
１．は じ め に

この作品以前は農耕者たちの世界にとどまってい

るのに対して，『世界の歌』はもっと大きく広い世

界を取り扱っている。デュランス河とおぼしき河が

すでにひとりの登場人物と形容しうるほど精彩ある

筆致で描かれるのみならず，その中流域から上流域

にかけての村々やその住民たちが，また牛飼いたち

の生活が描かれる。星に名をつけ歌を作り河のなか

で魚と戯れるアントニオ，病人を癒すトゥッサン，

牛の言葉が分かるモドリュ，盲目ながら世界の動き

を素早く察知するクララなど，登場人物たちがこれ

までの作品の枠組みを大きくはみだし多彩になるこ

とによって，規模の大きな傑作に仕上がっている 。

「『世界の歌』は世界の夜の歌を歌う」と指摘す

るある評家は，作品のなかの夜の役割を重視しつつ

「これはジオノの作品のうちでもっとも優しい作品

である。男たちの凶暴さはいっそう広大で神秘的な

世界の調和のなかで溶け合う」と述べている。

拙論では夜（闇）の圧倒的な重要性を認めつつそ

のあいだに介在する光の意義を重視していきたい。

この物語は晩秋にはじまり初春に終わる。失踪し

た息子を捜索するマトゥロと彼に付き添うアントニ

オはルベイヤールという村に封じ込まれるが，それ

は冬の雪のせいで彼らが筏に乗って河を下ることが

できないからである。息子ダニスとその恋人ジーナ

はモドリュの手下たちに監視されているため，自由

に外に出ることができない。彼らは春の雪解けを待

つ。一種の監禁状態にある主人公たちが活動するこ

の作品では重要な場面の大部分は暗闇のなかで展開

する。晩秋の薄明から冬の暗闇を経て初春の明るみ

に抜け出るというのが全体の見取り図になる。

主人公たちのなかには，盲目のクララ（闇の世界

のクララ）を代表とするように，身体的な欠陥を持

っているものがいる。せむしのトゥッサン，片脚の

不自由なモドリュ，ジーナと結婚するつもりだった

が彼女より25才の年長ゆえにそのことを悩むメデリ

ックなど。彼らは闇の世界の体現者である。

しかし，彼らはただたんに弱者であるというだけ

ではなく，自らのうちに身体的欠陥を有しているが

ゆえの強さをあわせ持っている。トゥッサンは医者

として人々を癒すだけでなく，ダニスとジーナをか

くまい，彼らの救出のためにやって来たアントニオ

とマトゥロをも世話する。モドリュがルベイヤール

地方一帯に知れ渡った牛飼いの親分なのは言うまで

もない。盲目のクララはアントニオの心に灯をとも

し彼に生きる希望を与える。事実，彼女は通常の人

間には知りえないことを察知する能力に恵まれてい

る。

やがて春が訪れて２組の恋人たちは無事筏で河を

下ることができるが，悲劇がなかったわけではない。
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要 約 『世界の歌』は晩秋から冬を経て初春にいたるあいだに失踪した息子を父親が探し出し家に連れ

帰るという物語であるが，重要な場面の多くは夜の闇のなかで展開する。その闇のなかでは当然のことな

がら松明やランプなどの光が揺れ動く。また，登場人物においても人間の闇を象徴する身体的欠陥を持っ

た人物が幾人かあらわれるが，彼らは単なる弱者ではなく普通の人間たちが感じとることのできないこと

を知覚する能力に恵まれていたりする。勿論のことながら若さや力にみち溢れた人間の内部にもさまざま

な闇の部分（欠点）が潜んでいる。

この物語においては動植物や自然界のさまざまな現象も人間たちが繰り広げるドラマと密接な関わりを

持ったものとして描写される。人間のドラマも自然界のなかのひとつの現象でしかない。上流の村と下流

の村を結び付けている河もまた大きな意味を担っている。その河の周辺の自然界と人間界の闇と光の交錯

から立ちのぼってくるのが「世界の歌」なのである。
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物理的な闇と光の交錯，人間的な闇と光の交錯，そ

うしたものすべてを包み込むようにして世界は循環

する。作者ジオノは誰が善人で誰が悪人だなどとい

うことは一切言わない。喜びや悲劇が相次ぐがそれ

もまた，自然界のさまざまな現象と平行して奏でら

れる世界の歌の一部分なのだから。かくして，自然

と人間の闇と光の交錯を通して世界の歌が聞こえて

くる。それがこの作品の狙いとするところである。

以下，小説の情景における闇と光をついで登場人

物における闇と光を検討することにより，この作品

の核心を明らかにしていきたい。

２．情景における闇と光

作品はいきなり夜の光景で開始する。視覚のない

世界。そこでは聴覚や嗅覚や触覚がはたらく。

夜。河は森のなかを肩でぐいぐい押して流れて

いた。アントニオは島の先端まで進んだ。一方の

側では水は深く猫の毛のように滑らかだが，別の

方では浅瀬のいななきが聞こえていた。アントニ

オはナラの木に触れた。手で触って木の震えを聴

いた。それは山の男よりも太い年老いたナラだっ

たが，このカケスの島の最先端で河の流れがぶつ

かってくるところに位置していたので，すでに根

の半分は水のなかから生えでてきていた。(189)

闇に包まれた島の光景で物語がはじまるのは，息

子を求めるマトゥロの心の状態をあらわすのにふさ

わしいからである。彼は昼間アントニオを訪ねてく

ることもできたはずである。しかし，不安が嵩じて

いてもたってもいられない妻ジュニにせかされてと

りあえずアントニオのところにやって来たのである。

アントニオはマトゥロの期待どおりジュニの待つマ

トゥロの家を訪問することになるが，夜にもかかわ

らず彼の五感は世界の動きにきわめて敏感である。

この作品では，筋の展開に重なるようにしてしばし

ば自然界の描写が挿入されるが，主人公アントニオ

はそうした自然をつねに敏感に感じ取っている人間

である。マトゥロに付き添って河を渡り森の腐食土

を踏みヤナギの「濃厚で甘い樹液の匂い」(193）を

嗅ぐアントニオは音にも敏感である。

アントニオには森の音が聞こえた。彼らは沈黙

した一角を通りすぎてしまったが，今度は生命に

溢れる森の夜の音が聞こえてきた。その音はまる

で冷たい指のような感触で耳に触れるのだった。

それはかすかで長い微風，峡谷の音，深遠な音，

開いた口のなかの単調で長い音だった。それは

木々の生えた開けた広い丘のすべてを掌握してい

た。それはまるで雨のように空の上にも大地の上

にもあまねく漂っていた。それは同時にあらゆる

方向からやって来た。そして谷間の回廊のなかで

ごうごうと唸りながら重い波のようにゆっくりと

揺れていた。その音の奥底ではかすかなかさかさ

という葉の音がネズミの足とともに走っていった。

ある方角で音が動きはじめ，はじけた。ついでそ

れは枝の回廊のなかへと滑りこみ，木から落ちる

雨のしずくのような穏やかで小さなぴしっと跳ね

返る音がが聞こえてきた。地面から呻き声が出て

きて，幹の樹液のなかを太い枝が分岐するところ

まで重々しく上昇していった。

アントニオはブナの木にもたれかかった。耳の

近くでしゅうしゅうというかすかな音が聞こえた。

指で触ってみた。樹液が皮の裂け目からしたたり

落ちていた。その裂け目は開いたばかりだった。

彼はその緑の木の静かに大きくなってくる唇を指

で感じ取った。(194）

すでに双子の１人を崖崩れで失っているジュニは

もう１人の息子ダニスの事故死をほぼ確信し絶望し

ている。ジュニはアントニオのせいで息子が死んで

しまったとアントニオを叱責するのだが，彼女は互

いに顔の見える焚き火のそばまで出てこず家のなか

の暗闇にとどまっている。不安な彼女には闇がふさ

わしい。アントニオはともかく事実を確認するため

に力を尽くすことを約束する。彼はジュニを母のよ

うにマトゥロを父のように慕っていることが分かる

（198，279参照)。

翌日，アントニオとマトゥロは河を遡行する。昼

間は何事も起こらないが事は夜に生じる。不可思議

な呻き声が聞こえてくる。その声に近づきたがらな

いマトゥロにアントニオは言う。「俺たちはあんた

の双子を探しているんだぜ。これが双子だとは言わ

ないが，あいつもこういう風に，夜中に，この国の

真っ只中で叫んだかも知れないじゃないか……」

(214）息子は闇のなかに消え去っていったのである。

彼らは森のなかで苦しんでいるクララを助ける。

アントニオが街道筋の小屋のおかみさんを訪ね，彼

女をクララのいる森のなかに連れてきて，彼女の家

までクララを運ぶという急を要する切羽詰まった動

きはすべて闇のなかで行われる。

信州大学農学部紀要 第34巻第２号 (1998)80



クララを救出することによって心のなかに灯のと

もったのを感じるアントニオは家の外に出て，ひと

りの牛飼いと語り合い，星に次々と名前をつける。

「女の傷」， 女の乳房」， 目」といった具合に。ア

ントニオは詩人なのだ。ジオノの作品において男や

女は一目惚れするのが普通である。彼女を前にして

「アントニオは身体のなかを激しい震えがわきあが

ってくるのを感じた。その震えを止めることはでき

なかった。彼の島の先端で水の流れに打たれている

ナラの木のように彼は震えていた。」(328）

つまり，夜の闇のなかから救い出されたクララは

アントニオ（の心）を導く光になる。闇のなかで出

会った目の見えない（闇に包まれている）クララが

光になるのである。

クララを街道の女に託してアントニオとマトゥロ

は相変わらず夜の闇のなかを河に沿って歩く。マト

ゥロは息子のことをアントニオはクララのことを考

えつつ。

「彼女は俺の身体に触れることができる」とア

ントニオは考えた， 下から上まで触って俺を確

認することができる。手だけではなくて皮膚全体

で河に触れることができる。そのなかに入ってい

くだろう。自分の前の河を両腕を使ってかき分け

るだろう。両足で河を叩くだろう。河が両腕の下

や腹の上に滑りこんできて，窪んだ背中にのしか

かってくるのを感じるだろう。木の葉や枝に触れ

ることができる。俺が魚を捕まえてくれば，彼女

はその魚に手で触れることができる。〔中略〕マ

トゥロが野営地の周囲で木々を切り倒せば，その

樹液の匂いを彼女は嗅ぐだろう。木々が裂けて倒

れる音を，斧の音を，そして木が右に倒れると知

らせるために叫ぶマトゥロの声を，彼女は聞くだ

ろう。そのあとすぐに，緑色の葉の匂いと樹液の

匂いが，ついで木々が地面に倒されるにつれて日

一日と軽やかになるあの匂いが感じられるだろう。

それは木々の皮を剥ぐ前で，その匂いが花の開い

た苔のアニスのようなかすかな匂いに似てくるま

でのことだ。しかし，これ以外のことではどうす

ればいいのだろうか 」(247―８）

道中，アントニオはこうした考えにふける。クラ

ラを闇の世界から光の世界へと案内するという課題

を解決しようと思案する。生きていることが分かっ

た息子のことにマトゥロは絶えず思いを馳せ，時に

はアントニオに「あいつは何をしたと思うかね 」

なぞとたずねたりする。思考を中断されたアントニ

オは何のことか分からず中途半端な返事をする。要

するに，２人ともそれぞれ闇のなかに埋没している

クララとダニスを明るい世界へ救いだすための手だ

てを模索しているのである。

唯一の手掛かりであるヴィルヴィエイユのトゥッ

サンの家を彼らが訪ねるのも夕方６時すぎで，家に

は明かりが灯されたばかりだった。

「この上だ」とアントニオは言った。

その上の月桂樹の木陰で窓に明かりが見える長

い家だった。月の光がわずかばかり屋根の巻き毛

のなかを水のように流れていた。

野性の牧草やイラクサや葉のないイチジクの生

い茂った庭のあいだを階段は登っていった。草が

裂けた壁から溢れ出ていた。この秋最後のヒキガ

エルたちが瓦礫のなかでガラスのような鳴き声で

歌っていた。明かりで照らされた家に階段は大き

な段をさらに２つ波のように投げかけていた。ほ

とんど荷馬車が通れるほど大きな丸いドアで区切

られた戸口でその階段は消滅していた。(283）

その家のなかから「低く押し殺した狂乱の調べ」

(284）が聞こえてくるが，それを歌っているのは囚

人の生活を余儀なくされているジーナである。

さらに，薄暗い家のなかで彼らを迎えたのはジュ

ニの兄（マトゥロの義兄）のトゥッサンだった。光

明が彼らを迎えたことになる。 アントニオとマト

ゥロは世界の外にいるような気がしていた。彼らは

その学識のある子供のような声に，精気に満ちあふ

れたその視線に心を打たれていた。〔中略〕マトゥ

ロは目を拭った。暗闇の奥に５月の雲を見たように

思ったのだった。彼の若々しくて輝かしいジュニ

を。」(287）

トゥッサンの家のなかには様々な要素が複雑に入

り交じっていることが分かる。ジーナにとっては暗

くて牢獄のような家ではあるが，その家はジーナと

ダニスを保護しかくまってくれているのである。マ

トゥロとアントニオにとってもトゥッサンの家は荒

海における灯台のごとき存在で，しかも彼らの探し

ていたダニスもそこにいる。あとはダニスを連れて

河の下流に戻るだけでいいわけだ。しかし，季節は

すでに冬で河は凍り，ダニスの用意している筏を使

うことはできない。街道筋にはモドリュの手下たち

が見張っている。のちに登場人物の闇と光を検討す

るが，両者を一身に併せ持っているのがほかならぬ
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このトゥッサンである。彼はせむしというハンディ

を背負っているが，彼のみが読み書きができ，しか

も医者としてその地方の住民たちに慕われている。

ダニスに撃たれたメデリックの死を看取るのもトッ

サンなのだ。彼の家のみならず，彼という存在がこ

の作品の中核となる。これ以降の様々な出来事も多

くは夜に生じる。

夕闇にはまだ時間がある午後３時頃，アントニオ

がメデリックの墓穴をほぼ掘り終えたところにモド

リュが現れ亡くなった女房のことをしんみり語る。

野人のようなモドリュを読者は予想させられてきた

はずだが，ここでモドリュの新たな人柄が明らかに

なる。モドリュには亡き妻が亡霊のように付き添っ

ている。アントニオにはクララが付き添っているの

は言うまでもない。

雪原の稜線に取りついていたとき，頂上の雪の

なかを転がっていたとき，彼はあの盲目の女のこ

とを考えていた。日が沈む前に彼は眼下に広がる

その地方を眺めわたして，彼女はどこにいるのだ

ろうかと探し求めた。あそこだ，あるいはあそこ

だ，あるいはあの向こう，あの青い山の向こうな

のだろうか 今や彼女は彼のそばに，乱暴で優し

い声をしたこの太った男と彼のあいだにいた。

(333）

このアダージョのようなしんみりした光景は，夜

が訪れるとともに，難儀して坂道を上がってくる葬

列の接近に取って代わられる。ふたたびここでも闇

夜が支配的になり，松明の光が揺れ動く。メデリッ

クの死がすべての人々を支配している。死者を葬る

ために母親のジーナをはじめ関係者のすべてが雄牛

の引く車に乗って葬列に加わっている。闇夜のなか

を墓地をめざし苦労して坂道を登ることが死者を弔

うのにもっともふさわしいやり方であるかのごとく。

メデリックの遺体を運んでいる車は最後の上り

坂で難儀していた。２頭ずつ繫がれた３組の雄牛

が右にそして左へと引っ張っていた。片側では，

力を出し切った雄牛たちが角を山の粘土に突き刺

し，もう一方の側では，雄牛たちは鼻面が道の縁

をはみ出てしまい，深い淵の湿った息吹を鼻面で

たっぷり吸い込んだ。一歩ごとに雄牛たちは両脚

を交差させ，短く後脚を跳ねあげ，くびきを揺さ

ぶろうと２度蒸気を噴出させるのだった。御者台

では右側の牛飼いは松明を左側の牛飼いは槍をそ

れぞれ持っていた。(336）

モドリュは墓に入ってはじめて幸せになれると言

う（334参照）が，そういう意味では墓穴のなかは

暗闇である。暗闇のなかではじめて何にも煩わされ

ることなく，落ちつくことができるという諦観に満

ちた意見をモドリュは述べる。しかし，もう少し若

い刺青の男はそうは考えない。彼はメデリックに世

の中を眺めやすくしてやるために，墓を取り囲んで

いる石の壁に穴をあけようというのである。それを

アントニオは手伝う。 明日の夜明けからさっそく，

墓のなかに横たわった甥が眼前にゆったりと広がる

大地の相貌のすべてを眺めることができるようにと，

彼はこれから壁に裂け目を開ける必要があるのだっ

た。」(342）闇に穿たれた明るい穴を通して世界が

見えるのである。

このあと物語は急速に結末に向かう。春の到来を

祝う村祭りの日，アントニオとマトゥロは酔いしれ

る。クララから何の便りもなく絶望しているアント

ニオは村娘のあとを追う。マトゥロを１人酒場に残

して。アントニオは娘を追って闇の奥底へと沈んで

いく。夜の闇のなかを逃げていくクララの幻影を追

うアントニオはマトゥロとの友情をうしろに置き去

りにしていくことになる。

自分のあの明るい河，痩せた水面で大きな光の

円盤を揺すっているあの夏の河を彼は身体の内部

に感じた。クララのことを思った。木の向こうの

女はささやいた。

「キジバト」

ついで彼女は飛び出していった。彼は通りすが

りの彼女を一瞬のあいだ抱きしめた。彼女は彼の

胸のなかから滑りでた。彼の手には彼女の乳房の

暖かさと形が残った。

彼女は雌鹿のように走った。頭を昂然ともたげ，

大股で，大地の上を跳躍に跳躍を重ねて。彼女は

頭を振り向けた。彼には彼女の顔が見えた。ミン

トのような目だった。その目の緑色の輝きが彼の

心に触れた。走ったからというよりはその視線の

ために彼は息が切れそうだった。彼の走りは重々

しかったが，力と時間はたっぷり蓄えていた。前

を走る彼女が２つの通りを前にしてためらうと捕

まえられる自信があった。彼の上半身は少ししか

揺れ動かず，いつでも新たな方向に飛び出して走

る心構えができていた。そして，獲物は灯火の斑

点のついたはるか前方の暗闇にいるにもかかわら
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ず，彼は時折虚空に向かって，彼女を捕らえる身

振りに習熟しておくために，腕を差し出すのだっ

た。（366―７）

夜の闇のなかを破局に向かって突き進みつつもア

ントニオは「自分の明るい河」が近づいているのを

感じる。この軽はずみな行為のせいでマトゥロは死

を迎える。 マトゥロは山と真正面に向き合った。

夜の風が山のすべてをあらわにした。氷河という氷

河はすべて身震いしていた。」(372）

アントニオは虚しくトゥッサンの家に帰ってくる

が，そこにはクララが待っている。彼には彼女の姿

が見えない。 どこにいるんだ」と呼びかけると，

あなたの前よ，歩いてきて」と闇のなかのクララ

はこたえる。

彼は暗闇を手さぐりしながら前進した。そして

突如彼女に出会った。(373）

このあと，同じく暗闇のなかでのマトゥロの捜索，

そしてアントニオとダニスによるモドリュの農場の

大がかりな放火へと物語は展開する。暗闇のなかで

の火事は，まさしく光と闇が交錯し，閉じ込められ

ているものすべてを焼きつくすことによって冬の終

焉と新たな季節の到来を象徴する。すべてが終わり，

春が訪れる。待ち望まれていた光の世界が一挙に炸

裂するのである。

春の大混乱だった。モミの森は木一杯に雲を作

った。林間の空き地はまるで多量の灰が舞い上が

っているかのように煙っていた。葉むらのあいだ

から蒸気が立ちのぼっていた。それはまるでキャ

ンプの火の煙のように森から出てきた。その蒸気

は揺れていた。そして森の下ではそれと同じよう

な無数の煙が無数のキャンプの火のように揺れ動

いていた。まるで世界中のあらゆる遊牧民が森の

なかでキャンプをしているようだった。それは春

が大地から出てきたにすぎなかった。(394）

その春の眩い光を浴びて２組の恋人が筏に乗り河

を下っていく。アントニオはクララに光の世界を教

える。今その試みが行われている。彼らの至福の瞬

間は次のように描写される。ここでも光と影の交錯

に注目しておこう。

アントニオは舵を操っていた。

彼は前方の影の神秘と花の輝きを見つめていた。

彼は筏を影のなかについで光のなかに入れた。彼

はクララが影を望んでいるかどうか分かっていた。

そのことを彼はその口の動きで，頰の上を走る皺

で，ため息で察知した。彼は筏を影のなかに押し

こんだ。クララが光を望んでいるかどうか分かっ

ていた。彼は筏を光のなかへと押した。クララが

木の枝を望んでいるかどうか分かっていた。彼は

筏を低い枝のなかに押した。クララの顔は新鮮な

木の枝を分けていった。彼女が花と，熱い動物の

あの匂いを急に必要とした，それらが突如すごく

必要になったということが彼には感じられた。そ

こで，彼が舵棒を全力で引っ張ると，筏は横腹で

木の幹に当たり，花の粉がクララの上に舞い落ち

てきた。そうすると，その時，彼女は沈んだ長い

ため息をつき，まるで神経のすべてがほぐれてし

まったかのように彼女の身体に大いなる超脱の気

配が感じられた。

彼はクララの内部にいた。彼は彼女以上に彼女

の望んでいることが分かっていた。彼は彼女の望

んでいることを望んだ。彼女の喜びは彼の喜びだ

った。彼は彼女に囲まれていた。彼女の血が彼の

血に，彼女の肉体が彼の肉体に，口が口に触れて

いた。２本の瓶を交互にお互い同士入れあい，さ

らに引っ繰り返すと，両者が互いに同じワインで

輝くように。(409―410）

すべての場面の影と光について検討しつくしたわ

けではないが，夜の闇の場面が支配的だということ

が明らかになった。まもなく冬を迎えようという晩

秋の夜にはじまり，暗い冬を経て，光が炸裂する春

の到来とともに物語は幕を閉じる。

３．登場人物における闇と光

今度は登場人物たちの闇の部分と光の部分，言い

換えるなら弱い部分と力強い部分について検討して

みよう。

闇の役割を担っている人物たちからはじめること

にする。

まず若いジーナと結婚するつもりだったメデリッ

クの場合を考えてみよう。彼はジーナより25才も年

上だということを気にしていた。その死を看取った

トゥッサンは彼について語る。「私がかつて同じよ

うな場合に味わったのと同じことを彼も体験したの

だ。彼は25才も年上で私はせむしだった。彼からそ
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うしたことがすっかり読みとれた。お前さん〔ダニ

ス〕の銃の一撃よりもそのことの方が彼をよけいに

苦しめていたのだ。」(3212）メデリックはジーナと

結婚して２人だけで高地で暮らすことを望んでいた。

そのことがトゥッサンにはよく分かる。 容姿の点

で，あるいは年齢の点でいくらか弱みを感じるとき

に，そういうことを考えるものなんだ。私には分か

っている。広々としたところで住みたいという欲求

だよ。」(322）かくして，トゥッサンはダニスとジ

ーナの恋に援助の手を差し伸べることによって，間

接的にメデリックを殺してしまったことを後悔する。

弱みを持っていたメデリックを。最初，ダニスが恋

を語ったとき，かつて実らなかった自分の恋のこと

を思い彼を援助したのだ。しかし彼に似ていたのは

頑丈で美男子のダニスではなくメデリックの方だっ

た。後悔をあらわにするトゥッサンに対してアント

ニオはジーナが選んだのはダニスなのだからダニス

こそ助けてやらねばならない男だと現実的な提案を

する。

「〔略〕あんた〔トゥッサン〕は先ほど，やり

直せたら他の男を選んだことだろうと言ったが，

彼女〔ジーナ〕の選んだのはこの男〔ダニス〕だ。

あんたには選ぶ権利なんぞないんだ。選ぶのは彼

女だよ。助けなければならないのはこの男だよ。」

(324）

メデリックがジーナとともに山の上の広い空間で

生活したいと思っていたのと同じようなことを権力

者のモドリュも考えていたことが，作品の最後にな

って判明する。彼は愛情の領域についてはやや鈍感

だったかもしれないが，なめし皮職人の娘に惚れ込

んで以来，世界観が徐々に変わっていったのであろ

う。今では彼は「死者の方が俺たちより幸せだ」

(334）と墓穴を掘りおえたアントニオに感慨深げに

言うようになっている。夢のような１年間の結婚生

活のあと，妻は亡くなったのである。そのことが彼

には忘れられない。

「俺は結婚していた」としばらくの沈黙のあと

彼〔モドリュ〕は言った。 なめし皮職人の娘だ

った。皮はいくら これこれの値段です。俺は生

まれてこの方，自分の考えを変えたことは一度も

ない。しかし，習慣は習慣だ。入っていって，一

杯飲んだ。彼女は棚のところへ行き，グラスを拭

き，それを客に出す。テーブルの上にトンという

音をさせて，ひとつはあんたに，もうひとつは俺

に。そして酒瓶を持ってくる。それを注ぐ。注ぎ

ながら彼女は頭をかしげた。グラスになみなみと

リキュールを注ぎ，しかもこぼさないために。あ

る日，農場で俺の妹がリキュールを注いでくれた。

もう少し頭をかしげて，と俺は妹に言った。駄目

なんだ。そんなじゃない。一日中，あの女が頭を

かしげる様子が目に浮かんでいた。こんなことは

それまで一度もなかったことだ。そんなことも指

のことも，身振りのことも。棚のところへ行き，

それを開き，グラスを取り出し，振り向き，俺の

いるテーブルのところへ戻って来るだけだ。それ

だけのことなんだ。女を千人集めても誰一人同じ

ようにはやれないだろう。彼女はそれができたん

だ。俺にはよく分からない……ついに俺は申し込

んだ。彼女は承知した。」

彼は苦しそうに言葉の調子を高めていったが，

芽吹いている草の上に吹く強い風のように，彼は

そうした言葉すべてに強く息を吹きかけていた。

(334―５）

それまで彼のすべてを支えていたはずの雄牛や農

場より彼女の存在が重要になってくる。 見てみろ，

ただ歩いているだけだ。よく聞いてみろ。彼女は歩

いている。彼女の腕，彼女の脚 いるのは彼女だけ

だ あんたに見てもらいたい。見ろ，見ろ，見ろ

この時だけ俺は幸せだったのさ」とまでモドリュは

アントニオに打ち明ける。モドリュの愛情は今では

牛たちに向けられるだけである。雄牛のオロールが

投げ槍によって肩口に傷をつけられるが，この小事

件は彼の未来を予告している。

さて，アントニオとダニスは復讐のためモドリュ

の農場に火を放つが，モドリュは犯人に復讐の仕返

しはせず，すべてを打ち捨て牛たちを連れて夏の牧

場へとあがっていこうとする。甥のメデリックがダ

ニスに撃たれて死んだあと憲兵のところへ行きそれ

は事故による死だったと強調し，犯人（ダニス）と

男対男の闘いで片をつけようとした（299参照）モ

ドリュは，二重の憎しみでダニスに復讐するものと

予想されるのだが，そうしたモドリュはもはやそこ

にはいない。そのことに読者としてはいささかの驚

きを禁じえない。あえて理由を探すとすれば，娘の

ジーナの恋によって自らのかつての幸せな生活を思

い起こすことにより，ジーナの幸せのためにダニス

を見逃そうという気持になったということであろう

か。すでにアントニオとの会話がそうした気持の一
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端をかいま見させてくれた。放火の火が荒れ狂うな

かでパニックにおちいった牛たちを彼は必死に安全

なところへ導こうとする。

モドリュは堆肥の一番大きな山の上にいた。彼

は雄牛たちを導いていた。火事のことはもう考え

ないで，ともかく庭から出て周囲の草原のなかを

走りまわることが肝心だと雄牛たちに分からせよ

うとしていた。火事はそれだけのことで実は何で

もないのだと思える日がやがてやって来るのだと

言っていたのだった。大事なのは，明日になれば

すぐ夏の牧草地に向かって出かけるということだ。

いくらか早すぎるが，上に行けば小屋だってある

のだ。

「さあ，行くんだ」とモドリュは叫んでいた。

そして彼は広大な夜の草原を指し示していた。

(389）

最終章で筏に乗って河を下っていく２組の恋人た

ちをユブル山の上から見守る男，それはモドリュで

あろう。彼もまた自らの恋を思い起こし，恋する若

者たちを黙って通過させるのである。そこには，時

の流れには逆らえないとでもいうか，自然の運行に

対しては従うしかなすすべがないといった姿勢がう

かがえる。

夕方になると見張り番がユブル山の先端に現れ

た。今度ははっきりと見えた。それは木ではなか

った。それは馬にまたがった太った男だった。１

人だった。彼は自分の前方の谷の奥を筏が通って

いくのを見つめた。彼は筏が南に向かって遠ざか

っていき，ついで夕闇のなかに消えていくのを見

ていた。(411）

ところで，かならずしも影を背負っているわけで

はないが，息子をすでに１人失い，残った息子の捜

索に出かけるマトゥロもまた，どこか欠けたものが

あるということを暗示させる人物である。彼は何を

おいても妻のジュニのために行動し，彼女のことを

つねに思っている。２人の結婚の経緯をジュニの兄

トゥッサンが語る場面がある。ジュニとトゥッサン

は「本が一杯ある部屋」(290）で育ってきたが，ど

ういうきっかけなのか物語られないがマトゥロはジ

ュニとの恋におち，海を捨てる。マトゥロが海を捨

てなければジュニはマルセイユの貴婦人として「古

い男たちや女たちの大きな肖像画の飾られた客間，

かたかたと音のする靴，教会と劇場の決められた場

所を持つ」(290）ような生活をするはずだった。ジ

ュニはそうした裕福な生活を捨て，またマトゥロは

海を捨て，２人は森のなかに住む。マトゥロは力強

い男で赤毛の双子が生まれた。その双子のうち残っ

た１人の行方が分からない。このように屈強な海の

男マトゥロは恋のために天職ともいうべき船乗りを

放棄した。このことは彼の影と形容しうる部分であ

る。

「つねに海のことを考えている」(316）マトゥロ

に船の幻覚が見えるようになってくる。 ３日前の

夜以来，大きな船があの向こうに係留しているん

だ」(316）と彼はアントニオに言う。山が船に見え

るのだ。「月が山々の頂を照らしていた。闇に満ち

た谷間の暗い大洋の上に岸壁と雪原と氷の積み荷が，

帆で覆われた大きな帆船のように空に突き出てい

た。」(316）その船がマトゥロを呼んでいる。それ

が死への旅だということをマトゥロはすでに自覚し

ている。

外では，ロープに繫がれ眠っている帆船のよう

に，山が凍結してかすかに軋んでいた。

「俺は出発したくないんだ」とマトゥロは言っ

た， まだ陸地でやることがある。だから俺は

『行ってくれ，出帆しろ，遠くまで漂流してい

け』と言っているのさ」

「あんたは一体何を考えているんだね 」

「海が俺たちを放してくれることは絶対にない

んだ」とマトゥロは言った。 海が舞い戻ってき

たら，俺の運命はここで終わりだ」

「悪夢だな」とアントニオは言った。

氷河が夜の闇のなかで高く張った帆を膨らませ

ていた。森は唸っていた。

「死の海岸を目指していけ」とマトゥロは言っ

た。(316）

アントニオが若い女のあとを追っていったために

１人残されたマトゥロは幻覚の船に誘い寄せられて

いく。それが彼の運命であった。

彼はもう何も考えずに歩いた。空っぽで軽快だ

った。

索具のなかを風が吹きわたり大きな帆がはため

くのが聞こえてきた。船体が呻いていた。モミの

林の匂いが漂っていた。彼の周囲で広い港が波の

音をざわめかせていた。
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「まるで大地から潮が引いていくようだ」

彼は自分が前方に，出航の波止場に引っ張られ

ているのを感じていた。すでに足下には船橋のし

なやかな揺れが感じられた。(371）

酔いと幻覚のなかで船出しようとした，その瞬間，

マトゥロの背中を牛飼いの短刀が襲う。マトゥロは

息子の殺人の復讐の身代わりになることによって，

息子の命を救ったとも言えるのである。モドリュが

放火されてももはや復讐に向かわなかったのは，こ

のマトゥロの死が大きく作用している。かりにモド

リュがダニスを殺すとすれば，恋人の死に絶望する

ジーナが死に，モドリュは結局のところ自分の娘も

失うことが予想される。そういう意味でもモドリュ

は最後には一種賢者のような風格を見せることにな

るのである。

森の夜の闇のなかで出産するクララは闇の世界の

体現者としてまた弱い存在として登場する。 騙さ

れて下り坂になっている道を走る」(245）女，運命

にもてあそばれる女。彼女はむしろ死にたかったと

言う。闇のなかに消えてしまいたかったのである。

彼女に「あなたたちがよく口にする昼とか，夜とか，

光とか，明かりのついた窓とかいうものは一体どう

いうものなの 」と問いかけられたアントニオはう

まく答えられなかったが，彼女の姿を見，彼女と会

話を交わしたために彼女を恋してしまう。それ以来

彼女はアントニオの心のなかの光であり続ける。

戻ってこないマトゥロを探しに出かけたアントニ

オとトゥッサンを導くのはクララである。盲目ゆえ

暗闇でも昼間でも同じことなのだ。この挿話からも

彼女はアントニオに生きる目標を持たせ彼をある方

向に向かって進ませる役目を果たしていることが分

かる。ジオノは翌年書かれた『喜びは残る』におい

ても盲目の薬売りに賢者のごとき風貌を与えている

が ，盲人はジオノにおいて特別の意味があったこ

とが理解できる。普通の人間の気づかないことがク

ララには匂いや音を通して感じられるのである。不

思議に思うジーナにクララは説明する。

「もしもあなたが長いあいだ目を閉じてあらゆ

るものを自分の身体で感じるようになれば，さら

にそのあいだにすべてが変わってくれば，ふたた

び目を開ける日にすべてがあなたに分かるのよ。

そういうものだわ。世の中のあらゆるものは私の

身体のいろいろな場所に届くわ」―彼女は自分の

腿に，乳房に，首に，頰に，額に，髪の毛に触れ

た―「それは震えるような細い紐で私に結びつい

ているんだわ。私は春よ。今の私は。周囲にある

いろんなものと同じく私には欲求があるわ。今の

世界と同じく私は大きな欲求で一杯なの。」(400）

彼女のことをつねに考えていたということをアン

トニオは「あんたは道中ずっと俺のそばを歩いてい

たんだ。起きていようと寝ていようと俺にはいつも

あんたの姿が見えていた」(403）と説明する。かく

してアントニオはクララに光の世界を教えることに

意義を見いだし，クララもアントニオと生活をとも

にすることに意義を見いだせるようになる。

「あんたは俺よりゆっくりと山に登っていった

人のようだ。俺は見えているために間違っている

だろうか 黙ってくれ。充分に時間をかければ何

も間違うことはないさ。すべてが従わねばならな

いというのが真実なんだよ。」

「そうだわ」と彼女は言った， 今度は何を言

う必要があるのかということが私にもはっきり分

かったわ。草原，リンゴの果樹園，森，父さんの

羊の群れ，何でも私は知っていたのよ。あなたが

どういう人であろうと，生きていかねばならない

ということ，生きるということは義務だというの

が真実なの。」(407）

さて，今度は，この物語の中央に位置し，重要な

影の役割を果しているトゥッサンについて検討しな

ければならない。

彼は肉体的欠陥のため恋も成就せず，他人の恋の

手助けをしたために厄介なことに巻き込まれてしま

う。しかし，彼は医者であり人々に頼られていると

いう光の役割も併せ持っているのである。

トゥッサンは逞しいマトゥロが海を捨て妹のジュ

ニと生活をともにしてくれたことに感謝する。健康

な逞しさに彼は羨望の念を抱いている。ダニスを見

て彼はその素晴らしさを次のように表現する。 双

子のうち１人が事故で死ぬと，２人が持っていた力，

２人が持っていた悪，世界のなかで２人が生きてい

たこと，そうしたすべてが生き残っている方に集中

するのだよ。彼〔ダニス〕はすべてを引き継ぐこと

になるのだ。」(291）健康にはちきれているダニス

とジーナの恋の手助けをしようというのはトゥッサ

ンにとってごく自然な態度だったはずだが，そのこ

とがジーナの許婚者メデリックの命を奪うことにな
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ってしまう。トゥッサンは自らの身体の欠陥を意識

するあまりダニスの逞しさには異常なほどの称賛を

浴びせる。

「私は彼〔ダニス〕の手をとり，彼を眺め，腕

に手首から肩まで触っていったのだ。自分の目と

手で彼に触れながら，『さあ，お前さん』とか，

『健康の方はどうだね 』とか，『神の子よ，お前

は何と素晴らしい人間なんだ』とか，２人分の取

り分を授かっている立派な双子に対して私のよう

な出来損ないが言うことのできるあらゆることを

彼に言った。そして突然，彼は自分のなかの燃え

上がっている中心部を私に見せ，愛情についての

心配のすべてを私の膝にすがりついて打ち明けて

くれた。私は彼を揺すってなだめそして癒したの

だ。彼は肩幅と心の強さではあんた〔マトゥロ〕

の10倍だ。」(291）

坐っていてもトゥッサンの背丈と同じくらいに逞

しいアントニオに対して，彼はかつての実現しなか

った恋について語る。彼は自分が自由に動きまわれ

る世界がないのを実感している。 泳げる者は，歩

ける者は，腕と腿に力を持っている者は，たっぷり

呼吸する者は，しっかり働ける者は，そういう者は

自分のための世界を持っているんだ。」(310）かつ

ての恋を回顧するトゥッサンの感情がたかぶる。そ

のトゥッサンに対してアントニオは「自分に対する

ときだけあんたは意地が悪い。あんたは人を癒して

いる。少しくらい自分を癒すことを考えたらどうだ

ね 」と指摘するが，トゥッサンはなお自分のこと

を自嘲気味にエゴイストと形容する。

「私が病人を癒しているのは自分のためであっ

て，彼らのためではないのだよ。人生において誰

が私のかたわらを歩んでくれると言うのだね 私

とともに寝る必要があるくらいに弱い者が誰かい

るだろうか 誰が私を愛してくれるのかね あん

たは分かっている。これは容赦のない愛を要求し

ているというのだろうか 」(311）

しかしながら，彼はルベイヤール地方における唯

一の医者であり，多数の住民が彼の診察を求めて彼

を訪れる。アントニオとマトゥロは道中，医者を求

めて旅に出てきている人たちにすでに出会ったこと

もあり，この事実は明白である。にもかかわらず，

１人の愛する女性に恵まれないトゥッサンの生活に

は癒しが欠けているのである。死ぬまでジーナの名

前を呼び続けたメデリックを看取ったトゥッサンは

そのことを再度実感する。

「彼〔ダニス〕は私に恋を語ったのだよ。この

私に誰かが恋を語ると，一体どうすればいいのだ

ろうか，どうすれば いつでも大事なことを信じ

るにさいして私は分別を持っている。私は信用し

た。信用したことで恨んでいるわけではない。い

つでもチャンスを与えることにしているのだ。恋

にだ それにこの美男子だ。私のいくらかが，私

のかつての欲求のいくらかが，私の前にいるあん

た〔マトゥロ〕の双子の身体のなかに認められる

と思ったにちがいない。それがどういう風になっ

ていったのだろう。もう１人の方も私に恋を語っ

た。私に似ていたのはもう１人の方だった。援助

しなければならないのは彼の方だった。果たさね

ばならなかったのは彼の方だったのだよ。」(323）

肉体の逞しさや恋については自分に確信の持てな

いトゥッサンではあるが，医者としては肉体の奥底

に潜んでいる死にまで触れることができる。 草の

茂みの下で伸びていくひげ根のように彼の手の下で

伸びていく一種奇妙な物質的感受性，それが病人の

身体のなかに下りていくのが彼には感じられた。」

(348）彼の手は病人の身体の奥深く内臓のなかまで

探ることができるのだ。

突如，トゥッサンはかすかなショックを手に感

じとった。それ以上は何も感じられなかった。彼

の感じる力が自分の皮膚のところで切断されたの

だ。それはもはや乾いて無益な手，他の多くの手

と同じような手でしかなかった。死だ 彼は老人

の奥底にある死に触れたばかりだ。

死は，スミレの分厚い冠をいただき，骨だらけ

の額を見せ，口は大気に飢えて渇き，そこに，腹

の底にいた。(348）

それより少し前，若くて光り輝くジーナの姿を見

て彼は不安な状態に陥っていた。 彼は例の小さな

苦悩に対して平衡と平和をまだ取り戻していなかっ

た。窓の向こう側の素晴らしい朝，樹液の道を切り

開いていく木の球のように時間の重みの下で裂けた

ばかりの明るい空，愛に光り輝き２階のベッドに裸

で寝ているジーナ，こうしたことを彼はまだ忘れる

ことができなかったのだ。」(347）明るいもの，力
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の漲ったものに対する気後れが彼にはある。ジーナ

の健康なむきだしの身体を直視することができない

のである。間もなく死んでいくはずの老人が帰った

あとトゥッサンは窓辺に近づく。

トゥッサンは窓辺に近づいた。冬の長い黄昏時

だった。太陽は西に没していた。

「死だ」と彼はつぶやいた。

彼はついに自分が安らかで明るくなったのを感

じていた。

幸いにも不可避で素晴らしい死 （349）

彼にはやはり闇の世界がよく似合う。１日の仕事

のあと１日中何も食べなかったことを思い出す始末

なのだ。 １日中何も食べなかったのをトゥッサン

は感じた。戸棚を開けた。煮たジャガイモの冷たく

なってしまったのがあった。それをひとつつかみ，

皮をむき，寝に行きながらパンも塩もなしでそれを

食べた。」(353）

最後に光を体現している人物について検討してみ

よう。

すでにトゥッサンのところで紹介したように双子

のダニスは逞しく輝くばかりの若さに溢れている。

その情熱がジーナへの恋に焦点を結び，トゥッサン

の家に隠れていることで力が蓄積され，父親マトゥ

ロの復讐のためそのエネルギーが爆発する。きわめ

て単純で愛すべき若者である。

ところが，アントニオとなるとその人物像はもう

少し複雑である。星に名前をつけたり歌を歌ったり

できるところから『喜びは残る』のボビと共通する

人物だと言うことができる。

アントニオは河の中州に住んでいるが，家を持っ

ている様子がない。第１部第１章の終わりで彼が森

のなかで寝る場面があるが，物語の最後においても

彼は「クララを両腕に抱いて大地の上で一緒に寝よ

うと考えていた」(412)。

また，父親のことが話題になることはなく，母親

については刺青の男との会話で20年も前に死んでし

まったと話しており（298参照)，マトゥロとジュニ

を両親のように慕って暮らしているのがうかがえる

（198，279参照)。アントニオは自然のなかから生

まれ自然とともに生きる人間で，河，魚，獣，鳥，

木などを友としている。しかし彼は単なる野性人で

はなく，自由な知性も備えている。だからこそ，木

と対話することもできるし（189参照)，星に名前を

つけることもできる。

「あの星たちを」とアントニオは言った， 俺

はあれを 女の傷>と呼ぶことにする。そう呼ぶ

のは，あの星たちが夜のなかで穴のようなものを

作っているからだ。あの星たちは縁の方で輝いて

いる。そのなかは夜の暗闇で，そこから何が出て

くるのか予想もつかない。」(222）

マトゥロとの友情にもあついし，モドリュの人間

味を理解することもできる。そして何よりも，盲目

のクララを愛することができる。そこには彼女に自

分の世界を説明する喜びがある。 世界の歌」とい

う題名はおそらくアントニオの感覚の世界に由来す

るのであろうが，全編に満ちあふれている自然描写

は，結果的にはアントニオがクララに教えることに

なる自然界の描写でもあるのだ。アントニオが歌う

自然の歌と言い換えてもよい。そうした歌は作品の

なかに数多くあるがその一例を引用しておこう。

突如，非常に寒くなった。アントニオは自分の

唇が凍るのを感じた。鼻で大きく息を吸い込んだ。

風の音はより深くなった。風の音は弱まりそして

高まった。木々が話しかけた。木々の上を風は低

く唸りながら通りすぎていった。大いなる沈黙の

瞬間があったかと思うと，次にはナラが話し，さ

らにヤナギがそしてハンノキが話した。ポプラは

馬の尻尾のように右そして左へしゅうしゅう音を

発したが，突如すべてのポプラは沈黙してしまっ

た。その時，夜は沈黙の奥底でごく静かに呻いて

いた。締めつけるような寒さだった。山の端のい

たるところで空が切り裂かれていた。夜の穹窿は，

猫の目ほどの大きさで瞬き続けている３つの星を

引き連れて空の高みに登った。東の丘がひとつ暗

闇から出てきた。生えている木々の重みで波打っ

ているその黒い稜線は麦藁色の微光を背景にくっ

きりと浮かび上がっていた。南の方では，森が唸

り，その毛羽だった背中とともに夜の闇からゆっ

くり現れでた。森は谷底から大きな鋭峰の周辺ま

で続いているが，その森の木々の梢の上を灰色の

光の震えが流れていった。その震えが向こうの岸

壁にぶつかる音が聞こえた。〔中略〕夜は青みが

かっていた。もはや赤茶色の星がひとつあるだけ

だった。風も止んだ。鳥たちは木々に襲いかかっ

た。ナラの木々が姿を現した。太陽が河の上を遠

くの水面まで一気に流れていった。山々に火がつ

信州大学農学部紀要 第34巻第２号 (1998)88



いた。丘たちは突如燃え上がり草原のまわりで丸

い踊りを開始し，赤い太陽は馬のいななきをあげ

て空のなかへ飛び上がった。(248―９）

これこそアントニオがクララに詳しく説明したい

と考えていることである。そうすることによって，

それまで闇の世界にとどまっていたクララを光の世

界へと案内することができるのである。この作品の

あらゆる舞台，それをアントニオはクララに説明す

ることになるはずだ。そういう意味でもこの作品は

アントニオによるクララへの世界の開示に終始して

いると言っても言いすぎではないであろう。

しかし，ジオノは道徳や教訓を垂れようとしたわ

けではない。アントニオにも一瞬の𨻶があり，その

ためマトゥロの命が失われた。そのあと大がかりな

放火があったが，そのことによって自然界が大きく

変わったわけでもない。冬のあと春は確実に訪れ，

恋人たちの季節になる。ダニスを捜索に行く途中ア

ントニオがクララのことをマトゥロがダニスのこと

を考えていたのと同じく，アントニオはクララのこ

とをダニスはジーナのために作る家のことをそれぞ

れ考えている。対話は中途半端である。彼らを運ん

でいるのは隠れた主人公とも言うべき河である。

河は力強く流れていた。切り株や浅瀬を恐れる

必要はもうなかった。太い流れに乗っていたのだ。

時折舵棒に少し力を入れるだけで充分だった。闇

の奥から峡谷が喘ぐのが聞こえた。(411）

この物語は河の描写にはじまり，アントニオとマ

トゥロが河を遡行し，河が凍ってしまったためにル

ベイヤール地方に閉じ込められた恋人たちが，春の

訪れとともに筏で河をくだってくる光景で終わる。

河の男アントニオと同様，河もまた重要な登場「人

物」である。河は河の周辺の闇と光の交錯するなか

で生じるさまざまなドラマの証人でもある。

かくして，人間たちは恋をしたり戦いをしたりす

るが，人間たちを包みこんでいる自然は大きな変化

を見せることもなく四季の移り変わりを展開する。

アントニオがクララに説明するはずの世界のさまざ

まな様相こそまさしく「世界の歌」と呼ぶにふさわ

しいものである。そのような人間たちを包みこむ自

然界の歌を作者ジオノは鮮やかに描ききったと評価

することができる。とりわけ闇と光の交錯から聞こ

えてくる「世界の歌」に焦点をあててこの物語を構

築することによって。
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Entrecroisement des tenebres et de la lumiere dans
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Sommaire

 

Le Chant du Monde, c’est un roman ouun pere cherche son fils disparu depuis quelques mois pour
 

essayer de le ramener ala maison.La plupart des scenes importantes se deroulent dans les tenebres de
 

nuit,ou,bien sur,se balance la lumiere de torches ou de lampes.En plus,il apparaıt quelques personnages
 

handicapes qui symbolisent les tenebres de l’esprit des hommes.Mais ils ne sont pas seulement des etres
 

faibles;ils sont parfois doues des pouvoirs qui leur permettent d’apercevoir ce qui echappe aux sens des
 

hommes normaux.Bien entendu,meme al’interieur des hommes normaux pleins de jeunesse ou de
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pouvoir,il se cache des elements tenebreux.

Dans ce roman,plusieurs phenomenes de la nature sont intimement rattaches aux drames humains,qui
 

ne sont qu’un element de la nature.Le roman commence par la scene d’une ıle du fleuve et finit par la scene
 

d’un radeau qui navigue sur le fleuve.Ce qui dit que le fleuve est aussi un des plus importants personnages
 

de ce roman.A travers l’entrecroisement des tenebres et de la lumiere de la nature et des hommes autour
 

de ce fleuve,on peut entendre le chant du monde.

Mots-cle:chant du monde,entrecroisement des tenebres et de la lumiere,fleuve

 

Intersection of the darkness and the light in
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Summary

 

The Song of the World is a roman in which a father searches for his son lost for several months in order
 

to bring him back to their home.Most of important scenes happen in the darkness of night,where,of
 

course,swings the light of torches or lamps.Moreover,there are some handicapped personnages who
 

symbolise the darkness of the human mind.But they are not only weak beings;they are sometimes
 

endowed with the faculty that enables them to perceive the phenomena which escape from the normal
 

human senses.Of course,even in the inside of the normal human beings full of youth and power,dark
 

elements hide.

In this roman,several phenomena of the nature are intimately connected with the human dramas which
 

are also one of the natural elements.The roman begins with the scene of an island in the river and finishes
 

with the scene of a raft that sails on the river.This fact means that the river is also one of the most
 

important personnages of this roman.Through the intersection of the darkness and the light of the nature
 

and of the human beings along this river,we can hear the song of the world.

Key words:song of the world,intersection of the darkness and the light,river
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