ！」ぼくたちは立ち上がった。 

 バンド音楽はとてもかすかで、そよ吹く風にかき消され、時々聞こえなくな

った。しかしべつにたいした違いはなかった。(p82) 

 

 

その後、路面電車に乗って、ヴァーツラフ広場に戻る。正面に「国立博物館」

が見えていた。ホテルの前で別れる。 

 

ニルマル・ヴァルマーとプラハ (二日目 12/22 日曜日) 

○「ポーランド文化センター」 

お昼時。雨の上がった空。ホテルに向かうと、ライナは近くの「ポーランド文

化センター」( the Polish Cultural Centre) の前で待っていた。今でもこの

建物があるのか分からないが、時代背景を示す例の一つ。ショーウィンドウの

中に、当時ポーランド統一労働者党第一書記、ゴムルカの大きな写真が貼って

あった。色彩豊かなスカートをはいた、ポーランド人形がまわりを取り囲んで

いた。 

 

○電車の路線 

路面電車に乗る。途中から電車が登っていく。窓の外にレトナーの丘が見える。

坂になった線路のまわりにしだれ柳の影が落ちている。都市は背後に下ってい

く。 
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丘の突端で電車は止まった。そこが終点だった。ぼくたちは電車を降りた。小

さな広場があった…丘の上に掌が開いているように。すこし離れたところに修

道院があり、「ホーリー・トゥリニティー」の教会と隣り合っていた。店が数

軒、一軒のパブとドラッグストアがあった。まるで見捨てられた町のようだっ

た…都会の上で。ミーターはじっとしておれなかった。電車を降りるとすぐに

彼はぼくたちのそばを離れて、修道院に続く道を下っていった。(p110～111) 

 

その突端で電車が止まる、というこの丘は、レトナーではなく、ペトシーンで

ある。それもケーブル鉄道は使わず、路面電車でここまでたどりつくというの

は、レトナーの丘を右前方に見ながら北上し、プラハ城の北側を迂回して、フ

ラチャヌイ、さらにペトシーンに達する路線でなくてはならない。 

 

○目的地についての疑問 

インディーはライナに告げる、プラハ城の近くの 

 

सेन्ट लॉरेन्तो (St. Laurento’s)に行くと。ライナが以前のプラハ訪問で、夫と

ともに訪れた教会。ぼくはこれをずっとロレッタ教会だと思っていた。路面電

車の 22番線は、ストラホフ修道院の近くの広場が終点で、この修道院からロレ

ッタ教会まではすぐ近くだ。完全ではないが、この方がかなり辻褄が合う。し

かしながら、St Lawrence という教会が、ペトシーン展望台近くにあるのをぼく

は見落としていた。チェコ語で Kostel sv. Vavřince(聖ヴァヴジネッツ教会)。

たしかに、ロレッタの前に Stを付けるのはおかしい。とはいえ、そうなると実

際、かなり辻褄が合わなくなる。作者の勘違いで、実際はロレッタ教会だった
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と言いたいところだが、作者に聞いてみなくてはなんとも言えない。はっきり

と該当する固有名詞が出ている以上、目的地は聖ヴァヴジネッツ教会であった

ということで、とりあえず話を続けていく。 

     

○修道院 

この修道院の名前は言及されていないし、位置も正確には不明。ただ、ここか

らプラハ城を望むと、間に聖ヴァヴジネッツ教会がある、という配置なので、

聖ヴァヴジネッツ教会より南でなくてはならない。隣り合っているという、「ホ

ーリー・トゥリンティー」の教会(英訳本では、The Holy Trinity Church)につ

いても不明。資料によれば、このあたりの教会関係の建造物は、「ペトシーン

の聖ミラクーシュ教会」であるが、Holy Trinity との関係は分からない。彼ら

は修道院の階段に坐って、軽食を取る。 

 

○斜面 

修道院の裏手にある平地を歩く。すでに夕方になろうとしていた。遠くのレト

ナーの丘に積もった雪が紫色に変わっていた。平地の端の、傾斜の近くで、ミ

ーターは石を積み上げ、石の山ができると、足で蹴って下に転がしていた。ち

ょっと危険な感じ。しかし、この行為も、ニルマル・ヴァルマーの作品に出て

くる、孤独な子供のイメージ化の一例であろう。ミーターの両親、つまりライ

ナとその夫は、別居中。ミーターは両親の間を行ったり来たりしている、とい

う境遇である。インディーとライナはミーターをそこに残し、平地の端にやっ

て来る。そこから下を見下ろすと、 

都市全体が十二月の静寂な光に包まれていた。陽光に輝く、高低さまざまな家

の屋根、橋、針のように細く見える教会の尖塔、そして静止したような都市の

喧噪、喧噪はある高みまでたどりつくと、感覚を刺激しなくなる…ぼくたちは

無言で立っていた。ひと言でもしゃべると、風と陽光と教会の尖塔が周囲に織

りなす魔法が、解けてしまいそうな気がした。言葉にならない魅力…(p118) 

 

 

○パブ 

修道院からすこし下ったところにあった古い建物。実際はパブというより旅館

で、チェコ語では「Hostiness」という、と地の文にある。クリスマスが近いた

めか、ここは大変な人込み。カウンターの前に立つ。インディーはウォッカを

飲み、ライナの残した二杯目のビールまで、彼女が止めるのも聞かずに飲んで

しまう。しかし、実に酒の名前がよく出てくる小説だ。ビールは別にしても、



その他にもスリヴォヴィッツ、シェリー酒、コニャック、ウォッカ、トケイ。

それはともかく、彼らはパブの外に出る。暑すぎる中から出てきて、大気が快

かった。まわりに樹木の香りがこもっていた。道のまわりに闇が広がろうとし

ていた。 

 

○聖ヴァヴジネッツ教会 (聖ローレンス教会) 

パブの左手の方に下っていくと、すぐに聖ヴァヴジネッツ教会が現れた。別名、

聖ローレンス教会。この両者が同一だと分かるまでに、ぼくにはかなりの時間

がかかった。聖ミラクーシュ教会と聖ニコラス教会とが同一であると分かった

時とおなじように。ライナとミーターだけ中に入る。インディーは外で待って

いた。彼らが外に出てきたとき、暗闇の中、ミーターは泣いていた。なにかラ

イナが話したのだろう。しかし、この小説を読むたびに、不可解である、なぜ

ミーターは泣いたのだろう？なにをライナはミーターに話したのだろう？彼ら

は聖ヴァヴジネッツ教会の影の下、呆然と立ちつくしていた。プラハ城の上に

月が出ていた。 

その時急に緊張が解れた。最初は、ゆっくりとためらいながら、次には絶え間

なく次々に、聖ヴァヴジネッツ教会の鐘が鳴り響いた。おなじ調子で、たがい

に響き合いながら、まるで人が暗い小道を登っていくみたいに。空に向けて…

ミーターは目を輝かせ、その目には微笑の表情が現れた。ぼくは彼を抱き上げ

て、塔の中央の凹んだ鐘楼を示した。綱を中心に鐘が車輪のように回転してい

た。風に吹かれて彼の頬は乾いてしまったが、まだ目には涙を溜めていた。(p1

28) 

 

 

(しかし時鐘で有名なのはロレッタ教会である) 

 

○飢えの壁 

ペトシーンの丘の頂上が残照に映えている。主要道路を外れて、マラー・スト

ラナの広場に通じる山道を進む。それは「飢えの壁」に沿っていた。「飢えの

壁」、十四世紀の王、カレル四世が、貧民救済のいわば「公共事業」として建

造させた壁。所々に見張り塔がある。壁には落書きがあり、その文句がライナ

を過去に誘う。チェコ語での他の落書き、「壁の落書きを禁ず。近くに絵葉書

の店あり」をライナに教えてやろうとすると、しかしライナは目に涙を浮かべ

ているようで、とても冗談どころではないという様子だった。 



山道の曲がりに来ると、視界が開けた…急にプラハの全域がぼくたちの足下に

広がった―無数の明かりを明滅させながら。ヴルタヴァ河に架かる橋が霧と月

光の底に沈んでいた。聖ミラクーシュ教会の緑のドームが宙に浮かび、まるで

光り輝く島のように見えた。雪に白くおおわれた、さまざまな高さの、プラハ

の家々の屋根が、はるか遠くまで広がっていた。(p138) 

 

ニルマル・ヴァルマーとプラハ (三日目 12/23 月曜日) 

○ふたたび「ホテル・エヴロパ」 

午前中から昼にかけてインディーは私用。実はこの小説では、インディーとラ

イナの話が主旋律だとしたら、もう一つ、インディーと彼の友人たちの話が副

旋律となっており、こちらの方もある緊張を伴って並行している。私用という

のはそういった意味。雪は降っていない。ライナとは夕方にホテルで再会する

約束だったが、すこし早めに着く。部屋にライナはいない。インディーのあわ

てふためく様子。ラウンジにもホテルの外にもいない。ホテル内のバーでやっ

と見つける。そのバーはラウンジから階段をすこし降りたところにあり、ホテ

ルの宿泊者専用のバーとのことである。ライナによると昼に外出してから戻り、

そのままそこに坐り、部屋には戻っていないとのこと。そしてインディーの寄

宿舎にも寄ったと知らされる。ミーターはスケートリンクに行っている。もは

や二人は旅行者とガイドという仕事の関係ではない。 

 

○「音楽劇場」 

ホテルを後にすると、もう夕方。クリスマスイブ前日の夕方。彼らはすぐに群

衆に呑みこまれる。ここからのルートは明瞭ではない。「広場の上に国立博物

館の燈火が煌めいていた」とあるから、おそらく国立博物館の方に歩いていっ

たのだろう。「アルファー・クラブ」という、たぶんダンスホールや、ビヤホ

ールを通り過ぎる。広場から左に曲がる。左というから北東の方向である。「音

楽劇場とでもいいましょうか、ただレコードを演奏するだけの場所」に彼らは

向かっている。狭い道。夕闇にアベックがチラホラ。途中で雪が降り出し、彼

らは走って劇場にたどりついた。観客席は地下にあった。ステージの上に若い

女の司会者。スクリーンにはモーツァルトのスチール写真。それからそれはウ

ィーンの風景写真に変わる。「では、モーツァルト作曲、第四協奏曲をお聞き

ください」バイオリン協奏曲第四番である。ザルツブルグで作曲された作品。

音楽を言葉に変える、というよくある文学的素材がここで展開される。この作

者の短編「鳥」 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~gioari/mypage9.htm


 

でも、効果的にこの素材が用いられていた。さて、この曲が終わり、時間がま

だ残っているということで、ラベルの小品のレコードが演奏される。 

音楽の響きがとても明るく、歓喜に満ちたものとなった…今や静かな音楽では

なかった。ピアノの音がとても高く上昇し、花火のように宙に開いた。(p174) 

 

この曲とともに二人の内部に初めて欲望が目覚めたかのようであった。 

 

○旧市庁舎 

火薬塔の方へ歩いていく。左手にレストラン「ペリカン」があった。その近く

に、インディーが雇われている旅行代理店もあった。通りの中央で電車線路の

補修が行われていた。それから旧市庁舎の方へと旧市街の路地を歩いていった。

しばらく進むと広場のアーケードの下に出た。目前に旧市庁舎の時計塔が見え

た。インディーは説明する、鐘が鳴り出すと、聖人たちの像がゆっくり現れる

ことを。 

「今でも見られるかしら？」彼女は言った。 

「暗闇の中ではとても見えません。明日見に来ることにしましょう」ぼくは言

った。 

 彼女は地面の雪を手に取り、ぼくのコートの後ろの首筋に突っ込んだ。冷た

い震えがぼくの背中を下っていった。「なにをするんですか？」ぼくは彼女の

手をつかもうとした。 

「なぜ今朝ここに連れて来てくれなかったの？」彼女は笑いながらぼくを見た。

ぼくは首筋の雪を取り出そうとしたが、すでに雪は溶けはじめ、背中を下って

http://gioari.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=2077120&i=200510/27/98/d0006298_1748466.jpg


腰のところにひっかかっていた。 

「明日来られますよ」ぼくは言った。 

「明日わたしがプラハにいるって、なぜあなたに分かるの?」(p177～178) 

 

 

ライナはヤン・フス像の影の下、インディーに告げる、明日ウィーンに戻るこ

とを。広場の中央に立ちつくす彼らの前に、ティーン教会の二つの塔がそびえ

ていた。 

 

○ユダヤ人共同墓地 

ニコルス通りを歩いていき、その終点近く、左側にユダヤ教会があった。原典

ではニコルス通り、しかし英訳本では、Paris Street となっている。おそらく

Pařížská のことだろう。裏手に共同墓地。 

ぼくたちはユダヤ教会の裏手で立ち止まった。共同墓地の扉は閉じていた。し

かし中のあちこちに散らばった墓は外からも見ることができた。しかしそれを

墓と呼ぶのもふさわしくないように思えた。どこにも十字架も墓碑もなかった。

先の尖った細長い石が、日に晒された骨のように、雪と藪を貫いて立っていた

―白く露わなさまで、宙に立ちつくし。(p180) 

 

 

○「マネーシュ」 

堤防沿い通りに出る。 

前方にカレル橋の燈火が風と霧の中でまたたいていた。路面電車が通り過ぎる

たびに、河に張りつめた氷が急に光を発した。都市全体が家や橋ともども、夜

の静かな黒い河面に揺れ動いているみたいだった…(p182) 

 

 

「マネーシュ」(Mánes)は島の上にあった。Slovanský 島である。小さな橋が架

かっていた。そのレストランは「まわりを照明で飾り、まるで河の岸辺に巨大

な首飾りが出現したみたいだった」とても込んでいた。オーケストラが演奏し、

ダンシング・フロアで人々が踊っていた。二人はトケイを飲み、それからいっ

しょに踊った。「青きドナウ」も演奏された。席に戻ってからコニャックを飲

み、ふたたび踊りの輪に加わった。すでに最終のダンスだった。ライナはまる

で人が変わったように、熱狂的だった。 

 



○その後 

二人はインディーの寄宿舎で一夜を過ごした。翌日ライナはプラハを発った。 

 

 

この小説は題辞として、リルケの詩「嘆き」の最終部分を掲げているが、この

稿を終わるにあたって、それを引用しておきたいと思う。原典では英語訳であ

る。日本語訳は新潮文庫版、富士川英郎訳。 

I believe I know 

which one 

still lasts 

and stands like a city, white 

in the sky at the end of the beam of 

light… 

 

わたしは思う たぶんわたしは知っているのだと 

どの星が独りで 

生きつづけてきたかを― 

どの星が白い都市のように 

大空の光のはてに立っているかを… 

 

 

 

追記： ニルマル・ヴァルマー氏は今年(2005 年)10月 25日、ニューデリーに

て逝去されました。享年 76歳。合掌。 

 


