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第十三章

酒好きの修道士

わしは来るべきのどの渇きのために飲むぞ。
フランソワ・ラブレー
カプチン会士のように飲むとは，ちびちび飲むこと。
ベネディクト会士のように飲むとは，深酒をあおる
こと。
ドミニコ会士のように飲むとは，甕を次々と空にす
ること。
そしてフランシスコ会士のように飲むとは，酒蔵が
空になるまで飲むこと。
フランスの古い酒歌
酒をがぶがぶ，あるいはちびちび飲む修道士という
イメージが，西欧の文学的伝統の典型として長く続い
てきたのは不思議なことである。これから見るように，
多くの著作家が続々と，抜き難い偏見と無知を示して
きた。彼らのほとんどにとって，典型的な修道士とい
うのは，一種の去勢されたフォルスタッフ（シェイク
スピアの劇『ヘンリー四世』及び『ウィンザーの陽気
な女房たち』
の中に登場する人物で，
陽気で頓知に富み，
ほら吹きの肥満の騎士＝訳者註）のようなものであっ
た。酒好きの修道士というこのイメージ以上に一方的
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で不当な文学上の偏見は，他にはほとんどあるまい。
皮肉なことに，修道士の飲酒について最初に言及し
たのは聖ベネディクトゥス自身であった。『戒律』の
中で，ベネディクトゥスは彼の修道士たちに「飲み過
ぎあるいは酔うことのないように注意すべきです」と
警告し（第四十章），また「放浪者と呼ばれる」修道
士についても触れている。これらの修道士は，「各地
を放浪しながら生涯を過ごし，三日あるいは四日，各
地の修道院に客として滞在し，常にさすらい，彼らは
定住することを知りません。自らの意志と飲食の誘惑
の奴隷と化しています」（第一章，古田暁訳）。中世を
通して，放浪修道士に対する苦情は絶えなかった。彼
らの空腹感は途方もなかったし，何より喉の渇きは猛
烈であった。
大酒飲みの修道士に関する中世のジョークの中に
は，愛情のこもったものもあった。アンジェの驚くほ
ど大酒のみの大修道院長にまつわる九世紀の歌につい
て は す で に 紹 介 し た が（ 第 三 章 ）
，『 壁 の 穴 』
（The
Hole in the Wall）という，もう少し時代が下った頃の
有名な物語がある。昔，二つの修道院が並んで立って
いたが，どちらもとても厳格に禁域を守っていたため，
まったく交流がなかった。一方の修道院にはいつも
酔っ払っている酒庫係がいた。修友たちは，彼の気ま
ぐれな行いにとても腹を立てていたので，酒庫の壁に
穴をうがってそこに閉じ込めた。不審な物音に気づい
たもう一方の修道院の修道士たちは彼を掘り出して，
自分たちの酒庫係にした。しかし結局のところ，彼ら
もまた耐えきれないほど苛立ち，数年後には再び彼を
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壁に閉じ込めてしまった。すると今度は，元の修友た

トレ会の修道院長は「当代きっての大酒飲み」であっ

ちが，彼が「墓」の中でくしゃみをするのを聞き，掘

た。ミドルセックスのハウンズローの三位一体修道会

り出して，聖人だの奇跡を行う人だのと言ってほめ称

士たちと論争している間，修道士たちは「毎週，町の

えたのだった。
修道士は良質のワインには弱いのだが，これを伝え
る中世のほとんどのジョークは，それほど甘口ではな
い。所有権未決の財産のことでシトー会と不仲になっ
た 十 二 世 紀 の 聖 堂 参 事 会 員， ウ ォ ル タ ー・ マ ッ プ
（一一四〇 ? ─一二〇九 ?）作の『ゴリアス大修道院
長の幻』（The Vision of Abbot Golias）という奇妙な詩
ほど残酷なものはないであろう。マップは，当時，機
知に富む会話を嗜み，愉快な詩を書くことで有名で
あったが，この風刺詩は，白衣の修道士たちの評判を
落とすことを狙ったものであった。不品行な生活をし
ている高位聖職者の典型であるゴリアスがある大修道
院を訪ねたところ，そこでは，

酒樽が空っぽになるほど飲み」，毎晩町の人たちに修
道院まで送り届けてもらわなければならなかったとい
う。しかし，今後「町の人々は，エールを飲む者がい
なくなるのをとても寂しく思うだろう」と，博士はつ
け加えている。
十六世紀のヨーロッパのその他の人たちについて言
えば，まずエラスムス ―― アウグスチノ修道参事会
士として惨めな時を過ごしたことがある ―― は，『痴
愚神礼賛』において，修道士たちを「腹がはちきれん
ばかりにむさぼり食う」と言って非難している。また，
ルターは，「なまけ者の腹をした修道士たち」と書い
ている。このような主張は，時として実態を超えたも
の に な り が ち だ っ た。 フ ラ ン ス で は 知 識 人 の 多 く
が ―― プロテスタントというよりカトリックの改革
派の人たちが多かったが ―― 修道士を目の敵にした。
クレマン・マロ（一四九五頃 ─一五四四）は，放埓
なルーバン修道士や好色なティボー修道士 ―― 太っ
ていて脂ぎっている ―― を，また「白ワインが入っ
た水差し」をもった「太った小修道院長」をあてこす
る詩を書いた。フランスのフランシスコ会はとくに評
判が悪かった。マルグリット・ド・ナヴァール（一四九一
― 一五四九）は，『エプタメロン』の中で，大酒飲み
のフランシスコ会士たちの話を当惑させるほどたくさ
ん書いている。ガルガンチュアのような巨漢であった
アンリ四世が興奮したときに叫ぶお気に入りの罵言

絶えず動いている両の手と腹をつかい，彼らはとこ
とん飲み干す，
満杯のカップを空にし，空のカップを満杯にする。
修道士はみな奇怪な猿となり…
というありさまだったというのである。ただしマップ
自身も酒は好きで，中世の酒歌の中でも最高のものの
ひとつが彼の作と見なされることさえあった（結局は
誤りだったが）
。
わが望みは酒場で朽ち果てること
神よ，この酒飲みにお情けを！
中世の文学は大酒飲みの修道士や托鉢修道士で満ち
ており，ロビン・フッドの托鉢修道士タックなどはそ
の典型だろう。彼らに腹を立てる人々がいる一方で，
チョーサーとボカッチオは彼らを笑いとばすのみだっ
た。
『カンタベリー物語』のチョーサーの托鉢修道士は，
「どこの町の居酒屋や旅籠屋でもよく知っている」「陽
気で自由奔放な奴」である。
イングランドの修道院解体に際し，飲酒は行政監督
官がしばしば告発した罪であった。これまで一般の
人々の間には，大修道院の召使いたち――「食べるこ
とと飲むこと以外に何もしそうにない大修道院の役立
たずの怠け者」―― の放縦な生活に対する憤りが相
当あった。レイトン博士（第九章を参照）は，彼が会っ
た修道士たちは飲みすぎていたと常に主張してやまな
かった ―― ドーヴァー近くのラングドンのプレモン

は，「ヴァンドレ・サン・グリ」（
「フランシスコ会士
の膨らんだ腹」の意）であった。
フランソワ・ラブレーの経歴は一風変わっている。
彼はフランシスコ会士でもあり，またベネディクト会
士でもあった。彼はシノンに近いラ・ドゥヴィニエー
ルの農場で一四九四年頃生まれた。彼の主人公パンタ
グリュエルはこの地で壁画のある酒庫のことを知り，
そこで「何杯も冷えたワインを飲んだ」
。詩人の父親
のブドウ畑のクロ・ラ・ドゥヴィニエールでは，今な
お有名な白のシノンをつくっている。一五一一年，ラ
ブレーは，ポアトゥのフォントネ＝ル＝コント近くの
ピュイ＝サン＝マルタンにあるフランシスコ会修道院
に入り，フランシスコ会士となった。彼の上長たちは
彼がギリシア語を学ぶことに異議を唱え，さらに彼が
「修道服を垣根に掛けていた」
（これは「酒色にふける」
という含みがある）ことを非難した。彼は，他の修道
士たちにひどく憎まれながら，そこを立ち去り，これ
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またポアトゥにあるベネディクト会のサン・ピエール
＝ド＝マイユゼ大修道院に移った。この大修道院には
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激しく戦い，敵兵を全部追い出してしまう。
ジャン修道士はガルガンチュアからもてなしを受け

立派な蔵書があった。さらに，彼は，近くのリグジェ

るが，そのとき，彼が酒豪であることが明らかになる。
修道院のベネディクト会士たちといっしょにいくらか
ガルガンチュアは，彼がよく戦ったので，褒美として
時間を過ごしたようだ。結局，一五二七年には，彼は
彼にテレーム修道院を建ててやるが，その修道院では，
そこを立ち去ったが，その後も司祭であり続けた。そ
「粋な男か婦人のひとりが，『飲もう』，あるいは『飲
して医学を学ぶためにモンペリエに行った。彼は生涯
みましょう』と言えば，皆が飲んだ」。初老にさしかかっ
の残りを医者及び教区司祭として過ごしたのだった。
たジャン修道士はパニュルジュに「今ではワインは
ラブレーの奇書には，ガルガンチュアとパンタグ
ずっと美味しくなっているが」，
「不味いものに出くわ
リュエルという二人の巨人父子の驚くべき偉業，戦争，
すのではないかと，これまで以上に不安なんだよ」と
旅のことが語られているが，その頂点は聖なる徳利の
打ち明け，神託の貴婦人，バクブク王妃が，最後に彼
神託を求める大航海の旅である。ヨーロッパ文学きっ
らに一杯振る舞うと，ジャン修道士は「これはすばら
ての大酔漢のひとりである，力強い友「漏斗とゴブレッ
しいギリシアの発泡酒だ。お願いだ，ねえ，つくり方
トのジャン托鉢修道士」は，実際には，修道士であっ
を教えてくださらんか」と叫んだ。
実際のところ，ラブレーはたびたびギリシアワイン
て，鉢托修道士ではなかった。
に言及している。おそらく，マムジーであろう。彼は
また甘口のフロンティニャンも称賛している。とはい
［彼は］若く，元気一杯，溌剌とし，陽気で，極め
て機転がきき，豪胆で，危難を恐れず，沈着果断， え，彼がたくさんのシノンと赤のブルグイユを飲んで
育ったことはまず間違いない。『ガルガンチュア物語』
丈は高く，体は痩せ，耳まで裂かれたような大きな
の「酔払いたちがくだを巻く」という表題の第五章は，
口，至極見事な鼻を具え，時禱はあっさりやっての
これまで書かれた飲酒礼讃の歌の中で最も優れたもの
け，ミサは器用に片づけ，徹夜課は手っ取り早く，
の一つである。
一言で言えば，結局のところ，修道士たちが修道生
活をはじめて以来，かつて見たことがない修道士ら
しい真の修道士であったし，その上，聖務日課書の
ことにかけては歯の先に至るまで学者であった。
（渡
辺一夫訳，一部改訳）
我々が最初に出会うのは，彼が他の修道士たちに，
略奪軍から修道院のブドウ畑を防衛するよう説き伏せ
ているところである。
心気高き立派な人士が美味なワインを憎むことは
断じてない。これぞ修道院の金言の一つである［と
彼は言った］
。…何ゆえに，祈りの時間が穀物やブ
ドウの穫り入れのときには短くなり，待降節および
冬の間を通じては長くなるのだろうか。…ワインを
好まれる皆の衆よ，いざ，運を天にまかせて，拙者
について突撃だ。酒をたしなむ者にしてブドウ畑を
救わぬとあらば，いっそのことわしは聖アントワヌ
の熱でファゴットよろしくがりがりに焼かれたほう
がましだ。あら恐ろしや，もったいなや，教会の財
産なるぞ。
（同上）
それから，彼は行列用十字架を六尺棒（昔英国の農
民が用いた武器＝訳者註）のように使い，ブドウ畑で

白ワインだ！ みんな注げ，とことん注げ！ や
れ！ やれ！ やれ！ これを鯨飲馬食と申す。お
お，ラクリマ・クリスティじゃな！ これは最高の
ブドウでできているのかね。まこと，混じり気なし
のギリシアワインだ！ ギリシアワインだ！ お
お，美味しい白ワインだぞ！ いや，まったく，味
もまろやかな琥珀ワインじゃ。
ラブレーは，父親の白のシノンを飲んでいたのであ
ろうか。彼はまたとくにアルボワが好きであった。ラ
ブレーが亡くなってから七年後の一五六〇年，彼の昔
からの飲み友だちであったロンサールは，次のような
墓碑銘を書いた。
生きている間いつもワインを飲んでいた
善良なるラブレーから
ブドウの木が生えてくるだろう。
愉快で，大食いで，大酒飲みの修道士および托鉢修
道士という観念は，ホガース（一六九七─一七六四）
の『カレー門』を見てもわかる通り，十八世紀になっ
ても続いた。十八世紀初期の忘れられたフランスの詩
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人， 劇 作 家 ア レ ク シ ス・ ピ ロ ン（ 一 六 八 九 ─

ンバルディアのヤマウズラ，それにキャビアを食べ，

一七七三）は，ワインの蓄えが尽きた，飲んべえの托

ワインはモンテプルチャーノ，ラクリマ・クリスティ，
それにキプロス島とサモス島産のワインであった」
。

鉢修道院に関する楽しい小歌を書いた。
修道服を着て，
袋と水差しをもて，
おまけに，ロッシュ修道士よ！
共同寝室では
今夜は何もかもが
絶望的だ。
すべての塩ブタは
消えてしまい，
むさぼり食べられてしまった。
そして，最後に詩人は皮肉な調子でこう付け加える。
コンドリューのワインは
我らに別離を告げる。
ロッシュ修道士が嘆くのも当然だろう。ローヌ河畔
のコンドリューの白ワインは，珍しい品種のヴィオニ
エ種のブドウを栽培しているたった十七エーカーのブ
ドウ畑から産出される，上等で希少価値のあるワイン
である。リゴットというチーズと一緒だととくに美味
しい。疑いもなく，この修道士はコンドリューの最高
峰，たった四エーカーのブドウ畑からつくられる伝説
的なシャトー・グリエを飲んだのだ。ヒュー・ジョン
ソンが「遅かれ早かれ，ワイン収集家のだれもがこれ
を試してみなければならない」と評したワインである。
ヴォルテールや啓蒙運動の知識人たちはみな修道制
をからかった。
『カンディッド』の脇役のひとりにジ
ロフレー修道士がいるが，彼はテアティノ会（十六世
紀 イ タ リ ア に ピ エ ト ロ・ カ ラ フ ァ（ 一 四 七 六 ─
一五五九）
，後の教皇パウルス四世とカイェタヌス枢
機卿とによって創設された修道会で，聖職者の素行の
純化を目的とした＝訳者註）の律修聖職者（修道誓願
を立て共同生活をする修道会の一員であるが，司祭か
もしくは司祭職を得るために勉学している者のことを
言う=訳者註）である。英語の翻訳者は彼を托鉢修道
士としているが，これはいただけない。カンディッド
は，ヴェネツィアの聖マルコ広場で，痘瘡に罹った召
使いの少女パケットを同伴しているジロフレー修道士
に出会う。彼女の奈落は，フランシスコ会の聴罪司祭
が彼女を誘惑したことからはじまった。三人は，食事
をするために旅籠へ向かう。そして，「マカロニ，ロ

ジロフレーは自ら選んで修道士になったのではなく，
彼の両親が無理やり彼を修道士にした。「わたしが夜
修道院に戻ってくると，共同寝室の壁に頭をぶつけた
くなる」のだった。
（ヴォルテールはなかなかのワイ
ン通らしい ―― キアンチーノ・テルメというトスカー
ナの温泉町近くの丘陵でつくられるヴィーノ・ノービ
レ・ディ・モンテプルチャーノは，イタリアの最高級
の赤ワインである。）
啓蒙運動は，修道士たちはすべて食べすぎ，飲みす
ぎであると確信していた。モンテスキューの『ペルシ
ア人の手紙』の中で，主人公のひとりが修道院の図書
室で修道院長に話かけようとすると，食堂の鐘が鳴っ
た。その修道士は「まるで翼をもっているかのごとく
私の視界から消えた」
。一七八〇年のウィーンで，ト
ランシルヴァニアの鉱物学者イグナス・フォン・ボル
ン伯爵（一七四二─九一）は，修道士の博物誌といっ
たような意味の『モンコロギア』（Monchologia）なる
表題をもつ小さなラテン語の本を出版した。伯爵は，
修道士たちはまったく別の人種で，人間とサルの中間
的存在であると主張し，彼らを「リンネ式分類法に従っ
て」分類している。修道士たちは，頭巾を被り，夜に
なると騒ぐ人間の形をした動物で，雑食，魚食，野菜
食の三つの集団に分類される。雑食のベネディクト会
士たちは，めったに断食せず，毎朝四時頃にはのどが
渇くと言われる。黒衣の修道士たちがその時間に集ま
るのはそのためである。暴飲暴食の顔をし，千鳥足の
アウグスチノ修道参事会士は，ワインに対する飽くな
き欲求に苦しみ，恐水病に罹っている。彼はワインで
激しい渇きをいやそうとするが，さらにのどが渇いて
しまい，そしてワインに酔いつぶれても，もっと多く
のワインを切望する。彼の夜毎の浮かれ騒ぎは，ブド
ウの花が咲く頃に最も楽しいものとなる。人気を博し
た『モンコロギア』は，ヴィクトリア朝中期にイング
ランドでも翻訳紹介され，これには楽しい戯画が付さ
れている。他愛のない娯楽のための本ではあるが，底
流には修道士に対する真の憎悪がある ――「修道士
たちは結婚していないが，彼らの子供たちを捨ててい
る」。
フランス革命時には，修道士たちの風刺画がたくさ
ん描かれた。これらの多くは陽気なものだが，必ずと
いいていいほど辛辣な毒を含んでいた。一七八九年以
前とそれ以後を対照的に扱った絵画では，前者にはと
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ても太っていて愉快な修道士，後者には，哀れにも痩

百本のボトルに水をかけていた。十四皿におよぶすば

せこけていて惨めな修道士が描かれている。他に，二

らしい食事の後，修道士たちは，
「嵐の中で鯨が潮吹

人の大修道院長がブドウ圧搾機で搾られ，金貨を吐き

くような騒ぎの中で」，大きなボールから美味しいコー

出している風刺画などもある。
ウ ィ リ ア ム・ ベ ッ ク フ ォ ー ド（ 一 七 六 〇 ─
一八四四）の『ポルトガルからの手紙』には，啓蒙時
代の教養あるイギリス人紳士の修道士に対する態度が
覗 わ れ る。 ベ ッ ク フ ォ ー ド は， 一 七 八 七 年 か ら
一七八八年にかけて，ポルトガルの宮廷から招待を受
け，最高のフランス人シェフを伴い，シトー会の美し
いアルコバサ大修道院 ―― 西洋で一番大きい修道院
―― を訪れた。古典主義時代の優雅な散文で書かれ
たベックフォードの印象記は，例によって皮肉まじり
ではあるが，
楽しく読める。マカオの最新の流行に従っ
て用意された料理など，ここでの食事についてかなり
の分量を割いて詳しく紹介している。ワインも大量に
飲んだようだが，残念ながらその詳細については触れ

ヒーを飲んだ。夕食も劣らず美味で，大樽一杯の焼け
るような，砂糖入りのブランデーで幕となった。ただ
し，この著者が説明を省いていることがひとつある。
それは，このような宴会は祝日といえども例外的なも
のだったということである ―― 年代からして，この
宴会はシトー会がフランスに戻ったことを祝して開か
れたものだったのかもしれない。
十八，十九世紀のイギリス人は修道士を二種類に分
類 し た。 一 つ は， マ シ ュ ー・ グ レ ゴ リ ー・ ル イ ス
（一七七五─一八一八 イギリスの小説家，劇作家=
訳者註）のゴシック小説『修道士』に出てくる，痩せ
て危険な狂信者。もう一つは，『インゴルズビー伝説』
の太っていて愉快な大酒のみである。サー・ウォル
ター・スコットの作品には，痩せた修道士と太った修
道士の両方が出てくる。大酒のみの修道士に興味を
もっていたもう一人のロマン主義の小説家は，トーマ
ス・ラヴ・ピーコック（一七八五─一八六六）である。
『召使いマリアン』の中のルビギル大修道院のマイケ
ル修道士は，ラブレーのジャン修道士と共通点もある
が，それ以上である。マイケルは，
「私の得意なものは，
カナリーと鹿の肉である」と自慢し，さらにカナリー
（つまり，シェリー）は「唯一生命を守るもの，真の
飲用金（昔使われた金粉入りの強壮剤のこと＝訳者

られていない。そして，最後はとても面白おかしい光
景で終わっている。彼が立ち去ろうとしたとき，大修
道院の修道士が全員，今や尊敬の目差しで仰ぎ見てい
るシェフの給仕が受けられなくなるといって，涙を流
している光景である。
この修道院のワインについては，
ヒュー・ジョンソンの『ワイン』に補足していただく
としよう。
アルコバサ大修道院は，巨大な宴会ができるように
厨房が設計されており，その一方の端では，小川が
ぶくぶく音を立てながら流れ，煙突は溶鉱炉のよう
である。まさに宮殿を思わせる，修道院の中でも最
高の修道院である。その傍らの小さな宿で，ハマグ
リとともに味わった，野イチゴの際立って美味しい
香りの白ワインを忘れがたい。その土地のごく普通
のワインで，どこでも歓迎されたにちがいないが，
名前さえまだなかった。
『美味礼賛』の著者，アンテルム・ブリア＝サヴァ
ラン（一七五五─一八二六）は，修道士の美食好きの
伝説にだれよりも貢献した。一八一七年，聖ベルナー
ルの祝日（八月二十日）に，彼はアマチュアのオーケ
ストラを連れて，ベレイ近くのシトー会修道院で演奏
した。これはシトー会の暦年の中で最大の祝日で，確
かに修道士たちは祝日を立派に祝ったようだ。ブリア
＝サヴァランは，教会ほど大きな（巨大な）パテ，大
きなハム，子牛の骨付き肉，山ほどのアーティチョー
クのことを述べている。食堂の一方の端では，噴水が

註），すべての病気，渇き，短命に効く万能薬である
と思う」と言う。彼の守護聖人は聖ボトル（瓶を意味
する「ボトル」と同じ発音），即ち，「歌う修道士，大
きな声で笑う修道士，怒鳴る修道士，喧嘩をする修道
士，開墾する修道士，重い物でばっしと叩く修道士，
物を砕く修道士，冗談を飛ばす修道士，酒瓶をあける
修道士，頭蓋骨を砕く修道士」である。
ヴィクトリア朝時代の人たちも，修道士にたいして
このような見方をし続けた。『オークの一人語り』の
中で，テニソンは，「修道士が太っていた昔の夏」の
ことを詩にしている。またときに彼らは批判的で，あ
の偉大なプロテスタントの歴史家 J・A・フルードは，
修道院解体について書き，修道士たちは「放蕩，聖職
売買，酩酊に明け暮れていた」と言っている。『ワイ
ルド・ウェールズ』の中で，ジョージ・ボロウ（一八〇三
─一八八一 イギリスの作家，ロマニー語と文学の研
究者，旅行家=訳者註）は，ペングワーンの古い女子
修道院の廃墟を通りながら，かつてここは「華麗な偶
像崇拝と卑猥な情欲に捧げられた場所」であったと考
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えた。我々の時代においてさえ，田舎では，古い大修

近代化して辣腕をふるい，芸術保護者であったが，諸

道院はそれぞれ，とてつもなく長い秘密のトンネルで

階層の恨みを買い，国庫財産の着服やキリスト教徒女

女子修道院とつながっていると思っている人が少なく

性との関係などの嫌疑をかけられ処刑される。フォイ

ない。
アルフォンス・ドーデは，大酒のみの聖職者を最も
優雅にからかったユーモア作家であった。『ゴーシェ
神父の薬酒』において，ドーデは，プロヴァンス地方

ヒトワンガーの《ユダヤ人ジュース》（一九二五）を
はじめ多くの作家の作品に描かれ，世界的に著名とな
り，反ユダヤ的な映画（一九四〇）にまで利用された
=訳者註）がユダヤ人であるのと同じような意味にお
いて，修道士なのである。

のプレモントレ修道会のとある貧しい修道院がいかに
解散から救われたかを語っている。牛飼いのゴーシェ
は，
修道院にお金がないと聞くと，院長のところに行っ
て，地 元の 六 種類 の ハ ー ブ の 蒸 留 に よ る 無 類 の リ
キュールのつくり方を叔母から教えられて知っている
ことを告げる。そして，「プロヴァンスの紋章で封じ
され，恍惚状態の一修道士をあしらった銀色のラベル
がついた小さな茶色の土瓶」に入れて売り出されたリ
キュールは，大成功を収める。語り手は，それを飲ん
だ後，
「胃袋がいい気持ちにあたたかくなった」と言っ
ている。それは「緑色もしくは黄金色の，体を温める，
輝かしい絶品のリキュール」である。おかげで修道院
の財政は回復し，修道士たちはそれぞれ，ハーブを求
めて山を歩き回る者，包装する者，ラベルをつくる者，
送り状をつくる者，
運搬する者となって働いた。一方，
ゴーシェはといえば，
「ゴーシェ神父」に昇進するが，
彼が一人でこなす仕事は必ず不運な結果をもたらし
た。そのたびに彼が千鳥足で聖歌隊席に来ると，詩編
ではなく俗謡を歌い，それを修道士たちが聞くことに
なったからだ。「ああ，何ということだ」と院長はた
め息をつく。「彼は何かブドウの香りを身にまとって
いる。今度で続けて二晩だ」。しかし，賢明にも院長
は妥協した。ゴーシェ神父には蒸留器をもたせたまま
にし，修道士たちには「我々の利益のために魂を犠牲
にした我らの哀れなゴーシェ神父のために祈りましょ
う。オレムス・ドミネ（神に祈りましょう）」と言い

第十四章

修 道 院 解 体

修道士とは神の巨大な毛皮のコートについた蚤であ
る。
マルティン・ルター
このぶどうの木を顧みてください。
あなたが右の御手で植えられた株を
御自分のために強くされた子を。
それを切り，火で焼く者らは
御前に咎めを受けて滅ぼされますように。
「詩編」（八〇 : 一五─一七）
修道士はいつも忌み嫌われてきた。なぜそうなのか
正確に言いあてることは難しい。前章で挙げたジョー
クや中傷は，朗らかなのらくら者の弱点を余すところ
なく描写している。多くの人たちは，明らかに，彼ら
が独身であることに嫌悪感をもっていた。かつて托鉢
修道士であったマルティン・ルターは，次のように言っ
ている。
女性，ワイン，それに歌を愛さない者は，
一生涯，愚か者である。

聞かせたのである。しかし，祈りの甲斐なく，修道士
しかも，自分たちの教区司祭に好意をもっている多
たちは，聖堂にいても，ゴーシェ神父が蒸留場で歌う
くの善良なカトリック教徒でさえ，大修道院が崩壊す
俗謡を常に耳にすることになった。
るのをみて大いに喜んだ。
こうした話は面白いが，修道士にとっては芳しくな
修道士たちがしばしば戒律をないがしろにしていた
い評判を広めることになった。今日でさえ，一般の人々
ことは確かである。ダンテは，十四世紀初頭に書いた
は修道士を他人の負担で鯨飲する太った，ならず者と
『神曲』「天国編」の中で，聖ベネティクトゥスに次の
考えている。疑いもなく，こうしたイメージは，何世
ように言わせている。
紀もの間，多くの無意味な迫害に貢献してきた。陽気
で人づきあいのよいタック修道士やジャン修道士は，
私の戒律は，いたずらに紙をそこなうために残って
シャイロックやユダヤ人ジュース（J.B.I.S. オッペン
いるのだ。
ハイマー（一六九八頃─一七三八）のこと。ドイツの
宮廷ユダヤ人。ビュルテンベルクに仕え，宮廷財政を
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エリザベス朝時代のイングランドのカトリック教徒

宗教改革は修道制にとってもワインづくりにとって

ウィリアム・ワットソン（一五五九 ? ─一六〇三，カ

も極めて重大な打撃であった。改革者たちは，信仰よ

トリック司祭。ジェイムズ一世王殺害の陰謀者の一人

りもよく働くことに力点を置いた修道士の生活は時間

として捕らえられ，処刑される=訳者註）は，次のよ
うに嘆き悲しんだ。

の無駄であり，神に対する侮辱であると考えた。この
見方は，一五二一年に熱心な読者層に向けて書いた『修
道誓願について』というルターの敵意を込めたパンフ
レットで表明されているものである。おそらく，カト
リック・ヨーロッパの少なくとも半分の修道院が終息
したであろう。しかし，歴史の幸運な偶然で，それら
はおもにブドウが栽培されていないヨーロッパ北部の
修道院であった。にもかかわらず，一五二五年，この
年の農民戦争のさなかに，エーベルバッハ修道院は，
一万八千ガロンのワインを身代金として支払わねばな
らなかった。農民たちは，大修道院の有名な大桶の半
分以上を飲んだ。この大桶は元通りにされることはな
く，結局のところ，壊されてしまった。一五六三年ま
でに，ヨハニスベルク修道院はプロテスタント教徒の
襲 撃 を か な り 受 け， つ い に 解 体 に 追 い 込 ま れ た。
一五六八年，ユグノー教徒たちは，疑いもなく，シャ
ブリに魅せられてポンティニーを略奪し，シトー会修
道士たちのコープ（大外衣）やチャズブル（上祭服＝
ミサのときに司祭がアルバと呼ばれる長い麻の白衣の
上に着る袖のない長円形の貫頭衣状の式服=訳者註）
を身につけて，酒庫（セラー）で乱飲乱舞の大酒宴を
開いた。彼らはまたムルソーにあるシトー会のペリエ
レの館を略奪し，燃やした。フランスの多くの大修道

世界という劇場での修道会の盛衰は，
人間の苦悩に満ちた悲しい悲劇を表している。
花に似て，人間は，時々，別の修道会，団体，集団
を芽吹かせ，開花させ，繁栄させるが，すべての人
間に宿る自由意志の決するに任せるや，はじめの精
神を喪失して，朽ち果てていくのだ。
どんなに凝り固まったカトリック教徒でも，かつて
はあまりにも多くの修道士がおり，あまりにも多くの
修道院があったこと，またあまりにも多くの女性が結
婚する機会に恵まれなかったという理由だけで，女子
修道院に入ったこと，放浪者となって窃盗をはたらく
托鉢修道士があまりにも多かったことを否定すること
はできない。おそらく，大部分の大修道院は，適度に
敬虔な生活をしつつも，ほとんど修道生活をしていな
い独身の男性や未婚の女性の共同体の居心地のよいカ
ントリーハウス（田舎の大邸宅）同然だったであろう。
一方，カルトゥジア会の修道院はすべて，彼らの理想
に忠実であった。またもちろん，トラピスト会のよう
に，
多くの修道会では改革がなされた。それでもなお，
教養ある人たちは，人数の抜本的な削減や規律の強化
が必要だと考えたが，彼らのこうした意見を非難する
ことはできない。不幸にも，この反動が完全に敵意に
化したこともあった。十八世紀には，この反動のゆえ
に，西洋の修道制はほとんど崩壊に近い状態に追い込
まれた。
中世においてさえ，大修道院は兵士を引きつけてや
まなかった。兵士たちは，ヴァイキングやサラセン人
に劣らず，嬉々として修道院を略奪した。百年戦争
（一三三七─一四五三年の間に継続的に起こった英仏
間の戦争で，英国がフランスに侵入したが，カレー以
外の地から退却した＝訳者註）で，英軍はフランスに
おいてとくに芳しくない行跡を残した。もう一つの威
嚇はフランスにおける農民一揆（一三五七─五八年に
起きた＝訳者註）
であった。ボヘミアの修道士たちは，
十五世紀前半の間，チェコ人異教徒，フス派信徒，タ
ボル派信徒に苦しめられた。ワインをつくっていた大
修道院は，常に魅力的な襲撃の標的となり，ブドウ畑
は多大な被害を被った。

院は，宗教戦争（一五六二─一五九八）の間に，かな
り悪辣な攻撃を経験した。
修道士たちの次の大きな試練は，三十年戦争であっ
た。ラインラントとバイエルンが，無数の戦闘の舞台
となった。この間，軍隊という軍隊――プロテスタン
ト，カトリック，皇帝派，スウェーデン，スペイン，
フランス等々の軍隊 ―― が略奪し，強奪した。大修
道院は当然のごとく餌食となった。エーベルバッハ修
道院の修道士たちは，一六三一年に，スウェーデン国
王グスタフ・アドルフ（在位一五九四─三二）によっ
て追い出され，十九万八千ガロンのワインを捨てて，
ケルンに逃れた。三年後，スウェーデンの宰相アクセ
ル・オクセンシェルナは，その修道院を仮の駐留地と
した。明らかに，彼とルター派の兵士たちは，セラー
を存分に利用した。一六三七年，カトリックのフラン
ス軍隊は，プロテスタントのスウェーデン軍といっ
しょにベルギーのシトー会のオルヴァル修道院をすべ
て焼き尽くし，初めに献金を盗み，そして聖堂を馬屋
として使った。他の多くの修道院もオルヴァルと同じ
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運命を辿った。修道士たちは，もし捕まれば，拷問に

一七六一から六三年にかけて，シュタインベルクのブ

かけられ，隠した宝を出すように強要された。ワイン

ドウ畑を囲む高さ七フィート，長さ一・五マイルの石
壁を建造するほど繁栄した。アイテルスバッハでは，

は磁石であった。マクシミン・グリュンハウス修道院
のベネディクト会士たちは，一挙に三七五個の樽を
失った。
カトリックの国々では，平和なときでさえ，解体の
威嚇にさらされていた。一六六六年，フランスの財務
総監コルベール（一六一九─八三）は，ルイ十六世に
宛てた書簡の中で，修道制を攻撃し，「修道女やその
他の女性の修道者は，みんなのために働かないばかり
か，彼女たちが生んだかもしれない子供たちを田舎か
ら奪ったりしている」などと書いた。国王は，修道者
に対して敵意はなかったが，ある程度この言葉に同意
し，新たに修道院を建立する場合は，自分の特別の許
可がなければならないと宣言した。
南ドイツはルイ十四世によって，三十年戦争の間よ
りも多くの苦しみを受けた。一六八九年，ルイ十四世
の軍隊は美しいプファルツを完全に破壊した。オッペ
ンハイムやウォルムズのようなワインをつくっている
町は，シャトーや村全体や大修道院もろともに炎上し
た。さらに，農作物，果樹，ブドウの木が集められて
燃やされた。ラインガウに沿った大規模な修道院のブ
ドウ畑の多くが破壊された。フランス人は，さらに第
二の侵略でも残虐行為を繰り返した。一七〇〇年代初
頭に，マールバラ公（一六六五─一七二二）とオイゲ
ン王公（一六六三─一七三六）の軍を相手に戦った際，
バイエルンは同様に破壊され，略奪された。いつもの
ように，大修道院やセラーは「野蛮で放埓な兵隊」を
引きつけた。これらの戦争の結果は予想されたもの
だった。一六〇〇年には，ドイツにはおそらくブドウ
の 木 に 覆 わ れ た 土 地 が 三 十 万 エ ー カ ー あ っ た。
一七一三年までには，およそ七万エーカーしか残って
いなかった。ブドウ畑の主たる所有者と同様，修道士
たちも苦しみを受けた。
しかし，
大修道院のブドウ栽培は目覚しく回復した。
マキシミン・グリュンハウスでは，十万二千本の新し
いブドウの木を植えた。その結果，一七八三年には
九百フーデル ―― 九千リットルのワインを生産する
ことができた。一七一六年に始まったヨハニスベルク
の復興と，そのベネディクト修道会がいかにドイツの
ワインづくりの革命の先駆をなしたかについては先に
述べた通りである（第四章参照）。エーベルバッハ修
道院のシトー会士たちも遅れをとっていなかった。新
しいブドウ畑にブドウの木を植え，リースリング種と
ト ラ ミ ナ ー 種 の ブ ド ウ で 実 験 を や り， 彼 ら は，

トリーアから来たカルトゥジア会士たちが，みずから
の見事なワインを改良した。修道士として生きる権利
が問題にされない限り，修道院におけるブドウ栽培は，
常に最悪の破局をも克服して生き残ってきたのだっ
た。
しかし，この権利こそまさに，十八世紀の知識人が
問題にしたものであった。啓蒙運動は，どんな戦争よ
りもはるかに恐ろしい威嚇であった。ヴォルテール（モ
ンタランベールによれば）は，修道士を「他者を犠牲
にして生活しながら，取り返しのつかない誓約を立て
て，理性に反旗を翻し，奴隷になることを約束する者」
と述べた。『ペルシャ人の手紙』で，モンテスキューは，
修道制について，「この貞潔の経歴は，疫病や最も野
蛮な戦争よりも男たちを無力にしてきた」と語ってい
る。人口の減少や農業の放棄だけでなく，働く意志の
喪失もまた，この修道制が原因であると彼は考えた。
「修道院では安楽な生活を享受することができる。し
かし，この安楽な生活をするために修道院外の世界で
は，人は汗してせっせと働かねばならないのである」。
ディドロは，小説『修道女』の中で，修道者の独身主
義を巧妙に，敵意をもって攻撃している。この小説は，
自分の意志に反して修道女にさせられた一人の少女の
話である。修道女の中には善良な女性もいるが，多く
は迷信的な悪魔かレズビアンである。そして，ついに
ヒロインはベネディクト会の聴罪司祭と駆け落ちし，
最後はパリの洗濯女として終わる。著者は，「修道士
や修道女はイエス・キリストによって定められたもの
なのか，この花婿にはそんなに多くの愚かな処女が必
要なのだろうか」と軽蔑をあらわに問うている。
英国では，とりわけ饒舌に修道士批判が繰り広げら
れた。まず，デイヴィッド・ヒューム（一七一一─
七六）は，ヘンリー八世の修道院解体令について次の
ように書いている。
無為な怠慢…とその従者，すなわち，修道院が非難
される理由ともなっていた完全な無知については，
疑問の余地がない。また修道士たちは，学校で教え
るような，夢想じみた，あら捜しの哲学の発明者で
あるだけでなく，
その真の守護者でもあった。しかし，
洗練された雄渾な知識はこうした人たちに期待する
ことはできないであろう。退屈な画一性を強いられ，
競争のない彼らの生活は，知性を高め，才能を育成
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してくれるものを何も与えてくれないからだ。

の考えに賛成し，イエズス会を廃止するよう教皇に圧

エドワード・ギボン（一七三七─九四）は，彼の歴

力をかけた。旧体制のフランスでは，修道制への反対
は，一七六五年の律修聖職者委員会の設置で頂点に達

史書の中でさらに大げさな非難の言葉を並べている
（その非難の言葉は，
「それらは，裸足の托鉢修道士た
ちがローマのユーピテルの神殿で晩課を歌っている
中，カピトリヌスの神殿の廃墟に物思いに沈みながら
座していたときに」浮かんで来たものであった）。ギ
ボンは，他にも激しい非難の言葉を浴びせつつこう語
る。初期の時代には，修道士は「ワインの使用を慎ん
でいた」のに，その後，「あらゆる時代の教会は，堕
落した修道士たちの放埓を非難してきた」。もっとも，
この「苦しみに満ちた危険な美徳から人間のありふれ
た悪徳への自然な転落は，おそらく，哲学者の心に悲
しみや憤りをそれほどかき立てはしないだろう」が，
と。さらに，この「皮肉の大家」（バイロンが『チャ
イルド・ハロルドの巡礼』の中で語っているギボンに
ついての評言。続く「おごそかな冷笑」云々も同様=
訳者註）―― 今まさに「おごそかな冷笑でおごそか
な信条を弱体化させ」ている―― は，「ベネディクト
会の大修道院長の率直な告白，即ち，『私の清貧の誓
願は私に年に十万クラウンを与えてくれるし，私の従
順の誓願は私を最高の王の位にまでつけてくれた』と
いう告白をどこかで聞いたか読むかしたが，あいにく
貞潔の誓願の顚末ついては忘れてしまった」。
しかし，ギボンはもっと深い知識を示してしかるべ
きだった。彼の『ローマ帝国衰亡史』の脚註をみると，
彼は修道院の学問に，すなわち，ランケよりはるか以
前に，史料の科学的研究を開拓した，ベネディクト会
士のマビヨン（一六三二─一七〇七）や，同じくベネ
デ ィ ク ト 会 士 の ベ ル ナ ー ル・ ド・ モ ン フ ォ ー コ ン
（一六五五─一七四一）のような人物に多くを負って
いることがわかる。ギボンは，モンフォーコン編の優
れたギリシア教父文書を頼りにしていた。また実際，
彼は，十八世紀のマルタ騎士修道会の偉大な年代記を
残したプレモントレ会士のヴェルトー（一六五五─
一七三五）を「とても好感のもてる歴史家」だと言っ
ている。他にイエズズ会士のマリアーナ（一五三六─
一六二四，スペインの歴史家，神学者=訳者註）やオ
ラトリオ会士のラ・ブルテリー ―― 個人的な親交も
あった ―― その他，修道誓願を立てている数多くの
学者を引用している。さらに付け加えるなら，ギボン
が他の誰よりもベネディクト会のシャンパンを嗜んだ
ことはまことに皮肉なことである。
不幸なことに，カトリックの支配者でさえ啓蒙運動

した。ルイ十五世はすべての修道院を解体させること
を拒否したが，それでも委員会は，九人未満の共同体
を抑圧することに成功した。ハプスブルク家の領内で
は，皇帝ヨーゼフ二世が，カルトゥジア会のすべての
修道院を含む七百もの修道院を解体させた（追放され
たイングランド人のシーン・アングロルム修道院もこ
のとき犠牲になった。このカルトゥジア会の修道院は
十六世紀以来フランドルに存続していた。）
。皇帝の勅
令によって，観想生活をするすべての修道院の閉鎖が
言い渡された。「そこの修道士たちは隣人や社会のた
めに何の寄与もしなかったからだ」
。学問はいくらか
斟酌されたが，ワインづくりはまったく顧みられな
かった。結局，ハプスブルク家の領内では，大修道院
の三分の一が消え去った。修道会は，修練士に公教育
を受けさせることや，修道院を去ることを望む修道士
には年金を支給することを強要されたために，さらに
弱体化した。
フランス革命の際には，さらに悪いことが発生した。
革命は，修道士が知的風潮の敵意にさらされ，士気阻
喪に陥っていた時期に，西洋の修道制に対して，修道
制 の 全 歴 史 の 中 で 最 も 恐 ろ し い 一 撃 を 加 え た。
一七九〇年，すべてのフランスの修道院の処遇が指示
さ れ た。 四 百 以 上 の ベ ネ デ ィ ク ト 会 の 大 修 道 院 や
二百五十のシトー会の大修道院，六百近くの托鉢修道
会の修道院，千五百の女子修道院等々が，数百の他の
修道院もろとも失われた。「穏健な」ジロンド派のロ
ラン夫人（一七五四─九三）も，「教会の土地は必ず
売るようにしなさい。というのは，彼らのねぐらが破
壊され，彼らがみないぶし出されるまで，私たちはこ
れら野生の野獣から解放されることはないのだから」
と熱弁をふるった。このテロの間，「野生の野獣」は
革命の敵として処刑された。そうした中で修道士たち
は，『モンコロギア』の読者が予期したにちがいない
臆病さを露呈するどころか，英雄的行為の数々を残し
た。プーランク（一八九九─一九六三，フランスの作
曲家）のオペラ『カルメル会修道女たち』は ―― 実
際 の 出 来 事 を も と に ―― ジ ョ ル ジ ュ・ ベ ル ナ ノ ス
（一八八八─一九四八，フランスのカトリック作家=
訳者註）が語った，自分たちの理想のためにギロチン
に向かっていったカルメル会修道女たちの物語であ
る。『沈黙の海』（Waters of Silence）の中で，シトー会
士トマス・マートンは，ラ・トラップの白衣の修道士
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たちが，一八一六年フランスに戻ってくる以前に，彼

の修道院は，サン＝ヴィヴァンのように，修道士たち

らの厳格な生活様式の持続を決意し，ヨーロッパから

が戻って来ることを恐れて，取り壊された。数少ない

ロシアへ，さらに海を渡って北アメリカへと移って

稀な例だが，ムルソーのシトー会，ボーヌのウルスラ

いった様子を感動的に語っている。
ナポレオンも，修道士に関しては，ロラン夫人と同
様，
「啓蒙的な」見解をもち ―― それはナポレオンが
捨てなかった数少ない革命原理の一つであった ――
彼が征服したすべての国々の修道制を禁止した。ナポ
レオンの兵士たちは，ヨーロッパ中の修道士や修道女
たちに残酷な戦いを強いた。スペインではモンセラ修
道院を兵舎に変え，「まるでシャモア（高山に生息す
るヤギに似た動物=訳者註）を追い立てるように」，
哀れなべネディクト会士たちを近くの山へと追い立て
た。スペインの上質のシェリー，ヘレス・デル・コン
ヴェントは，ナポレオンの兵士の破壊行為を今なお記
念する存在である。一八一二年，ヘレスのエスピリト・

会，サンテミリオンのドミニコ会のそれぞれの修道院
のように，セラーが本来の目的のために使われたとこ
ろもあった。ロマネスク芸術やゴシック芸術の傑作で
ある列柱や彫刻が，道路を舗装するために用いられた。
ブラウンフェルスは，「貴重な写本が，ぬかるんだ道
の轍を埋めるために，バイエルンやシュヴァーベンの
修道院からミュンヘンやシュトゥットガルトの国立図
書館へと宝物を運ぶ牛車から投げ落とされた」と書い
ている。
幸いなことに，少なくとも修道士たちの宝物のいく
らかは残存した。ブラウンフェルスによれば，各地の
美術館や図書館が抱える中世美術や中世写本の華やか
なコレクションのほとんどは，修道院解体の恩恵を
被っており，パリのクリュニー美術館やニュルンベル
クのゲルマン国立美術館，ミュンヘンのバエルン国立
美術館，ケルンのヴァルラフ＝リヒャルツ美術館など
の今日の収蔵品も，これらが基になっていることを強
調している。トロワにある見事な市立図書館は，五万
冊もの蔵書を誇っているが，これらは，かつてはクレ

サント女子修道院の何人かの修道女たちは，フランス
の軍隊から逃げる際に，彼女たちのアモンティリャー
ド（スペインのモンティリャ産の琥珀色をした強い香
りのシェリー=訳者註）のいくつかの樽を回廊の地下
に埋めた。それは，一世紀以上もの間発見されなかっ
たが，
ソレラ方式（上段ほど新しい酒を入れた樽を五・
六段積み重ね，最下段の古い酒の樽からある量を出し
たあと同量を上段の樽から順次移して熟成させていく
方法＝訳者註）を再構築するのに十分であった。
しかし，最も大きなダメージをもたらしたのは，兵
士たちの残虐行為というより啓蒙運動の普及であっ
た。一八一〇年までに，ドイツとイタリアのほとんど
すべての修道院は，フランスの修道院と同じ運命を
辿った。ウォルフガング・ブラウンフェルス（一九一一
─一九八七，ドイツの文化史家，美術史家。修道院関
係の著書に『図説西欧の修道院建築』がある＝訳者註）
は，ドイツの大修道院への政府の攻撃は，一連の軍事
作 戦 の よ う に 組 織 的 な も の だ っ た と 述 べ て い る。
一八一四年には，西洋の修道制はほぼ消滅してしまっ
た か の よ う に み え た。 カ ル ト ゥ ジ ア 修 道 会 は，
一五二〇年には二百五十の修道院を，一七八九年の時
点でもおよそ百三十五の修道院を擁していたが，今で
は全世界でたったの五つの修道院しかなく，しかもき
ちんと機能しているのはそのうちの一つだけである。
文化的喪失はたいへんなものであった。クリュニー
は火薬で爆破され，採石場と化したが，他の多くの修
道院の運命でもあった。シャンモールやプレモントレ
のように，牢獄や精神病院になったところもあった。
また農場の納屋や倉庫になったところもあった。多く

ルヴォー大修道院のシトー会士たちの財産であった。
一八一〇年までには，フランスやドイツのブドウ畑
で，修道院の管理下にとどまったのはひとつもなかっ
た。シャンパーニュ地方やブルゴーニュ地方の伝説的
に有名なベネディクト会やシトー会のブドウ畑は，か
なり早い時期に一般に競売に付された。ドイツでは，
修道士がほぼ独占していたラインガウのブドウ畑など
は，ほとんど一夜にして管理者が変わってしまった。
教権反対者（聖職者の権力に反対する人＝訳者）は，
没収は，実はワインづくりにとっては利益になったと
もっともらしく主張している。曰く，俗人の所有者は
商売っ気に溢れ，技術改良の導入に一層励み，聖餐用
の白ワインよりも赤ワインをつくることに関心があっ
た。すでに見たように，修道士たちも商売っ気があり，
また技術改良の先駆者でもあった。さらに，聖餐用の
ワインにのみ注意を向けていたのではなく，食卓用の
白ワインと共に赤ワインもつくっていた。したがって
実際には，没収がワインづくりに及ぼした結果は悲惨
なものであった。ブドウ畑はしばしば，たくさんの小
地主に細切れに分配された。クロ・ド・ヴージョは，
特に痛めつけられた例である。一方ではまた，貴重な
ワイン醸造の技術は破棄され，忘れ去られた。革命前
の優れた品質を回復していないワインもいくつかあ
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退し一三〇七年にビザンツ帝国（東ローマ帝国）から

ナポレオン戦争後も，迫害は止まなかった。一八三五

ロードス島を奪取し，本部を設立。これ以降ロードス

年，ポルトガルはすべての修道院を抑圧した。スペイン

騎士修道会と称した。そして海上でイスラム勢力と戦

は翌年同じ手段をとった。ヘレスでは，カルトゥジア会
修道院が騎兵隊の兵舎になり，修道士たちの修室は厩と
なった。ラテン・アメリカもポルトガルやスペインの統
治者をまねた。一八四一年から一八四九年の間に，スイ
スでは大規模な修道院解体があった。
一八六〇年代には，
ピエモンテ政府が戻ってきた修道士を追放し，半島を統
一しながら，イタリアの修道制の根絶にほぼ成功した。
一八七四年，スイスは「新たな修道院の創設や，抑圧さ
れた修道院の復興」を禁じた。このように，修道院には
容赦のない攻撃が加えられたが，それはプロテスタン
ティズムのゆえであり，
「進歩」への欲求のゆえであっ
たが，一方では貪欲そのもののゆえであった。一八六二
年に解体させられたチューリヒのライナウ修道院では，

い続けた。また壊滅したテンプル騎士修道会の会員や
財産を吸収した。一五二二年にオスマン・トルコによ
りロードス島を奪われたのち，神聖ローマ帝国により
マルタ島を与えられ，マルタ島に移った。これ以降，
マルタ騎士修道会と称される。一七九八年ナポレオン
の攻撃により，マルタ島を明け渡した。現在はローマ
に本部を置き，軍事力をもたない医療と慈善活動を行
う唯一の現存している騎士修道会である＝訳者註）の
修道女たちが，共和主義者にレイプされ，殺された。
十三世紀の（おそらくイングランド人画家による）フ
レスコ画をもつ彼女たちの壮麗な女子修道院は，焼き
払われた。モンセラ大修道院も再度略奪され，修道士
たちは捕らえられ，二十二名が殉教した。ガリシアの
サモス修道院（見事なブドウ畑をもっていた）では，
修道士全員が亡くなった。バロック建築は他の建物よ
りもよく燃えたので，無政府主義者たちはその破壊を
好んだという。
新世界も，旧世界と同じように，寛大ではなかった。
二十世紀を通じて，メキシコの修道会は悲惨な目に

修道士たちのひとつの罪は，彼らの地所が二百万フラン
に値したことだといわれた。そして修道士たちのワイン
もまた常に羨望の的であった。修道院解体は，周辺の破
廉恥な人たちが自分のものにしたいと願っていたブド
ウ畑を手に入れるのに，格好な口実を与えた。
迫害は，十九世紀の終わりまで続いた。一八七〇年
代に，ドイツに戻ってきた修道士たちは，ビスマルク
（一八一五─一八九八）の『文化闘争』（ドイツ帝国の
ビスマルク宰相が反プロイセン的なカトリックに対し
て教育的・宗教上の権利を制限しようとしてとった諸
政策＝訳者註）の威嚇にさらされた。このため，ボイ
ロンの追放された修道士たちは一時期イングランドに
定住した。新しい世紀になっても，迫害は止まなかっ
た。フランスでは，一九〇一年にエミール・コンブ
（一八三五─一九二一）は「結社法」を強行採決した。
この法律によって，無認可の修道院はすべて抑圧され
た。
「結社法」の狙いは，ひとつには，修道士たちが
王党主義と関係があったこともあるが，主たる動機は，
大修道院の「百万フランの資産」であった。シトー会
は生き残ったが，すでに見たように，カルトゥジア会
は消えていかなければならなかった。一方，ベネディ
クト会はソレムからでさえ追い出された。
もう一つの無意味な破壊の波は，スペイン内乱（マ
ヌエル・アサーニャ率いる左派の人民戦線政府とフラ
ンコを中心とする右派の反乱軍が一九三六年から三九
年まで戦った内乱＝訳者註）と共に押し寄せてきた。
シヘナでは，マルタ騎士修道会（聖ヨハネ騎士修道会
が母体。この騎士修道会は一二九一年聖地におけるキ
リスト教の拠点をすべて喪失した後，キプロス島に撤

あった。修道士たちは，戻ってくることは認められて
も，修道服を着ることは禁じられた。
言うまでもなく，ナチスは修道制を目の敵にしてい
た。たいていの大修道院は解体させられ，修道士たち
は兵役のために招集された。ドイツ騎士修道会のよう
な団体も共に抑圧された。ドイツ騎士修道会は，騎士
修道会ではなく聖職者の修道会となったのだが，それ
でも抑圧された。この修道会は，ハプスブルグ家と関
連があったがゆえに，とりわけヒトラーに嫌われた。
ヨーロッパ中の無数の修道院は，直接の抑圧だけでな
く，戦禍によっても崩壊した。また。多くの美しい大
修道院は修復が不可能なほどに破壊された。モンテ・
カッシーノはその一例であるが，この大修道院はすべ
てのベネディクト会士たちにとって極めて神聖な存在
であるため，戦後に壮麗な大修道院として再建された。
第二次世界大戦後，ポーランド，ハンガリー，ユー
ゴスラヴィア，チェコスロヴァキア，中国で迫害が行
われ，大修道院は再び力ずくで抑圧された（美術品な
どの秘宝は，以前の修道院解体時よりも敬意をもって
扱われたことは認めなければならないが）
。修道制の
一面が共産主義者の心をとらえたのかもしれない。す
でに認められていたように，ルーマニアでは，極めて
小規模ではあるが，大修道院は，多くの場合，集団農
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場へと化していった。
疑いもなく，修道士がいる限り，迫害や解体はなく
ならないだろう。しかし，集産主義やコミューン，さ
らにエコロジーなどにかなりの注目が集まる我々の時
代において，修道士が嫌われるというのも妙な話であ
る。ましてやワインを愛する人たちが修道士を嫌うと
は心得違いも甚だしい。修道士ほどワインづくりに適
した人はいないのだから。

第十五章

修道士と今日のワイン

修道士と樫の木は不朽である。
ラコルデール
その陰に宿る人々は，再び麦のように育ち，
ブドウのように花咲く。
彼はレバノンのブドウ酒のようにたたえられる。
「ホセア書」（一四 : 八）
多くの英国の歴史家は，西洋の修道制が宗教改革の
ときに終焉したかのように書いている。しかし，こう
聞くと驚かれるかもしれないが，フランス革命のとき
も，十九世紀に再発した迫害のときも，修道制は終わ
らなかった。しかも，わずかな例外はあるが，ほとん
どすべての修 道士の修道会，托 鉢修 道士の修道会，

とのつながりは決してなくなってはいないのである。
一九七七年には，およそ一万二千人のベネディクト
会修道士とおよそ三千人のベネディクト会修道女がい
た。
（これら大ざっぱな数字の中には，一握りのアング
リカン（英国国教徒）も含まれている。
）最もよく知ら
れているのは，バジル・ヒューム枢機卿（一九二三─
九九）で，彼はウェストミンスター大司教であり，ア
ンプルフォースの大修道院長でもあった。たいていの
修道士は，伝統的な黒衣を身につけ，ベルトを締め，
エプロン（膝まで届く長上着の一種＝訳者註）かスカ
プラリオ（袖無肩衣）
，それに頭巾を身につけている。
寒いときは，多くの共同体では頭巾付きの外衣 ――単
に頭巾ではなく，中世のキルトの頭巾付き外衣 ―― を
身につける。いくつかの共同体では，今でも胸に響く
美しいグレゴリオ聖歌を歌っている。修道士は中期英
語の「ダン」
（Dan）ではなく，
「ドン」
（Dom＝Dominus「ドミヌス」の省略形）と呼ばれている。修道女は，
昔のように「ダム」
（Dame）である。また現在，
ベネディ
クト会に属するブドウ畑もかなりあるようだ。
残念なことに，これら現代のベネディクト会のブド
ウ畑の一つが，つい最近の一九六九年にやむなく放棄
された。その畑は，フランスで最も古く，最も名高い
修道院の一つ，即ち，ポワティエ郊外のリグジェにあ
るサン・マルタン大修道院のものであった。三六三年
に聖マルティヌスによって創建されこの大修道院は，
暗黒時代の間に聖ベネディクトゥスの戒律を採用し，
フランス革命まで盛名を馳せていた。修道士たちは
一八三八年に，ソレム修族のベネディクト会士として
戻ってきた。ソレムといえば，歴史家や典礼学者を排

律 修聖職者の修道会は今日なお存在しているのであ
る。そして，これもいささか衝撃的なことであるが，
現代の英国には，宗教改革以前と同じぐらいの数の修
道誓願を立てている男女がおり，他の国でも同じよう
出していることで有名で，大修道院は現在『レヴュー・
な修道士や修道女の復興が見られる。この驚くべき回
マビヨン』の本部となっている。これは修道院の歴史
復の一因は，十九世紀のロマン主義運動にあるかもし
を扱っているすべての雑誌の中で最も優れたものであ
れない。疑いもなく，ベネディクト会士のゲランジェ
る。パリ─マドリッド間の鉄道路線が彼らの庭園を通
（一八〇五─一八七五）やドミニコ会士のラコルデー
るように故意に計画されたり，さらに長い期間追放さ
ルのように，復興のために働いた人たちの着想には， れるといった不愉快な出来事が続いたにもかかわら
ロマン主義の要素があった。しかし一方で，真の修道
ず，修族は繁栄し，カトリックの知識人の安息の場と
生活の不朽の魅力こそが一番の原因であることは疑問
な っ た。 か つ て 悪 魔 崇 拝 者 で あ っ た ユ イ ス マ ン ス
の余地がない。この魅力は，第二次ヴァチカン公会議 （一八四八─一九〇七）はここに聖域を見出した。
の結果生じたカトリシズム内の激変をも切り抜けたよ
長年，リグジェの修道士たちは濃い赤ワインをつ
うだ。
くってきた。これは，少々グースベリの味がするが，
伝統的なリキュールをつくり続けている修道院もい
ごく普通の美味しいワインである。このワインはほと
んど彼らの食堂で消費されているが，規則に基づき，
くつかあるが，昔のブドウ畑を保持ないし取り戻して
ひとりの修道士に一日半パイントが供される。訪問客
いる修道院はほとんどない。しかし，二十ほどの修道
は，望めば，もっと多く飲むことができるであろう（筆
院は新たにブドウの木を植えている。その数が少ない
者もこれには楽しい思い出がある）。修道士たちは地
のには驚きを禁じ得ないが，それでも，ワインづくり

修道士とワイン（4）（翻訳）（横山）
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元のワインの品質を改良するために大変な努力を払っ

の修道院は，ラグライン種のブドウで興味深い赤ワイ

てきた。近隣の農夫のうちで最も激しい聖職者反対論

ン，即ちアルト・アディジェのサンタ・マッダレーナ
（あるいは，マグダレーナ）をつくっている。このワ

者でさえ ―― 暗黒時代の異教徒の先祖たちがそうで
あったように――この改良のゆえに，今でも修道士た
ちに感謝している。一九六九年，リグジェのほんの僅
かわではあるが，優良なブドウ畑を放棄した理由は，
中世イングランドにおいて修道院のブドウ栽培を崩壊
させた理由とまったく同じで，労働力の低下であった。
大修道院は，実際上，助修士を募集することをやめて
いたし，修練士（修道会の一員ではあるが，修道誓願
を立てておらず，見習い期間にある者＝訳者註）の供
給も一時的に途絶えた。しかし，修練士たちは戻って
来つつある。手の労働は，ベネディクト会の修練期の
不可欠な要素となっているので，ブドウ畑の回復にも
望みがなくはないだろう。
オーストリアのベネディクト会は，今もなおブドウ
の木の手入れをやっている。クレムスという町とドナ
ウ川をはさんで向かい合う格好で，バァッハウ・ワイ
ン地区のはずれに位置する巨大なバロック様式のゲッ
トヴァイク大修道院は，ちょっと変わった白のヴィン
テージをつくっている。しかし，この優れたベネディ
クト会士たちは，必ずしも自分たちのワインだけを飲
まなければならないというわけではない。
ベネディクト会士たちは，ラインガウにおいて再び
活動している。リューデスハイムの北に位置するアイ
プリンガー近くのザンクト・ヒルデガルト大修道院は，
ビ ン ゲ ン の 古 い 修 道 院 が 火 事 で 焼 け 落 ち た 後，
一九一〇年に創建された（第四章参照）。この修道院
には，現在，非常に多くのベネディクト会修道女がい
る。彼女たちは，牛を飼い，農場や発電機をもち，完
全に自給自足の生活をしている。またラインガウの一
等地のいくつかにブドウ畑をもっている。大修道院に
最も近いブドウ畑は，クロスターベルク，クロスター
ライ，それにドラッヘンシュタイン丘陵地の斜面にあ
り，糖尿病に適した「トロッケンディアベティカー」
からトロッケンベーレンアウスレーゼにいたるまで，
高品質のワインが生産されている。一九七八年の聖ニ
コラスの祝日（十二月六日），修道女たちは美味しい
アイスヴァイン（ブドウの収穫を遅らせて，氷結した
顆粒を摘んで圧縮し，醸造したワインのことで，非常
に濃い極甘口ワインである＝訳者註）をつくるために
ブドウ摘みに精を出している。
一九一八年まではオーストリア領のチロルにあった
が，現在はイタリアとなっている地域にある大修道院
は，ボルツァーﾉ郊外のムーリ＝グリエスがある。こ

インはおそらく，現代ヨーロッパの修道院のワインの
中で最も個性的なものである。この大修道院は，古く
はチロル伯の城砦で，一四〇六年にアウグスチノ修道
参事会に与えられた。この修道会はその大きなロマネ
スク様式の塔を鐘塔に変え，すばらしい後期ロマネス
ク様式の聖堂を建てた。この修道会が追放された後，
スイスのムーリのベネディクト会がここにきたが，彼
らもまた追放された（第二章参照）
。中世後期にはよ
くあったことだが，大修道院のブドウ畑の仕事は，一
人の修道士の監督の下に俗人たちがやっていた。
スペインではガリシアのサモス修道院が息を吹き返
した。そして内乱の悲劇的な出来事はずっと以前に忘
れ去られている。スビアコ修族に属していた修道士た
ちは，手ごろな赤と白のワインをつくっており，リ
キュールもつくり続けている。
イタリアで現代のモンテ・カッシーノ修道院が自分
たちのブドウ畑をもっているのは，実にふさわしいこ
とである。第二次世界大戦中にこの偉大な修道院は爆
破され瓦礫と化した。しかし，その後，修道院は，バ
ロック様式の装飾の細部まで注意深く修復され，完全
に再現された。修道院にはおよそ三十人の修道士がお
り，著名な学校を運営している。彼らは，修道院の真
下にある小さなブドウ畑で育ったブドウで食卓用では
なく，聖餐用の白ワインをつくっている。
目下のところ，現代の英国の唯一の修道院のワイン
といえば，バックファストのトニックワインである。
これはもちろん，英国のものではなく良質のフランス
かイタリアの赤ワインに，修道士たちが炭酸飲料，ヴァ
ニラ，緑茶などを加えたものである。デヴォンシャー
のバックファスト大修道院は，ロマンティックな歴史
をもっている。一〇一八年に創建され，一五三九年に
解体させられたあとは朽ち果てるにまかされていた。
しかし一八八二年，ブルゴーニュのラ・ピエール＝キ
＝ヴィルから追放されたフランス人のベネディクト会
士たちがこの廃墟を買い取り，その敷地内の小屋に住
み，修道院を再建し始めた。そしてこれは一九三〇年
代に完成をみたのである。トニックワインの製造法が
フランスのものであったことはほぼ確実である。知ら
れている最も初期の名前は，
「ヴァン・ディナミク」
であった。もともと，これは地域にのみ販売の許可を
得た薬としてつくられたが，一九二六年以降，健康に
よい薬用のワインとして市販されるようになった。こ
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のワインは，疑いもなく，オグボーン・セント・ジョー

なおスペインの誇りのひとつである。ゴシック様式と

ジという十三世紀の鉄の香りのするワインを立派に継

バロック様式が混在したこの大修道院を囲む壁内に
は，トレーサリー模様の窓と美しい外付けの階段のあ

承したものでる。
イスラエルでさえ，黒衣の修道士たちはブドウを栽

る 十 四 世 紀 の マ ル テ ィ ン 国 王（ ア ラ ゴ ン 王， 在 位

培しつづけ，タビハで白ワインをつくり続けてきた。
チリーのサンチャゴの近くには，近代的で壮麗なベネ
ディクト会のスビアコ修族の大修道院があり，カルベ
ネ種のブドウで辛口の赤ワインをつくっている。オー
ストラリア西部のニュー・ノルシアの大修道院は，
一八三〇年代にスペインでの迫害から逃れてきたスペ
イン人のベネディクト会士たちによって創建された。
長年，彼らはオーストラリアで最高のワインのいくつ
かを生産してきたが，つい最近，生産をやめてしまっ
たようだ。
現在，
世界には，
寛律シトー会士たちと改革派シトー
会士たち，即ちトラピスト会士たち（一六六四年，フ
ランスのノルマンディにあったラ・トラップ修道院に

一三九六─一四一〇）の宮殿がある。あるフランス人
旅行者によれば，ポブレ大修道院は，早くも一三一六
年には，相当量のワインを生産していた。この大修道
院 は 一 八 三 五 年 に 解 体 さ せ ら れ， 略 奪 さ れ た が，
一九四〇年にシトー会士たちは再びここに住みつい
た。情報によると，この修道院の壁外にはブドウがよ
く実るブドウ畑があり，そこでつくられる白ワインは
この修道院に提供される。
北アフリカでは，アレクシス・リシーヌが一九五〇
年代に『フランスワイン』の中で，ドメーヌ・デ・ラ・
トラップ・デ・スタウエリをアルジェリアで最高のワ
インのひとつとして挙げた。しかし，このシトー会の
ブドウ畑は，アルジェリア独立のときに失われてし
まったかもしれない。
カルトゥジア会士たちは，一九四〇年にグランド・
シャルトルーズに帰ってきた。これはあの厳しい年に
おける唯一のうれしい出来事であった。カルトゥジア
会は，ウィリアム征服王の治世の間に創設された。彼
らはすべての修道士のうちで最も変わらなかったし，
また変わってもいないが，カトリック教会における現

シトー修道会の改革派として創立され，厳格な戒律を
採用している修道会＝訳者註）の両方を併せて，四千
人のシトー会士がいる。戦後，トラピスト会はアメリ
カで目覚しい成長の時期を経験したが，これはおもに
シトー会士の神秘主義者トマス・マートンのロマン
ティックな霊的著作によるものである。マートンの自
伝『七重の山』によって，アメリカの何百人という若
い元兵士たちが彼を信奉した。しかし，この成長は
一九六〇年代にぴたっと止まった。一方，最近では，
改革派シトー会の規則もかなり緩和された。
オーストリアのシトー会では，ハイリゲンクロイツ
大修道院が十八世紀の解体から回復して久しく，今で
は寛律シトー会士たちがそこに居住している。ここは
「ウィーンの森」の人気のある観光地で，水槽から鱒
を選んで食べることができるレストランもある。ここ
のシトー会士たちは，十八の教区を受け持っているだ
けでなく，知的障害をもつ子供たちの学校を経営して
おり，これらの活動のすべては，修道院のブドウ畑か
らの収入よって援助されている。ここのブドウ畑の口
あたりのよいワインは，ウィーンでも販売されている。
シトー会士たちはスペインでもワイン醸造家として
再び活躍しはじめている。ナバラの（トゥデラから遠
くない）カルカスティーリョ近郊のラ・オリヴァにあ
る古い大修道院に戻ってきた。この大修道院には，
十二世紀の聖堂と十五世紀の回廊がある。修道院はブ
ドウ畑に囲まれており，数多くの教区に甘口の聖餐用
白ワインを提供している。かつてアラゴンの国王たち
の霊廟であったカタルーニヤのポブレ大修道院は，今

在の刷新に難なく適応している。今日，修道士と修道
女を含め，およそ六百五十人の修道者と二十一の修道
院がある。修道院のひとつに，一九六〇年代に北米
ヴァーモントに設立された白花崗岩の修道院がある。
フ ラ ン ス の ム ジ ェ ル 修 道 院 に は， 一 九 三 五 年 か ら
一九七七年にかけてカルトゥジア会士たちが再び居住
したが，そのブドウ畑は現在では俗人の管理下にある。
ここの修道士と助修士たちは，伝統的なカルトゥジア
会のブドウ栽培技術を復活させた。エロー県のワイン
は，正直言って，フランスでは無視されているワイン
の一つである。「ラングドックのワインは味わって飲
むのではなく，がぶ飲みする」
。しかし，中世でもそ
うだったが，ムジェルの修道士たちは，修道士の注意
深い手入れと忍耐の価値を実際に示し，またワインづ
くりの新しい技術も導入した。修道院の心地よい白壁
と赤タイルの屋根を取り囲んでいるブドウ畑は，およ
そ七十五エーカー（三十ヘクタール）あり，ロゼ，白，
それにヴェルメイユと呼ばれる朱色のワインを含め，
驚くほど大量のワインを生産している。ブドウの品種
はカリニャン，サンソー，テレ種である。甘口のワイ
ン，グルナッシュ，マカブー，ミュスカもつくられて
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いる。これらはエロー県の数少ない上質のワインで，

このコマンドリーはまったくの珍品を，つまりとても

いくつかの賞を獲得している。最近までこれらのワイ

美味しいオーストリア赤ワインを生産している。ブラ
ウエ・ツヴァイゲルト・レーベは，ドイツの赤のホッ

ンは，ごくまれな特別の機会に，カルトゥジア会の他
の修道院にも提供されていたが，今は出されていない。
第一に，商業上の需要の増加に伴いワインが余らなく
なったからである。さらに，一九七七年に修道士がい
なくなったため，ムジェル修道院は閉鎖され，その共
同体は他の修道院に移ってしまったからである。だが，
ワインは残り，修道士たちの存在を記憶にとどめてい
る。
ナポレオンによってマルタ島から追放された後，マ
ルタ騎士修道会は本部をイタリアに移した。そして
十九世紀の間に，救護や看護を目的とした修道会とし
ての伝統を強調するようになった。数千人を擁するこ
の修道会は，一七八九年以前のヨーロッパの社会規範
を固守し，高い地位が認められているのは貴族出身の
修道士のみである。一方，大公＝総長，その他およそ
五十人の修道士たちは，誓願を立て，「フラ」の称号
をもって呼ばれている。日課の祈祷のときは，修道士
はすべて今でも黒い修道服を身につける。西ヨーロッ
パのカトリック圏やアフリカ大陸，さらにアメリカ大
陸などの諸国で，数百の病院や大規模な病院航空機隊
と列車隊をもち，広範囲にわたって救護援助活動を展
開している。その英国支部は，老齢者のためのホーム
やその他の慈善事業と共に，
［ロンドン郊外の］セント・
ジョンズ・ウッドのセント・ジョン病院やセント・エ
リザベス病院を支援し，運営している。現代のマルタ
騎士修道会の国際的威信はなかなかのもので，四十か
国から外交が認められ，必要に応じてパスポートも発
行しているほどである。また主権国家としての地位を
主張し続けており，ローマにある大公＝総長の宮殿で
ある館を，世界で一番小さな国家だと考える人々もい
るようだ。
（十七世紀以来，大公＝総長は，「最高位の
殿下」と尊称とともに呼ばれ，カトリック教会では，
枢機卿の次位にある。
）
マルタ騎士修道会は，今日でもブドウ畑を所有して
いる。オーストリアでは，ヴァインフィァテルにある
マイルベルクのコマンドリーは，一一二八年以来この
騎士修道会に所属している。それは一部がゴシック様
式で，一部がバロック様式の大きくて美しい建物であ
る。マイルベルクは，マルテーザー・グリューナー・
フェルトリーナーを生産しており，ヒュー・ジョンソ
ンは，これをオーストリアの最高のワインのひとつと
考えている（グリューナー・フェルトリーナーは，オー
ストリア原産の古典的なブドウの品種である）
。また

クに似ているが，ずっとコクがあり，強くて（アルコー
ル分はほとんど十一・五パーセントほど），辛口である。
これはオーストリア以外ではほとんど知られていない
が，一九六九年以降，このコマンドリーのブドウ畑を
管理しているレンツ・モーザー社は，現在，グリュー
ナー・フェルトリーナーと共に，これを英国に輸出し
始めている（私の知る限り，アメリカには輸出してい
ない）。このコマンドリーでつくっている三番目のワ
インはシュロス・マイルベルクで，ゼクトと呼ばれる
オーストリアのシャンパンである。これは先の二つの
優雅な隣人とは比較できない。キレがなく甘口である。
だが，オーストリアではかなり人気があるようだ。
またこの修道会は，イタリア，トラジメーノ湖近く
の丘陵地帯にある，古代のカステーロ・マジョーネに
コマンドリーを持っている。このコマンドリーは，ずっ
と以前は，テンプル騎士修道会のものであった。ここ
に修道士たちはブドウ畑を持ち，キァンティと似てい
なくもない赤ワインと，それに白ワインをつくってい
る。これらのワインは共に，
「コッリ・デル・トラジメー
ノ（トラジメーノ丘陵）」と呼ばれ，同名の近隣のワ
インと混同してはならない。赤ワインのブドウの品種
は，およそ六〇から七〇パーセントがサンジョヴェー
ゼ種で，他はチリエジョーロ，ガメ，マルヴァジーア・
デル・キァンティ，トレッビアーノ・トスカーノ種の
混合で，アルコール含有量は一一パーセントを少し越
える。白ワインのブドウの品種は，六〇から八〇パー
セントがトレッビアーノ・トスカーノであるが，マル
ヴァジーア・デル・キァンティ，ヴェルディッキオ，ヴェ
ルデッロ，グレケット種が混ざっている。アルコール
含有量は一一パーセントである。これらは大量に生産
されており，まもなく DOC（原産地統制名称）の認
可証を受けるようだ。これらのワインはとても飲み心
地がよく ―― 白ワインは上等なアペリティフとなる
―― ローマにある大公＝総長の館において供されて
いる。マルケーゼ・エットーレ・パトリツィ社によっ
てカプリ島でつくられている赤と白のカプリワインの
ラベルは，マルタ騎士修道会と何らかの関係があるこ
とを示している（ラベルには，盛式誓願を立てた騎士
修道士の紋章である八つの尖った先端をもつマルタ十
字の上にパトリツィ社の紋章が配されている）。残念
なことに，私が入手できた唯一のボトルは盛時を過ぎ
た赤ワインであったが，二つのワインはいずれも高い
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評価を得ているようだ。マルタ島のイムディーナ近く

バロック様式である。聖レオポルト礼拝堂 ―― ここ

の，この修道会がこの島を支配していたときに所有し

では彼の王冠をつけた頭蓋骨をみることができるであ

ていたブドウ畑では，つい最近まで，同修道会の英国

ろう ―― は，元々は集会室であった。その主たる宝

支部長であり，ベイリフ・グランド・クロス（マルタ
騎士修道会の構成員の地位の一つ＝訳者註）であるモ
ンクトン卿のために赤ワインをつくっていた。
一九二三年，
（一九一七年，カポレットの戦いでイ
タリア軍に対するドイツ・オーストリア軍の勝利に貢
献 した 将軍で あっ た ） オ イ ゲ ン 大 公（ 一 八 六 三 ―
一九五四）は，
ドイツ騎士修道会総長の地位を退いた。
一九二九年，ドイツ騎士修道会は，修道女たちと共に，
オーストリア，バイエルン，イタリア，ユーゴスラヴィ
アの教区や病院に奉仕する「托鉢」司祭の慈善団体に
再編成された。しかし，伝統のいくつかは保持されて
おり，その総長は「ホッホ・マイスター」と呼ばれ，
また司祭＝修道士たちは，人目を引く黒い十字（鉄十

物は「ヴェルダン祭壇」（かつては説教壇）で，そこ
には聖書の五十の場面が青や金のシャンルベ七宝のエ
メラル塗料で描かれている。そして，これは一一八九
年にヴェルダンの金工師ニコラスがつくったものであ
る。ロシアが占領していた間は取り外されて，岩塩坑
に隠された。修道院の他の建物は十八世紀のもので，
ひときわ壮大なバロック様式である。屋根には巨大な
皇帝の王冠が飾られている。神聖ローマ帝国のカール
四世（一三一六─一三七八）は，大修道院をオースト
リアのエスコリアル（宮殿，礼拝堂，修道院，国王墓
所を含む建造物群＝訳者註）に変える案をあたためて
いたが，死によってその計画は放棄された。豪華な家
具が備えつけられた皇帝の間は，屋根の上の王冠と同
様，この計画の遺物である。また現在では神学校を維
持し，スタッフを配置している。さらに二十六の教区
も運営している。
クロースターノイベルクは，六種の白ワイン，二種
の赤ワイン，二種のゼクトを，いくつかの異なる地域
のブドウ畑で栽培された様々なブドウでつくってい

字のモデル）のついた白い外套を身につけている。修
道会にはまた，少数の「名誉騎士」がおり，そのうち
の一人に，かのコンラート・アデナウア（一八七六─
一九六七）がいる。ウィーンにある彼らの美しい聖堂
とかつての宝物館は訪ねてみる価値がある。そしてワ
インづくりもまた，
生き残ったもう一つの伝統である。
ドイッチェ＝オルデンス＝シュロスケララーイ（ドイ
ツ騎士修道会城館ワイン醸造工場）は，ウィーンの森
のふもとの小さな丘の古城グンポルツキルヘにいまも
ある（第七章参照）
。七種の白ワインと三種の赤ワイ
ンがつくられている。
いくらかはグンポルツキルヘで，
いくらかはニーダーエースターライヒで，いくらかは
南東部のブルゲンラントでつくられている。最高のワ
インの一つはグリューナー・フェルトリーナーで，他
のものと同じく，フルーティーである。もうひとつの
最高の白ワインは，城の近くのブドウ畑からつくられ
ているオリジナルのグンポルツキルヘナーである。こ
れはコクがあり，フレッシュで飲み心地がよい。これ
らのヴィンテージは，かつてプロシャやバルト海諸国
を支配していたいかめしい十字軍戦士たちの，皮肉に
も柔和で品のいい記念物となっている。
アウグスチノ修道参事会は，中世の間，比較的数は
少なかったが，
有名なブドウ畑を所有していたようだ。
しかし，現代のクロースターノイベルクは，これを補
う努力をしている。この修道院は，一一〇〇年以来，
辺境伯レオポルト三世（一〇七三頃─一一三六），即
ち聖レオポルトによって，ウィーンの北数マイルの地
に創設された。今日，彼らの聖堂は，ゴシック様式の
回廊も残ってはいるものの，大部分は予想にたがわず

る。白ワインで出来がよいのは，ミュラー＝トゥール
ガウ種のブドウでつくったカーレンベルガー・ユング
ヘルンやミュスカ・オットネル種のブドウでつくった
ヴァイトリンガー・プレディヒトシュトゥールである。
この二つは，最近のオーストリア・ワインフェアで金
メダルを獲得しているばかりでなく，オーストリア政
府の正式認可を得ている。この認可は，連邦農業省が
ワインの化学分析やその他の検査の後にのみ授与され
るものである。グリューナー・フェルトリーナー種の
ブドウでつくる二種の白ワインのうちのひとつに，
ヒュッテンフィアテルがある。これは辛口だが美味し
い（英国糖尿病協会からも認可されている）。赤ワイ
ンは，クロスターガルテンと（ザンクト・ローレンツ
種でつくる）ザンクト・ローレンツ＝アウスシュティ
ヒである。どちらもオーストリア政府から認可を得て
いる。発泡性ワインの中では，クロースターゼクトが
一九七七年のオーストリア・ワインフェアで金賞を獲
得している。
すべての修道会のうちで最も資力のあるイエズス会
は，
多くのブドウ畑をもっている。そして畑では通常，
ノ ー ヴ ィ ス と 呼 ば れ る 修 練 士 た ち が 働 い て い る。
一八八八年，カリフォルニアのイエズス会は，彼らの
修練院をロス・ガトスに移し，ここに修練院ワイン醸

修道士とワイン（4）（翻訳）（横山）

17

造所をつくり，同年九月にワインをつくり始めた。最

劇作家＝訳者註）のお気に入りであったことを今でも

初にワ イン をつ くっ た の は， 助 修 士 の コ ン ス タ ン

記憶に留めている。
修練院ワイン醸造所はまた，現代のカリフォルニア

ティーネ・ヴァルドゥッチで，彼は故国のイタリアで
もワインをつくっていた。ヴァルドゥッチの後を継い
だのは，やはり助修士のルイ・オリヴで，彼はフラン
スのサン・ジュリアンのブドウ農家の息子であったら
しい。ロス・ガトスは，サンフランシスコ湾の南およ
そ二三キロのサンタ・クララ渓谷の南西端にある。そ
この元々のブドウ畑と近くのサンタ・クルーズ山脈に
あるブドウ畑は，孤立した山の斜面でのブドウ栽培の
ゆえにコストが高く，放棄せねばならなかった。しか
し，修練院ワイン醸造所は，今なおカリフォルニアで
ブドウを栽培しており，ホリスターでは辛口のワイン
用ブドウを，モデストではデザートとシェリー用ブド
ウを栽培している。このワイン醸造所は，イエズス会
が所有し，ブラザーと呼ばれる助修士と司祭がそこで
働いているが，俗人のアシスタントもいる。醸造所の
目的は，カトリックの司祭たちのためにミサ聖祭用ワ
インをつくることと，残ったワインを販売することで
ある。そして，その収入はイエズス会の神学生の教育
費にあてられ，何百人というカリフォルニアのイエズ
ス会の会員の教育費が賄われてきた。
一八八八年以降，ワイン醸造所の生産高は千七百ガ
ロンから七五万ガロンまでに増加した。一九三三年ま
では，甘口の赤と白，辛口の赤・白の四種類しかなかっ
たが，現在では，十二種のミサ聖祭用ワインと二十一
種の商業用ワインを生産している。どちらにも甘口と
辛口のワイン，それにシェリーがある。この醸造所の
最もよく知られたミサ聖餐用ワインは，ラドミラブル
（アンジェリカ）とヴァン・ドレ（スウィート・ソー
テルヌ）であり，商業用ヴィンテージは，ブラック・
マスカット（マスカット・ハンブルグ），マスカット・
フロンティニャン，ピノ・ブラン，それにフロア・シェ
リー（パロミノ種のブドウでつくる）である。ラドミ
ラブルが昔のフランシスコ会の宣教師たちのアンジェ
リカであることが発見できたのはうれしい限りであ
る。これは，ミッション種とソーヴィニョン・ヴェー
ル種の混合で，
アルコール分は二〇パーセントである。
醸造所が特に自慢しているのは，ブラック・マスカッ
トとピノ・ブランである。ここはアメリカで最初にマ
スカット・ハンブルグ種でデザートワインをつくった
醸造所である。またピノ・ブランは，圧倒的な数の金
メダルを獲得してきた。当地のイエズス会士たちは，
ピノ・ブランが一九六〇年にここを訪れたグレアム・
グリーン（一九〇四─九一，英国のカトリック小説家，

の最高峰，即ち，カルベネ・ソーヴィニョンも生産し
ているが，これは世界で真に偉大な赤ワインの一つと
いえよう。カルベネ種とメルロー種のブドウのブレン
ドであるクラレットと違い，カリフォルニアン・カル
ベネは，一種類のブドウだけでつくる，いわばブレン
ドしていないワインである。その欠点は，ボトルの中
で相当の期間熟成させねばならないことで，あまりに
も多くのワインが若いうちに飲まれてしまっている。
ノヴィシエート・カルベネは，おそらく最も有名なカ
リフォルニアン・カルベネの中には入らないだろうが，
それでもとても美味しいワインである。
比較的最近まで，アメリカにはもうひとつのイエズ
ス会のワイン醸造所があった。ミズーリ州，セントル
イス近郊のフロリサントで，神父たちは長年ミサ聖餐
用ワインを生産してきたが，ここは一九五〇年代の間
に生産を中止してしまった。
イタリアのイエズス会は，フラスカーティ近郊の農
場ヴィラ・カヴァレッティで，ローマの修道院に供給
するだけの量のワインを生産している。アルコール分
が平均およそ十一・五パーセントのこの白のフラス
カーティは，三種類のブドウ，つまり，トレッビアー
ノ，トスカーノ，マルヴァジーア・ビアンカとマルヴァ
ジーア・ロッサでつくられている。年間の生産高はお
よそ三〇〇キンタル（一キンタルは二二〇・四六ポン
ド）である。これにはラベルがなく，イエズス会士た
ちはこれを単にカヴァレッティ・ワインと呼んでいる。
さらに，フォル・ディ・パッセーレ種とチェザーネ種
のブドウからほんの僅かな量の赤のカヴァレッティを
つくっている。これを味わった人たちは，とても美味
しいと言っている。
南オーストラリアのセヴンヒル（クレアとウォター
ヴィルの中間のアデレードの南約八〇マイルのところ
にある）にあるイエズス会のワイン醸造所は，ロス・
ガトスとまったく同じやり方でワインをつくりはじめ
た。つまり，最初はミサ聖祭用ワインをつくり，その
後商業上の需要に応じるためにつくったのである。
一八四八年，二人のオーストリア人のイエズス会士が，
シレジア人（ドイツとポーランド国境を流れるオーデ
ル川上流地方に住む人たち＝訳者註）の移住者の一団
と共に，クレア・ヴァレーにやってきた。三年後，こ
のイエズス会士たちはセヴンヒルの谷に，教会と神学
校を建てるつもりで，泥と幅広い厚板の小屋を建てた。
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セヴンヒル・カレッジはだいぶ前に閉校になったが，

トケイである。トケイはいくつかの白のブルゴーニュ

一八六六年に奉献された立派な教会は，今でもブドウ

ワインに似ていると言われるが，最近導入されたもの

畑の真ん中に立っている。早くも一八五二年に，イエ

である。酒精強化ワインもつくっており，ソレラ方式

ズス会はミサ聖祭用のワインをつくるためにブドウを
植えはじめた。幸い，二人のうちのひとり，ブラザー・
ヨハン・シュライナーはブドウ栽培の豊富な経験をも
ち，ブドウの切り枝をバンガリーの醸造者から借りた
ようだ。ヨハンは，三二年間，セヴンヒルでワインを
つくった。この間，彼はクルーシャン種のブドウ（彼
はこれをクレア・リースリングと呼んだ）とトケイ種
として知られるようになったミュスカデル種のブドウ
を 導 入 し た。 当 初， ブ ド ウ は 脚 で 搾 っ て い た が，
一八六三年，新たに修道院に入ってきた大工の援助を
得て，シュライナーは，一度にバケツ四杯分のブドウ
を搾ることができる原始的なワイン圧搾機を組み立て
た。そのすばらしい機器といっしょに写っているブラ

が強調されている。フロンティニャックとポートワイ
ンの同類というわけである。その収入はオーストラリ
アのイエズス会士たちを修練するためと，インドでの
宣教の補助金として使われている。セヴンヒルで現在
ワインをつくっているのは，ブラザー・ジョン・メイ
で，一八五二年以降七代目である。醸造所では訪問客
を歓迎しており，またワインを味わう施設もある。
イエズス会士たちはさらに，レバノンでもこれまで
にない手腕を見せている。最近の紛争まで，ザーレの
彼らの共同体は赤や白ワインだけでなく，シャンパン
やブランデーもつくっていた。
宣教師たちは，今なおブドウ栽培を拡大している。
ニュージーランドのホーク湾では，マリスト修道会士
たち（一八一六年，ジャン・クロード・コラン（一七九〇
─一八七五）らがフランスのリヨンに創設，聖母マリ
アの社会への貢献を範として，海外宣教・教育を中心
に活動を行っている＝訳者註）が彼らのグリーンメ
ドーズのブドウ畑を着実に拡大し，赤や白ワインを増
産している。彼らはまたリキュールもつくっている。

ザー・ヨハンと大工の趣のある写真が今も残っている。
スレートで裏打ちした大樽が並んでいる固有のセラー
は後年つくられた。そもそも醸造所の第一の目的は，
神学校や教会の必要を満たした後，南オーストラリア
中のカトリックの司祭に聖餐用のワインを供給するこ
とであった。だが，赤ワインと白ワイン，それにブラ
ンデーは，一般の人々のために生産された。最も有名
なヴィンテージは一九二五年のトーニーポートである
が，優れたワインとの評価を得ており，一九七〇年代
に入ってもなお飲まれているようだ。
今 日， セ ヴ ン ヒ ル は 大 い に 拡 大 し， ブ ド ウ 畑 は
一二〇エーカーとなっている。年間のブドウの生産は
ほぼ二〇〇トンである。セヴンヒルは近代的な機械を
惜しみなく備えている。そして，数多くの種類のブド
ウを導入してきた。極端な気候状況にも耐えられる
シェリータイプの聖餐用ワインは，日本，インド，イ
ンドネシア，
それに太平洋沿岸諸国に供給されている。

タンザニアではドドマの聖霊修道会士たち（聖霊修道
会とは，一七〇三年，クロード＝フランソワ プラー
ル・デ・プラスによって，パリに設立され，一八二四
年聖座によって認可された。修道会の目的は，教育，
特に神学生の教育と，福音を知らない，あるいは十分
理解していない人々に福音を述べ伝えるなどの社会事
業である。一八四八年，F・リベルマン（一八〇二─
五二）が創立した，主に黒人宣教を目的としていたマ
リアのみ心宣教会と合併し，フランス国外にも広く発
展した＝訳者註）が，アフリカで最良のワインのいく
つかをつくっているが，リオハに匹敵する強い赤ワイ
ンである。
ラ・サール会の修道士たちは，彼ら自身司祭ではな
いが，清貧，貞潔，従順の修道誓願を立てている点で，
マ ル タ 騎 士 修 道 会 士 に 似 て い る。 こ の 修 道 会 は，
一六八〇年，ジャン・バプティスト・デ・ラ・サール
によって，教育修道会としてフランスに創設された。

こうした聖餐用のヴィンテージだけでなく，その他い
くつかのワインも生産されており，二年間オーク材の
樽の中で熟成させたセヴンヒル・シラーズ・カベルネ
（六五パーセントのシラーズと三五パーセントのカベ
ルネ・ソーヴィニョン）は，瓶の中でよく熟成する，
強くて，フルーティーで見事なワインである。同種類
のブドウでつくられているが，グルナッシュ種が加
現 在 で も フ ラ ン ス で ―― こ こ で 会 士 た ち は，
わったもうひとつの赤ワインは，辛口ではあるが柔ら 「最も尊敬すべき修道士」の称号をもって呼ばれる古
かで，際立ってすぐれたというのではないものの，と
風で趣のある聖職者の特権を享受している ―― 活発
ても心地よい味である。セヴンヒルの辛口ワインには
に活動しているが，その他多くの国々でも同じように
三種類あって，伝統的なクルーシャン，クルーシャン
活躍している。一八六八年，この修道会は，農夫，鉱
とペデロ・ヒメネスのブレンド，それにフルボディの
夫，商人などの息子たちを教育するために，サンフラ

修道士とワイン（4）（翻訳）（横山）
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ンシスコにやって来て，一八七九年にはマルティネス

インづくりの伝統が今も生きていることはわかるだろ

に修練院を設立した。マルティネスで，彼らは聖餐用

う。

の，自分たちの食卓用の，そして一般の人々への販売
用のワインをつくり始めた。またカリフォルニアにお
ける十九世紀後半のワイン醸造の進歩の恩恵を被る一
方で，彼らのワインはとても優秀で，たちまち売り切
れ，ほどなくブドウ畑からの収入が彼らの収入の大事
な一部分となった。一九三〇年，修道会はナパ・ヴァ
レーの奥のマヤカマス山地のブドウ畑に囲まれたワイ
ン醸造所を買った。
マルティネスの古い地所を売って，
ここに新しい修練院を建て，一九三二年に移ってきた
のである。彼らは，モン・ラ・サールと呼んだ新しい
敷地のブドウ畑を改善し，拡大した。今日に至るまで，
彼らの魅力的な修道院の神学校は，オーク，カエデ，
モミ，セコイヤに囲まれた無数のブドウの木々の中に
佇んでいる。彼らは，カリフォルニア州中部のサン・
ジョアキン・ヴァレーにも上質のブランデーで名高い
ワイン醸造所をもっている。
他のすべてのカリフォルニアワインと同様，ラ・サー
ル会のワインは，ヨーロッパではあまり知られていな
い。クラレット，ブルゴーニュ，シャブリ，そしても
ちろん，カベルネのほかに，とても美味しい白のヴィ
ンテージをシュナン・ブラン種（ほかならぬ聖マルティ
ヌスにその起源があると言われる，トゥレーヌのブド
ウの品種）のブドウでつくっている。ラ・サール会の
シュナン（ブドウの名前に因んでワインをこう呼んで
いる）は，甘ったるいがコクがあり，モーゼルのある
種のタイプと同様，軽くて上品な味である。彼らはま
たフランシスコ会の歴史のあるアンジェリカに匹敵す
る逸品を生産している。それはシャトー・ラ・サール
で，ミュスカ種のブドウでつくった，淡い色の，とて
も甘く，イチゴといっしょに飲むと申し分のないデ
ザートワインである。ヒュー・ジョンソンは，このワ
インをつくった人物を評して，「ブラザー・ティモシー
は彼らの修道会のドン・ペリニョンだ」と言っている。
他にも現代の多くの修道共同体がワインをつくって
いるが，本章で挙げた例を見ただけでも，修道院のワ

現在，ローマ・カトリック教会が経験している大き
な革命により，修道士と修道女の数は減少傾向にある。
（もっとも，隠修士はいくらかブームを呼んでいるが。）
しかし，最近，観想修道会が再び入会者を引きつけて
いる兆しも見られ，いずれ修道院ルネサンスのような
現象が生じても何ら不思議ではない。そうなればほぼ
確実に，観想生活と産業化以前のヨーロッパの農業文
化が戻ってくるであろう。そして，そうした共同体に
は，自分たちの理想に適った，また自分たちに生計の
糧を与えてくれる仕事が必要となってくるであろう。
ワインづくりは，その明確な答えとなっているように
思われる。おそらく，そう遠くない将来の集産主義的，
平等主義的社会においては，必ず商業用ワインの量産
に力点が置かれるだろう。しかし修道士たちは，これ
とは対照的に，伝統的な手法を使って，良質のワイン
をつくり，営業的にも霊的にも報われるような事業を
見出すことができるであろう。モートン・シャンドは
修道士たちを励ます次のような言葉を遺している。
「ワ
インは売買に供されたりもするが，その一方で，聖書
や詩人はこれを，人間が土壌や天候との間で繰り広げ
てきた，大昔からの闘いの最も高貴な報償として崇敬
するよう，私たちに教えてきたものである」。
（完）
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本稿を作成するに際し，前回同様フランス語の人名・
地名に関してはかつて同僚であった岩瀬広明名誉教授
に，またドイツ語の人名・地名に関してはこれまたか
つて同僚であった丹治道彦准教授にご教授をいただい
た。両氏に対し心より感謝申し上げます。ただし，訳
文の最終的責任は訳者にあります。なお，これまで発
表してきた「修道士とワイン」
（1）
（2）
（3）と本稿は，
『ワインと修道院』として二〇一一年五月に八坂書房
（東京）より刊行されました。
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扎巴蔵族探訪
ザバ-チベット族の母系社会と民居
田代

侃＊・大江

隆夫＊＊

Investigation to Zhaba Tibetan
Matrilineal Society and Traditional House
Kan Tashiro and Takao Ohe

Abstract
As first foreign visitors, we visited the Zhaba Tibetan’s village along the Xianshui River, Yalongjiang’s
tributary stream located at 30°23´N and 101°01´E in the middle of Sichuan Province, China, Autumn 2010.
Visiting purpose is investigating their society and traditional house style. They have the rare marriage
custom based on matrilineal society called walking marriage. They have their own language and almost half of
villagers under 30 years old are able to communicate in Chinese. The primarily school with Tibetan and
Chinese language education is compulsory but the number of upper grades student decreases. Their society
is changing gradually from the traditional self- sufficiency to the monetary economy, in which they use
electricity, mobile phone and satellite TV. Earnings come mainly from gathering the medicinal herbs like
Cordyceps sinensis. Their traditional houses are magnificent and relatively higher than the other Tibetan’s in
the neighboring area. They have 3 to 5 stories, in which first for domestic animal, second for family living
with a stove in the center, over third for crops storage and working space and roof for praying.
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き

探訪地 : 中国四川省甘孜蔵族自治州
雅江県瓦多郷交吾村（図 1）
探訪日 : 2010 年 9 月 28 日〜 9 月 30 日
探訪者 : 田代 侃，大江隆夫
エージェント : 四川大地探険公司
ガイド 蘇 丹，ドライバー 謝 福明
中国製 4WD 長城哈弗 2.8TCI 2.8 L
2011 年 10 月 20 日受理
* 東北工業大学名誉教授
** 東北大学山の会会員

中国四川省の山岳地帯を広範囲に偵察するため 9 月
21 日に成都を立ち，雅安〜日隆〜丹巴〜八美〜道孚
〜甘孜とたどり，雀児山峠さらに竹慶寺北西のズラ峠
に達し，新龍を経由して 9 月 26 日理塘（標高 4,014 m）
へ出た。ここでドライバーの謝さんが過労のために体
調を崩してしまった。連日，
高地の悪路を 4WD ラリー
のごとく，すでに 6 日間で 2,000 km 以上走っていた。
9 月 27 日 は 休 養 の た め に 標 高 の 低 い 雅 江（ 標 高
2,640 m）へ下った。これがザバ探訪の発端であった。
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1.

雅江から扎巴蔵族の交吾村へ

9 月 28 日，曇りのち晴れ。理塘以西の偵察を中止
したので予定を変更して走婚の風習が残るザバ-チ
ベット族村の探訪を考える。ザバは道孚の南，鮮水河
流域にあるという程度の知識しか持ち合わせず場所，
地名が不明であった。そこで雅江県文化旅遊局を訪ね
ることとした。最初に応対してくれた局長補佐役の女
性は典型的なチベット美人だ。彼女の取次ぎで副局長
の格絨仁青氏が会ってくれる。いかにもチベット族の
精悍な顔付きと歯切れのいい物言いだ。ザバ - チベッ
ト族の居住地域は二つあり上ザバは北の道孚県，下ザ
バは南の雅江県，いずれも雅礱江支流の鮮水河流域に
沿って住んでいる。ザバ語を話し，走婚，母系社会が
残っているとの説明を聞く。その場で下ザバの村があ
る瓦多郷の役場幹部に電話を入れ我々の受け入れを依
頼してくれた。
2 泊する予定で村への土産物と滞在中の食材を市場
で調達し 11 時 20 分雅江を出発する。女性ガイドの蘇
丹は困難な局面では多少弱腰であるが，一生懸命に
我々の行動をサポートしてくれる。ベテランドライ
バーの謝さんは四川中の道路をよく知っている。2 年
前に日本人を乗せてこの道路を道孚まで走ったことが
あるそうだ。道路は雅礱江に沿って右岸を走ると対岸
に場違いの立派な最新のビルが見えてくる。この渓谷
沿いに国家事業の大規模なダム工事が進捗していてそ
の工事関係者の宿舎らしい。工事用の道路も本格的に
建設が進んでおり片側 2 車線長さ 1 km 以上の立派な
トンネルがすでに開通している。トンネルを抜けて細
くなった道を鮮水河沿いに進みやがて瓦多郷に着く。
雅江の北約 46 km である。役場の会議室で郷の若い
幹部と対面，訪問の趣旨を説明し，持参の酒などを贈
呈する。この幹部から瓦多郷の状況を聞いた。これま
でザバ - チベット族の調査に国内の民族学者などが来
たが外国人の訪問は始めてという。
ザバ訪問の手はずがつくまでの間，党責任者に挨拶
し，小学校を訪れ雅江で用意した生徒へのプレゼント
をさしあげた。小学校は 2 階建ての校舎でグランドを
挟んで寄宿舎がある。若い校長先生の案内で参観した
授業では小さな生徒達が真面目に学んでいた。イタズ
ラ目が我々をちらっと見てあわてて教科書にもどる。
校庭で先生方と話していると授業が終わった生徒たち
が飛び出してきた。活発な子供たちだ（写真 1）。

〔瓦多郷の状況〕
（役場と小学校で聞いた説明による。）
①

瓦多（waduo）郷は 6 村からなり 586 家族，2,100

人が暮らす。
② 言葉については小学校教育により 30 歳以下の
うち半数程度が中国語で会話が可能だが男性が多い。
女性は外部へ出る機会が少なく，ザバ - チベット族の
大半は地元のチベット語も通じない。
③ おもな現金収入源は 5 月の冬虫夏草，6, 7 月の
マツタケ，9，10 月の薬草である。
④ 小学校は全校生徒数 186 名，1 年 78 名，2 年
46 名，
3 年 36 名，
4 年 26 名。5, 6 年は別の場所らしい。
教師は 12 名。中学校は雅江まで行かないと無い。授
業は午前 8 時 50 分から 12 時まで，午後は 2 時から 4
時半まで。中国語，チベット語両方で教育している。
片道 8-10 km 以上の通学距離がある場合は寄宿舎住ま
いとなり，現在 41 人が寄宿舎に住む。すべて義務教
育であり学費，食事含めて無料だ。 義務教育で一旦
入学はするが家での労働，学習しても就職が難しい，
農業に役立たないなどの理由で中退する傾向にある。
小学校を見学した後，役場に戻るとザバの案内役（中
国語-ザバ語通訳）としてアジョさんが迎えに来てい
た。車で 20 分ほど鮮水河を遡り宿泊する村へ分岐す
る吊橋まで行き，車とドライバーの謝さんはそこから
引き返し同行しない。我々の荷物を運ぶポーターのザ
バ女性 3 人がすでに吊橋の袂で待っていた。ポーター
の道案内で，吊橋を対岸に渡り（写真 2）急な坂道を
登ること約一時間，17 時 50 分に今晩の宿泊予定地，
交吾村のザラシ集落に着く。アジョはバイクで別の道
から先回りしていた。
初日に泊めてもらったアジョの民居は 5 階建ての大
きな家屋である。夕食は雅江で調達した食材でアジョ
が四川風料理を作ってくれた。夕食後，村の様子をい
ろいろ聞く。今日のポーターはこの家の主婦と隣家の
女性達だった。隣家の 12 歳になる女の子も来て興味
津々に我々の挙動を見ている。アジョに個人的な質問
をしてみた。楽しいことは「祭り」，嫌なことは「別れ」
そして隣人同士の比較，競争が嫌い。一番遠くは成都
まで行ったことがある。

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

図1

写真 1

瓦多郷小学校の生徒

鮮水河流域，瓦多郷交吾村

写真 2

つり橋を渡る
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9 月 29 日，晴。ザラシ集落内を散歩してから，9

作って皆で食べた。ザバの女性は外界へ出ないのでザ

時 30 分出発，アジョの家から 2 時間ほど歩いて村長

バ食しか知らないらしい。夜は広間に敷マットを出し

の家に移動する。案内してくれたのは鮮水河の対岸に

てくれてシュラフでごろ寝した。

住む医者のスーランジャンセ，今回は中国語とザバ語
の通訳として同行し一緒に泊まってくれる。今日の
ポーターは隣家の女性 2 人と少女，昨晩いた 12 歳の
少女がお土産用の缶ビールを背負ってくれた。ザラシ
集落の裏手の尾根を越え，狭い畑を横切って谷川へ下
る。きれいな谷川を遡っていると（写真 3）
，8 歳ぐら
いのざんばら頭の子供が自分より大きな鋤を担いで休
んでいた（写真 4）。デリ（孤児）なのだそうだ。一
緒に休んでいると晴れ着姿のイケメン青年がおりて来
た（写真 5）
。休憩後急な右岸を少し登ると村長の家
があるルド集落に着いた。
村長の民居は豪壮な 4 階建ての古風な建築である。
村長は不在でお祖母さんと奥さんがもてなしてくれ
る。ポーターで来た女性たちが家人のようにふるまっ
て我々にバター茶を勧める。茶碗にバターの固まりを
取りツァンパ（麦こがし粉）を入れてくれる。これを
三本指で練ってバター茶を飲みながら食べるのである
が，我々にはうまく出来ずツァンパが床にこぼれてし
まう。美味いとはいえないが飽きない味だ。そして珍
しいものをご馳走になった。ワゴー（ザバ語で臭豚）
という豚を丸ごと生のままつるして 3 年から 30 年乾
燥させた扎巴特有の食物で 3 年物という。特に内臓の
部分が美味いといって勧めてくれるが少々のものは胃
袋に入れる我々でもちょっと躊躇した。物は試しとご
く小片を口にしたところクサヤの 10 倍も強烈な臭い
と刺激味。スープにすると美味だという。リューマチ
によく効き，牛に与えると乳の出が良くなるという。
ワゴーは扎巴の貴重な食物で祭や祝いに出される。も
しかしたら我々は VIP 扱いされたのかも知れない。
ポーターの女性たちが去り，さっそく聞き取りを始
める。村医者のスーランジャンセは村中のことを何で
も知っていてほとんど一人で答えてくれる。2 年前に
四川大学の民俗学専攻の女子学生が調査に来て彼の家
に三ケ月滞在したそうだ。夕方，散歩に出て走婚の壁
登りを登山靴で試してみた。石と土で固めたチベット
民居の石壁をよじ登るには力と技術を要する。20 歳
前後の身軽な体力がないと難しい。上の窓で応援して
いたおばあさんが帰りにりんごをくれた（写真 6）。
スーランジャンセは若いとき数え切れないほど壁登り
をしたという。
日が傾くと深い谷が陰に沈み，静かな美しい日暮れ
だった。夕食は持参した食材でスーランジャンセが

夜半，稲妻と雷鳴の嵐。
9 月 30 日。快晴，昨夜のはげしい嵐一過，周囲の
山は冠雪。家々から一斉に牛が出てきて人と同じ道を
放牧地に向かう（写真 7）
。昨日の女性ポーター 2 人
が迎えに来て，9 時出発，今日はザバを去る。村長ア
ルゼンツーの家を出て歩き出したとき対岸の畑から声
が聞こえる。突然ポーターの女性が荷を放り出して走
り出す。何事かと思ったらこちらの斜面で牛が逃げた
そうだ。しばらくして牛は連れ戻したといって，女性
たちは何事もなかったかのように戻って来た。農作業
中の人々はかん高い大声で会話する。谷を挟んで数百
米離れても意思疎通ができるようだ。2 泊 3 日の扎巴
滞在を終え一昨日来た道を引き返し，つり橋のたもと
で謝さんの車が待っていた。温度計付ポケットラジオ
を忘れて来た。置き土産にすることにしよう。
この後，山岳や民居を求めてミニヤコンカ西面への
入口，上木居村まで足を延ばす。国慶節と重なり中国
人の観光客が多い。トレッキングもブームのようだ。
車が多く成都への帰路は峠道が大渋滞となった。四川
省の山奥まで中国社会の変貌に驚きながら，10 月 4
日に成都へ戻った。

2.

扎巴蔵族交吾村の社会と生活

元書記アジョと村医者スーランジャンセから聞き
取った話をまとめて列記する。宿泊，聞き取りしたの
は村の上層階級であった。村内に貧富の差はあるよう
だが，ザバの住居や生活内容に大きな隔たりがあると
は見えない。
〔扎巴蔵族〕 ザバ-チベット族
ザバは人口が少な過ぎるため民族として認知されず
チベット支族のザバ - チベット族とされている。道孚
の上ザバと瓦多の下ザバの間で交流はない。
〔交吾村の人口〕 交吾（jiaowu）村は瓦多郷 6 村の
一つで 3 地区に分かれ，村民数はカル地区 60 名，ル
ド地区 150 名，ザラシ地区 105 名，合計 315 名。ザラ
シ地区のアジョ家の周囲に 6 家族，30 人が住む。ル
ド地区の村長家の周囲には 14 家族，90 人が居住して
いる。

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

写真 4
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写真 3

写真 6

谷川，村長の家へ向かう

壁登りを応援してくれた老夫婦

写真 5

ざんばら頭の子供

写真 7

イケメン青年

朝の牛追い
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〔家族構成〕 阿覚（アジョ）の家族は息子夫婦と孫
2 人の 3 世代 6 人世帯，8 頭の牛を所有する。息子夫

よって得る。
〔服

飾〕 ザバ女性の特徴は赤い布でまとめた髪形

婦は薬草採りで不在。アジョは以前，郷で党の書記を

と金属製ベルトだそうだ（写真 11，12）。祭の衣装を

していたが現在は退職，落ち着いた顔付きで村の顔役
としての貫禄十分である（写真 8）。
村長の家族構成 8 人，◯は在宅。
アルゾム◯ : 村長のお母さん 77 歳（写真 9 左端）。
日中はいろりの横に座って手仕事をする程度。
アルゼンツー : 村長，薬草採りで不在。
アルカイ◯ : 村長の奥さん 48 歳（写真 9 右奥）。家
事，子守，家畜の世話。バター，チーズ作りが夜なべ
仕事。バターの遠心分離器は最新式だ。
アルツトーニマ : 長男 24 歳，漢方薬採りで不在。
アルヨーゼン◯ : 長男の嫁 23 歳（写真 9 右端）。日
中は山に薬草の採取，1 日 100 元程度の収穫。朝晩は
家事，育児，家畜の世話と労働の中心。明るく動作が
機敏，気持ちよい人柄。

見たいと頼んだら村長が鍵を持っているので取り出せ
ないという 。
〔住 居〕 アジョの住居（写真 19）は周囲の樹木
を伐採し 21 年前に建てた。5 人の職人を呼んだが他
の作業は村人が共同でやった。1 階に牛，羊，山羊な
どの家畜，2 階が家族の居住，3 階は食料の貯蔵庫，4
階にトイレ。4 階，5 階は乾草の貯蔵場所になっている。
村長の住居（写真 24）は 60 年前の建築だ。
〔電気，水道，情報〕 3 年前に政府の資金で電気が
来るまで下の沢で簡易型の水力発電をしていた。テレ
ビ，オーディオ，携帯電話（写真 11）が普及している。
水道を 4，5 年前に引く（写真 12）。
〔教 育〕 小学校は瓦多郷にある（写真 1）。アジョ
の孫は小学校 1 年生，利発な子で中国語が少しわかる
らしい。アジョの隣家の 12 歳になる女の子は小学校
2 年まで行ったが今は家で農作業の手伝いをする。村
長の長女 11 歳は通学する体力の問題のため 8 歳で入
学，小学校 3 年生で寄宿舎に入っている。
〔医 療〕 60 歳になる村で唯一人の医者のスーラ
ンジャンセ（写真 13）。彼は所謂「裸足の医者」で，
村の小学校卒の学歴であるが一時期理塘で基礎的な医
者の知識を得たという。B 型肝炎の予防接種をするた
めに 15 歳以下で学校に行っていない児童のリストを
持っていた。彼が今まで最も遠方まで出かけたのは康

アルザシヨンゾー◯ : 孫（長男の子供）3 歳，いた
ずらっ子。
名前不明◯ : 孫（長男の子供）0 歳（写真 9 右前）。
アルワンシュー : 次男 21 歳（写真 5 らしい）
アルゾカ◯ : 長女 11 歳（写真 9 中央）。小学校 3 年
生，寄宿舎在で週末に帰宅。
〔食 事〕 食事は朝ツァンパ，昼パン，夜米飯。30
年以前は夜もツァンパであった。バター茶が常に飲用
される。
〔食 料〕 主食はチンコー麦，トウモロコシ，馬鈴
薯の 3 種類。3 月に植え付け 8 から 9 月に刈り取る。
今は収穫時期も終わり来春のために畑を鋤き返してい
る（写真 10）
。すべて家畜と人力で行う。以前は自給
自足であったが現在主要食品のうち肉，バターは半分
程度購入する。
〔薬草採り〕 薬草採りは豹なども出るので単独では
行かず複数で行く。狼が馬，牛を襲うことはあるが人
を襲ったことはない。長期の場合は自作テントか放牧
小屋を利用する。アジョの息子夫婦は 2 週間から 1 ケ
月間，山に薬草採りに行っている。村長も薬草採りに
出て 1 ケ月ぐらい戻らないらしい。アジョの隣家の少
女（12 歳）は視力が良く冬虫夏草採りが得意で今年
は 200 本，5 千元も稼いだそうだ。
〔財産と家計〕 最も貴重な財産は民族衣装（写真
29，30）
，装飾品などで何万元にもなる。費用のかか
るのは葬儀，ラサへの巡礼。アジョの年収は 2 万から
5 万元くらい。大きな支出はバイクの購入とガソリン
代だ。おもな現金収入は冬虫夏草などの薬草の採取に

定，理塘，白玉だ。
〔走婚，母系社会〕 走婚は現在非常に稀だが，スー
ランジャンセの若い頃は盛んであった。道孚の上ザバ
の方にはまだ残っている。村長家のお祖母さんに「お
祖父さんは ?」と質問すると「それは聞くな。」と通
訳のスーランジャンセがきつい表情で答える。聞いて
はいけない質問のようだ。彼女が若い時は走婚（通い
婚）の風習であった。走婚は当人達の意思がすべてで
なく一般には事前に両親の暗黙の承諾があったそう
だ。男性は目当ての女性の部屋に行く際，高さ 10 m
程度のほぼ垂直の壁を素手，素足で登らなければなら
ない。女性側も受け入れる場合は窓を開けておき，拒
否の場合は閉めて鍵をかけておく。子供ができた場合
は女性側の家族が育てるいわゆる母系社会を構成して
いた。現在は一夫一婦制が奨励され下ザバではほとん
ど走婚は無くなっている。結婚式は稀に行われるが少
なく，結婚式という儀式形態をまだとらない。村長の
家は身分が高く息子が継いだが，通常は女性の家に男

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

写真 8

元書記アジョの家族

写真 9

村長アルゼンツーの女系 4 代

写真 10

畑のすき返し，牡牛

写真 11

携帯で連絡，道案内ポーター

写真 12

水道で洗濯

写真 13

村医者スーランジャンセ
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性が入る。以前は女性が実質的に権限もあり立場も上
であったが今は立場上男性が上位のことがある。（補

面では放牧が行われている半農半牧の地帯である。か
つては木材の供給地であったが森林はわずかである。

遺参照）
〔葬

式〕 以前は水葬，火葬であったが今は車で色

達に遺体を運び鳥葬にする。
〔聖 山〕 各村には聖なる神山があり，家族を代表
して一人は登る。ただし若い男のみに許される。
〔村の以前と以後〕 村医者スーランジャンセの話で
は以前は奴隷社会であった。6 歳の時に理塘に大ボスの
いる土匪が来て村を襲い山奥に逃げたことがあるが，
解放軍（当時の紅軍）が来て救ってくれ，それ以降衣
服も食料も支給され平和に暮らせるようになった。
元書記アジョが住むザラシ集落は 5 年後にダムに沈
む。彼は後のことをまだ決めていない。この村の生活
に満足しており外に出て行く意思はない。しかし，山
にはもう住める場所がないという。

3.

扎巴蔵族交吾村の地理

ザバ-チベット族が住む雅江県瓦多郷交吾村は雅礱
江支流鮮水河の急峻な山肌にしがみつくように石造民
居が散在している。写真 14 は交吾村ルド集落から見
た西方の景観である。一番奥のスカイラインは理塘高
原（標高 4,400 m）であり，その手前に雅礱江が入っ
ている。右から延びる岩尾根のこちら側が鮮水河の渓
谷である。河沿いの車道を写真の左方に下れば雅江，
写真の右方に遡れば道孚である。上流の道孚県扎埧区
が上ザバ，下流の雅江県扎麦区が下ザバである。この
渓谷の下流に大規模ダムの建設が始まっていて，やが
て下ザバの低地は水没する。
道孚県扎埧区 : 5 郷，32 村，943 戸，5,733 人
雅江県扎麦区 : 2 郷，13 村，732 戸，3,678 人
瓦多郷 : 6 村，586 戸，2,100 人
交吾村 :
315 人
写真 14 の岩尾根手前，谷あいの急な斜面に交吾村
の集落が分散してへばりついている。集落から遠く離
れて孤立している民居も多い。集落の近くまで工事用
と思われる道が作られ，携帯電話の中継アンテナも
立っている。左手前の尾根のプラトーはルド集落の麦
畑であり，電柱が見え集落まで電線が張られている。
この尾根の向こう側の下方にザラシ集落がある。右手
前の尾根の小さなプラトーは別の集落の畑である。急
峻な地形のわずかな平坦地は畑作に利用され，急な斜

交吾村ザラシ集落の位置 : 標高 2,845 m
北緯 30°23′13″，東経 101°1′06″
交吾村ルド集落の位置 : 標高 3,025 m
北緯 30°23′34″，東経 101°1′36″
（GPS 測定による）

4.

交吾村の集落

鮮水河右岸の車道で車を降り，ポーターのザバ女性
3 人に案内されてつり橋を渡る。急な山道を小一時間
登った時，ザバの集落は突然現れた。それは驚きと感
動の瞬間であった。尾根のプラトーに畑があり，その
奥に 10 戸ほどの民居が圧倒的な存在感で厳立してい
る。写真 15 はザラシ集落のほぼ全域を俯瞰している
が，東半分は隠れて見えない。中央奥の建物が宿泊し
た元書記アジョの民居であり，下に見える渓谷は鮮水
河の渓谷である。その右岸に車道が通っている。下流
に建設中のダムにより数年後にはザラシ集落は水没す
るそうである。写真 16 は交吾村ルド集落である。ザ
ラシ集落よりさらに古式ゆかしく美しい集落である。
左手前の豪快な建物が宿泊した村長アルゼンツーの民
居である。
交吾村はすべて急峻な地形で平坦地は畑として利用
され，集落は狭い緩傾斜地に作られている。すべての
建物が外来の材料や技術が混ざることなく，純粋なチ
ベット建築スタイルを維持している。建物の配置は規
則性がなく，地形に従ってランダムに建っている。ボ
リュームのある石造立方体の民居は自然と対抗しなが
らも調和した景観になっている。通常の集落と違い，
道路や広場などの公共の場所がない。それほど平地が
なく，祭なども収穫後の畑で行われるらしい。民居の
間に残った平地は家畜囲いと菜園になっている。人と
家畜が通れるだけの山道と同じトレイルが各戸に通じ
ている。この村でもバイクが普及し始めているが，ま
だ集落内までは入って来られず，いまだに車輪の全く
ない文化が残っている。生活はすべて歩行と背負い運
搬である。

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

写真 14

写真 15

交吾村ザラシ集落

ザバ-チベット族交吾村の景観

写真 16

交吾村ルド集落
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5.

交吾村の民居

（1） 民居の概要

イプ（村長民居参照，碉房合一）の 2 種類がある。入
口は地面の平坦な側に設け，前面が家畜囲いの庭に
なっている。

〔建築スタイル〕
チベット建築の特徴として，民居の石造台形の外観
は安定，堅固かつダイナミックな力強いフォルムであ
る（写真 17）
。はじめは鉛直な建築に慣れた目に違和
感があるものの，滞在していると写真 14 に見る地形
のように石造台形が自然な形態に見えてくる。交吾村
の民居は木雅民居の系統に属し，その古いスタイルを
維持していると思われる。建築規模は壮大であり 3 階
建〜 5 階建で高さは 14 m を越え，近辺地域の民居よ
り高層である。
石碉（高楼）と住居が一体化した「碉房合一」形式
（写真 18）はザバ民居の特徴的なスタイルである。上
ザバには石碉が少数残存しているものの現在の交吾村
には一つも残存していない。

1 階には窓がなく真っ暗な畜舎になっていて，入口

開口部には太い角木材のまぐさが架けられ，頑丈な
窓枠が先付けされている（写真 17）。入口ドアは分厚
い板戸，窓は両開きガラス戸で，居間の窓には内側に
両開き板戸が付いている。

2 階居間は床を除く全面が原色系の模様で塗りこめ
られて荘厳である（写真 23，28）。五彩色（白，赤，藍，
緑，黄）はチベット宇宙観の表現である。これらの装
飾模様はすべて宗教的な意味を持っている。

は 1 箇所で人畜共用である。
2 階が居住空間になっている。広間にいろりがあり
（写真 27），調理，食事，憩い，睡眠など屋内生活の
すべてはいろりを囲んで行われている。いろり周りの
座席には厳格な序列がある。近年はいろりがストーブ
に替わりつつある（写真 22）
。チベット族は土足生活
であり椅子やベッドが置かれているが，普段は床に直
に座って暮らしている。作付け戸棚に調理用具，食器，
。戸棚の一部が仏壇
食品が収納されている（写真 28）
になっているようである。居間には裸電灯がぶら下が
り，テレビとオーディオセットが置かれている。寝室
は女部屋のようである。
3 階以上はすべて麦藁・乾草置場である。1 段また
は 2 段の広いテラスがあり，建物外観に変化を与えて
〔建築構法〕 図 2 断面図参照
いる（写真 18）。テラスは穀物の乾燥などの作業場で
民居の構造は石木混構造である。外周壁は石造，床
ある。テラスに面する部分の柱間は吹通しになってい
は柱梁式木造で支えられている（写真 21，28）。外周
る（写真 18）。最上階の西外壁面に鳥篭のように突出
し た 木 造 空 中 ト イ レ が 設 置 さ れ て い る（ 写 真 20，
壁の基部の厚さは 800 mm〜1,000 mm あり，チベット
26）。不便な最上階にトイレを設置する理由を聞いた
建築の特異な石積技術は優れている。大小の自然石を
が不明であった。このようなトイレ形式は木雅民居，
巧みに組み合わせ内傾した外壁面はチベット建築の美
新龍民居に分布している。
観の要素である（写真 17）。内壁面は鉛直で土壁塗り
屋上は神聖な場所であるから登ることを禁止され
仕上げである。木造の柱，梁，根太は丸太である（写
た。パラペット四隅の突起に付けられた鳥の羽のよう
真 21）。居間の柱，
梁には角材が用いられる例もある。
な飾りはアミニズム的雰囲気である（写真 17 他）。パ
床仕上げについて，1 階床は地面と敷石，2 階床は
ラペットには壷様の物を乗せた香炉が設けられ，脇に
板張り，3 階以上の内部床は板張り，テラスおよびテ
ラスにつながる床はたたき土，最上階の床は根太のみ， は生木の松葉が積まれている。松葉を燻らして祈りを
屋上床はたたき土である。床板は厚さ 40 mm ほどあり，
捧げる場所なのであろう。屋上は扎巴（ザバ）民居の
はめ込み式の特殊な張り方である。たたき土の床は根
最もシンボリックな特徴である。
太に割木を敷詰め，100 mm 厚ほど粘土を乗せている。
1 階・2 階には急な階段があり，3 階以上は組はし
〔装飾〕
ごや丸木はしごである（写真 18）。
外壁窓周りの白い隈取りはチベット建築の印象を強
間仕切り壁は単層の鏡板張りで，居間に面する部分
調している。軒，庇の化粧垂木の塗装模様は外壁面を
は作付け戸棚になっている（写真 23，28）。
さらに重厚にしている。図案は求吉避邪，吉祥，日月
天井は床下面が直天井になっている。
星辰などである（写真 17 他）。

〔建築プラン〕 図 2，図 3 参照
民居には長方形タイプ（アジョ民居）と方形雁行タ

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

写真 17

写真 18

ザバ民居のディテール

ザバ民居の碉房合一
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（2） 阿覚（アジョ）の民居
場所 : 雅江県瓦多郷
交吾村扎拉西
建築 : 1989 年
構造 : 石造＋柱梁式木造
5 階建
建築面積 : 160 m2
総床面積 : 580 m2
（テラス，屋上を含む）

写真 19

写真 20

写真 22

南西面の外観

居間の南内壁とストーブ

南東面の外観

写真 21

写真 23

5 階テラスと乾草置場

居間の西・北内壁

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

図2

アジョ民居の見取図

33

東北工業大学紀要 II 人文社会科学編 第 32 号（2012）

34

（3） 村長アルゼンツーの民居
場 所 : 雅江県瓦多郷
交吾村日都
建 築 : 1950 年頃
構 造 : 石造＋柱梁式木造
4 階建
建築面積 : 190 m2
総床面積 : 560 m2
（テラス，屋上を含む）

写真 24

写真 25

南東面の外観

写真 27

居間のいろり

東面の外観

写真 26

写真 28

北西面の外観

居間の西面内壁

扎巴蔵族探訪

ザバ-チベット族の母系社会と民居（田代・大江）

図3

アルゼンツー民居の見取り図
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あ

と

が

き

ザバ チベット族の交吾村訪問は準備もなしに 3 日間で
-

終わった。はじめての外国人訪問者であったので，わず

補

かな調査であるが紀行見聞録として発表することにした。
中国社会の発展にともなってザバ - チベット族の生
活文化も急速に変化している。この紀行の補遺として，
ザバ母系社会の婚姻制度について紹介しておきたい。

遺

以下の写真，表すべて参考文献からコピーしたもの
である。
写真 29，写真 30 は交吾村の盛装である。女性は村
長家アルヨーゼンらしい。頭に太陽をいただき，背中
に月，髪飾りは星辰である。全身に五彩を纏い宇宙を
表現している。男性は村長家長男か，精悍にしてダン
ディ，控えめに五彩を纏っている。
表 1，
表 2 は婚姻統計である。走婚は扎埧区（上ザバ）
に多く，交吾村（下ザバ）ではわずかである。走婚は
16 歳頃からはじまり群婚性とはいえ，
「物取り」「壁
登り」のルールや血縁忌避など社会規範は厳しい。現
在は走婚を前段階として 1 対 1 個体婚に移行すること
が多い。

写真 29

女の盛装

走

婚（通い婚）
多偶婚（群婚性）
暮至晨離
母系家族

対偶婚（婿取婚）
1 対 1 個体婚
女方同居
母系家族
嫁娶婚
1 対 1 個体婚
男方同居
父系家族

参

考

文

献 馮敏 : 扎巴蔵族 ─ 21 世紀人類学母系制社会田野調査 ─，民族出版社，2010

写真 30

男の盛装
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「うつ」に打ち勝つ日のために（2）
（翻訳）
佐

藤

夏

子＊

How to Overcome Depression（2）
（Translation）
Natsuko Sato

は

じ

め

に

“How to Overcome Depression” 全 24 章のうち，
昨年，
1 章から 8 章までを翻訳したが，今年は，その続きに
あたる 9 章から 17 章（53 ページから 100 ページ）ま
での翻訳をした。
概要は，下記の通りである。
人生において，夫や親，子供など大切な家族を失っ
たときでも，聖書を読むことによって自己憐憫にひた
ることもなく，それを神のご計画として受け入れるこ
とができる。聖書を読むことは，「心の栄養」をとる
こととも言える。また，誰しもが，何らかの「プロジェ
クト」に関わることで，心の健康によい影響を与えら
れているのである。さらに，困難なことにも宝物がふ
くまれている。何が起ころうと著者は神の愛を信じて
いる。
この 9 章から 17 章を読み，訳出しながら，思い出
されたいくつかのことがあった。
私は，高校時代に，休学しなければならないほどの
長期入院をしたことがあった。母が親しくしていたク
リスチャンの友人が三浦綾子さんの本を何冊も届けて
くれた。さらに，彼女の知り合いの若いクリスチャン
の女性が，笑顔で毎日のように病院を訪ねてくれた。
『何も悪いことなんかしていないのに，病気で 1 年遅
れてしまう』と，悲しくて自暴自棄になりそうだった
私を励ましてくれた。その後，彼女は，牧師夫人になっ
た。
英国留学時に，パイプオルガンの音色にひきよせら
れるようにして教会に出かけ，その後間もなく聖歌隊
にも所属するようになった。当時の私にとって，土曜
2011 年 10 月 25 日受理
* 経営コミュニケーション学科准教授

日は，聖歌隊の一員として老人ホームなどを訪問した
り，讃美歌の練習をする日となり，日曜日は教会一色
の日となった。朝の礼拝が終わると，ほとんど毎週の
ように，教会員の誰かの家にランチに招かれ，その後
は散歩をしたり，アフタヌーンティーを楽しんだり，
みんなで讃美歌を歌ったりした。夕方になると，また
教会に行き，再度礼拝に参加し，1 日が終わるのだっ
た。その教会には，日本人は私だけだったので，珍し
さもあって，私はみんなに好かれていたのだと，傲慢
にも考えていた。しかし，そうではなかったのだ。こ
れは，教会の方々の「プロジェクト」であり，愛のも
てなしだったのだと今では思える。留学生である私が，
さみしくないよう心配りをしてくれていたのだろう。
また，米国留学時には，休暇中に私を家に招いて，
日本食をごちそうしてくれ，数日間泊めて下さった元
日本の宣教師ご夫妻のことも忘れることができない。
そして，私がいろいろな意味で苦しい時に，子供の
ころから現在に至るまで祈ってくれているクリスチャ
ンの叔母夫妻や，80 歳を過ぎてクリスチャンになり，
感謝のうちに 10 年後に天に召された祖父，そして日々
信仰で支えられている母のことに思い至った。
そのように多くの人に支えられたことは，私にとっ
ても，そして愛を持って支えてくれた人たちにとって
も心の栄養になっていたのかもしれないと思わされ，
感謝の気持ちでいっぱいになった。
そんな思いのうちに，今回の翻訳を終えた。

9章

ぶつぶついうこと

私は，イスラエルの民が約束の地（注 1）への旅の
途中で不平を言っていたことが，信じられなくて，い
つも頭をかかえています。神がエジプトの奴隷制度か
ら彼らを救いだし，紅海を開き，必要な物を与えてく
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れたのに，彼らはどうして不平が言えたのでしょう。
私の生活の中でも似たようなことを見い出すことが
できます。神は罪の束縛から私を救いだし，新しい命
と日々の力，そして永遠の希望を与えてくれました。
しかし，
よく考えてみると，私自身も簡単に不平を言っ
ていることに気づくのです。おそらく，重要なことで
はないので，私も自分が何をしているのか気づかない
でしまうのかもしれません。ノースダコタの冷たい風
や，ピクニックを計画した日に雨が降ったこと，猛吹
雪で旅行をキャンセルしなくてはならなかったこと，
電話が一日中鳴っていること，そして，自分の仕事に
邪魔が入ってくることに対して，いろいろ不平を言っ
ているのかもしれません。また自分は，他の誰よりも
困難な宿命を背負っているのではないかという暗い気
持ち，落ちつきの無さ，変化への熱望，内的な不満，
自分を人々が正当に扱ってくれていないという気持ち
から来ているのかもしれません。
「出エジプト記」に記されているように，イスラエ
ルの民がモーセとアロンに対して不平を言い，エジプ
トの贅沢な暮らしに戻ることについて話していた時，
モーセは言いました。「あなたたちは我々に向かって
ではなく，実は主に向かって不平を述べているのだ」
（出エジプト記 16 章 8 節）この言葉はいつも冷たい風
の一撃のように，私を打ちのめしました。私が夫に，
隣人についてあれこれ不平を言っているときは，実は
神に対して不平を言っていたと言えるのです。こう考
えると不平を言うことを違った角度でとらえることに
なりませんか。
神は，不平を言うことを「神を拒むこと」（民数記
11 章 20 節）と呼んでいます。なぜなら，不平を言う
ことは，神が私達のために計画されたことに対して反
抗することだからです。不平を言うことは神の愛を疑
うことです。モーセはイスラエルの民に言いました。
「あなた方は天幕にとどまって不平を言い合った。主
は我々を憎んで，エジプトから導き出し，アモリ人の
手に渡し，我々を滅ぼそうとしておられるのだ」
（申
命記 1 章 27 節）
不平を言うことはまた，不信心でもあります。モー
セはイスラエルの民に言いました。「こう言っても，
あなたたちの神，
主をあなたたちは信じなかった」（申
命記 1 章 32 節）彼らは，自分たちの方が神よりも
よく知っていると思っていたのだ。
神が私に恵みのシャワーを浴びせてくれるのに，私
は不機嫌で感謝の心を持たないでしまうことがなんと
多いことでしょう。神に感謝し賛美するかわりに，ど

んなにか神を悲しませたことでしょう。
パウロはフィリピ人のクリスチャンへの手紙にこの
ように書きました。「何事も不平や理屈を言わずに行
いなさい」（フィリピ人への手紙 2 章 14 節）これは，
キッチンの流しの上のところに貼ってあるすばらしい
御言葉の一つです。
不平を言うことと自己憐憫は背中合わせの関係に
あって，人間に最も深刻な影響を与える病です。人々
は，麻痺状態，視力を失うこと，ハンセン病を克服し，
幸せで便利な生活を送ってきましたが，自己憐憫を克
服するまではそうではなかったのでした。
私の姉メイベルは，12 人の子供の子育てを終えよ
うとしていますが，自己憐憫の経験の一つを話してく
れました。最近，彼女は，別の市で開かれた聖書の学
会に参加したくてたまらなかったのに，他の人が出席
できるようにベビーシッターをかって出ました。彼女
は，人の役に立ちたいと思いながらも，若い夫婦が嬉
しそうに二人の赤ちゃんを彼女に託して出かけていっ
たときに，なぜか利用されたように感じてしまったの
です。赤ちゃんの泣き声と男の子のおしゃべりが彼女
の内にあった不満と重なり，自分をコントロールでき
なくなってしまったのです。惨めな気持ちで 4 日間を
送った後で，もう耐えられなくなってしまった彼女は，
神に自分の自己憐憫の気持ちを告白したのです。する
と，それまでの不満な気持ちがなんと平和な気持ちと
喜びに変わっていったのです。その後のベビーシッ
ターは我慢できるどころか，喜びをもって行うことが
できたのでした。
私のように，自己憐憫にさいなまれて困るときには，
Dorothy Clark Wilson の “Handicap Race” を読むことを
お薦めします。Roger Arnett がハンディキャップと戦
う様子について読んでみると，自分の問題が小さなこ
とに思えるでしょう。大学の陸上競技の花形選手だっ
た Rober Arnett は自動車事故に遭い，腰から下が麻
痺してしまいました。彼の婚約者が婚約を破棄しよう
としたとき，彼は自己憐憫の情にうちひしがれそうに
なりましたが，彼は負けなかったのです。彼は車椅子
を利用しながら，大学を卒業しただけでなく，会計士
の仕事に就き，結婚し，3 人の子供を養子にしました。
後に彼はグラジオラスを育て，
それを売ることにより，
家族を養いました。中年期になってから，彼は自分が
自分と家族のためにだけ生きてきたことに気づき，他
人のためになることをして生きていこうと決意しまし
た。彼は，身体に障害を持って忘れられた人たちの牧
師になったのです。車椅子の上でカウンセリングを

「うつ」に打ち勝つ日のために（2）（翻訳）（佐藤）

行った彼が与えた影響の大きさを想像してほしいので
す。
何百人もの孤独で欲求不満に陥っている人たちが，
彼の訪問によって励まされるのを楽しみにしていまし
た。しかし，そもそも，彼が自己憐憫を克服していな
ければ，このような結果にはならなかったのです。
自分自身のことを憐れむことは，確かに不健全では
あるけれども，人間性に訴えかけるところがあるので
ある程度の喜びがあるのです。
最近，バイク事故で息子を亡くしたある女性は，友
人にこう言いました。｢あえて苦しむことを選んでい
ることもあるの。自分の部屋に行って聖書を開けば，
慰めと平和を得られることはわかっていても，いつも
そうしたいわけではないのよ。｣
逆説のようですが，みじめに思えることを楽しんで
いる時もあるのではないでしょうか。勿論それは本当
の喜びや楽しみではありません。そればかりしている
と逆の効果が生まれます。仲間や家族を不幸にしてし
まうこともあるのです。
人 々 に 愛 さ れ て い る 全 盲 の 讃 美 歌 作 詞 家 Fanny
Crosby は彼女が 9 歳のときに下記の詩を書きました。
私はなんて幸福な人間なのでしょう！
目は見えなくても
この世界で満足しようと決めている
他の人たちは知らないようなたくさんの恵みを
私は楽しんでいる
私は目が見えないからと言って
泣いたりため息をついたりできないし，
そうするつもりはない
Alice Bletz 夫人は，中年期も終わり頃に失明しまし
た。間もなく，ご主人が亡くなり，一人残された彼女
にとって，
生活に不都合な点がいろいろ出てきました。
“I Begin Again”（注 2）の中で彼女が述べているように，
彼女の話は勇気の記録です。「石ころだらけの道は狭
かったが，道端には花々が咲き，その花の香りで私は
道をそれずに済んだのです。時には雨が降り，花は痛
み，地面に打ちつけられました。でも，今度は濡れた
地面のよいにおいがしました。雨は私の顔にしみるか
もしれませんが，それは自己憐憫の涙のようにはやけ
どをさせるようなことはないのです。」
これを読んで，私は自分を憐れみ不平ばかり言って
いたことを恥じました。私は自己憐憫を，もっとも憎
むべき敵で伝染病のように忌み嫌うべきだと思ってい
ました。
「破壊的な」という言葉は，この自己憐憫と
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いう伝染病が私たちへ与える影響を如実に表していま
す。
ダーレーン・ヒューバーは 35 歳という若さで未亡
人となり，6 人の子供たちと農場が残されました。孤
独と欲求不満の時期を経験しましたが，自己憐憫に浸
ることはありませんでした。落ち込んだ時に彼女は詩
篇を読んだのです。彼女は喜びの源としての神に向か
います。詩篇作者がそうしたように。彼女の強さの秘
訣は，神が彼女の夫の死を許しただけではなくて，計
画もされたと言うことを彼女は心から信じているから
なのです。夫の死が神のご計画なら，それはよいこと
で完璧なこととして受け入れることができるのです。
もしも，私達が，神は徐々に問題を解決するという
素晴らしい計画を私達のために立てていることを信じ
るならば，私達人間は，たとえどんなことが起ころう
とも自己憐憫にふけることはないでしょう。もしも私
達が，ある物事が神の御心によるものであることを確
信できれば，それは素晴らしいことなのです。
なぜなら，神はすべてのことを私達の利益のために
してくれるからです。
たとえ現在は全てのことがかなり暗く見えていて
も，神は素晴らしいサプライズを準備してくださって
いることを信じようではありませんか。

10 章

全てがうまくいかない

創世記に記されているヤコブは何故この悲しげな言
葉 ｢すべてがうまくいかない｣ と言わなくてはならな
かったのでしょう。ヤコブの息子たちはエジプトから
帰ってきました。彼らはとうもろこしを買うためにエ
ジプトに行っていたのです。その土地の支配者は，シ
メオンを投獄しただけではなく，息子たちが再びその
地にもどるときには，ベンジャミンを連れてくるよう
に要求しました。
ヤコブは悲劇と個人的な損失のみに目を向けていま
した。彼は，長い間行方不明になっていたヨセフと再
会するという大きな喜びを目前にしているということ
に，全く気がついていませんでした。
ヨブも，自分の富，子供たち，そして健康を失った
ときに似たような言葉を発していました。「忘れない
でください。私の命は風に過ぎないことを。私の目は
二度と幸いを見ないでしょう」（ヨブ記 7 章 7 節）ヨ
ブを慰めてくれる人たちは，うちひしがれている彼を
前に慰めの言葉を失っていましたが，一人だけ，ヨブ
の将来を正確に占っていました。「なお，あなたの口
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に笑いを満たし，あなたの唇に歓びの叫びを与えてく

備してくれています。神はすすり泣いている私にも歌

ださる」
（ヨブ記 8 章 21 節）

を与えてくれましたし，あなたに対しても同じように

そして，それはまさに起こったのです。ヨブは，廃
墟で自分の傷をさすりつづけたのではありませんでし
た。神はヨブの健康と家族，そして富をも回復させた
のです。彼は結局，最初に持っていたものの 2 倍も持
つ者になっていったのです。「主はその後のヨブを以
前にも増して祝福された」（ヨブ 42 章 12 節）
ナオミもまた，
夫と二人の子供を失い，未亡人になっ
た義理の娘と見知らぬ土地に二人きりになったとき，
全てを失ったと感じていました。ナオミが故郷のベツ
レヘムにルツと共に戻った時，彼女は友人に言いまし
た。｢私のことをナオミ（快い）などと呼ばないで。
マラ（苦い）と呼んでください。全能者が私をひどい
目に遭わせたのです｣（ルツ記 1 章 20 節）しかし，神
はナオミのためにもっと喜ばしいことを備えていまし
た。神はルツを，富裕で敬虔なクリスチャンであるボ
アズの畑で落ち穂拾いをするように仕向けたのです。
ボアズは結局ナオミの夫になりました。ナオミはこの
結婚によって経済的な必要性を満たされただけでな
く，感情的な必要性も満たされました。彼女は，忙し
いけれども幸せなおばあさんになったのです。ナオミ
の予想に反して，
人生は好ましいものになったのです。
エリヤも他に為す術なく追いつめられていました。
彼は，神が次々に奇跡を起こすのを見ていましたが，
イゼベルを後ろに伴い，死にたいと思うくらい落ち込
んでいました。
「主よ，もう充分です。私の命を取っ
てください。わたしは先祖にまさるものではありませ
ん」
（列王記上 19 章 4 節）神はエリヤのためにもっと
よいご計画を準備されていましたが，それは死なずに
天国へ旅することを含んでいました。エリヤのために
起こった，息をのむほど素晴らしい炎の馬車を想像で
きますか。彼のための神の輝かしいご計画を知ってい
たら，エリヤはそのようには祈らなかったでしょう。
あなたはヤコブ，ヨブ，ナオミ，エリヤのように感
じたことはありますか。つまり，「全然思う様になら
ない」
「また幸せになることなんてあり得ない」「マラ
と呼んで，なぜなら神が私の人生を非常に辛いものに
したから」「主よ，私の命を奪ってください」などと
考えたことはありますか。私もトンネル時代はこのよ
うに感じていました。全てが失われ，何のために生き
ているのかわかりませんでした。
しかし，神はこの 4 人のためと同じように，私のた
めにすぐそこにサプライズを準備してくれていたこと
を知りました。神はあなたのためにもサプライズを準

してくださると信じます。
私のお気に入りの聖書の一節はコリントの信徒への
手紙（I）3 章 21 節〜23 節です。「すべてはあなたが
たのものです。世界も生も死も，今起こっていること
も将来起こることも。一切はあなたがたのもの。あな
たがたはキリストのもの，キリストは神のものなので
す」聖書にはこのように書いています。「神はあなた
がたに使える世界を与えてくれたので，生死さえもあ
なたの意のままになるのです。神は，あなたがたに現
在と未来のすべてを与えてくださっているのです。全
てはあなたがたのもので，あなたはキリストのもの，
キリストは神のものなのです」
負けないで。絶望しないで。神を信じ，賛美しましょ
う。

11 章

悪 魔 の 名 刺

昔話によると，神はある日，人間に行使している道
具を奪うために，悪魔を天国に呼び出したことがある
といいます。悪魔は，全ての道具をすすんで捨てよう
としましたが，一つだけ手放そうとしなかったものが
ありました。それは落胆です。悪魔はこれだけは手放
したくないと言いました。というのは，これで悪魔は
人間の人生に入り込み，結果として他のすべての邪悪
なものを取り入れることができるからでした。
Gladys Hunt は彼女の著書”Ms. Means Myself” の中
で，悪魔の策略として 5 つの D を列挙しています。
そ れ ら は 失 望（disappointment）， 幻 滅（disillusionment）
，落胆（discouragement），意気消沈（dejection），
敗北（defeat）です。
「悪魔の D」は，16 世紀に John Howard に忍び寄っ
たのです。彼は，若い妻を埋葬したばかりで，壊滅的
な地震による被災者を助けるためにポルトガルに向か
う途中でした。その時，彼が乗っていた船がフランス
の私掠船（注 3）に捕らえられたのです。Howard は
船内の不潔な牢獄に投げ込まれました。暗くじめじめ
した監獄の中で苦しみながら，彼は他の牢獄について
も考え始めました。全ての囚人たちがこんなにひどい
扱いを受けているのだろうか。彼は釈放された後，イ
ングランドからロシアに及ぶ牢獄改革のプログラムを
開設しました。監獄生活での失望や欲求不満がなかっ
たら，神が彼のために備えてくれた人生に彼が気付く
ことはなかったでしょう。

「うつ」に打ち勝つ日のために（2）（翻訳）（佐藤）
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失望が私達に訪れるとき，もし私達がそれらを「神

は，覚えている聖書の一節や讃美歌を引用して唱える

の失望」と認識するなら，幻滅する必要がなくなるで

ことにしたのです。彼女は William O. Cushing の書い
た讃美歌 “Under His Wings” の中の気持ちが休まる言

しょう。もし，失望を神のご計画の一部ととらえるこ
とができるなら，破滅的な落胆を避けることが出来る
はずです。ここに信仰があるのです。これが，すべて
に神を見出すことなのです。
マルチン ･ ルターも落胆に苦しみました。彼の有名
な 95 の論文をウィッテンバーグの聖堂のドアに打ち
付けた 12 年後に，彼は偉大なことを成し遂げていま
した。John Eck と討論をし，聖書を平均的なドイツ語
の共通語に翻訳し，多くの本と讃美歌を書きました。
にもかかわらず，ルターは落胆したのです。
彼は，友人と飲食したり，歌ったりすることによっ
て，落胆を振り払おうとしましたが，役に立ちません
でした。ついに，
どうしようもなく落ち込んだときに，
絶望して大声で叫びました。「神よ，神よ，どうして
私を見捨てたのですか」その瞬間に彼は答えを見出し
ました。彼は，試練の中にあるクリスチャンの助けと
なる神により頼むしかなかったのです。信仰をもって，
神により頼むことにより，失望は亡くなりました。
詩篇 46 篇をもとにして，魂を揺り動かす改革の歌
「神は我がやぐら 我が強き盾」を書きました。
讃美歌作者もまた，失望しました。「なぜうなだれ
るのか，私の魂よ。なぜ呻くのか。神を待ち望め。わ
たしはなお，告白しよう。『御顔こそ，わたしの救い』
と」
（詩篇 42 篇 5 節，6 節）また，別の状況で彼は言
いました。
「わたしの肉も私の心も朽ちるであろうが
神はとこしえに私の心の砦。わたしに与えられた分」
（詩篇 73 篇 26 節）
心と思いを神に向けることが答えです。神を忘れな
いでいてください。すなわち，神が過去になさったこ
と，将来神が私達のためになさろうとしている計画，
神が今私達のためにしてくださっていることを覚えて
いてください。
私は，少し前に，老人介護施設にいる信仰深い敬愛
する二人の女性を訪問しました。体が痛いにもかかわ
らず，いつも顔にほほえみを浮かべている一人の女性
に「落胆した時にはどのようにしますか。」と聞きま
した。すると彼女はこう言いました。「神がそれにつ
いてどう答えてくれるのかを聴くのです。すぐには何
も変わったように感じなくても，神が言うことなら，
全てが大丈夫なのです」
ほとんど盲目であるもう一人の女性は，真夜中に目
覚めて寝ることができなかったときに落胆しそうにな
りました。彼女はどうやって解決したでしょう。彼女

葉を何度も繰り返して引用してくれました。
神の翼の元に私は安心してとどまっています
夜は深まり暴風雨は激しく吹いているけれど
それでも私は神が私を
守り通してくれるだろうと信じています
神が私を罪から救ってくれたのです
そして私は神の子なのです！
一人の若い大学院生がこんな風に打ち明けてくれま
した。キリストを知るまでは，落ち込んだ時の唯一の
解決法は，友人たちとお酒を飲むパーティーをするこ
とでした。しかし現在の彼は，そんなときには聖書に
向かい，他のクリスチャンと交わりを持つのでした。
“Games People Play” と い う 本 の 中 で， 著 者 Eric
Borne は「本当にひどいと思いませんか」と彼が呼ん
でいるゲームについて説明しています。誰の気持ちも
高揚させないとしても，クリスチャンは特にこのゲー
ムが好きだと思います。私たちは，ドラッグの問題，
不道徳，犯罪，物価上昇，公害，物資の不足，背教行
為，クリスチャンの無関心などについて話し合うので
す。本当にひどいと思いませんか。
確かにひどいのです。クリスチャンであり責任のあ
る市民として，私たちはこれらの悪を阻止するために
それぞれが努力をしなくてはなりません。私たちに必
要なのは行動です。終わりのないおしゃべりは必要あ
りません。ゲーム「ひどいと思いませんか」からは誰
も恩恵を得ることはないのです。
聖書は私たちにお互いの精神を高揚するように言っ
ています。「箴言」は私たちのおしゃべりに関するア
ドバイスでいっぱいです。例としてあげてみますと，
「癒しをもたらす舌は命の木であるが，よこしまな舌
は気力を砕く」（箴言 15 章 4 節）「心配は人をうなだ
れさせるが，親切な言葉は人を喜ばせる」（箴言 12 章
25 節）
最近，神がこの国だけではなくて世界中でしている
ことについて話しましょう。テレビやラジオを通じて，
前例がないくらいに福音が広まっていることを神に感
謝しましょう。大学のキャンパスで，クリスチャンの
若者たちが海外での宣教の準備をしていることを，神
に感謝しましょう。信心深い年配者が，若い世代のた
めの祈りに多くの時間を捧げていることについて，神
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を賛美しましょう。共産主義の国々において，霊的な
渇望が明白になってきていることを喜びましょう。世

の本には，人々が適切なビタミン，特にビタミン B
を適量摂取していないことが神経の高ぶりにつながる

界の状況に驚くことはないのです。イエスは，彼の復

とあったということです。私たちは，健康についてもっ

活の前の最後の日々はどのようになるかを話してくれ
ました。彼は言いました。「このようなことが起こり
始めたら，身を起して頭を上げなさい。あなたがたは
解放の時が近いからだ」
（ルカの福音書 21 章 28 節）
キリストの再来と神が間もなく打ち立てようとしてい
る正義と平和の君臨について語り合いましょう。
落胆ははしかにかかるようなものです。そういうわ
けで，神は，恐怖におののき臆病になっているイスラ
エルの兵士たちに戦場には行かないように言ったので
す。
「恐れて心ひるんでいるものはいないか。その人
は家に帰りなさい，彼の心と同じように同胞の心がく
じけるといけないから」（申命記 20 章 8 節）一方，勇
気と希望もまた伝染するものなのです。私は，数年前

と気を配るべきなのですが，お腹に入れるものより，
心の中に入れるものの方がどんなに重要であるかを，
いろいろな例を通して知ることができました。
今日，多くの家庭を占領しているモンスターである
テレビをどうしても好きになれません。おそらく，そ
れについて客観的に話すことさえ毛嫌いしています。
テレビがあれば，世界の出来ごとに通ずることができ
たり，娯楽として楽しんだり，時には感銘を受けるこ
ともありますが，テレビは多くの場合悪魔の道具にな
ると思っています。テレビが子供たちに与える悪影響
については専門家に任せて，大人―とりわけクリス
チャンの大人に与える負の影響を目の当たりにしてき
ました。私達は罪深い物事に慣れてしまいました。罪
深い物事を避けようとしていても，なぜか俗世のもの
に心を奪われてしまっているのです。最近，クリスチャ
ンになった人が私に言いました。「テレビで映画を見
ると，その後には疲れてしまって聖書が読めないので
す。映画俳優が出てきたらテレビを消します。代わり
にその時間は聖書を読み，何かを学ぶようにしていま
す」
私達は，日々心にとりこむ物事の影響を過小評価し
ているのではないかと思います。汚れたものや堕落し
たものとの接触を断つことは難しいこともあります

に私達を訪ねてくれた航海協会のメンバーのブルース
のことを忘れることはできません。彼は本当に幸せな
クリスチャンで，キリストのために生きることについ
て非常に興奮していたので，私達にも彼の熱中ぶりが
伝染したのです。
パウロは説教し教えるという，ギフトとともに激励
についてもよく語ります。「勧める人は勧めに精を出
しなさい。施しをする人は惜しまず施し，指導する人
は熱心に指導し，慈善を行う人は快く行いなさい」
（ローマ人への手紙 12 章 8 節）
悪魔が，人間の心に蒔く種を保存していた古い納屋
があり，
それを見つけた男にまつわる伝説があります。
落胆の種はどんなところでも成長するので他のどんな
種よりも多いのです。「落胆の種が成長できない唯一
の場所があります。それは感謝する心です」と悪魔が
認めています。
だから私達は神を賛美するのです。賛美と落胆は共
に存在することはできません。「いかに楽しいことで
しょう。主に感謝をささげることは。いと高き神よ。
御名をほめ歌い 朝ごとに，あなたの慈しみを 夜ご
とに，あなたのまことを述べ伝えることは」（詩篇 92
篇 1 節〜4 節）

12 章

心

の

食

事

クリスチャン女性クラブの昼食会で，私が証しをし
た後，一人の美しい女性が私に話しかけてきました。
彼女も「神経」の病を患っていたとのことでしたが，
食事療法の本に助けを見出したと話していました。そ

が，多くの場合は避けることができます。私達の心を
純粋でよいもので満たすことで，汚れたものや堕落し
たものに対抗することもできます。ある若者は，一日
中仕事をした後で，自分が非常に汚れてしまったと感
じたので，自宅に帰って最初にしたことは，聖書のい
くつかの章を読むことだったと言っています。彼は疲
れ過ぎていたので，そのときは読んだ内容の多くを理
解することはできなかったものの，聖書を読むことに
よって，仕事で汚れてしまった自分の心が綺麗になっ
たと感じたようです。
私達が見たり聞いたりするものだけではなく，読む
物も私達に影響を与えます。聖書より新聞をより多く
読めば，人は心配性の人間になるでしょう。キリスト
教の本よりも現世的な本や雑誌を多く読めば，クリス
チャンというより不信心者のような考え方になるで
しょう。
聖書や，クリスチャンのための良書を読むことにつ
いて私は大賛成です。勿論聖書が最初に来なくてはな
りません。牧師がある家庭を訪問して，そのご家族と
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一緒に聖書の何節かを読もうとした時，母親は幼い息

多くを得ることができます。

子に言いました。
「ジョニー，走って行ってお母さん

時々私は用語索引を使い，信仰や良心の呵責のよう
なトピックを探すことがあります。これも大きな恵み

が大好きな本を持ってきて」するとその子はシアーズ
のカタログを持って戻ってきたのです。
毎日聖書を読むことで，私の人生は大きく変わりま
した。神の言葉を読むにつれて，私の気持ちは高揚し，
神の力を実感できるのです。神のご計画が，国やその
統率者を通じてなされるだけではなく，一般の人々の
日常生活においてもなされるのです。神は御子イエス・
キリストのために素晴らしいご計画をなさったことを
私は聖書から学びました。私は試され，叱責され，励
まされ，高められるなかで私の信仰は成長していくの
です。霊的なことは非常に重要であり，心配したり，
怖れたりする可能性があるときに救いにあずかること
ができるように，私は信仰への思いを深めています。
聖書を無作為に読む人達もいます。私は系統的に最
初から最後まで読むのが好きです。私は毎朝，旧約聖
書と新約聖書を少しずつ読むのが習慣となっていま
す。詩篇は私の「寝る前の軽食」です。旧約聖書には
系譜があるので，読むのを避けている人もいますが，
私は気にせず，時にはすくい読みをしたり，時には飛
ばし読みをしたりしています。旧約聖書にも貴重な宝
物を見つけてから，新約聖書と同じくらい読むように
しています。
精選した章を暗記するようにもしています。それは
通常新約聖書か箴言からです。暗記には 1 日に 5 分か
10 分しかかけませんが，多くのことを得ています。
同じ章を覚えるために何度も何度も読んでいると，何
気なく読んでいるときには隠れてしまいがちな真実を
見出すことがあります。私の暗記は瞑想に変わるので
す。
時々，Charles Cowman による“Streams in the
Desert” のような祈りの本からの一節を読みます。そ
れはすべてすばらしいご馳走になるのです！読み始め
た時に落ち込んでいたとしても，読み終える頃には，
そのような気持ちは消えています。
ペンを持って，特に意味のある部分に印をつけて，
空いているところに書き込みをしながら暗記するのが
好きです。私が「霊的な日記」と呼んでいるノートに
コメントを書き込むことも役に立ちます。神が私に
言ったことを言葉にし，それを書き留めると，それは
より多くのことを意味するようになるのです。聖書を
読んでいるときに眠くなりそうになったり，他のこと
で集中できない時など，ノートに書き留めることで，
そうならないようにすることができ，読んだものから

なのです。
聖書を読んでいて，マンネリに陥ったら，別の版で
読んでみることをお薦めします。現代版はより理解し
易く役に立つでしょう。私の友人のモリーはリビング
バイブル（注 4）のヨシュア記に興味を持ち過ぎて，
シチューをこがしてしまったそうです！
聖書はクリスチャンの生活に第一に来なくてはなら
ないのですが，他のキリスト教の本，特に他のクリス
チャンの経験について書かれた本もまた計り知れない
ほど貴重です。「どうして彼女は私と同じなんだろ
う！」「こんな問題を抱えているのは私だけだと思っ
ていたのに」私は，クリスチャンの伝記や祈りの本か
ら助け，啓示，励ましを何度も受けました。大きな障
害を乗り越えて勝利した人々の話を読んだときは，大
いに刺激を受けました。
読書をする時間がないという人もいるかもしれませ
ん。最近の世の中は忙しくなっていますから，そうし
た影響を私たち全員が受けながらも，自分たちがした
いこと，自分たちが重要だと考えていることについて
時間を作っているはずです。私たちはどんなに忙しく
ても食べる時間を取ります。魂や心に食べ物を与える
ことはやはり重要なことではないでしょうか。少しで
も時間を取って，同じように身を律する必要があると
思うのです。
私は，そのため 10 分から 15 分の時間を充てていま
す。それは例えば，じゃがいもをゆでたりプディング
をかきまぜたりしている間でもあります。車で出かけ
る時も，本を持って行くようにしています。以前は，
夫が車に異常がないかボンネットの中を確認している
時，待ちきれなくなっていたものでしたが，今は本を
取り出して，数ページを読むのです。このようにして，
以前より多くの本を読むことができるようになったの
です。
私の妹マリオンはある日私に言いました。「誰かが
学んで書くのに数年かかったことを，数時間で読める
というのは素晴らしい特権だと思わない ?」そのよう
に考えたことなど私はなかったのですが，確かに特権
と言えるのではないでしょうか。発見する時間をかけ
るだけで，私達の前に宝物が待っていることを考えて
みてください。
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13 章

忙しすぎるのか怠慢なのか

心理学者である友人が，うつは実は単なる現実逃避
なのだと私に言ったことがあります。現実生活のプ
レッシャーがあまりに強くなり耐えられなくなると，
うつ状態に陥ることによって，プレッシャーから逃れ
ているというのです。
私の場合は，まさにその通りだったと思います。私
が神経衰弱に陥る数ヶ月前に，主治医の所に行ったの
を覚えています。私は動揺し，おろおろしていました。
医師が私にどんな活動をしてきたかを尋ねたとき，私
は 10 日間毎晩外出したり，来客があったりしたこと
を伝えました。医師はそれを聞いて，そんなに忙しい
生活を送っていてはいけないと厳しく言いました。私
は 1 週間のうち，2，3 日は，リラックスした夜を過
ごすべきだったのです。
どうしても忙しくなってしまいがちの人たちがいま
す。何か活動をしていることが好きなのです。クリス
チャンの仕事ではこういうことがよくあり，私達は非
常に忙し過ぎて，負担が過大になり，それ以上耐えら
れなくなるのです。うつ状態に陥るのが唯一の解決法
に思えてしまうのです。
私の友人の一人は，電話の横に，紙に大きく「ノー」
と書いてそれを貼っています。彼女に来る全ての依頼
に「イエス」ということは非常に簡単なことでしたが，
彼女は忙し過ぎる状態になり，結果として欲求不満の
状態に陥ったのです。それでも「ノー」という張り紙
は，別の仕事を引き受ける前にもう一度考えるきっか
けになったのです。
一方，怠慢になりがちな人達がいます。全てのこと
を途中で投げ出し，
他の人達にやらせてしまうのです。
これは，更年期に入り，肉体的にも精神的にも普段の
ようにできない女性に特にありがちなことです。悪魔
はこのような状態につけこもうとし，そのような人達
が行動的な生活から逃げ出し，自分の問題について考
え過ぎて，自分自身のことを心苦しく思うようなこと
に長い時間かけるように仕向けるのです。悪魔は私達
が多忙か怠慢の両極端の状態に陥ると喜ぶのです。
数年前に，ある友人が言いました。「あなたの教会
の中年の方々が，非常に行動的なのは素晴らしいこと
です。私の教会では，40 歳になると教会の責任のあ
る仕事を終え，若い人たちに引き継がせようとするの
です」しかし，若い人たちは中年の人たちに比べて，
家庭における仕事や責任でおしつぶされそうになって
います。それに，40 年，50 年と生きてきた人達は，

人生とは何かを学ぶ時間がありました。それを心に秘
めたまま，教会での役割を退くことがよいのでしょう
か。
どこの教会でも，これと同じような嘆きの声を聞き
ます。日曜学校や Pioneer Girls（注 5）
，Christian Service Brigade（注 6）や聖歌隊で働いてくれる人が足り
ないのです。
国外追放になり，エルサレムの壁を再建築し，バビ
ロンから戻ったイスラエル人について書かれた「ネヘ
ミア記 3 章」を読むと，私はいつも恵みをいただきま
す。私達の仕事に比べてなんと壮大な仕事でしょう。
しかし，彼らは成し遂げたのです。どのようにして行っ
たのでしょう。それぞれの人たちが自分に与えられた
役割を果たしたのです。ハナネルの塔に向かって羊の
門を作ったグループや梁やドア，鍵，柵を設置して魚
の門を作ったグループについての話も読んでみてくだ
さい。一人ひとりが自分の役割を果たすことによって，
壁の再建という偉大な仕事が成功のうちに成し遂げら
れたのです。
私達の教会においても，このようにすべきなのです。
過度に意欲的な人がやり過ぎて疲れ果て，結局はうつ
状態に陥ることがないようにしなければなりません。
また怠慢になってしまいがちな人達が途中で投げ出
し，無力で心が満たされていないと感じることがない
ように，神の王国の「壁の自分の役割」を果たすこと
ができるようにするべきだと思います。
敵の勝利を示す，過度に多忙になることや怠慢にな
ることを，私は避けるようにしています。

14 章

誰もがプロジェクトを必要としている

何かプロジェクトに取り組むことは私の感情と精神
的な健康に良い効果があることに気が付いています。
長期にわたる目標だけでなく，日々の目標を設定する
ことは良いことです。私のある日の目標は，毎日しな
くてはならない決まった業務に加えて，クローゼット
や引き出しの中を整理したりすることだったりしま
す。新しい料理のレシピを試してみたり，家族のため
にパンを焼くことが目標の日もあります。あるいは，
一定の長さの文章を書いたり，タイプしたりすること
が目標のときもあります。
あなたにも異なる目標があるでしょう。車庫を掃除
したり，部屋にペンキを塗ったり，ドレスを縫ったり，
体重を減らしたり，アルバムに写真を貼ったりするこ
とかもしれません。こういうプロジェクトが目の前に
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あると，退屈したりうつ状態になることを防ぐことが

もしれません。あなたは技術者や重役であるかもしれ

できるのです。小さいことでも，何か達成できると私

ないし，自分で事業をやっているかもしれません。し

達の心や精神の治療になるのです。

かし，それでも全てのことが無駄に思えることがある

このような活動は効果的で必要なことなのですが，
もっと満足感を与えるものがあります。それは神の国
を作る助けになるプロジェクトです。イエスはヨハネ
による福音書 15 章 11 節で言っています。「これらの
ことを話したのは，
私の喜びがあなたがたの内にあり，
あなたがたの喜びが満たされるためである」イエスの
喜びについてはどうでしょう。父なる神の意志を行い，
多くの息子たちを栄光に導くことなのです。ある宣教
師の会議において，ある発表者がこの文章を詳しく解
説しました。
「イエスは霊的で生命力を与える仕事に
関わる喜びを，私達に分かち合ってほしいと思ってい
るのです。自分の時間とお金と祈りを，永遠につなが
るプロジェクトに注ぐことは，とても満足感が得られ

かもしれません。何が成し遂げられるというのでしょ
うか。
私達の本当の仕事は神を知り，永遠に通じる神の国
をつくることにおいて，重要な役割を果たすという輝
かしい仕事なのです。私達の能力や可能性の全てを使
う仕事なのです。それは必要な日々の活動をしながら
同時に行うことができるのです。ある女性が友人に言
いました。
「私の家と庭―それは私の人生よ」この女
性を私は気の毒に思います。彼女の家と庭にエネル
ギーを注いで一日が過ぎてしまうことを想像してみて
ください。本当にもっとたくさんのことがあります。
神があなたのために備えてくださっているプロジェク
トに導いてくださるようにあなたも祈りましょう。
私の住んでいる都市の，若いクリスチャンの母親が
プロジェクトとして，引っ越してきたばかりの韓国人
の女性を連れてきました。ミヤングはまだアメリカに
来て間もないため，英語を話すことも理解することも
できませんでしたし，友達もなく，混乱し孤独でした。
アメリカ人の夫は収入を補うため，昼間だけでなく夜
も働いていました。ミヤングは赤ちゃんを抱いて歩き

るものです」この地球を去る日までこのプロジェクト
に取り組むことができるのです。年齢，貧困，身体の
障害の何物も私達を制限することはないのです。
神の国を作ることに関わることは非常に実りのある
ことです。私の友人は更年期障害によるうつ状態に苦
しんでいました。彼女は号泣発作になり，夫や子供た
ちに辛くあたり，人生は喜びではなくて耐え難い重荷
のように感じるようになったのです。彼女は，家庭外
の全ての活動を 1 年間休むことが自分にとって良いこ
とだと信じていました。しかし，それは効かなかった
のです。やがて，彼女は聖書研究プログラムに関わる
ようになり，聖書クラスのために自分の家を解放しま
した。やがて，彼女はそのクラスに隣人達を招き，彼
らと共に聖書を学ぶようになり，彼女のうつ状態は軽
減されたのです。彼女は，神の国を作るという世界で
最もわくわくする仕事に従事していたのです。彼女の
人生は新しい意味と目的を持つようになったのでし
た。
第 2 次世界大戦中に私は数カ月間，聖書学校のため
のお金を稼ぐために武器工場で働いたことがありまし
た。私の仕事はタンクをひもでしばることでした。や
り方を学んだら考えなくても機械的にできるようにな
りました。1 日 8 時間，何の張り合いもなく仕事をす
ることは極めて退屈で，工場に行くのがいやになりま
した。私は戦力への協力をしていましたが，仕事は大
嫌いだったのです。仕事が自分には十分なものではな
くて落ち込んだり落ち着かない気持ちになることはよ
くあることだと思います。教えたり，家事をしたり，
看護したりという重要な仕事をあなたは持っているか

まわり，胸がはりさけるほど泣いてさみしい時間を
送っていたのです。そこへ若いクリスチャンの母親
キャシーが現れたのです。彼女はミヤングの本当の友
達になりました。ミヤングを買い物に連れ出し，アメ
リカ人のやり方を教えました。お茶の時間に招き，髪
も整えてあげたのです。時には，ちょっとおしゃべり
をするために，家に立ち寄って英語の勉強を手伝って
あげたりしました。次第にミヤングは韓国へのホーム
シックを感じなくなり，アメリカが好きになってきた
のです。彼女は，東洋の女性のための聖書勉強会に参
加して，神について学ぶ決意をしたのです。そして，
ミヤングはほほえみさえ浮かべるようになりました。
彼女の人生に対する考え方は大きく変わりました。す
べてはキャシーが意味のあるプロジェクトを計画して
くれたからでした。
私達の都市に引っ越して来た別の韓国人の女の子は
こう打ち明けています。彼女は 2 年間アメリカに住ん
でいましたが，アメリカ人が訪問することもなければ，
アメリカ人の家庭に招かれることもありませんでし
た。
（どれほど多くのアメリカ在住の外国人が，同様
に冷たい待遇を受けているのでしょうか）彼女は私と
友達になったとき非常に喜び，本当の友情を経験して
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からは聖書の勉強も熱心にするようになりました。
アイオワ州の小さな町に住むクリスチャンの女性達
が，同じ町に住む唯一の外国人で日本人の戦争花嫁で
あるとし子さんをプロジェクトの対象にしました。一
人は彼女のために日本語の聖書を手に入れました。彼
女と彼女の子供達を，教会に行くときに車に乗せてあ
げ，誕生日や他の特別な時にお祝いする手伝いもしま
した。また，別の女性は日本人女性に，パイやパンの
焼き方を教えました。もう一人は土曜日の午前中一緒
に聖書を勉強しました。他の女性たちは，コーヒーや
食事のために自宅に招いたのです。結果はどうだった
でしょう。
彼女は，
イエスキリストを信じるようになっ
たのです。
あなたの街の外国人学生，専門職についている外国
人，移民の労働者はどうでしょうか。もしも，ベビー
シッターをしてくれる人がいれば，聖書の勉強に行こ
うと思っている若い隣人はどうでしょうか。最近夫を
亡くして，一人の生活になかなか適応することを難し
く感じている女性はどうでしょう。介護施設にいて友
人がいない年老いた男性，あるいは里親を必要として
いる孤児はどうでしょうか。
プロジェクトの可能性には終わりがありません。プ
ロジェクトの興味深い結果は，他人の人生を明るくす
ることによって，自分達の人生をも明るくしているの
です。ソロモンが箴言 11 章 25 節に述べているように，
「気前のよい人は自分も太り他を潤す人は自分も潤う
のです」
おそらく最大のプロジェクトは「祈り」であると思
います。私達が休暇で日本から帰国していた時，子供
たちを持つ未亡人のパール・スティーブンズは，私達
の祈りのパートナーになることを申し出てくれまし
た。宣教地である日本に戻った時，私達をプロジェク
トの対象にしたこの女性との困難について分かち合い
ました。スティーブンズ夫人は特に，私達の友人で酒
田市の病院で結核で苦しんでいるすみ子さんのために
祈ってくれました。彼女はすみ子さんに，小さな励ま
しのメッセージを書いたカードを何度か送りました。
非常に元気づけられ，この親切から恵みをいただいた
すみ子さんは，スティーブンズ夫人に感謝を示すため
に，何時間もかけて鉤針編みで小さなマットを作りま
した。それを送ったすぐ後，すみ子さんは神のみもと
に召されました。しかし，スティーブンズ夫人はマッ
トを受け取ったとき，彼女はがんで入院中でしたがそ
の後，まもなく天に召されたのです。私はすみ子さん
とスティーブンズ夫人が天国で再会し喜んでいると想

像するだけで嬉しくなります。スティーブンズ夫人が
最期の日々に行った，永遠に通じるプロジェクトはな
んと美しいものでしょう。
おそらくあなたも似たようなプロジェクトに取り組
んでみたいと思うかもしれません。どの宣教師の家族
を選ぶべきか神に聴いてみてください。そして，彼ら
にしょっちゅう手紙を書くようにしてください。時に
は，新しい本，讃美歌のレコード，チョコレートの箱，
子供たちのゲームなどの贈り物をすることもよいで
しょう。宣教師夫妻に，一緒に祈らせてほしいと頼ん
でみてください。また，彼らからの祈りの要求があれ
ば，そのために特別に祈ってください。そんなプロジェ
クトからどのような永遠の恵みが得られるか，そして，
同時にあなたも恵まれることなど想像もつかないで
しょう。
神は，人間を地球上にもたらしたのは，人間が神を
知り，他人のために祈り，他人に神の愛を示し，神が
真実であることを世界に示し，神の国をつくることを
委ねるためでした。この永遠の企画に加わることは，
なんという喜びなのでしょう。
うつと退屈は同僚のようなものです。しかし退屈に
感じる必要はありません。たくさんのプロジェクトー
永遠の価値があるプロジェクトがあなたを待っていま
す。私もかかわっていることを嬉しく思います。でも，
あなたにもそれができるのです。

15 章

困難なことにも宝物がある

トンネルの日々の間に，私は世界の苦しみについて
考える機会を多く持ちました。愛する神がどうしてこ
のような苦しみをお与えになるのか，理解に苦しみま
した。Prairie Bible Institute（注 7）の L.E. Maxwell の
言葉を思い出しました。｢罪を犯すよりも苦しみを与
えられるほうがよい｣ この学校で学んでいたときに
は，
この言葉の意味がよくわかっていませんでしたが，
今はわかりかけています。洪水，火事，戦争など肉体
の快適な状態を破壊するあらゆる種類の大災害や大事
故は，結局は精神を破壊してしまう道徳上の罪よりは
ましかもしれません。神はこれらの悪を，人々が神の
ところに来て永遠の希望を抱くようにするために用い
るとも言えます。人は洪水で自宅を失うかもしれませ
んが，この災害を通じて，永遠の家である神のところ
に行くことになります。
神は，預言者のイザヤを通じて言いました。｢光を
造り，闇を想像し，平和をもたらし，災いを創造する

「うつ」に打ち勝つ日のために（2）（翻訳）（佐藤）
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もの。
わたしが主，
これらのことをするものである｣（イ

としているのでしょう。私は冷たい人間になってし

ザヤ書 45 章 7 節）預言者アモスはイスラエル人に次

まったのでしょうか。私は道をふみはずしてしまった

のようなメッセージをもたらしました。｢町に災いが

のでしょうか｣ ダビデは言いました。｢わたしは迷い

起こったならそれは主がなされたことではないか｣（ア
モス書 3 章 6 節）
「だから，わたしもお前たちのすべての町で歯を清
く保たせ，
どの居住地でもパンを欠乏させた。しかし，
お前たちはわたしに帰らなかったと主は言われる」
（ア
モス書 4 章 6 節）
「わたしはお前たちを国穂病と赤さび病で撃ちお前
たちの園とぶどう畑を枯れさせた。また，いちじくと
オリーブの木はいなごが食い荒らした。しかしお前た
ちはわたしに帰らなかったと主は言われる」（アモス
書 4 章 9 節）
神に感謝しましょう。神のもとに戻ってくる人もい
ます。困難を通じて宝物を見出す人もいます。
ある時，私の友人は肺気腫にかかりました。それは
非常に深刻な病気だったので，彼女は部屋の中を歩く

出て，ついに卑しめられました。今からは，あなたの
仰せを守らせて下さい｣（詩篇 119 篇 67 節）「卑しめ
られたのはわたしのために良いことでした。わたしは
あなたの掟を学ぶようになりました」（詩篇 119 篇 71
節）
困難によって，私たちは冷酷な人間にもなり得るし，
よりよい人間にもなり得ます。あるクリスチャン女性
も証言しています。｢私は息子を失ってからすっかり
変わってしまいました。以前は，教会にいつも行って
いましたが，なぜか私にとって神はあまり重要ではあ
りませんでした。息子が亡くなってから，私は新しい
視点で物事を見るようになりました。｣
聖書を通じて，私たちは，神からの鍛錬を感謝して
受け止めるべきであると思います。
ヘブライ人への手紙の著者は次のように述べていま
す。「わが子よ，主の鍛錬を軽んじてはいけない。主
から懲らしめられても，力を落としてはいけない。な
ぜなら，主は愛する者を鍛え，子として受け入れる者
を皆，鞭うたれるからである｣（ヘブライ人への手紙
12 章 5 節，6 節） ｢見よ，幸いなのは神の懲らしめを
受ける人。全能者の戒めを拒んではならない。彼は傷
つけても，包み，打っても，その御手で癒してくれる｣

ことも困難だったのです。病気になる前は，彼女は神
との時間をもつことはありませんでした。しかし，亡
くなる少し前に彼女は友人のクリスチャンに言いまし
た。｢肺気腫になってよかったと思うわ。病気を通じ
て私はイエス・キリストを知ったのですから｣
パウロはコリントの人々に言いました。
「痛みがあっ
たから神に出会えたのです｣（コリントの信徒への手
紙（II）7 章 9 節）
（ヨブ記 5 章 17 節，18 節）パウロはコリント人のクリ
宣教師のために働いている山本氏（仮名）は，神を
スチャンに言いました。｢神の御心に適ったこの悲し
必要としていませんでした。彼には美しい妻，かわい
みが，あなたにどれほどの熱心，弁明，憤り，恐れ，
い娘，高い収入，そして好きなお酒がありました。し
あこがれ，熱意，こらしめをもたらしたことでしょう。
かし，彼の妻が町でも有名な遊び人と家を出てしまっ
例の事件に関しては，あなたがたは自分がすべての点
たとき，山本氏は自分の世界を閉じてしまいました。 で潔白であることを証明しました。｣（コリントの信徒
ほとんど同時期に彼は結核にかかり，神経衰弱に陥っ
への手紙（II）7 章 11 節）｢悩みは笑いにまさる。顔
てしまったのです。この 3 つの悲劇を通じて，彼は神
が曇るにつれ心は安らぐ｣（コヘレトの言葉 7 章 3 節）
に出会い新しい人生を始めたのです。やがて，彼の病
ある友人はひどい関節炎に苦しんでいます。あまり
気は治り，妻も家族のもとに戻り，彼はキリスト教関
にも痛くてベッドまで歩いて行くこともできず，一晩
係の仕事を積極的に行ったのです。おそらく，「困難
中椅子の上で過ごすこともあるのです。この病にか
かったとき，彼女は落ち込みました。｢私は何か悪い
の中にも宝物がある」と認めた最初の人が山本氏で
ことをしたのかしら｣ 彼女は自問しました。｢なぜ神
あったと思います。彼は困難にあったおかげで，永遠
は私に罰を与えているのでしょう｣
の命を得たのです。
「というのは，神は時には私たち
ヨブも苦しんでいるときに，同じ問いを発していま
の人生で，罪から離れ永遠の命を求める手助けをする
す。｢間違っているならわからせてくれ。教えてくれ
ために悲しみを用いることがあるのです。私たちは神
れば口を閉ざそう｣（ヨブ記 6 章 24 節）今私達はヨブ
が悲しみを与えたことを決して悔いるべきではないの
です」（コリントの信徒への手紙（II）7 章 10 節）
神は困難をも用います。困難が私たちに訪れるとき，
私たちは心を探り尋ねます。｢神は私に何を教えよう

の試練は彼の罪に対する罰ではないことを知っていま
す。神は，彼が神を畏れ悪魔を回避し，完全で正義に
満ちた人間として称賛したのでしょうか。いいえ，神

48

東北工業大学紀要 II 人文社会科学編 第 32 号（2012）

はヨブに罰を与えていたのではなく，ヨブを試してい
たのです。
神は，私の関節炎の友人に罰を与えていたのでもあ
りません。神は，関節炎にならなければ気付かなかっ
たことを，彼女に教えていたのです。神は，ある目的
のために，彼女を訓練していたのです。ヨブのように
彼女は言うことができるでしょう。｢しかし，神は私
の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくださ
れば金のようであることが分かるはずだ｣（ヨブ記 23
章 10 節）
エミー・カーマイケルは，インドの寺院における罪
深い生活からたくさんの子供たちを救いだし，彼らに
家を提供しました。他人のために多くを犠牲にした聖
人でも，確かに困難から逃れたわけではありませんで
した。最後の 18 年間，彼女は寝たきりとなり，非常
に苦しみました。彼女は病床にあって，世界中のクリ
スチャンに問題意識を与え，恵みを与える多くの本を
書きました。彼女の困難の中にも隠れた宝物があった
のです。
問題や困難は，
私達の人生にはつきものと言えます。
トーマス・エジソンは，彼が直面していた問題に関す
る事実を 2,500 冊のノートに書き記していました。
問題は偶発的なものではありません。神は目的を
もって問題を計画されているのです。その困難によっ
て，私たちは成熟し，神に喜ばれ，用いられる人間と
なり，神が永遠であるということを次第に認識してい
くのです。
新約聖書の中で，ヤコブは言っています。｢わたし
の兄弟たち，いろいろな試練に出会うときは，この上
ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が
生じると，あなた方は知っています。あくまでも忍耐
しなさい。そうすれば，完全で申し分なく，何一つ欠
けたところのない人になります｣（ヤコブの手紙 1
章 2 節〜4 節）
ジョージ・ミューラーは何千人もの孤児を世話して
いましたが，障害があっても喜んでいるようにさえ見
えました。彼は，障害を神の介入の機会ととらえてい
たのでした。障害が大きければ大きいほど，彼にとっ
てはよい機会であったのです。
B.H. Pearson（注 8）は非常に多く読まれた “Streams
in the Desert” の著者であるチャールズ・カウマン夫
人についてこう言っています。｢挫折や失敗は，彼女
にとって，神に少しでも近づくために，彼女を持ち上
げてくれる波にすぎませんでした。風が強く吹くほど
自分の霊的なつばさは広がり，天国に昇ることは容易

になるのです｣
困難にあって，私が見出した宝物の一つは，他の人
の苦しみを理解し，分かち合うことができる能力を身
につけたことです。愛する人を失って苦しんだ人は，
そのような経験のない人に較べ，うちひしがれている
人を心から助けてあげることができるでしょう。うつ
のトンネルを経験した者として，同じ苦境に陥ってい
る人に感情移入し，愛と理解を持って手をさしのべる
ことができるのです。パウロが言ったように ｢わたし
たちの主イエス・キリストの父である神，慈愛に満ち
た父，慰めを豊かにくださる神がほめたたえられます
ように。神はあらゆる苦難に際して私達を慰めてくだ
さるので，私達も神からいただくこの慰めによって，
あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができま
す｣（コリント人への手紙（II）1 章 3 節，4 節）神は
困難を，私達に教えるために用いるだけではなく，他
人に神の慰めを伝える使者としても用いるのです。
神は，彼の弟子達を特別な使者として準備するため
に，大きな試練を与えることがあります。私はそのよ
うな人達を知っています。神が試練を通して彼らに大
切なことを教えてくれるので，自分達の周りにいる人
達にとってもそれが恵みとなり，精神的な助けとなる
のです。
私の姉と妹は二人とも，子供達を失うという非常に
つらい経験をしています。姉は，日本で宣教師をして
いたときに，二人の赤ちゃんを失いました。一人は生
後 5 日で，もう一人はかわいい盛りの 8 カ月で亡く
なってしまいました。一方，その非常に辛い時期に，
妹は，赤ちゃんを白血病で失ったのです。
大変な状況の中で，なぜか神が本当に近くにいるよ
うに感じられ，それは何物にも代え難い不思議な体験
だったと二人が語っていたのを覚えています。
私も精神病棟における数ヶ月の経験とそれに続いた
うつの体験について，同じように考えています。（苦
しみの種類は違いますが，苦しみであることに変わり
ありません）それは恵みのある学びの体験でした。「ま
ことに神は力に秀でている。神のような教師があるだ
ろうか」
（ヨブ記 36 章 22 節）私はこの言葉を何度言っ
たかわかりません。
どんな困難な状況下にあっても，探そうとすれば，
そこに宝物はあるのです。自分に起こる最悪のことは，
正しく解釈すれば，自分に起こる最善のことになり得
ると言った人もいます。讃美歌作者と同様に私たちの
「嘆きの谷を通る時も，そこを泉にするでしょう」（詩
篇 84 篇 6 節）

「うつ」に打ち勝つ日のために（2）（翻訳）（佐藤）

十二使徒の一人ヨハネが，助けたかったクリスチャ
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そしてあなたは言うでしょう

ンたちから遠く離れたパトモス島に追放されたときの

こんなにも急にですか

気持ちを，想像してみてください。しかし，これさえ

私を過去に少しだけ立ち返らせてください

も神のご計画だったのです。聖書の「イエス・キリス
トの啓示」になったすばらしい考え方をパトモス島で
神から示されたのです。
日常の小さないらだちよりも，非常に大きな精神的
な痛手となるような経験に直面することのほうが容易
です。しかし，神はこの小さなしつこい困難について
も目的を持っていらっしゃるのです。牡蠣は自分の外
套膜と貝殻の間に入った砂粒をありがたいとは思って
いません。しかし，摩擦によって，分泌腺から真珠を
作る層が何層もでき，結局光沢のある真珠になるから
です。正しく解釈すると，私達の人生における摩擦は
何か美しい物になり得るということなのです。重要な
ことは，私達が直面する困難が小さいものであろうと
大きいものであろうと，それに対してどのように反応

これまで以上に辛抱強くしますから
しばらくの間私を苦しみの中に置いてください
私はまだ神を賛えたことがないものですから

するかなのです。私達が神に対して憤慨し，私達に対
する対応に反逆するとすれば，宝物を見つけることは
ないでしょう。
すべては無駄になってしまうでしょう。
しかし私達がそれを愛する神の手から受け取り，それ
に対して神に感謝するなら（覚えていますか ? すべ
てのことについて感謝しましょうという聖書の言葉
を）私達の人生は，問題や災難によっても豊かになる
でしょう。
私は，クリスチャンになってからも，大切なことを
学ぶために長い年月を必要としました。しかし，天と
地を想像されたほどの偉大な神が大きな愛をもって教
え導き，形造り，時にはざらつきを滑らかにするなど
しながら，私のような者をも，忍耐強く見守っていて
くださいました。神は勿論，あなたのことも愛してお
られ，語りかけておられるのです。神はいつも私達と
ともにいてくださいます。
しかし，
学校に通う期間はすぐに終わってしまうし，
まだたくさん学ぶことがあるのです。
“Sermon in a Hospital” Ugo Bassi はこのように書い
ています。
もしも万が一今日神が
あなたが負っている十字架の所から
「もう終わったのだ！」と言いながら
あなたに呼び掛けるとするなら
あなたは魂の救いを求めて祈りはするが
悔い改めへの情熱もあまり感じない所にある十字架は
あなたを打ちのめすことになりませんか

16 章

人生の本の新しい一章

トンネルの経験に関する本は，必ずと言ってよいほ
ど，親しい人との死別について語っています。私は，
父親を除いては家族や親戚を亡くしたことがないの
で，この章を自分の経験に基づいて書くことはできま
せん。父は，神のみもとに行くことを強く願っていた
ので，彼が 82 歳で亡くなった時は，素直に悲しむこ
とができませんでした。しかし，夫や妻をなくした人
達はどうでしょう。愛する人が神と一緒にいて，天国
でまた会えるのだということがわかったとしても，ど
のようにして，さみしさや，彼らを飲み込もうとする
空虚さに適応したらよいのでしょう。
「彼が死んでしまった後は，人生はまったく違うも
のになってしまっているのです」60 代のある未亡人
が私に言いました。彼女の人生が空虚になってしまっ
たにもかかわらず，彼女は自己憐憫にふけるようなこ
とはありませんでした。彼女は手紙を書き，読書し，
友達を招待し，孫たちを訪ね，教会で働き忙しく過ご
していたのです。
別の未亡人の知人は，夫のことを恋しいとは思った
ものの，非行少年たちを助けることで忙しく，さみし
いと感じる暇がなかったようです。中途退学者のため
の学校でチューターをしていたので，人生の現実を追
い求めている疎外された若者達を，学校に迎え入れる
ことに関心を持っていました。彼女は彼らを家に招き，
問題について耳を傾け，そして彼らの必要性を満たし
てくれる神について話しました。このようにして彼女
の生活は，心が満たされていて，まさにはちきれんば
かりだったのです。
私の義母は，彼女の父親の死を哲学的にとらえてい
ました。「私ではなくて，父親が後に残されたとした
らもっと大変だったでしょう」彼女は語ります。「神
が父を召されたことに私は感謝しています」これはポ
ジティブな考え方だと思います。
私の大好きな母は，父が亡くなってから非常にさみ
しそうにしていたのですが，私達の心配をよそに，そ
の時期を乗り越えました。83 歳という年齢なのに，
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母は活動的で忙しく過ごしています。多くの本を読み，

えるようにし，口の利けない人を話せるようにしてく

子供たち，孫，そしてひ孫のために物を作ったりする

ださる』」
（マルコによる福音書 7 章 37 節）

だけでなく，時々友人を家に招いたりしています。
ここに書いた未亡人たちの人生は，以前とは全く異
なったものになっています。厳しい局面に立たされた
ことを契機として，その後も素晴らしい人生を送って
います。
｢ルツ記｣ に登場したナオミは，美しいものや，良
いもののすべてが終わってしまったと思っていまし
た。しかし，実際はそうではなかったことにも気付き
ました。彼女の人生を一冊の本に例えると，夫が亡く
なったことで，その一章は終わったのですが，まだ終
章に至ったわけではありませんでした。しかも，新し
く書き加えられた章もありました。ナオミは義理の娘
ルツが再婚して男の子を産み，祖母という新しい役割
を得て，どんなに楽しく幸せに感じたことでしょう。
未亡人である私の友人は，さみしさを紛らすために
常に新しい仕事を探していました。彼女は「この仕事
は私に合っていると思うわ」とよく言っていました。
しかし，彼女が引き受けた仕事は彼女の人生の隙間を
埋めているようには見えませんでした。次第に，彼女
は何が自分に合っているのかではなくて，他人が何を
必要としているのかを考えるようになりました。彼女
は近隣のための祈りの会を開き，孤独な人々を訪問し，
一人の女子学生に対して家を開放したのです。彼女が
他人のために働くようになると，さみしさは軽減され
ていきました。
教員をしている私の友人ジュディの夫が亡くなった
のは，
退職の 2 年前でした。彼女は 2 年間働いた後は，
特別教育の教員補助をしています。「胸にナイフがつ
きささった感じ」
と言っていたのですが，未亡人になっ
て 3 年経ってもまだ同じような気持ちなのか聞いてみ
ました。ジュディは少し涙ぐみながら言いました。
「私
はアルがいなくてさみしいけれども，神が痛みをいや
してくれました。私は学校と教会で忙しく過ごしてい
ます。人生はまた充実し，意味のあるものとなってい
るのです。
」
私は彼女の証を聞いて嬉しく思いました。私たちが
人の死にあったとき，もし神がそれをジュディのため
や，他の未亡人のためにもできるのなら，同じように
あなたや私のためにもできるでしょう。もし神が，愛
する者を私から奪うとき，私はきっと，神を賛美する
ことでしょう。
「そして，すっかり驚いて言った。『この方のなさっ
たことは全て，素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こ

17 章

神は私を愛している

リベリアのマノという部族は，神を人間離れした存
在として信じています。神は，非常に重要なことにお
いてのみ，先祖を通じて接触することができると考え，
「神は人の腹痛には興味がない」と主張しています。
私はこの考えには賛成できません。神は小さなこと
から非常に重要なことまで，私達の生活のあらゆる部
分に関心を持っておられます。このように信じること
は私にとって非常に大切なことなのです。
そうです，神は私たちを愛していらっしゃいます。
時々，私達は，神が与える困難や試練を理解できない
こともあります。しかし，そこに，神の愛に対する信
仰があるのです。私達は，次のように言われないよう
にしなくてはなりません。「こう言っても，あなたた
ちの神，主をあなたたちは信じなかったが」（申命記
1 章 32 節）
私は子供の頃，「神は偉大であり神はすばらしい」
で始まる食事の時の祈りのことばを唱えていました。
実は私は，それがどのような意味なのか少しも分って
いませんでした。成長してから，「神は偉大であり」
と「神はすばらしい」を分けて言うようになりました。
それでも，神の偉大さや素晴らしさを理解するまでに
は何年もかかりました。神の偉大さだけでなく，神の
素晴らしさと愛の深さを信じることはなんて重要なこ
とでしょう。
ある土曜日の朝，友人のジェーンからの電話で目が
覚めました。「ボブは死んでしまったみたい！」彼女
は泣きじゃくりながら言いました。
私達は，急いで彼女の家にかけつけました。床に横
たわっている夫のまわりをジェーンが泣きながら歩き
回っていました。42 歳の夫は致命的な心臓発作を起
こしたのでした。
非常に嘆き悲しんでいる彼女は，このようなことが
なぜ起こったのか，初めは理解できませんでした。前
日，夫が気分が悪いと言った時，医者に診てもらうこ
とを強く勧めなかったことを後悔していました。しか
し彼女は，神が夫の命を召されたのだと，次第に理解
するようになりました。錯乱状態の妻が，神が神の愛
の中でそうされたということを理解するまでには，か
なりの時間がかかりました。しかし，それを理解した
時，ようやく彼女に平安が訪れたのです。

「うつ」に打ち勝つ日のために（2）（翻訳）（佐藤）
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ジェームズ・チャ―マーは，折にふれてこのように

会員だったのです。彼女の父親が，午前 2 時にその悲

言っていました。「人は神が愛であると理解した時，

しい知らせを伝えるために私達に電話をくれたとき，
私は彼の言葉を信じることができませんでした。私は

その人は確実に変えられているのです」
F.W. Boreham は，彼の著書 “A Handful of Stars” の中
で，ダーラムの司祭であったハンリーモウル博士が鉱
山事故の直後に西スタンレーを訪ねたときのことにつ
いて語っています。埋葬された鉱山労働者の親戚に
会ったとき，母親が彼にくれた刺繍入りの絹製の 1 枚
のしおりについて話しました。後ろ側は，もつれた糸
のからまりで，ひどい失敗のようにしか見えませんで
したが，反対側を見ると，美しく刺繍した言葉「神は
愛である」
を見ることができました。彼は言いました。
「今日，
私達はこれを，間違った面から見ているのです。
いつか私たちは正しい面からこれを見て，はじめて理
解するでしょう」
たとえ理解できない時でも，あなたは神の愛を信じ
ることはできますか。以下の詩「機織る人」は，それ
が可能であることを教えてくれます。
私の人生は機織るだけ
神と私のあいだを
私は色を選べない
神が着実に機織っている
しばしば，神は悲しみを紡ぐ
そして私はおろかな自尊心の中で
神が上を
そして私は下を見ているのをわすれてしまう
神がキャンバスをひろげ
理由を説明するのは
織機が静かになり
定期直行便が飛ぶのをやめるときである
暗い糸も必要である
機織り職人の熟練した腕の中で
金と銀の糸も必要である
神が計画した模様のために
（著者不詳）
クリスマスイブの朝に葬儀に出席したのは，今年が
初めてのことでした。それより 4 日前に，私達と同じ
市に住む 3 人の女の子たちが，凍りついた踏切で電車
にはねられたのです。二人は即死で，もう一人は重傷
でした。亡くなった女の子の一人は，私達の教会の教

悪夢をみているのだろうか。本当のはずがない！魅力
的で，知的で，元気とエネルギーがいっぱいの，将来
の計画をたくさん持っていたエレンが亡くなったなん
て，そんなわけがない！
私は眠れなくなって，電気をつけました。泣きなが
ら，私は聖書に手を伸ばしたのです。その時，神から
の励ましの言葉を聴きたくて，聖書を開き，手当たり
しだいに詩篇を読みました。その時読んだすべてが神
の慈悲，そして愛に満ちていました。私の苦悩に満ち
た「神様，なぜですか」に対する神の応答が，たとえ
理解できなくても，神の愛に対する謙虚な感謝に変
わっていきました。打ちひしがれた彼女の両親もまた，
神の愛を信じることができるようにと，私は祈りまし
た。
翌日，すすり泣く彼女の母親が，私に最初に言った
ことは，「神には理由があったのだと思います」大き
な悲しみの中にあったにもかかわらず，両親とも神は
彼らを愛していること，そして彼らの娘をも愛してい
ることを認めたのです。彼らは，なぜそのような悲劇
を神が許したかを理解できなくても，神の愛を信じた
のです。彼らは，神が，目的があってそのような事故
が起こるのを許したことを知っていました。神の愛を
信じ，胸がはりさけるような思いの中で平安と慰めを
見出したのです。
聖書の中には，神の愛を確信できるたくさんの美し
い言葉があります。「二羽の雀がアサリオンで売られ
ているではないか。だが，その一羽さえ，あなたの父
のお許しがなければ，地に落ちることはない。あなた
がたの髪の毛までも一本残らず数えられている。だか
ら恐れるな。あなたがたはたくさんの雀よりもはるか
にまさっている」（マタイによる福音書 10 章 29 節〜
31 節）
「あなたの御計らいは私にとっていかに貴いこ
とか。神よ，いかにそれは数多いことか。数えようと
しても，砂の粒より多く，その果てを極めたと思って
も私はなお，あなたの中にいる」（詩篇 139 篇 17 節，
18 節）「わたしはあなたたちのために立てた計画をよ
く心に留めている，と主は言われる。それは平和の計
画であって，災いの計画ではない。将来と希望を与え
るものである」（エレミヤ書 29 章 11 節）
「また，子供たちに対するようにあなた方に話され
ている次の勧告を忘れています。『わが子よ，主の鍛
錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても，
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力を落としてはいけない。なぜなら，主は愛する者を
鍛え，子として受け入れる者を皆，鞭打たれるからで
ある』
」
神は私を愛しています。神は私たちのことを考え，
私たちのためにご計画されています。神は私のことを
本当に気にかけてくださっていると考えるのは，恐れ
多いのですが，神はそのようにおっしゃっていて，私
もそれを信じています。何が起ころうと私は神の愛を
信じます。そしてあなたもそうできるのです。
（注 1） The Promised Land : 約束の地。ヘブライ聖書
または旧約聖書で，神がイスラエルの民に与
えると約束した土地で，エジプト脱出の後で
たどり着いたカナン（Canaan）を指す。
（注 2） Alice Bretz, I Begin Again（Dubuque, Iowa : Finch,
1940）
, P. 157
（注 3）〔帆船時代の〕私掠船 16〜19 世紀にかけて，
私掠免許状を付与されて戦時に敵国船を攻
撃・拿捕した民間船。）
（注 4） The Living Bible（TLB）
リビングバイブル（以下 TLB と略）はアメ
リカ標準訳（ASV-American Standard Version）
の重訳で徹底した意訳。誕生の背景は，シカ
ゴのムーディプレス（Moody Press）に勤務
していたバプティストの信徒で，この聖書の

翻訳者（重訳者）となったケネス・N・テイラー
（Kenneth N Taylor─1917-2005）が欽定訳（KJV
─ King James Version）や改定標準訳（RSVRevised Standard Version）を用いて，子ども
たちに内容を分からせようとしてかなりの困
難を覚えていたことが発端。そこで解決のた
め，思いきって意訳（paraphrase, thought by
thought or dynamic equivalence）を用いて，説
明し，これをもとに，1971 年この聖書が刊行
さ れ た。（ 参 照 文 献 : Michael Marlowe, Bible
Research）
お よ び Wikipedia 英 語 版 last modified on 28
July 2009 at 10 : 28）
（注 5） Pioneer Girls Pioneer Girls : 毎週集まって，
聖書の学び，ゲーム，他の楽しい遊びをする。
定期的な会合の他に，ハイキングやスケート
などのイベントも行う。
（参考） http://www.msbchurch.org/286768
（注 6） Christian Service Brigade（CSB）: アメリカと
カナダにある男子のための無宗派のクリス
チャンの組織で，地元の教会から援助を受け
ている。
（注 7） Prairie Bible Institute 聖書の学びをするクリ
スチャンのための米国の高等教育機関
（注 8） B.H. Pearson, The Vision Lives（Fort Washington, Pa. : Christian Literature Crusade, 1961）,
p. 143
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東日本大震災後の優良中小製造企業
〜宮城県製造業者へのヒアリング調査から〜
佐藤

飛鳥＊・渡部

順一＊＊・阿部

敏哉＊＊

Technology-based Excellent SMEs in Miyagi
after the Great East Japan Earthquake
Asuka Sato, Jun-ichi Watanabe and Toshiya Abe
Abstract
The purpose of this research is to reveal common points among excellent companies from our interview
survey. We clarify the Earthquake Damage and the impact on industries in Miyagi prefecture, and list the
prefecture policies. And we re-interviewed A, C and D companies that were discussed in the previous paper
to know the changing conditions by comparing the situation before and after the earthquake. Excellent three
companies had a difference in the damage level, but all companies were able to revive their operation very
quickly. Instead, they had provide various support for employees and local people while recovered their
facilities. They forced to bring the factory to a standstill due to power outages and fuel shortages by
aftershock occurrence, just when trying to resume smooth operation. But maintaining a sound financial
condition in anticipation of economic fluctuations, the extent of damage kept to a minimum by careful
implementation has been based on long-term plan to extend the well-equipped factory, they were able to
escape bankruptcy. Further, it is also a major factor that they were able to survive by maintaining
communication and building trust with business partners on a regular basis.

1.

は

じ

め

に

本研究の目的は，2009 年度から本年度にかけて実
施した宮城県内の優良製造業者へのヒアリング調査か
ら優良企業間の共通点を導き出すことである1。このヒ
アリング調査では，
「企業生態学」構築のための第 1
2011 年 10 月 25 日受理
＊
経営コミュニケーション学科講師
＊＊
経営コミュニケーション学科教授
1
この項は佐藤ほか（2011, p. 57）による。宮城県の
中小製造企業にたいしてグッド・プラクティスを
提供する際の，言わば「手本」となるような経営
手法や経営者の思いを紹介することも本研究の目
的の一つである。そこで，「優良」企業としてイン
タビュー依頼をした企業は以下のような条件を満
たす企業とした。① 経済産業省の「元気なモノ作
り中小企業 300 社」に選ばれたなどの受賞経験が
ある，② 産業団体等で活躍している，③ 産官学
連携に積極的である，これらのいずれかあるいは
複数に該当する企業。

段階として現場に赴き県内企業の現状を把握するにあ
たり，まずは今日の経済状況の中でも逞しく生き抜い
ている県内企業の事例を収集している。数ある企業の
中で成功を収めているからには当該企業にはなんらか
の特徴があるはずであり，さらにその特徴が優良企業
間で共通しているとすれば，経営状況の改善に役立つ
手法を模倣することも可能である。そして，これらの
手法を中小企業に紹介し，実施してもらうことが宮城
県経済の底上げにつながることも期待できる。
ところが，2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震
災（以下，章や節のタイトル以外では「震災」とする）
では東日本一帯に甚大な被害をもたらし，特に，宮城
県，岩手県，福島県の 3 県において壊滅的な被害を受
けた地域も生じたことにより，当該優良製造業者が事
業の復旧・復興に追われることになり，当初の研究目
的に大きな隔たりを生じるのではないかと危惧される
に至った。
そこで，先に事例研究を行いその調査事例を公表し
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ている企業 A から D の計 4 社について，再度ヒアリ

さらに，こうした地震，津波，原子力発電所事故に

ング調査を行い，震災以前と以後の状況を検討するこ

よる被害以外にも，今回の地震による強い揺れの影響

とにより我々が企図している「企業生態学」を構築す

で建物や設備の損壊，液状化が発生したにもかかわら

る研究が，正鵠を得ているかどうか論証を加えること
とした。企業の都合により B 社には調査出来なかっ
たものの，残りの 3 社に訪問して震災後の企業活動に
ついてヒアリング調査を行うことが出来た。結果とし
て地域企業のあるべき姿を垣間見ることとなった。そ
して，3 社の調査から一般化するには，事例は少ない
ものの「優良製造業者へのヒアリング調査から優良企
業間の共通点を見出す」という我々の視点は，震災後
でも一定の有効性を持っているのではないかと結論づ
けるに至った。
すなわち，① 人材育成を行う大学と，卒業生を受
け入れ地域経済を担っている企業とが協力体制を築く
礎となること，さらに，② 地元企業が競争的関係で
はなく，共存共栄の中で持続的発展を実現するという

ず，専門家が不足したため設備の保守・点検に時間が
かかってしまったこと，また物流の停止により原材料
の調達や商品の配送ができなくなってしまったこと
が，特に中小企業の事業活動に大きな影響を与えた。
とりわけ，電子部品・デバイス・電子回路製造業や輸
送用機械器具製造業では，精密な加工を行うための工
作機械の精度調整に時間がかかったことが，今回の震
災の被害をさらに拡大させたと思われる2。このような

二つの目的とした地域産業構造のあるべき姿を宮城県
産業界に提示するためのツールを提供することに対し
て，宮城県内の優良製造業者へのヒアリング調査から
優良企業間の共通点を導き出す研究を今後も継続して
行うことが重要であると認識するに至った。
本稿では，東日本大震災での被害状況，東日本大震
災における宮城県産業への影響，優良中小製造企業 3
社のケーススタディから結論を論じる。その際，震災
という今後の経営を左右する特別な事態を迎えた優良
企業がどう乗り越えたかを調査し，各社のグッド・プ
ラクティスを紹介する。なお，本論の最後に今後の展
開についても触れることとした。

2.

東日本大震災での全国の被害状況

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分，東日本全域をマグニ
チュード 9.0 という日本観測史上最大の地震が襲っ
た。
さらに今回の地震はその規模の大きさだけでなく，
その後に発生した津波が地震の直接的な被害以上に大
きな損害を各地にもたらした。その上，その津波によ
り全電源喪失状態となった福島第一原子力発電所 1 号
機が翌 12 日に炉心溶融（メルトダウン）し水素爆発
を起こし，引き続き 2 号機，3 号機も爆発したことが
周辺の被害をいっそう拡大させた。この放射能による
汚染はきわめて広域かつ長期にわたるものであり，風
評被害や，その後の電力制限により発生した問題まで
含めると，その被害額を正確に把握することは非常に
困難である。

特殊な事情はあるものの，ここでは現時点で公表され
ている資料に基づき，今回の震災の被害状況及び把握
されている損害額についてその概略を示したい。
今回の地震の特徴は，先にも記したように，地震に
よる直接の建物倒壊などの被害以外に，その後の津波
による被害が非常に大きかったことがあげられる。今
回の震災により浸水した面積は，青森県から千葉県に
かけての太平洋沿岸で，561 平方キロに及ぶ。これは
JR 山手線内側面積の約 9 倍に匹敵する3。
警察庁緊急災害警備本部発表資料4 によれば，今回
の震災の被害は北海道から四国まできわめて広い範囲
にわたり，亡くなられた方 15,822 人，行方不明の方
3,923 人， 負 傷 さ れ た 方 5,942 人。 全 壊 し た 建 物
118,549 戸，半壊 181,143 戸，床上浸水 10,957 戸，床
下浸水 13,867 戸，一部破損 600,949 戸。非住家被害
47,833 戸， 道 路 損 壊 3,559 カ 所， 橋 梁 被 害 77 カ 所，
崖崩れ 197 カ所，堤防決壊 45 カ所，鉄軌道被害 29 カ
所となっている。
被害額については，日本政策投資銀行によれば5 岩
手県，宮城県，福島県，茨城県の 4 県を合わせて，生
活・社会インフラ被害 8 兆 3,870 億円，住宅被害 2 兆
3,940 億円，製造業被害 1 兆 6,370 億円，その他被害
3 兆 9,550 億円であり，合計被害額は 16 兆 3,730 億円
と推定される（但し福島第一原子力発電所事故による
被害は除く）。
ちなみに，今回の被災地域における震災前の製造業
の規模や出荷額については，経済産業省が次のように
まとめている6。被災地（青森県，岩手県，宮城県，福
島県，茨城県，栃木県，千葉県の災害救助法適用市町
2
3
4
5
6

経済産業省中小企業庁（2011）p. 35。
河北新報社編（2011）p. 202。
警察庁（2011）。
日本政策投資銀行（2011）。
経済産業省（2011c）。
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村）における事業所数は約 3 万 1 千事業所（対全国比
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月の水準は 68.2 で前月比 3.6% となっている。

7.0%），従業員数は約 83 万 4 千人（対全国比 9.6%），

直近 4 ヶ月の前月比寄与度を見ると，3 月の低下に

製造品出荷額は約 30.2 兆円（対全国比 8.9%）である。

寄与したのは業種別では一般工業機械，電子部品・デ

これらの事業所を産業別に見た場合，出荷額の対全
国比が大きいのは，情報通信機械器具（16.5%），飲料・
たばこ・飼料（15.0%）
，業務用機械器具（14.7%）で
ある。これをさらに品目別に見てみると，出荷額の対
全国比が大きいのは，カメラ用交換レンズ（78.4%，
1,761 億円）
，デジタル伝送装置（63.7%，2848 億円），
空気圧縮機（空気圧ユニット機器を含む）
（51.0%，1,634
億円）
，原子動力炉，同部分品・取付具・付属品（40.5%，
1,694 億円）となっている。後に述べるように，今回
の震災では自動車関連産業の被災により，サプライ
チェーンが寸断されたことによる影響が大きいが，そ

バイス工業，鉄鋼業，化学工業などとなっており，特
定の業種に限らず幅広く各業種に分散している。財別
では，すべての財が低下に寄与しているものの，寄与
率で見ると，生産財 66.4%，資本財 11.3%，耐久消費
財 11.0%，建設財 8.9%，非耐久消費財 2.4% となって
おり，生産財の寄与率が約 7 割である。このことから，
被災地域においては震災による直接的な被害により業
種の偏りなく各業種で生産活動が行えなかったこと，
財別では生産財の生産低下が大きく，部品や原材料と
して使用される製品が生産されなかったと考えられ
る。このサプライチェーンの寸断による影響について
は，以下でもう少し詳しく記述する。

の影響の一翼を担っていると思われる軽・小型乗用車
（気筒容量 2,000 ml 以下，シャーシ含む）の被災地に
おける出荷額については，事業所の情報が推測される
おそれがあるとの理由により公表されていない。自動
車用内燃機関の部分品・取付具・付属品の出荷額対全
国比は 10.3%，金額にして 3,759 億円となっている。
こうした被災地域の産業特性が，次に述べるように
全国の鉱工業生産に大きな影響を及ぼすこととなっ
た。
2.1 鉱工業生産に及ぼした影響
以下では鉱工業生産に限定した影響7 を記したい。
まず全国規模で平成 17 年を 100 とした鉱工業生産指
数の動向を見ると，リーマンショック後少しずつ持ち
直してきた水準が，
今回の震災によって急激に低下し，
23 年 2 月の 97.9 から，3 月は 82.7 となっている。3
月の前月比マイナス 15.5% という数値は，リーマン
ショック時の最大の下げ幅だったマイナス 8.6% を大
きく上回っている。
これを被災地（青森県，岩手県，宮城県，福島県，
茨城県，栃木県，千葉県，新潟県，長野県の災害救助
法適用市町村）に限って見てみると，平成 20 年 9 月
の 97.0 から，リーマンショックを契機として 5 ヶ月
連続で低下し，21 年 2 月には 68.5 となった。その後
21 年 3 月から上昇傾向で推移し，23 年 2 月には 96.9
まで回復した。それが 3 月の震災で急激に低下し 65.8
（水準差マイナス 31.1，前月比マイナス 32.1%）まで
低下した。3 月の低下幅はリーマンショック後の 5 ヶ
月間の低下幅を超える大幅なものであった。なお，4
7

経済産業省（2011a）。

2.2 部品供給停止による影響
今回の震災では，地震や津波，原子力発電所爆発に
よる被害以外に，被災地にある事業所が被災したこと
や交通インフラの寸断によって部品供給が絶たれたこ
とによる，サプライチェーンの寸断の影響も各方面に
及んでいる。これについては，2011 年 3 月 19 日付の
日本経済新聞によると，その影響が国内のみならず世
界規模に及ぶことが指摘されている。
アメリカゼネラル・モーターズ（GM）は 3 月 17 日，
日本からの部品調達が滞ることによりアメリカルイジ
アナ州の完成車工場を 21 日から一時停止すると発表
した。これは被災地に世界的シェアを持つ日本の部品
や高機能素材の工場が集積していることが原因であ
る。たとえば，今回被災して生産再開のめどが立って
いない日立ビークルエナジーの本社工場（茨城県ひた
ちなか市）は，GM が 11 年に発売予定のハイブリッ
ド車向けリチウムイオン電池を月約 10 万個生産して
いた。また内外のメーカーに高級車向けカーナビゲー
ションシステムを納入しているアルパインは，福島県
いわき市の工場が被災した上，原発事故に伴う屋内退
避地区に指定されたことにより復旧のめどが立ってい
ない。カーナビゲーション向けシステム LSI（大規模
集積回路）で世界シェア 6 割，自動車制御用マイコン
で世界シェア 3 割のルネサスエレクトロニクスも，震
災とその後の計画停電で国内 6 カ所の工場が生産を停
止している。
自動車だけでなく，世界的に販売が伸びているス
マートフォンやタブレット端末の生産にも震災の影響
が及んでいる。中小型液晶パネルで世界シェア 4 位の
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東芝モバイルディスプレイは埼玉県深谷市の工場が稼

35 km2（47.9%）， 山 元 町 24 km2（37.5%）， 松 島 町

働を停止した。同 7 位の日立ディスプレイズも千葉県

2 km2（3.7%），
七ヶ浜町 5 km2（38.5%），
利府町 0.5 km2

茂原市で生産ラインが止まっている。液晶パネルなど

（1.1%），女川町 3 km2（4.5%）
，及び南三陸町 10 km2

に使われる成膜材料で世界シェア 45% を占める JX 日

（6.1%） で あ り， 当 該 区 市 町 の 浸 水 範 囲 面 積 は
327 km2（16.4%）となっている。仙台市若林区，亘理

鉱日石金属の磯原工場（茨城県北茨城市）は震災で建
屋や設備が破損し，操業停止となった。スマートフォ
ンの回路基板などに使う高機能電解銅箔で世界シェア
9 割超を生産する三井金属の上尾工場（埼玉県上尾市）
も震災後生産を停止8 している。
2.3 その後の回復状況
以上のように，今回の震災は広範囲にわたって大き
な被害をもたらしたが，ここでは現時点における回復
状況9 を記したい。鉱工業生産について震災が発生し

町，岩沼市，七ヶ浜町，山元町，東松島市，仙台市宮
城野区，塩竈市，多賀城市において区市町面積の 30%
以上が浸水の被害を受けた。
また，宮城県の人口総数 234 万 8,165 人に対して死
者・行方不明者総計 11,582 人（0.5%，総人口に対す
る死者・行方不明者。以下同じ）となっている。浸水
の被害を受けた湾岸地域 8 市 7 町では人口 170 万 8,599
人に対して，仙台市 730 人（0.06%，総人口に対する

死者・行方不明者。以下同じ），石巻市 3,959 人（2.5%）
，
塩竈市 21 人（0.04%），気仙沼市 1,405 人（1.9%），名
取市 984 人（1.3%）
，多賀城市 189 人（0.3%）
，岩沼
市 184 人（0.4%），東松島市 1,145 人（2.7%）
，亘理町
， 山 元 町 691 人（4.1%）， 松 島 町 2 人
6.2%）
，6 月は 92.6（同 3.8%），7 月は 93.2（同 0.6%） 270 人（0.8%）
七ヶ浜町 71 人（0.3%）
，
利府町 50 人（0.1%）
，
と 4 ヶ月連続の上昇となっている。これは震災前の 2 （0.01%），
女川町 963 人（9.6%），南三陸町 901 人（5.2%）となっ
月と比較すると，95.2% まで回復したことになる。但
ている。人口 16 万人を数え，市街地の多くが津波に
し，被災地域に限定すれば，3 月に震災によって 65.8
見舞われた石巻市の犠牲者がもっとも多く，気仙沼市，
（前月比マイナス 32.1%）の落ち込みが，4 月は 68.2（同
3.6%）
，5 月は 81.5（同 19.5%），6 月 87.6（同 7.5%）， 東松島市でも 1,000 人を超える方が死亡あるいは行方
不明となっている。また，女川町では人口の約 1 割の
7 月 87.1（同マイナス 0.6%）となり，震災前の 95.2%
方が犠牲となり，南三陸町，山元町，東松島市，名取
まで回復した全国に比べ，被災地の回復率は 89.9%
市が人口の 1% を超える方が死亡あるいは行方不明と
となっている。
なっている（表 1）。
では，次章で宮城県内の被災状況と，宮城県産業へ
の影響に絞ってより詳しく震災後の状況を見ていく。
3.2 宮城県産業の被害状況11
た平成 23 年 3 月以降の動向を見ると，3 月は 82.7（前
月比マイナス 15.5%）と前月の 97.9 から急速に低下
している。しかし 4 月は 84.0（同 1.6%），5 月は 89.2（同

東日本大震災における宮城県産業への影響

3.
3.1

宮城県の被災状況10

2011 年 9 月 27 日現在の総務省統計局の資料による
と，宮城県の総面積 7,286 km2 に対して，浸水範囲面
積が 327 km2（4.4%，総面積に対する浸水面積。以下
同じ）となっている。実際に被害を受けた湾岸地域の
3 区 7 市 7 町では累計面積 2,003 km2 に対して，仙台
市宮城野区 20 km2（34.5%），若林区 29 km2（60.4%），
太白区 3 km2（1.3%），石巻市 73 km2（13.1%），塩竈
市 6 km2（33.3%）
，気仙沼市 18 km2（5.4%），名取市
27 km2（27.0%）
， 多 賀 城 市 6 km2（30.0%）， 岩 沼 市
29 km2（47.5%）
， 東 松 島 市 37 km2（36.3%）， 亘 理 町
8
9
10

日本経済新聞（2011）。
経済産業省（2011b）
。
総務省統計局（2011）。

震災は被災地の基幹産業である農業や漁業に深刻な
打撃を与えた。津波で流失・冠水した田畑は，2 万 3,600
ヘクタールにのぼり，土壌にしみこんだ塩分の除去な
どで，耕作再開にはかなりの時間とコストがかかると
みられている。また，水産業にも壊滅的な被害をもた
らし，特に宮城県では 142 の漁港すべてが被災，1 万
2,000 隻超の漁船が流失・破損した。さらに，原発事
故による放射能被害や風評被害も深刻化している。
日本経済の要である製造業が受けた打撃も大きく，
東北から関東にかけての製造拠点が軒並み操業停止に
陥った。大手メーカーの工場だけでなく，大手に部品
を供給している下請け企業の操業も止まり，自動車産
業をはじめとしてその影響は全世界に広がった。また，
原発事故とそれに伴う電力不足の影響も深刻で，海外
11

成美堂出版（2011）pp. 26〜27。
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国土地
理院：
4 月 18 日
公表

消防庁災 消防庁災
害対策
害対策
本部：
本部： 各県 HP 各県 HP
9月9日 9月9日
22 時現在 22 時現在

704

9,397

浸水範囲
面積
（km2）

重軽傷
者数
（人）
避難所数 避難者数
（所）
（人）

行方
不明者数
（人）

8,048
14,389

14,080
8,990
4,053
9,149
542

34,014

17,144
8,051

12,155

112,276
18,718
40,331

17,375
9,386
3,201

29,962

331,902

総務省
統計局：
4 月 25 日
公表

推定浸水域
にかかる
人口
（人）

3,155
4,375

4,196
2,913
1,477
2,751
192

11,251

6,648
2,337

3,974

42,157
6,973
13,974

6,551
2,698
1,136

10,385

116,758

総務省
統計局：
4 月 25 日
公表

推定浸水
域にかか
る世帯数
（世帯）
一部破損
住家数
（棟）

8
130
127
2,939
3,148

1
2,465
2,203
215
729
48
41
46
17

9
9
13

19,360
682
8,536
46
2,788
13
1,665
723
186
55
5,422
532
13

21,091

73,260

125
108
163
14
29
1,036
1,053
1,422
460
589
202
163
507
9
12
23
591
540
337
151

3,949
2,784
2,405
511
931
137
3,028
1,582
1,104
300
5,440
1,848
112

47,829

79,494

1,111
583
1,152
300
491
2,032
1,089
1,259
1,067
2,700
1,693
689
4,395
764
183
560
740
2,830
640
1,180

9,466
3,973
3,488
1,902
8,170
774
5,144
2,601
2,874
4,584
3,642
6,934
1,023

69,823

149,856

消防庁災害 消防庁災害 消防庁災害
対策本部： 対策本部： 対策本部：
9月9日
9月9日
9月9日
22 時現在
22 時現在
22 時現在

全壊住家数 半壊住家数
（棟）
（棟）

出所 : 総務省統計局（2011）「東日本太平洋岸地域のデータ及び被災関係データ〜「社会・人口統計体系（統計でみる都道府県・市区町村）」より〜」を基
に筆者作成。

仙台市
青葉区
宮城野区
若林区
太白区
泉区
石巻市
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
登米市
栗原市
東松島市
大崎市
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町
柴田町
川崎町
丸森町
亘理町
山元町
松島町
七ヶ浜町
利府町
大和町
大郷町
富谷町
大衡村
色麻町
加美町
涌谷町
美里町
女川町
南三陸町

宮城県

死者数
総面積
（人）
（北方地域
製造品
人口総数
世帯数
及び竹島
出荷額等
（人）
（世帯）
を除く）
（百万円）
地域名
消防庁災
（km2）
害対策
本部：
9月9日
2009
2010
（注） 2010
（注）
2008
22 時現在

表１ 東日本大震災における宮城県の被災状況
〜「社会・人口統計体系（統計でみる都道府県・市区町村）」より〜

東日本大震災後の優良中小製造企業（佐藤・渡部・阿部）
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表2

東日本大震災で影響を受けたおもな工場

仙 台 市

JFE 条鋼（鉄鋼），JX 日鉱日石エネルギー（石油），キリンビール（食品），村田製作所子会社（電気機器）

石 巻 市

メイコー（電子部品），東海カーボン（その他），日本製紙（製紙）

名 取 市

サッポロビール（食品）

角 田 市

ケーヒン（輸送機器）

多賀城市

ソニーグループ（電子部品）

岩 沼 市

日本製紙（製紙）

登 米 市

村田製作所グループ会社（電気機器），ソニーグループ（電子部品）

大 崎 市

アルプス電気（電子部品），日本ケミコン（電子部品），日本電波工業（電子部品）

蔵 王 町

宮城ニコンプレシジョン（機械）

山 元 町

岩機ダイカスト工業（金属）

松 島 町

東京エレクトロン宮城（機械）

大 衡 村

トヨタ自動車系車体メーカー（輸送機器），セントラル自動車（輸送機器）

出所 : 成美堂出版（2011）『地図で読む東日本大震災』p. 27 を基に筆者作成。

との競争が激化するなか，日本企業は苦境に立たされ
ている（表 2）
。
3.3 宮城県産業への影響
震災は宮城県の産業にも大きな影響を及ぼした。
我々が調査している製造業においても，震災あるいは
それによって引き起こされた津波などの直接の被害に
加え，交通機関の被災や取引関係の寸断などのサプラ
イチェーン崩壊による被害が追い打ちをかけた。
直接の被害例として，石巻市において一部を除き中
心市街地が津波でほぼ水没し，自治体別の死者・行方
不明者数で最大となるとともに，印刷用紙の工場とし
て世界有数の生産能力をもつ日本製紙が津波の直撃を
受けて操業不能になったことや，国の伝統工芸品「雄
勝硯」の工場がすべて流失するなどの被害を受けた。
こうした被害により，宮城県内の企業においてはま
ず自身の復旧・復興を行う必要が生じるも，特に浸水
地域では，人的被害，工場そのものの被害が大きく簡
単には再興出来ない状況にあった。電気，ガス，水道
などのインフラも大きな被害を受けており，社員の生
活を維持していくことすら厳しい状況に追い込まれ，
復旧・復興を行おうとしてもその準備すら困難な状況
にあった。
サプライチェーン崩壊による被害としては，東北新
幹線を含め東北から関東に至る広い範囲の鉄道路線で
ほとんどが不通となり，東北自動車道を含め路面陥没
や津波によるがれきのために道路網が寸断され，津波
で仙台空港が使用不能になるなど物流網が寸断される
こととなった。取引先も大きな被害を受け混乱状態に
あり，交通機関の寸断も相まって，受注して完成して

いるものすら納品出来ない状況にあった。さらには，
復旧・復興のための資材や原材料の確保も滞ることと
なった。
こうしたことから，製造品出荷額等12 は大きく落ち
込むことが予想され，宮城県経済は大きな打撃を受け
ることとなった。
また，元々ぎりぎりのところで資金繰りを行ってい
る中小製造業の多くにおいて，これまでの負債に加え
て，復旧・復興のための新たな原資を得ることには非
常に難しいと考えられる。取引先も同じ状況にあるこ
とから，自社が復旧・復興しても製品を売る相手がい
ない場合も考えられる。
このように震災における宮城県産業への影響は，非
常に大きく多くの困難が生じている。その中で，我々
が調査した企業 3 社がどのように乗り越えていったの
かを次の章で論じていく。

4.

宮城県震災復興計画における製造業復興案

前節のような被害状況を受け，「宮城県震災復興計
画」は，震災により甚大な被害を被った本県の復興に
向け，平成 23 年から復旧期（3 年）
，再生期（4 年），
発展期（3 年）に区分した今後 10 年間の復興の道筋
を示している。5 つの基本理念（1 災害に強く安心し
て暮らせるまちづくり，2 県民一人ひとりが復興の主
体・総力を結集した復興，3「復旧」にとどまらない
抜本的な「再構築」，4 現代社会の課題を解決する先
「表 1 東日本大震災における宮城県の被災状況」
参照。

12
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進的な地域づくり，5 壊滅的な被害からの復興モデル

受け，また，本県の産業集積の中核をなす自動車関連

の構築）を掲げている。この中から，製造業の復興に

産業や高度電子機械産業においては，地震による直接

関わる点を列挙し，復興後に目指されている製造業の

的被害とサプライチェーンの分断の影響により，震災

あり方を確認する。

以前の取引関係を維持することが困難な状況にあ
る16」。
「このため，早急に生産活動を震災以前の水準

4.1 商工業の復興
自動車産業を含む，
商工業の基本的な復興計画では，
「沿岸部を中心に商店や工場施設等は甚大な被害を受
けたことから，仮設店舗・工場等での事業開始のため
の支援や本格的な事業再開に向けた店舗・工場等の復
旧・整備支援を行13」う。「また，商業・生産活動に支
障を来している中小事業者等に対し，相談体制を充実
させるとともに，事業の維持・再開に向けた総合的な
金融・経営支援を講じ，地域経済を牽引する商工業の
早期復興を目指14」している。
ものづくり産業の早期復興による「富県宮城
の実現」
経済・商工・観光・雇用の分野で復興のポイントと
して挙げられているのが「ものづくり産業の早期復興
4.2

による『富県宮城の実現』
」である。富県宮城とは，
持続可能な地域社会を形成していくため，平成 19 年
3 月に中長期的な県政運営の基本的な指針として策定
された「宮城の将来ビジョン」である。県内総生産を
10 兆円へと高めていくこと，安心と活力に満ちた地
域社会づくり，人と自然が調和した美しく安全な県土
づくりとともに政策推進の基本方向として掲げられ，
実施されてきた15。しかし，この道程の途上で大震災
を経験した宮城県では，富県宮城を撤回するのではな
く，早期復興を後押しすることで，再び県内総生産
10 兆円を目指す体制へと立て直しを図る方針を打ち
出した。
「ものづくり産業は，沿岸部を中心に甚大な被害を
13

14

15

宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
p. 7。
宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
p. 7。なお，宮城県震災復興計画（最終案）の参考
資料である「宮城県震災復興計画事業概要書」では，
復興計画を推進していく上で，現時点で県が実施
を予定している事業をとりまとめている。商工業
に関する主な事業は以下のとおりである。中小企
業等施設設備復旧支援事業，商業活動再開支援事
業，商店復旧支援事業，中小企業等復旧・復興支
援事業費補助金，被災中小企業組合等共同施設等
復旧支援事業，中小企業経営安定資金等貸付金，
被災中小企業者対策資金利子補給事業。
宮城県（2011）。

に戻すことが必要不可欠であり，早期復興に向けた支
援や自動車関連産業等の更なる誘致を進めるととも
に，次代を担う新たな産業の集積・振興等を図り，地
域特性を活かしたものづくり産業のグランドデザイン
を再構築し，第一次産業から第三次産業までバランス
のとれた産業構造を創造17」する。
そして，具体的な取組として 6 点が列挙18 されてい
る。最初に挙げられているのが ①「早期の事業再開
に向けた環境整備」である。仮事務所・工場の斡旋や
工場・設備等の復旧・整備支援，被災工場の県内移転
の促進等の事業環境整備が挙げられている。速やかな
事業再開が企業の存続を左右するため，喫緊の課題で
ある。
次に ②「事業継続を支える物流基盤の強化」のた
めに，高速道路の整備促進や空港・港湾・鉄道など広
域物流拠点の早期復旧と防災・減災機能を強化した物
流基盤を構築し，県内のみならず東北全体の連携強化
が目指されている。仙台港を物流拠点とし，高速道路
や幹線道路沿いに居を構えている製造業者は多い。今
回のインタビュー対象企業では材料供給や納品面での
物流的な被害は幸いにもなかったが，県内全域では影
響が及んだ企業も少なくない。
より直裁的に関係するのが，③「自動車関連産業等
の更なる振興と企業誘致の展開」である。道路・港湾
等の産業基盤の健全性をアピールし，自動車関連産業
や高度電子機械産業等の企業誘致活動を展開し，地元
企業の取引拡大支援などにより更なる産業集積を図ろ
うとするものである。復興への支援的意味合いで，取
引を開始したり被災地へ進出する企業を望むのではな
く，東北の立地条件や技術力，質に対して労働力が安
価であるなどの特徴により，宮城県だからこそ取引を
したいと検討されるような魅力を取り戻さねばならな
い。そのための支援策として，「国内外での展示商談
会の開催等による販路開拓や取引斡旋等の支援ととも
16

17

18

宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
p. 9。
宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
p. 9。
宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
p. 40。
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に，国際競争力の向上に資する総合的な支援を行い，

の力を蓄えられていることこそが優良と呼びうる証で

特に，自動車関連産業や高度電子機械産業では，地元

あり，発展していくための基礎力といえるが，今後の

企業に対し，産業の特性に応じた技術支援など様々な

分析によりこの強さの源泉を明らかにしていくこと

支援を強化する19」という。具体的な支援策には，自

で，その他の企業が参考に出来る経営のヒントを導き
たい。

動車関連産業特別支援事業，高度電子機械産業集積促
進事業，中小企業者販路開拓・取引拡大支援事業，被
災中小企業海外ビジネス支援事業，グローバルビジネ
ス総合支援事業などが用意されており，県内の復興を
果たした後にはグローバルな展開を見据えた計画と
なっている。
④「次代を担う新たな産業の集積・振興」以降の取
組課題は，震災以前から継続して実施されてきたもの
である。クリーンエネルギーや環境，医療等の本県の
産業の発展に資する新たな産業分野の集積に向けた企
業誘致活動の展開や地元企業の参入・取引創出，⑤「グ
ローバルな産業エリアの創出とグローバルビジネスの
展開」
（東北大学をはじめとする世界レベルの知的資
源を有する研究機関や企業との連携，外資系企業等の
研究開発部門の誘致活動の展開と，成長の著しいアジ
ア等での販路開拓・拡大を促進）
，⑥「新たな産業振
興等による雇用機会の創出」（上記の取組により安定
した雇用の場の創出を図るとともに，産学官連携によ
る人材育成に取り組み，多様な雇用機会の創出による
臨時的雇用から正規雇用への移行に努める）というも
のである。新たな産業集積分野への投資や企業進出を
促進するための特区制度等の仕組みの創設が検討課題
とされている。
つまり，単なる現状復帰にとどまらず，復旧・復興
から振興までを見据えた長期計画であり，今後の宮城
県のリーディング・インダストリーとしての自動車産
業への期待が高まっている。震災を経験する以前から
の自動車産業振興の流れを継続しながら，一刻も早く
県民に日々の暮らしを取り戻してもらえるよう，もの
づくり産業が震災前の競争力を立て直すことで富県宮
城を実現していくという基本姿勢が見える。そのため
の支援策として上述した自動車関連産業特別支援事
業，高度電子機械産業集積促進事業，中小企業者販路
開拓・取引拡大支援事業，被災中小企業海外ビジネス
支援事業等が企業のサポートを果たし，力となり得る
かは今後の追跡調査が必要であるが，以下に示す優良
中小製造企業は，そうした支援事業の開始を待たずし
て震災を乗り切り，新たな一歩を踏み出している。こ
19

宮城県震災復興・企画部震災復興政策課（2011a）
pp. 33-34。

5.

優良中小製造企業 3 社のケーススタディ

研究チームの目標である「企業生態学」の構築に向
け，昨年度は宮城県内の「優良」製造企業の優良たる
ゆえんを探るインタビュー調査を実施した20。すなわ
ち売上を伸ばしている理由，あるいは時代の変化に対
応し，新製品を世に送り出すための研究開発の様子や
秘訣，従業員や地域を第 1 に考えた経営方針などを洗
い出した。最終的にはこれらを数理モデルに組み込む
ことを目標として，優良企業に共通するポイントであ
る重要条件（I）を同定するためである。当初の計画
では昨年度に実施した優良企業以外の企業へのインタ
ビュー調査を実施して，大きな母集団から共通項を見
いだすことを予定していた。しかし，大震災を経験し
たにも関わらず，事業から撤退することなく営業を続
けている企業が，生き残っている（survive21）強さの
源を知ることも，企業生態学の構築には欠かせない視
点であると考えた。そこで，昨年度にヒアリングを実
施した優良中小製造企業に再び協力を依頼し，震災後
の 状 況 に つ い て 伺 っ た の が 以 下 の 3 社22 の イ ン タ
ビュー内容である。
5.1 A 社
A 社は，資本金 4,800 万円，従業員 135 名，売上高
37 億円の中小製造業である。現在の事業は，車載電装
部品，携帯電話部品，光学部品などの表面処理加工を
中心とした一貫生産である。地震発生時には全従業員
を安全な場所に避難させ，落ち着いてから工場内の設
備等を全員で点検したところ，部品が落下したり倒れ
た被害はあったものの設備にはほとんど異常がないこ
とが分かり，全員を帰宅させた。翌月曜日は停電が続
いていたが，全従業員が出勤し，従業員の家族を含め
20
21

22

佐藤ほか（2011）。
ある生物が天変地異等により環境が変化し，種の
存続危機に陥った状況になぞらえることが出来る。
以下 A 社，C 社，D 社のケースを扱う。これらは
佐藤ほか（2011）における 4 社のケーススタディ
での呼称に対応している。今回「B 社」に関する
記述が存在しないのは，今年度は B 社へのインタ
ビュー調査が実現しなかったためである。
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安否が確認できた。改めて社長が「停電中なので自宅

相対的に円が強くなったために日本での部品調達は割

待機をして欲しい，緊急の連絡網で出勤の指示をする

高であり，すでに海外調達に移行しつつあると考えら

まで自宅待機。
」と指示を出した。3 月 16 日に電力が

れる。トヨタ社長の，「国内でものづくりを頑張り，

復帰し，空調や設備の点検を実施して三連休終了後の
22 日から操業を再開した。
燃料不足の中，社員の足の確保のために操業再開か
ら 4 月 1 日までの 2 週間は会社でマイクロバスを手配
し，社用車と一部従業員の自家用車で送迎をした。2
週間後にはガソリンも円滑にではないが供給できるよ
うになったことを受け，自力で来るように指示した。
しかし 4 月 7 日に余震があり再び停電し，翌日通常通
り社員が出社したが，電気が復帰するまで自宅待機と
し，翌日の 9 日から再度操業を開始した。地震の影響
でショートしやすかったせいか，工場前の送電線が昼
に火を吹き停電し，午後から従業員を帰したというア
クシデントと，自宅が流失した従業員と自宅が倒壊し

年間 300 万台を生産する」という決意は並大抵ではな
い。海外との価格競争の中で 300 万台を死守するには
海外との競合価格で発注が来るため勝ち抜くことは簡
単ではない。宮城県は工業では岩手，福島，山形に比
べれば後進地であり，海外との価格競争面での免疫力
は東北 6 県でも一番低いだろう。宮城県としては税収
面，雇用の確保が期待され，トヨタの学校建設という
朗報もあり，
（現在はトヨタからエンジンを輸送して
いるが）トヨタ東北の隣にエンジン工場を建設して東
北での一貫生産が予定されているなど，予測されるメ
リットは多い。特にトヨタの東北三工場を一つにして
東北で小型ハイブリッド生産に乗り出す情報は県に
とってはビッグニュースであり，同社にとっても悪い
話ではない。
しかしこの話は「将来的には」という表現が一番合
う。トヨタ社長の方針の一方，副社長や専務はコスト
的に海外進出を推進する立場である。豊田市近辺には
正社員が 7 万人おり，このままの流れで海外シフトし
たら正社員や従業員をどうするのかという大きな問題
も抱えている。サプライヤーが東北に進出して来たか

た従業員がいたが，人命には問題なかった。自家発電
は装備していないため，電気が復旧するまでと燃料確
保（工場内の燃料は重油）が最も大変だった。
トヨタ本社では木，金曜日は操業を停止し，土，日
曜日に生産をずらしているものの，同社が供給部品を
納入する面で影響は特にない。しかし，電力 15% 削
減の対象企業であることからなんとか電力使用を削減
しなければならなかった。本社屋と，隣のダイムラー
ベンツの塗装の自動ラインとがほぼ同様の電力使用量
であるため，両方を同時に稼働することが出来ないと
いう事態となった。夜勤形態をとっていなかった同社
も完全なシフト変更稼働とし，7 月は本社屋の製造部
隊のみオール夜勤にシフト変更し，隣のダイムラー用
工場を昼稼働，8 月は逆のシフトにして何とかクリア
した。7 月という体力的にも最も負担のかかる時期に，
3 分の 1 ずつ日勤から夜勤に代え，慣れたころにまた
日勤に戻ってもらったことは，従業員の多大な協力を
得て実現できたことだという。
同社から古川までの交通の便は非常に悪かったが，
物流には影響がなく，同社よりも顧客の影響が大き
かった。同社では車関係が 40% であるが，トヨタに
納入しているプリウスのステアリングをトヨタ側が操
業停止するため供給を止めて欲しいということからラ
インを 3 週間止めた。半導体を含め，しばらく同社の
取扱分野の受注数が伸びなかったが，ここに来てプリ
ウス関係部品や小型ハイブリッド関連部品の受注数・
出荷数が上がってきている。
一方で，現在の超円高の中でトヨタ本体から新たな
発注は来ていない。ドルもユーロも弱くなった結果，

らすぐに部品の受注が入るというわけではない。自動
車業界は実績を非常に大事にする業界であり，幾ら同
社に車載部品の実績があろうとも実際に取引をしなが
ら認めてもらわなければ継続的な取引関係は結べな
い。名古屋地区で継続的に連携して取引してきた企業
があり，トヨタ本社はそれらの企業を簡単に倒産させ
るわけにはいかないし，トヨタに今まで納入してきた
企業とて黙っておらず，名古屋の企業が東北に工場を
出したり，サプライヤーに変化が出てくるだろう。県
や関連企業の雇用，新たな需要が出てくるということ
は喜びである。
同社は印刷技術を活かして携帯電話のキーシートを
扱っているが，日本国内の携帯市場の流行はスマート
フォンにシフトし，タッチパネルに変わりつつあるこ
とで需要が激減して大打撃を受けている。そこで，こ
れまではカバーは扱ってこなかったが，同社が培って
きた印刷技術を元に新規アイテムのトライも行い，状
況を打開しようとしている。いずれ海外でもスマート
フォンへの流れが起こるだろうが，中国の携帯電話で
はキーシート方式の需要がまだあることから，2011
年 4 月からウージャン（上海から南へ 1 時間ほど，蘇
州との中間）で独自資本で進出し工場を建設した。5
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名が出向し，ローカルでは 20 人程雇用している。同

こうして震災後も操業を行った同社であるが，地震

社工場から 1 時間以内に日系の大手が数多く見られ

後しばらくの間は燃料不足が深刻となり，トラックや

る。キーシートからスタートし，後は顧客の動向を含

発電機を動かす軽油や社用車やフォークリフトを動か

めて情報を集めながら展開していく予定である。
同社の産官学連携の成功例は，宮城県に相談に行っ
たことに端を発し，塗装関係で産総研及び宮城県産業
技術センターと組んだ事例で，足かけ 5 年になる。こ
のように同社はよく対外機関に相談に行くという。
毎年数名（今年度は 5 名）採用し，来年度も採用予
定がある。県内の優良企業を大学生に見せて企業の勉
強をさせ，就職先を考える一環として本学の環境情報
工学科教員が実施した企業見学で，1 年生 20 名と院
生 1 名が受け入れてもらった。現場を見ている学生が
少なくなっている中で，同社は積極的に生徒や学生を
受け入れており，インタビュー翌日にも古川や企業近
辺の高校生が 21 名来社予定という。採用は毎年数名

すガソリンが入手困難な事態に陥った。この問題に対
し同社では，従業員が勤務時間中に毛布や時間をつぶ
すための本を持参の上，交代で長時間スタンドに並ん
でそれらの入手に努めた。同社専務によれば，人件費
を考慮するとガソリンを使った自家発電で機械を稼働
させるのは，通常の操業にくらべてかなりのコスト高
になるそうであるが，同社は顧客に対して納期を守る
ため，コストを度外視にしてもあくまで操業を続ける
ことを優先したという。
さらに同社は，今回の震災で特に被害の大きかった
宮城県北東部にも工場を有しているが，自宅が被災し
てしまった現地従業員のため，震災後マイクロバスを
チャーターして，被災地から本社まで毎日従業員の送
迎を行った。道路の陥没や寸断もあり，往復には 2 時
間以上を有したようであるが，その時間もすべて勤務
時間に繰り入れている。その上，自宅の被災で入浴な
どができない従業員のため，社長が自宅で彼らを風呂
に入れ，さらに近隣の営業を始めた商店で買い物をさ
せた上で自宅まで送り届け，水や食料品などの入手に
苦労していた従業員に非常に感謝されたそうである。
こうした一人一人の従業員を大切にするという同社の
対応は，後に述べるように，中小企業として大企業に

だが，依頼があれば工場の説明をしたり，工場を見て
いただくという社長の方針である。
5.2 C 社
C 社は，資本金 3,800 万円，従業員 64 名，売上高 9
億 5 千万円の宮城県北部寄りに位置する中小製造業で
ある。現在は，機械，省力機器の設計，製作，組立，
販売，精密機械部品製造販売，および金型，プレス部
品加工・ユニット組み立て販売を主たる事業としてい
る。
同社の場合，事務所を中心として地盤が一部沈下し
たものの，工場では位置決めしてある機械が揺れに
よってずれてしまったこと以外，今回の震災による大
きな被害はなく，生産量の減少や，原子力発電所の爆
発事故に端を発する風評被害による売り上げの減少と
いった影響は全くと言っていいほど受けなかった。
しかしながら，製造設備の被害が少なかったとはい
え，電気・ガス・水道といったライフラインの停止に
より，震災後 1 週間ほどはやむなく操業を停止せざる
を得ない状況となってしまった。特に，宮城県北東部
の工場では近くの変電所が被災してしまったため，電
力の復旧には 3 週間ほどを要し，この間の操業をいか
に維持するかが大きな問題であった。震災後は，工場
の操業を維持するための大型発電機も，被災地を中心
に非常に手に入りにくい状況が続いたが，最終的に近
隣より発電機を借り入れることができ，平常時の八割
程度まで操業を行うことが可能となった。同社の場合，
常時電源の投入を必要とする製造設備がなかったこと
も幸いしたようである。

打ち勝つには人材がすべてだという，同社トップの考
え方が非常によく表れている。
また停電復旧後すぐに本格操業ができるよう，震災
によって位置がずれた機械の位置決めも同社は独自に
行っている。震災後 2 週間ほど経った頃から，県庁に
はこうした機械のずれを直す業者を紹介してほしいと
いう依頼が相次いだそうだが，同社の場合製品の設計
から設置までを一貫して手がけているため，そうした
技術が社内に蓄積されていたのである。結果として，
特殊な測定を必要とする一部の機械以外は，大型機械
も含めすべて従業員が再設置を行っている。多くの企
業から県に問い合わせがあったことからもわかるよう
に，機械の位置決めについては専門的な知識と技術が
必要であるが，同社は顧客の抱える問題を解決するこ
とを目的とし，顧客ニーズに応じて設備，装置，部品
等の一貫生産を可能とする体制を確立していたことが
奏功したといえよう。
こうした同社の経営姿勢に加え，社長は「大手メー
カー以上の力（技術，技能，管理力）がないと生きて
いけない。
」との考えのもと，近くの大学と連携して
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人材育成には特に力を入れている。精密加工の技術に

を得るために普段から努力してきたかが裏付けられよ

ついても国家資格の技能検定などをすでに 10 年以上
前から積極的に取り入れており，そうした人材の育成

う。また組織的にも，同社は震災前から事業部制に近
い組織運営を行っているという特色があった。具体的

が今回の震災時にも役に立ったと思われる。
現在では完全に操業が震災前の状況まで復旧してい
るが，同社では今後の震災に備えて 50 アンペアの自
家発電機や，300 リットルの水タンク，それに燃料の
備蓄を行い，電源，水，燃料の確保を心がけている。
同社の場合，今回の震災で設備などには大きな被害が
なかったものの，長期間のライフラインの寸断ではか
なりの影響を被っている。それにもかかわらず大きな
混乱もなく乗り切れることができた理由の一つとし
て，普段からの取り組みにより顧客の信頼が厚かった
ことに加え，同社の取締役は，県から推奨されている
BCP（business continuity plan・事業継続計画）に近い
ものを同社が日頃から準備していたことをあげてい

には，メーカー向けの資源材の事業部，消費者向けの
消費財の事業部，及び精密機械部品を作る事業部であ
る。こうした工夫は，人材確保を容易にし，少数の会
社や事業に依存するリスクを避けるというねらいがあ
る。今回の震災で同社がほとんど被害を受けなかった
という事実の裏には，中小製造業としては特異ともい
える同社のこうした組織体制も寄与したと考えられ
る。
以上のように今回の震災を乗り切った同社である
が，中長期的には，今回の震災をきっかけとして，さ
らなる円高や大手メーカーの海外移転に伴う国内製造
業のいっそうの空洞化が進むのではないかという点
が，一番懸念する点であるとのことであった。

る。自然災害，震災，テロなどの緊急事態に備える
BCP については，中小企業庁が中心となって「中小
企業 BCP 策定運用指針」が策定され公表されている
ものの，県内の中小企業でこのような BCP を震災前
から準備していた企業は少ないため，この点は特筆す
べきであろう。
これらを受けて，余震の沈静化に伴い震災に対する
従業員の意識も次第に薄れていく中，同社では全体朝
礼の際に，
社長が備蓄の徹底や緊急時の避難路の確保，
緊急時の避難態勢などについて繰り返し徹底をはかっ
ている。
震災後の電力削減についても，複数の設備をまとめ
て稼働させると使用電力量が一気に跳ね上がるため，
事務局が中心となって設備の電源をこまめに落とすと
いう対応をとっている。これにより，震災前の勤務態
勢・勤務時間を特に変えることなく，使用電力量は昨
年比マイナス 11 〜12% の数値を達成している。
東北はもとより，関東，関西の企業から OA 関連部
品や自動車，
住宅等の発注を受けている同社であるが，
こうした様々な取り組みの結果として，顧客からの注
文取り消しやその後の注文減少などの事態は一件も生
じることがなく，結果として従業員の解雇なども一切
行われなかった。これは日頃から納期を厳守し，品質
やコストの面でも顧客の信頼維持に努めてきた同社の
姿勢が評価されたものと思われる。震災後しばらくの
間，交換局の停電により携帯・固定両電話とも不通状
態の折，顧客との電話連絡を行うために，わざわざ通
信状況の比較的よかった山形県の県境まで行った（同
社専務談）との言葉からも，同社がいかに顧客の信頼

5.3 D 社
D 社は，資本金 2 億円，従業員 318 名の中小製造業
である。現在の事業として，各種ダイカスト製品，並
びに，射出成型品を中心に製造している。
東日本大震災発生時に工場内で二次災害の恐れが
あったが，揺れのおさまらない内から対処し，事なき
を得ている。ただ，溶解炉で金属が凝固し，破損に至
る部分も発生した。一部建屋の地盤に影響があり，大
型設備が稼働出来ないような状況となったが，5 月の
連休前にはほぼ地盤改良が完成して通常操業が可能と
なった。取引先は震災後 1 週間程度で生産準備を始め
たため，自家発電によって工場を稼働させ製品を納め
ていた。また，地元自治体から D 社に対してボランティ
アの支援要請があり，D 社自身の復旧・復興で人手が
必要ではあったものの，5 月初めまで社員の何人かが
地元の手伝いを行った。例年より遅い入社式を経て入
社した新入社員についても会社オリエンテーションの
のちボランティア活動に携わってもらった。
D 社の主要な取引先の一つである自動車産業等では
電力の供給不足が予測され，計画停電の実施，あるい
は，政府の呼びかけもあり，比較的電力容量の余裕の
ある土曜日，日曜日に操業し，木曜日，金曜日を休み
にする動きがあった。D 社工場の立地する地域では計
画停電はなかったものの，D 社でも電力は大きな問題
となった。D 社にとっては，取引先の稼働日に合わせ
て製造するよりも電気使用量の 15% 削減対策を実施
することが重要であったという。日中に自家発電で賄
うという方法もあるが，コストがかかりすぎ，削減対
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策が必要とされない夜間については社員の手当が増え
コストがかかるという問題があるために，職場単位で

動車東北，岩手県に立地している関東自動車工業が合
併する23 と報道されていることについては，部品製造

電力量を計算して社員の休日を調整した。その中で，

から最終完成車組み立てまで 1 社で行うことになると

D 社工場の立地する地域では 3 月中旬には通電したも
のの 4 月初旬までは地域の送電容量がいっぱいで生産
設備を稼働させると D 社だけではなく，D 社の立地
する地域全体が停電する可能性があった。4 月 6 日に
電力が正常復旧した。正常復旧までに 7 割，8 割に及
ぶ生産設備の復旧・復興が進んでいて，その段階では
自家発電機を使って動かせる状態になっていた。正常
な通電状態になれば，生産設備の 9 割は稼働可能状態
であった。4 月 7 日の余震で再び停電となり，復旧・
復興に支障をきたすのではないかと危惧されたが，幸
い短期間で回復した。
また，取引先の操業に支障のないようにということ
で，4 月の下旬には生産体制を確立していたが，急に，

すれば，東北地域においても部品製造，組み立てなど
に係る調達にビジネスチャンスが広がるのではないか
と期待している。
大学にたいする期待として，工業系大学には気軽に
相談出来る窓口を整備して欲しいと考えている。何か

「D 社は稼働出来るものの一部取引先からの受注がな
い」という状況となった。海外との取引もあったこと
から，トータルすると生産量は半分までは落ちなかっ
た。5 月のゴールデンウィーク明けになると再び受注
するようになった。2011 年 7 月下旬現在ではほぼ震
災前と同じレベルまで生産設備が回復している。ただ
し，余震の影響もあって一部修復が完遂していないと
ころがあり，社内の別の場所で業務を行っている部署
もある。
震災発生当初は，宮城県，あるいは地元自治体も企
業支援まで手が回らなかったが，現在（2011 年 7 月末）
被害額の何割かについては補助を受けられることが内
定している。また，復旧・復興するまでの期間工場が
稼働出来ず，仕事がなく帰休している社員に対して国
からの雇用助成が受けられたのは大変助かった。ただ，
書類作成に時間と労力を取られるので，申請手続きを
簡略化するなどの改善があってもよいのではないかと
考えている。
D 社が納品を行っている業界の受注状況を見ると，
7 月から回復基調となっており，8 月には震災前と同
じレベルになっている。取引先の中には，9 月には増
産となり，10 月以降年末まで残業や休日出勤を行う
ことを予定している企業も生じている。D 社では，取
引先が震災で落ちた生産を回復するため，一時的では
あるものの受注を増やしていると推測している。ただ
し，今後の受注については不透明で，年末以降は調整
が入るとともに海外からの調達が増えるのではないか
と危惧している。
宮城県に立地しているセントラル自動車，トヨタ自

技術的な問題が生じたときに，新たな技術を紹介して
もらったり，相談に乗ってもらったりするための教員
紹介の窓口があると非常によい。また，大学から何人
かの教員に来てもらって，D 社の技術を利用してこの
ような応用展開ができるというような相談が気軽にで
き，共同研究に結びつくような活動が出来たらありが
たいという。

6.

結

論

優良企業 3 社の震災後の対応は，中には工場が流出
するなどの被害を受けた企業があるなど被害の程度に
差はあれ，各社とも操業にはいち早くとりかかること
ができた。それどころか，設備復旧も進めながら従業
員や地域の人々のために支援をした点で共通してい
る。これは，前稿で優良製造企業の共通点として触れ
たポイントでもある。インタビュー対象企業の経営者
達は立地している地域出身者であり，本人やその家族
を含めて近隣に住み，従業員とともに地域を何とかよ
くしたいという志を持って経営にあたっている。当然，
地域の震災による被害状況を理解しているからこそ，
ある企業では従業員を風呂に入れたり，通勤の足を確
保するためにマイクロバスや社用車を用意するという
行動に結びついた。他方，地域から確保した従業員を
大切に人材教育し，育て上げてきたことが従業員にも
伝わっている。震災で自宅の原状回復をしたい，ある
いは電気やガスの復旧，ガソリン調達などの心配があ
る中，地震翌日に全従業員が出勤したという企業への
忠誠心は，これまで各優良企業が人財を育ててきた証
でもある。
また，上述のように 4 月 7 日の余震により，各社と
も順調稼働をしようとしていた矢先に再び操業停止を
余儀なくされている。このときも地震自体による被害
23

2011 年 10 月 11 日記者会見，各社ホームページにて，
3 社及び新会社の株主総会の承認等を経て，2012
年 7 月頃統合新会社を発足することが内定した旨
発表があった。
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よりも，停電や燃料不足といった問題が操業を停止す

既存の取引関係の中に切り込んでいくことの難しさ

る大きな要因となった。本来ならば 1 週間程度で復旧

はインタビュー対象企業が最も理解していることであ

できたところを，停電によって稼働が延期になったと

り，各社ともマッチング支援事業や新規取引先開拓の

いう企業もあった。しかし，未曾有の震災にたいする
備えという意味では備えるにも備えようのない部分が
大きく，むしろ景気変動を見越して健全な財務状態を
維持し，工場の拡張・設備の充実を長期計画で慎重に
実施してきたことによって被害の程度を最小に留める
ことができたと言っても過言ではない。
また，今回の震災以降（復旧期間を含め）数ヶ月間
受注が止まってしまったにもかかわらず，企業が倒産
することがなかった。
つまり企業体力が十分にあった。
当然，しばらくの間の生産停止期間を乗り切るだけの
財務的な後ろ盾がなければ倒産を免れない。このこと
は長期計画に基づいた財務計画に通ずる点でもある。
また，取引企業と日頃の信頼関係の構築がなされてい

ための展示商談会等にも積極的に参加している。こう
して獲得した技術力やネットワークを活用し，受注を
待つのではなく，提案型の製品作りを可能としている。
日本の産業空洞化や海外シフトに対抗するには，これ
まで言われてきたように価格競争に巻き込まれ経営が
立ちゆかなくなる。一つの対応策は技術力と品質の高
さを前面に打ち出すことである。また 1 社単独で部品
を仕上げることにより納期調整ができ，スピード面で
の競争力を保ってきた企業もあるが，各社の技術力を
結集してより高度な製品生産が可能になれば，競合に
打ち勝つ差別化を図ることが出来る。こうした視点か
らも，われわれの一連の研究24 の目指す「企業生態学」

により，ゆるやかな横連携が中小製造企業の生き残り
に及ぼす好影響を示し，宮城県の産業界に提案してい
たことにより，再び受注出来たことも大きな要因であ
くことが求められていると信じる。
る。これまで顧客ニーズに素早く応え，きめ細かく対
応し，納期通りに納めてきたことから，取引先企業か
7.2 謝辞
らの信頼を得ることに成功していたためである。
本研究は平成 23 年度科学研究費補助金基盤（C）
「持
こうした技術力の高さは第 1 に企業内の人材による
続可能な地域産業構造のあり方の提示〜「企業生態学」
ものであるが，各社に共通する，職業訓練機関の利用，
の構築〜」（研究代表者 : 佐藤飛鳥 東北工業大学講
大学や公設試との共同開発による新技術の探求などを
師，課題番号 : 22530237）の助成を受けて行われた。
通し，自らの得意分野にとどまらない広い視野からの
研究分担者，（企業生態学構築のために特別に依頼し
技術アプローチが可能になっており，顧客の要望にた
た）共同研究者はそれぞれ以下のとおり（五十音順）。
いして積極的にチャレンジし，改善を加えていくとい
研究分担者 : 穴澤正宏，阿部敏哉，沢田康次（東北
う姿勢があってこそ実現されたものである。
工業大学 学長）
，渡部順一。共同研究者 : 佐々木浩
インタビューの結果，「復旧復興前の需要は戻って
はいる」と各社が回答したものの，11 月以降の需要
（宮城県 経済商工観光部 新産業振興課 産学連携
については不透明である。この後，震災前に予定して
推進班 主査），高橋保幸（宮城県 経済商工観光部
いた受注量が完成した後の需要の戻しへの対応で各企
産業人材対策課 企画班 主任主査）。
業の真の力が問われることになる。
前年度に引き続き，今年度も調査の依頼を引き受け
ていただいた 3 企業は，震災でストップしていた生産
受注が再び入って多忙な中，長時間にわたるインタ
7. 今 後 の 展 開
ビューをご快諾いただき，また各社に当方で作成した
調査メモを送付し，誤りがないか，また掲載不可情報
7.1 研究の方向性
が記載されていないかを確認していただいた。そのた
今回の震災は乗り切ったが，宮城県内の産業構造の
め各社で掲載情報が異なる。この場を借りて再びお礼
中で受発注関係が切れてしまい，今後同じように取引
を申し上げるとともに，宮城県産業界にとって有用な
できるのか，あるいはこれを機に海外に移転してしま
企業生態学モデルを作成し，今後研究成果を地域に還
う，海外企業にシフトしてしまう取引先が出てくるか
元することを約束したい。
という点については注意深く様子を見ていかなければ
ならない。とりわけ自動車産業の行く末については，
宮城県内の動向だけでなく，東北を日本の第 3 工場と
標榜するトヨタをはじめとする各社の動向が鍵であ
る。

24

佐藤ほか（2011）。
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小学生の英語の音韻認識能力と単語力及び
リーディング能力との関係
宮曽根

美

香＊

Phonological Awareness and its Relationship with Word Knowledge
and Reading Ability of Elementary School Children
Mika Miyasone
Abstract
This study investigates（1）how phonological awareness of elementary school children relates to their
word knowledge,（2）how the phonological awareness relates to their reading ability,（3）how the word
knowledge relates to their reading ability, and（4）what kind of English phonological awareness Japanese
elementary school children have. 114 elementary school children（Group 1 : 41 second graders at A English
Club, Group 2 : 62 fifth graders at A English Club, Group 3 : six fifth graders and five sixth graders at B
English School）participated in the study. They took three kinds of tests ; tests to measure their phonological
awareness, word knowledge and reading ability. The results show that the participants could segment words
into phoneme levels and know the differences of pronunciation. Their performance in detecting differences at
the end of the words was better than that at the beginning of the words. The study also shows that there is a
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t c o r re l a t i o n b e t w e e n w o rd k n o w l e d g e a n d re a d i n g a b i l i t y （ r = . 5 5 4 ,
p<.01）. Phonological awareness was also found to have a statistically significant correlation with word
knowledge（r=.347, p<.01）and reading ability（r=.257, p<.01）, but each correlation was not strong. Based
on the above, it seems essential to develop the phonological awareness of elementary school children in classes
in order for helping them to read English.

1.

は

じ

め

に

2011 年度から公立小学校の 5〜6 年生を対象とした
週 1 時間の「外国語活動（原則として英語）」が必修
化された。従来の「総合的な学習の時間」で実施され
ていた英語活動では，「小学校段階では音声と文字と
を切り離して，音声を中心とした指導を心がけること
が大切である」（文部科学省，2001）とし，文字は積
極的には指導されなかった。しかしながら，今年度か
ら必修化された外国語活動においては，文字指導に対
して以前と比べてやや積極的な姿勢が見える。すなわ
ち，文部科学省が文字導入の効果をある程度認めてい
るのである1）。文部科学省は子どもたちがアルファ
ベットの文字に慣れることをねらいとし，アルファ
2011 年 10 月 22 日受理
* 経営コミュニケーション学科教授

ベット文字に親しむ第 1 段階，大文字・小文字を識別
する第 2 段階，さらに文字の組み合わせに慣れる第 3
段階に分けて指導することを提案している。副教材と
して使用されている「英語ノート」では，Book 2 で
アルファベットの大文字・小文字が扱われているが，
第 3 段階の内容は扱わず，文部科学省は文字指導の前
の音声指導の重要性を従来と変わらず強調している。
学習の初期段階では外国語の音声や基本的表現に慣れ
親しむことは特に大切である。しかしながら，歌や会
話，ゲーム，イベントが中心の英語活動は，その後の
英 語 を 読 む 能 力 に つ な が っ て 来 な か っ た（ 小 菅，
1998，宮曽根，2001）。英語が読めないとその後の英
語学習でつまずいてしまう。逆に英語が読めるように
なると，新しい情報を得，自律的学習を進めることが
でき，英語を学習する動機づけにもなる。発達段階か
ら見ても，小学校の高学年の児童は習ったことを文字
で確認したいという欲求を強く持っており（板垣，
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2006），外国語学習においてもリテラシー能力を獲得

グ能力と関連がある（Adams, M.J., 1990）という指摘

することは重要なことであると言える。前述の文部科

もある。上記のことは，英語を外国語として学ぶ日本

学省が提案する段階的にアルファベットに慣れること

人の子どもにもあてはまるのであろうか4）。本研究の

に加えて，英語のリーディング（ここでは英単語，英
文両方のレベルで音読及び意味理解ができることとす
る）に必要なのは，音韻処理能力（書き言葉や話し言
葉を処理するのに音韻情報を使用できること）だと考
えられる。小学生のような初期段階の英語学習者の場
合は，まず「英語の音に対する気づき」が大切である
と 言 え る。 音 韻 処 理 に は 音 韻 認 識（phonological
awareness）と音韻符号化（decoding）が含まれ（Wagner
and Torgesen, 1987）
，英語の気づきは前者の音韻認識
にあたる。音韻認識とは話し言葉の音声構造を知って
いることで2），音節レベルの音韻認識と音素レベルの

目的は，日本人小学生の英語の音韻認識能力と単語力
及びリーディング能力の関連を検証することであり，
以下の仮説をたてた。英語の音韻認識能力は単語力と
関連があり，単語力はリーディング能力の前提となっ
ている。本研究では，音韻認識能力のうち，音節認識
の後に発達する音素認識能力により重点を置いて調査
を行った。それは，以下の 2 つの理由からである。第
1 の理由は，英語という言語が音素に対応するように
文字をあてている言語で，音素の理解が音声をより正
確に聞き分けたり，文字の組み合わせを正しく発音す
ることにつながるからである5）。第 2 の理由は，今回

音韻認識がある。音節は母音を中心とした音のかたま
りである。英語の音声に関する基本的単位で，英語を
聞く時に自然な音の区切りとして音節を用いる。音素
は，音節をさらに細かく分けた音の最小単位である。
ある言語集団において同じ音として感じる音を指して
おり，英語の音素とは，英語を母語として話す人々が
これは同じ音だと思う音である。同じ音と考える範囲
がそれぞれの言語集団で異なる場合があり，そこに外
国語学習のむずかしさがあると言える。音韻認識の中
でも，英語圏の子どもは最初に単語を音節で区切るこ
とができるようになり，その後その音節をさらに細か
く音素で区切っていく。具体的には，音節内の音を音
素に区切る前に onset（頭子音）と rime（ライム）と
いうかたまりに分節し3），そこから個々の音素に分け

の調査に参加した子どもたちが，ある程度の英語学習
歴を持ち，音声と文字についての理解を有していると
推測できるからである。本研究では同時に，参加小学

ていくのではないかという仮説が立てられている（Cisero & Royer, 1995）
。このように，音節レベルの音韻
認識の後に音素レベルの音韻認識が発達するというこ
とが報告されている。
初期学習者が英語を読めて意味が理解できるように
なる方法を探る過程で，宮曽根（2009）は，英語の初
期学習者が音節レベルでの音韻認識を持っていると高
い成功率で音韻符号化ができることを示唆した。さら
にその後の研究で，英文の意味理解には単語の正確な
音韻情報が大切だということも示唆した（宮曽根 ,
2010）。すなわち英単語を発音でき，聞きとれること
が英文の意味理解につながる可能性が示された。英語
圏における音韻認識能力とリーディング能力の関係に
ついての研究では，音韻認識能力がある子どもは単語
認識能力またはリーディング能力が伸びるという報告
がある（Wagner & Torgesen, 1987 他）。また，音韻認
識能力の中でもより高度な音素認識能力がリーディン

生の音韻認識能力についても調べ，具体的にどのよう
な音韻認識能力が単語力やリーディング能力に影響を
及ぼす可能性があるかも探ろうとした。

2.

方

法

参加者 : 宮城県の 1 つの英語スクールに通う小学生
及び幼稚園から継続して英語教育を受けている 1 つの
英語クラブの小学生，合計 114 名。
参加者のグループ : グループ 1. 英語クラブの 2 年
生 41 名，グループ 2. 英語クラブの 5 年生 62 名，グルー
プ 3. 英語スクールの 5 年生（6 名）＋ 6 年生（5 名）11
名。
材料 : 1. 音韻認識（音素認識）能力をはかるテスト
（1） Open Oddity Test（3 つの単語で最初の音が違
う語を選ぶ，以下 Open Test と呼ぶ）
例 sit, six, mix
（2） End Oddity Test（3 つの単語で最後の音が違う
語を選ぶ，以下 End Test と呼ぶ）6）。
例 pen, men, jam
単語力（スペリング，発音，意味）をはかるテ
スト
（1）「違うものはどれ ?」
（4 つの単語が音声で流れ，
同じ種類でない語を 1 つ選ぶ），
（2）
「文字に合う絵
は？」（チャイムが鳴ったら書かれている単語を黙読
し，一致する絵を 1 つ選ぶ）7）。
2.

小学生の英語の音韻認識能力と単語力及びリーディング能力との関係（宮曽根）

3. 英文のリーディング能力をはかるテスト
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（1）「文は絵と合っている ?」
（英文を見て絵の内容

歳から開始）と同じである。また，英語スクールの 5・
6 年生の子ども達の学習期間は 3〜5 年であるという。

と合っているかどうかを判断する）
，（2）
「どっちの

これらの結果は，年齢（発達）が音韻認識能力と関連し，

絵 ?」
（英文を見てその内容が 2 枚の絵のどちらについ
て述べられているかを判断する）8）。

単語力とリーディング能力にも関係している可能性を
示唆している。

分析 : グループと参加者全体の 3 種のテストについ
ての記述統計，問題間の平均値の差，問題とテスト合
計のグループ間の平均値の差，さらに，3 種のテスト
間の相関，Open Test 及び End Test と単語テスト，リー
ディングテストとの相関を調べた。

英語の音韻認識能力と単語力及びリーディング
能力との関係
テスト間の相関（表 2，表 3 参照）については，単
語テストとリーディングテストの間に比較的強い相関
が見られ（r=.554, p<.01）
，中でも音韻認識能力が最
も高いグループ 2 は相関が強かった（r=.426, p<.01）
。
この結果は仮説の一部を支持していると言える。音韻
認識テストと単語テスト（r=.347, p<.01），音韻認識
テストとリーディングテスト（r=.257, p<.01）の間に
は弱い相関が見られた。また，End Test と単語テスト
（r=.399, p<.01）及び End Test とリーディングテスト

3.

結 果 と 考 察

3.1 参加小学生の英語の音韻認識能力
音韻認識テストは，グループ 2（英語クラブの 5 年
生）の成績が Open Test, End Test ともに一番良かった
（表 1 参照）
。Open Test と End Test の全体の平均点に
つ い て Matched-T 検 定 を 行 っ た 結 果（113）
t
=4.375,

3.2

（r=.316, p<.01）との間に相関が見られ，この結果は
英単語の最後の音を認識する能力が単語力とリーディ

p<.001 と有意に違い，参加者が英単語の最後の音の違
いをより識別できていることもわかった。また分散分
析 の 結 果， 音 韻 認 識 テ ス ト（F（2,111）＝6.082, p<.003）
，
単語テスト（F（2,111）＝31.440, p<.001）
，リーディングテ
スト（F（2,111）＝21.592, p<.001）のグループ間に有意差が
見られ，多重比較検定ではいずれもグループ 2（英語ク
ラブの 5 年生）−グループ 1（英語クラブの 2 年生）が
有 意（ 音 韻 p<.002）
（ 単 語 p<.001）
（リーディング
p<.001）であった。グループ 2（英語クラブの 5 年生）
−
グループ 3（英語スクールの 5・6 年生）の間には有意差
が見られなかった。英語クラブの 2 年生と 5 年生につ
いては，ほとんどの子どもが英語クラブの新しいカリ
キュラムで英語を学習している。新しいカリキュラム
での学習期間は約 4 年（2 年生は 4 歳から，5 年生は 7
表1
テスト（項目数）

全体（N=114）

表2

Reading テスト得点合計
全体

G1

G2

G3

音韻認識テスト得点合計

.257

.178

.063

.267

単語テスト得点合計

.554

.310

.426

.393

表 3 テストの相関係数
単語テスト得点合計

音韻認識テスト得点合計

全体

G1

G2

G3

.347

.218

.269

.038

テストの記述統計

G1（N=41）

平均

標準偏差

平均

標準偏差

Open（6）

4.43

1.74

4.07

End（6）

5.11

1.37

4.37

単語 1（5）

3.51

1.46

単語 2（5）

3.92

Reading 1（5）
Reading 2（5）
合計（32）

テストの相関関係

G2（N=62）
平均

標準偏差

1.56

4.66

1.73

5.56

2.44

1.48

1.64

2.85

2.03

3.91

1.28

3.20

3.47

1.28

2.68

24.35

5.82

19.61

G3（N=11）
平均

標準偏差

1.84

4.45

1.81

.90

5.27

.79

4.00

1.10

4.72

.47

4.50

.97

4.63

.92

1.35

4.24

1.10

4.72

.65

1.42

3.85

.97

4.27

.79

5.68

26.82

3.99

28.10

3.42
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ング能力にある程度影響を及ぼすことを示唆してい
る。

4.

お

わ

り

に

本研究では日本人小学生の英語の音韻認識能力（特
に音素認識能力）と単語力及びリーディング能力との
関係を検証しようと試みた。調査の結果 2 つのことが
示されたと言える。
前章の 1 節（3.1）で見られた結果は，年齢（発達）
が音韻認識能力と関連し，単語力とリーディング能力
にも関係している可能性を示唆している。音素認識能
力はメタ言語的な力で，ある程度知的に発達しないと
単語を音素レベルで分節することがむずかしいと思わ
れる。そしてリーディング能力にもその影響が出る可
能性があると言える。さらに，前章の 2 節（3.2）で
記された結果は，日本人小学生の場合，英語の音韻認
識能力（特に音素認識能力）が単語力にある程度関係
し，単語力を土台としてリーディング能力がある可能
性を示唆している。すなわち，英語を母語とする子ど
も同様，日本人の小学生も英語独特の音韻認識能力を
持っている者の方が，英単語を理解する力，また英文
を理解する力があると言えよう。
これらの 2 つの発見は次のような教育的示唆を与え
てくれる。すなわち，英語が読めてより高いレベルの
コミュニケーション能力を獲得するためには，中学校
で本格的な文字教育に入る前に，音韻認識能力を育て
ることが重要である。それには，小学校の英語活動で
この音韻認識能力を伸ばす活動とその準備の活動が必
要ではないかという思いを改めて抱いた。
今後は単語テストで単語のみを扱っている点と，テ
ストの構成がやや高学年向きという点を改善して研究
を続けていきたい。

注
1） 文部科学省は『小学校外国語活動研修ガイドブッ
ク』（文部科学省，2009）において，文字導入の
利点を「文字が記憶の手だてとなり，記憶の保
持に役立つ」「音声による聴覚情報に，文字によ
る視覚情報が加わることで，内容理解が進み，
外国語に対する興味を促すことができる」「児童
の知的欲求に合致している」とその効果を認め
ている。
2） 音韻認識能力（phonological awareness）の主な定
義には，
「the ability to recognize that a spoken word

consists of a sequence of individual sounds （話し言
葉がそれぞれ独立した音から成り立っているとい
うことがわかる力）
」
（Ball & Blachman, 1991）や，
「the ability to reflect explicitly on the sound structure
of spoken words（話し言葉の音声的な構造を明確
に考えられる力）
」
（Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994）
がある。
3） onset（頭子音）と rime（ライム）は音節の内部
構造をあらわす用語であり，onset は単語の最初
の子音であり，rime は母音とそれに続く子音の
かたまりを指す。たとえば，CAN では最初の
C/k/ の音が onset で，AN /aen/ が rime にあたる。
rime は knee（onset は /n/，rime は /i :/）のよう
に母音だけの場合もある。
4） 日本人の児童を対象に行った先行研究（アレン
玉井光江，2005）では，音素認識能力が単語認
識とリーディングに影響を及ぼす可能性を示唆
している。
5） 関連してアレン玉井光江（2010）は，英語は音
声的には音節を基本単位としているが，文字に
表す時には音素に対応させていると指摘してい
る。そして，基本的には 1 つの音素に 1 つの文
字を対応させる英語の書き言葉を理解するため
には，日本人は英語の音を音素レベルで聞き分
ける力をつけることが必要となる，と述べてい
る。
6） 音素認識能力テストの Open Oddity Test と End
Oddity Test は，Kirtley, Bryant, Maclean, & Bradley（1989）とアレン玉井光江（2005）を参考に
して作成した。
7） 単語力をはかるテストは，児童英検の問題集を
参考にして作成した。
8） 英文のリーディング能力をはかるテストは，児
童英検の問題集を参考にして作成した。
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序文
劇作家 D.H. ロレンス （翻訳）
（2）
D.H. ロレンス，
『戯曲集』
編者 : ハンス─ウィルヘルム・シュワルツェ & ジョン・ワーゼン
（出版社 : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 出版年 : 1999 年）
（訳者） 高橋

克明＊・後藤

眞琴＊＊

Katsuaki Takahashi and Makoto Goto

戯曲『ホルロイド夫人やもめになる』の事情はロレ
ンスの他の戯曲の事情とは異なっていた。ガーネット
が，その戯曲は演劇上の慣習に合致しているという意
味で上演の見込みが十分にあるいわゆる「劇的」作品
であると思っていたのは，明らかだからである。ガー
ネットはその戯曲の（自筆）原稿を保有していて，
1913 年 2 月 25 日にロレンスの最初の詩集とその戯曲
の両方をアメリカの出版者，ミチェル・ケナリーに提
供した。ケナリーはロレンスの 2 番目の小説『侵入者』
を出版していて，自分の編集している雑誌『フォーラ
ム』に掲載したロレンスの短編「汚れたバラ」（訳注，
後に「春の陰」と改題）に気前よく報酬を払っていた。
ケナリーは「その戯曲の（自筆）原稿を読むのを楽し
みにしている」と言明して，その戯曲は自分の出版し
ている「現代戯曲シリーズ」に入れるのがふさわしい
のではないかと言った。ケナリーはまたダックワース
によって出版されるようにイギリス版のために印刷し
た刷り本を提供しようとも言った（『書簡集』i. 542,
注 2）。
「原稿（manuscript）」という言葉は，
「自筆原稿（autograph manuscript）」 あ る い は「 タ イ プ 原 稿（typescript）
」のことを言うために，この時期の印刷業者や
出版業者によって─ロレンスによっても─まだ使用さ
れていた38）。それで，この戯曲の出版の来歴を復元す
るとき，どういう状態の原稿のことが手紙で言われて
2011 年 10 月 25 日受理
* 共通教育センター人間科学部教授
** 東北大学名誉教授

いるのかを正確に決定するのは難しい。この戯曲の自
筆原稿もタイプ原稿も校正刷りも残存していないの
で，その問題は解決しにくい。
1913 年の 3 月か 4 月に，ケナリーにはその戯曲の
修正されていない版が送られたが，それは自筆原稿よ
りはむしろおそらく，ガーネットがその戯曲を出版す
るために提供しようと決めたあとで作ったタイプ原稿
であったろう39）。4 月に，ガーネットはその最初の詩
集とその戯曲両方を出版しようというケナリーの申し
出を，ロレンスに代わって受け入れたと，ロレンスに
話した（『書簡集』i. 542）。ロレンスはその取り決め
にとても喜んで，4 月 21 日にガーネットに，「ご承知
のように，あなたがそういったものをいいと思われる
なら，わたしが知らなくてもわたしに代わって受け入
れてくれて結構です。とにかくわたしはケナリーの申
し出がとても嬉しく，ありがたく受け入れます」と，
話した。（『書簡集』i. 542）。
『ホルロイド夫人やもめ
になる』は，ケナリーの「現代戯曲シリーズ」のイギ
リス人作家の唯一の戯曲となることになった。そのシ
リーズにはアメリカの作家だけでなく，ヘンリック ･
イプセン，レオニード・アンドレーエフ，アルトゥー
ル・シュニッツラーが含まれていた。
イングランドで 7 月と 8 月の間に，ロレンスは自分
の戯曲を─ほとんど間違いなく自筆原稿を─ガーネッ
トから取り戻して，ドイツへ持ち帰った。イルシェン
ハウゼンで，1913 年 8 月半ばに，ケナリーの出版計
画がどのくらい進んでいるのか知らずに，ロレンスは
その戯曲の修正を始めた。ロレンスは「その戯曲をフ
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リーダに読んでやっていて非常に忙がし」かったと報

だ見たがっていた（『書簡集』ii. 65, 78）─それによっ

告したりする一方，
それが「とてもすばらしい戯曲だ」

て出版が遅れるようなことにならなければだが。ただ

とは分かっていたが，「その戯曲にはたくさん 変更し

ロレンスは，
「別の題名を考え出さなければならない
でしょうか？『ホルロイド夫人やもめになる』という
題名はその特徴を表しているのですが，しかしあまり
よいようには思われません」と，その題名にまだ悩ん
でいた。ガーネットはその題名に感心していなかった
ので，それでロレンスは自分の修正した原稿に「あと
ガス（坑内の爆発 ･ 火災後に発生する有毒ガス）
」と
それとなく書いて置いた。
「それは，考えとしては，
とてもいいものでしょうが，しかしわたしはその言葉
（＝「あとガス」）が好きではありません。ドイツ語の
「Schlagender Wetter（坑内爆発ガス）
」だったらいい
41）
のですが」
（
『書簡集』ii. 72） しかしながら，ロレン

なければならないところがあります。わたしはとって
もよいものにしました（イタリックはロレンス）」と
確信していた。同じ手紙でロレンスはガーネットに，
「わたしが見る前に（自筆）原稿を印刷業者に決して
送ってはいけません─ここの印刷業者にもアメリカの
印刷業者にも」，と話した─ロレンスは自分が修正し
たものを書き入れようと決めていたからである（『書
簡集』ii. 58）
。2 ヵ月後に，「わたしはその戯曲にはど
んなに変更が─改良が必要なのか分かりました。特に
わたしは最後の幕が嫌いでした。そこでその男女は女
の夫の死体を挟んでかなり中身のないつまらない言い
争いをしていました。それから夫が酔っ払って寝てい
るところで二人がセックスするのはみだらなように思
われました」
（
『書簡集』ii. 71）と，ロレンスは自分が
修正したものについて詳細に説明した。ロレンスはま
た「それ（＝修正した原稿）には 1 つのせりふがあり
ます…その戯曲のかなめとなるものです，だからわた
しはそれを入れます （イタリックはロレンス）」40）と，
気付いてもいた。8 月には，ロレンスは「変更するた
めに…タイプコピーが」届くのを待っている（『書簡集』
ii. 58），つまり，
（自筆）原稿で自分が修正したものを
タイプコピーに書き写して，印刷工が古い，修正して
ない原稿を活字に組むのを防ぐために待っていると，
述べた。
修正するのにおそらくロレンスは 2 週間ほどかかっ
たであろう。ロレンスが 8 月 24 日に修正した原稿を
ケナリーに─
「ほとんど変更して，とてもよくなりま
した」
（
『書簡集』ii. 65）─と送った時，ロレンスは（自
筆）原稿あるいは請求していたタイプ原稿を，修正し
たものをそこに書き入れて，送ったに違いない。しか
しながら，タイプ原稿の到着はたぶん間に合わなかっ
たであろう（ロレンスがタイプ原稿を請求し，修正し
た原稿を速達で送るまでに 11 日しか経っていなかっ
た），それで彼はたくさん修正した（自筆）原稿を送
らなければならなかったであろう。ロレンスはケナ
リーに「私が修正し，ダックワース氏があなたに転送
した（自筆）原稿は，かなりごたごた書いてあるよう
にみえますが，しかし印刷工が判読するのはとても簡
単だと思います─印刷工はそのコピーから直すことが
できます。結局，変更箇所はそんなに多くはありませ
ん」（
『書簡集』ii. 71）と，手紙を書いた。この段階で
はロレンスは自分が修正した原稿による校正刷りをま

スはもっといい題名を考え出せなかった。
ケナリーが修正してない原稿からその戯曲の活字を
すでに組ませていることを，ロレンスは 9 月初めに
知ってショックだった。ロレンスは「その戯曲を修正
して，こんなに遅く介入したりして迷惑をかけた」こ
とを，その時分かった。ほとんどあとから思いついた
かのように，ロレンスはケナリーに書いた手紙で，
「あ
なたには遅すぎても，あなたの校正係が訂正すること
ができるかもしれません」（
『書簡集』ii. 72）と，付け
加えた。9 月 19 日にケナリーはロレンスに知らせ（ロ
レンスはその手紙を 10 月 5 日に受け取った），9 月 22
日にガーネットに，それが本当にその手順となります，
つまり，「今わたしは彼（＝ロレンス）」が望む変更と
訂正を全てしていて，まもなく彼（＝ロレンス）に修
正した校正刷りを送ります」
（『書簡集』ii. 80 ;『書簡
集』ii. 72 注 1）と，手紙で知らせた。ケナリーは，校
正係がそれを基に作業できるように，ロレンスがケナ
リーに送ったひどく修正してある（自筆）原稿から訂
正書き込みのないきれいなタイプ原稿を作らせておい
た。そのタイプ原稿を作り，「現代戯曲シリーズ」の
伝記と批評の序文を書いたのは，おそらくそのシリー
ズの編集者エドウィン・A・ビャークマンであったろ
う42）。
しかしながら，ロレンスが 10 月 4 日にフィアスケ
リノで受け取った「校正刷り」（
『書簡集』ii. 79）が，
ケナリーが 9 月 22 日の手紙で述べている「修正した」
校正刷りであったとはとても考えられない。それで，
ロレンスは受け取った校正刷りをどうすべきか困惑し
た。ロレンスは，しばらくして，彼が修正した原稿の
訂正書き込みのないきれいなタイプ原稿（おそらく，
それに基づいて校正刷りの校正がされるようにケナ
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リーが作ったタイプ原稿のカーボンコピー）を受け

それは修正していない原稿がすでに活字に組まれたあ

取ってさらに困惑した。つまり，11 月 19 日に，ロレ

とで，ひどく修正した原稿を送ってきた著者にであっ

ンスは訂正書き込みのないきれいなタイプ原稿を「少

た。

し前に」受け取り，
「あなたがわたしにそれを読み直
して欲しいのかどうか分からないのでそのままにして
あります」と，ケナリーに話しているのである。ロレ
ンスは結局それを修正して，ケナリーに返したようで
あるが，しかしながら，ロレンスは「この訂正した
MS（原稿）［タイプ原稿］が［ニュー・ヨーク］に到
着しないうちに，
この戯曲の校正刷りが［印刷業者に］
渡っても，全然問題ありません。どんな変更があって
も，重要なものではありません。しかし，その変更し
たものは表面をよくするのに役立ちます。見やすいタ
イプコピーを─校正刷りを読み直すように，簡単に読
み直すことができたら一層いい感じがします」と，自
分が新たに変更したものは「重要なものでない」と述
べている。ロレンスはまた，「この戯曲は今，そのま
まで，私にはかなり申し分のないように思われます。
不信の戯曲─考え方がちょっと冷笑的であるのが残念
です。冷笑的になる権利などだれにもありません」と，
論評もしている43）。ある段階でロレンスは自分が修正
したものを含むひとまとまりの校正刷りをもまた受け
取ったに違いないが，しかしおそらく遅すぎてそれに
対して有益なことは何もできなかったであろう。ロレ
ンスは 1913 年 11 月 25 日に出版者との契約書に署名
した。
「イタリアの，海辺の，小さな別荘で，ミチェル・
ケナリーがわたしに送ってくれた校正刷りによって，
わたしはあの戯曲，『ホルロイド夫人やもめになる』
をほぼ完全に書き直した。その時私に我慢してくれた
ケナリーは立派だった」と，ロレンスは 10 年以上あ
とに思い出した44）。しかしながら，ロレンスは思い違
いをしていた。ロレンスが 10 月 4 日に届いた最初の，
修正してない「校正刷り」のことを思い出しているな
ら，ロレンスがその校正刷りによって自分の修正した
原稿を復元しようと少しの間しかしなかったのは，明
白である。つまり，
彼は「その校正刷りに取り組んだ」
が，しかし「あきらめて MS（原稿）の届くのを待った」
と，あとで述べているのである（『書簡集』ii. 80）。ロ
レンスがかなりあとに届いた，修正した校正刷りかあ
るいは訂正書き込みのないきれいなタイプ原稿のこと
を言っているのであれば，彼はそれにほとんど何もし
なかったようだ。つまり，彼がこのあとの段階でその
原稿にした変更は「重要なものでない」と，言ってい
るからである。ケナリーが十分立派に我慢したのは，

この段階では，1914 年 1 月初めがアメリカで出版
される日だと思われていた。1913 年 11 月から著者に
よって修正された最終的なものが本文に組み込まれた
かどうかは確認できない。しかしアメリカ版は実際に
は 4 月まで出版されなかったので，その修正されたも
のが付け加えられる時間はあったように思われる。し
かしながら，ロレンスが自筆原稿とタイプ原稿とひと
まとまりのどちらかの校正刷りに 8 月か 10 月か 11 月
にした修正を区別する方法はない。全ての証拠はなく
なっているからである。つまり，残存している唯一の
原稿はケナリーの初版だけである。
1914 年 2 月には，ロレンスはその戯曲が出版されて，
最初の数部が届くのを待ち焦がれていた。彼はその戯
曲の出版が『読書人』に（写真入で）自分に関する論
説が発表され，『イングリッシュ・レヴュー』に詩と
短編が発表されるのと一致するのを望んでいた。そう
いうふうにしたら，ロレンスの「生まれたばかりで，
巧みな扱い」が必要だとロレンス自身が思っていた「評
判」は高まるかもしれない（『書簡集』ii. 135）と，ロ
レンスは考えていた。
「それは，そのままで，かなり
すばらしい戯曲だと思いませんか？…あなたがあんな
に犠牲を払ってその戯曲を活字に組んでくれたことに
わたしはとても感謝しています。その戯曲が最初のひ
どい形のままで出版されたら，自分はその戯曲にそれ
ほど真剣ではなかったのだと思ったでしょう。今わた
しはかなりそう確信しているのです」と，ロレンスは
自分のためにケナリーが原稿を訂正してくれたことに
もう一度感謝した（『書簡集』ii. 144-5）。ロレンスは
1914 年 3 月初めにその戯曲の最初に出版された本を
受け取った（『書簡集』ii. 152）。ミチェル・ケナリー
は『ホルロイド夫人やもめになる』を，おそらく 1 部
1 ドル 50 セントで，500 部 1914 年 4 月 1 日に出版し
た45）。ダックワースはまもなく，ケナリーから提供さ
れた刷り本から，イギリス版 500 部（1 部 3 シリング
6 ペンス）を 4 月 17 日に出版した。
ロレンスはビャークマンの「序文」について，「彼
が序文でわたしについて述べている美しい賞賛を全
て，わたしはもちろん心の中に受け入れます。それは
非常に適切であるように思われます。わたしは［ビャー
クマンが言っている］フロイトを読んだことは本当に
ありませんでしたが，しかしドイツにいた時からフロ
イトについて聞いています」と，初めは述べていた（『書
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簡集』ii. 80）
。しかしながら，そこにはロレンスが社
交上如才なく「強い風味」と呼んだものが含まれてい
た（
『書簡集』ii. 144）
。それから 1914 年 5 月にはロ
レンスはその序文を「汚らわしいつまらない論評」と
品のない言葉で（しかも不公平に）退けることになる
（
『書簡集』ii. 174）
。
『ホルロイド夫人やもめになる』はロレンスの最初
の上演された戯曲となり，演出家たちがその後定期的
に上演計画を立てることになる戯曲になった。しかし
ながら，革命的な 1914 年版の『虹』という小説の著
者にとって，スタイルと内容が小説『息子と恋人』に
近く，さらにもっと早く書かれた短編「菊の香り」に
も近い，この戯曲を出版することは，それは出版して
いいのかどうかは複雑な問題であった。ロレンスは出
版されたこの戯曲をエドワード・マーシュ，ヘンリー・
サヴェッジ，アーサー・マクラウド，ジョン・ミドル
トン・マリーに送った─しかしロレンスは 1913 年 8
月にジョン・ミドルトン・マリーには「わたしは一編
の戯曲を出版するつもりだ。それはいいものだ。あな
たはその面倒を見て，その戯曲についてすばらしいこ
とを人々に言ってくれないといけないよ」と，話して
いたけれども，ロレンスは今「この戯曲は─まあ，悪
くない。わたしはそれをそれほど重視してはいない。
あなたに一部送る…とにかく，3 シリング 6 ペンスあ
なたのお金を払う価値はないよ」と，述べた46）。
アメリカとイギリスで出版された書評は一般に非常
に好意的であったが，それにもかかわらず，ロレンス
は「あなたがおっしゃるように，戯曲は売れないと思
います。書評はとてもよかったです」と，ガーネット
の疑念に共鳴していた（『書簡集』ii. 174）。『ニュー・
ヨーク ･ タイムズ・ブック・レヴュー』はロレンスを
─
「アメリカの読者にはほとんど知られていない」─
「リアリズムのとても恐るべき作品の著者として演劇
ファンのロンドンの前に突然現れた」若い作家と，見
なした。その戯曲は「単なる写真のようなリアリズム
の作品であるが，しかしレンズがすばらしいのでその
戯曲はよいものになっていて」，「読んで恐ろしく，ど
うしたらこの戯曲が上演されるか，その方法はほとん
ど想像もつかないように思われる，そのあさましさに
はとても耐えられず，その迫真性にはなんともやりき
れない気持ち」だった，と『ニュー・ヨーク ･ タイム
ズ・ブック・レヴュー』は論じた47）。ロンドンでもま
た，
『ザ・タイムズ』がその戯曲の「洗練されたみご
とな技巧の特性」をほめたたえ，「その戯曲は文体が
非常に「簡潔」で，少しの無駄もない。言葉はとても

平明で…ダイアローグにはたくさんの意味と暗示が詰
め込まれていて…形式については…見事に構成され，
申し分ない形を成している」，と評した。ロレンスは「実
際にはハーディ氏が始めた仕事─
「単純な」性質の中
にある，陰影と複雑な様相と深刻な状況を明らかにす
ることを，推進する作家の一人と見なされる」とも，
『ザ・タイムズ』は評した48）。『ネイション』
（ロンドン）
はその戯曲を現代の他の劇作家たちの作品と好意的に
比較し，他の戯曲の「単調さと情味の乏しさ」及び「劇
の組み立てと因習的な態度」は，ロレンスの「生活を
気高いものにする根本的な力」と著しい対照をなして
いて，他の劇作家たちの「知的に巧妙な戯曲」にはロ
レンスの戯曲に明白に表現されている「生活の現実」
が省略されている，と評した。『ネイション』の書評
家は続けて，
「わたしは現代の演劇で『ホルロイド夫
人やもめになる』のような戯曲に完全に匹敵できる戯
曲を全然知らない，それで「演劇協会」がこの戯曲の
上演を試みるのを見たい」と，述べた49）。
そのような上演の計画はすでに提案されていた。
1913 年の冬に，小説家で劇作家のアーノルド・ベネッ
ト─ベネットは『息子と恋人』に深い感銘を受けてい
て，
『ホルロイド夫人やもめになる』についてガーネッ
トからたぶん前もって聞いていただろう─は信望のあ
る「演劇協会」（1899 年創設）にロレンスの戯曲が手
に入るなら，それを上演するように勧めた。
「演劇協会」
は 1913 年 12 月にロレンスに手紙を書いたが，ロレン
スは─
「演劇協会の人たちが読むことができないよう
な状態に」あるのではないかと懸念している，自分が
所有している戯曲の原稿（古い修正した最初の（自筆）
原稿か，あるいは 1913 年 10 月から一部修正した校正
刷り）の読みにくさについて心配したあと─ケナリー
が 1914 年 1 月に出版すると約束しているアメリカ版
が出版されるのを待ってくれるように「演劇協会」に
頼まざるを得ないと思った（『書簡集』ii. 127, 136）。
しかしながら，ロレンスは結局「演劇協会」にひとま
とまりの校正刷りを送った（『書簡集』ii. 152）が，そ
れはケナリーが─ 1913 年 9 月に─最初送るつもり
だった修正した校正刷りをついに速達で送ったのかも
しれないか（『書簡集』ii. 72. 注 1），あるいはロレン
スが「演劇協会」に自分の古いひとまとまりの一部修
正した校正刷りを送ったのかもしれない。
ロレンスの新しい友人エドワード・マーシュも─
マーシュは，ビアボウム・ツリー50），ツリーのステー
ジマネージャーのバジル・ディーン，グランヴィルバーカーを含む多くの人たちを演劇界に知っていた─
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その戯曲の本を見せてもらいたいと頼んでいた。マー

タイムズ』のグレイス ･ キングズリーは，「その戯曲

シュは「その戯曲を舞台にのせる」ことのできる，あ

の最大の特質は，並はずれた激情に駆られんばかりに

る「友人」にそれを渡すつもりだった（『書簡集』ii.

なって打ち震えているが，しかしそれを殺（そ）ぐ情

152）。それでロレンスは受け取ったケナリー版の最初
の一部を，
3 月初めに転送した。それから，ロレンスは，
自分自身 1914 年 6 月と 7 月にロンドンに戻って（ロ
レンスとフリーダは 7 月 13 日に結婚する），二人の俳
優兼劇場支配人である，ヴォウダヴィル劇場（Vaudeville Theatre）のハロルド・V.・ニールソンとキング
ズウェイ劇場（Kingsway Theatre）のリーナ・アシュ
ウェルと接触しようとしていた（『書簡集』ii. 17, 187
及び注 3, 201 及び注 1）。あとで，リーナ・アシュウェ
ルは，
「彼（＝ロレンス）はわたしに彼の非常に悲劇
的な戯曲に出演して欲しがっていました…それはひど

況によって抑えられている，2 人の人間の魂を表して
いることである」と，評した。しかし観客は─「痛切
で，魅惑的で，生々しい」─その戯曲の「驚くべき」
リアリズムに衝撃を受け，
「反発を感じるほど気味悪
く」─「そのわびしい人間の惨めさは舞台ではどうにも
ならないほど惨めだった」ので─その戯曲はクリスマ
スの季節にはどうみてもふさわしくないものである，
と感じられ，その戯曲はゴールズワージーの戯曲─多
分有名で評判のよい炭坑を扱った戯曲，
『闘争（Strife）』
─と比べると見劣りがして，
『闘争』は「痛ましく，
むさ苦しいリアリズムを…ある大きな広い意味で」解
明していると考えられた54），とキングズリーは論評し
た。

く悲劇的で，わたしが出演したら，わたしはその役を
このうえもなく気の強い観客にも耐えられないものに
するだろと思いました」，と思い出している51）。 しか
しながら，こういった上演計画はこれ以上何も進展が
なかった。
「演劇協会」
は「長い間熟慮したあとで」，
「死
体の埋葬準備をしたり，20 分間しくしく泣いたり，
泣き叫んだり，死体を洗ったりするので，夕べの娯楽
を満足いくように締めくくることはできないだろう」
という理由で，その戯曲の上演を断った52）。1915 年 8
月に，エズメ・パーシは，マンチェスターのゲイアティ
劇場（Gaiety Theatre）の俳優であったが，ロンドン
以外のレパートリー劇場でその戯曲を上演してはどう
かと勧めた（
『書簡集』ii. 17, 382, 384 及び注 4）。こ
の計画もまた実を結ばなかったが，しかしパーシはこ
の戯曲の上演に誠意ある態度をとった。1926 年にパー
シは「演劇協会」で，イングランドでこの戯曲のプロ
による最初の上演を演出することになる。
しかし，上演はイギリスではうまくいかなかったの
に，アメリカではうまくいった。ロレンスの戯曲の最
初の上演は 1916 年 12 月 26 日から 31 日までロサン
ゼルスのリットル劇場（Little Theater）で行われた。
アリーン・バーンズドールは『ホルロイド夫人やもめ
になる』を自分のプレイアーズ・プロデューシング劇
団（Players Producing Company）でプロの演出で上演
した53）。しかし，ロレンスの残存している手紙にはそ
の上演に言及したものはない。ケナリーが（ロレンス
はこの時までにケナリーと経理に関して長期にわたる
争いをしていた）仲介役をしたのかどうかも分からな
い。また，ロレンスがその上演について知っていたの
かも確認できない。しかしながら，その劇評はとても
よく，上演の観客は満員であった。『ロサンゼルス ･

1918-20.『一触即発』の創作と出版，『ホルロイド
夫人やもめになる』の上演
1913 年初期に『嫁』を書き終え，その年遅く『ホ
ルロイド夫人やもめになる』を修正したあと，ロレン
スは 5 年間戯曲を書かなかった。ロレンスは第一次世
界大戦の間再びイングランドに住んで，出版できない
ために貧窮に陥った。『虹』は 1915 年に出版を禁止さ
れ，
『恋する女たち』（最初 1916 年に書き終えられた）
を出版しようとする出版者は 4 年間いなかった。戦争
の最後の年の間財政的に困窮しているロレンスを援助
するため，妹のエイダ・クラークは，1918 年 5 月に，
リプレイの自分の家から数マイル離れた，ミドルトンバイ-ワークスワースに，ロレンスとフリーダのため
に田舎家を借りてやった。ロレンス夫妻は 1919 年 4
月まで，ほぼ 1 年間そこを生活の拠点とした。その結
果，ロレンスは自分が育ったその地方を長年見てきた
よりももっとよく見ることになった。ロレンスは生ま
れ故郷を一度ならず訪れ，サリー・ホプキンとウィ
リー・ホプキン，その娘のイーニドのような昔のイー
ストウッド時代の友人たちに会った。ホプキン夫妻も
1918 年 5 月にミドルトンにやって来て，6 月には週末
の間滞在したりした。一方ロレンスはウィリー・ホプ
キンに 9 月遅くか 10 月初めに再び会った55）。
ロレンスは，1918 年の最後の 6 ヶ月間，炭鉱業の
緊迫した状態（急騰する食料価格によって悪化してい
た）を特に意識するようになった。紛争，ストライキ，
作業中止はありふれたものになりつつあって，11 月
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の戦争の終結と共にますます頻繁に起こるようになっ

ス）。お送りしましたら，おそらく，その戯曲について

た56）。イーストウッドのムアグリーン炭鉱の（採炭量

［チャールズ］ウィブリーに聞いてくださることができ

によって賃金を支払う炭鉱の）坑夫代表計量監査人で

るでしょう。わたしは匿名のままでいます─わたしの名

あるジョウゼフ・バーキンはノッティンガム炭坑夫協
会で重要な役割を果たしていて（のちに副会長），そ
の地方の炭鉱会社であるバーバー ･ ウォーカー社と交
渉するイーストウッド炭坑夫たちの指導者であっ
た 57）。ロレンスはおそらくホプキンからバーキン及び
イーストウッドの炭鉱についていろいろたくさん聞い
ていたであろう。ホプキンはバーキンを知っていたに
ちがいないし，
ホプキン自身不屈の社会主義者であり，
その地方の新聞の時事問題解説者で，演説家であった。
ロレンスは何年も政治や政治家たちから離れていたあ
と，
政治と政治家たちに大いに関心を示し始めていた。
1917 年秋には，戦争を終わらせるために北部イング
ランドの労働者の争議行為の運動について議論して58），
ロレンスはその時（1918 年 9 月に），「こうしていて
も何にもならない，事が起こるのを待ってはいられな
い」
（『書簡集』iii. 284.）と，独立労働党（ILP）の何
人かの主要な人たち，ロバート・スマイリー，フィリッ
プ・スノウドン，マーガレット ･ ボンドフィールドの
ような人々と知り合いになりたいと言明した。
1918 年 10 月の間に平和への展望が開かれてくるに
つれて，ロレンスは「世界はその方へちょっと一押し
さえすれば，
まだよい方へ向かうかもしれない」と思っ
ていた（『書簡集』iii. 293）。ロレンスはバークシャー
のハーミテッジを訪ねている間に，7 番目の戯曲『一
触即発』を多分書き始めたのであろう。ロレンスとフ
リーダは 22 日にハーミテッジに着いた。28 日までに
（『書簡集』iii. 293），その戯曲は完成された。ロレン
スは「わたしは自分のできる最後のことを信じる」
（『書
簡集』iii. 293）と─その戯曲によってまさにそのよう
な「ちょっとした一押し」をもたらしたいと思った。
10 年前の，ジョン・ゴールズワージーの有名で評判
のいい戯曲『闘争』のように（ロレンスはその戯曲の
上演を 1909 年に見たいと思ったが，見損ない，
『一触
即発』の序文で『闘争』に言及する），『一触即発』は
産業時代の人間の争いの問題を明確にしようとする59）。
ロレンスは直ちに友人のシンシア ･ アスキス夫人に次
のような手紙を書いた。アスキス夫人は劇作家の J.M.
バリーの私設秘書をしていて，文学界と演劇界に多く
の友達がいた。
わたしは一編の戯曲を書きました─とてもいいもので
す─上演できるかもしれません （イタリックはロレン

は人々には鼻先に突きつけられたトウガラシのようなも
のです。─もちろん私たちはわくわくしています─わく
わくするにちがいありません。わたしは自分が，秘書の
いる，第 2 のジャズ卿［ジェイムズ・バリー］になるの
を想像したりします。─しかし，正直なところ，ちがい
ます，わたしは公然と本当のことを言うのが恥ずかしい
のですが，わたしは深く感じる，真摯な自分自身のうち
から一編の戯曲を書きました，いわば，この世界でわた
しの最後の希望の閃光を放って，バラムのロバのように
60）
叫んだのです。
（『書簡集』iii. 293）

戯曲『一触即発』はウィリー・ホートン─ウィリー ･
ホプキンを再現したもの─がある日曜日の朝，炭坑村
の市場で抗夫たちの一団に演説しているところから始
まる。ホプキンはイーストウッドの市場で日曜日の朝
の独立労働党の集会で定期的に演説していて，ロレン
スはかつてホプキンに「わたしが社会主義者の集会で
演説するのをやめなければ，彼はいつか「わたしを立
ち去らせるだろう」と言ったことがあった61）。

その
戯曲にはジョウゼフ・バーキン（坑夫たちの指導者ジョ
ブ・アーサー・フリーアとして）を再現したものやバー
バー ･ ウォーカー社の重役たちである，バーバー家の
家族を再現したものもまた含まれている62）。ロレンス
は産業時代のより大きな問題に焦点を当てるために
イーストウッドの炭鉱地方やその地方の社会的 ･ 政
治的対立について自分が知っていることをこのように
利用していた。その戯曲は「わたしの純潔な「女性賢
人」の一人である」が，しかし「意地悪ではなく善良
すぎて，おそらく凶運の神秘的な印し（sigil : 占星術
･ 魔術で秘術的な力があるとされている記号 ･ 言葉な
ど）であろう」と，ロレンスはアメリカ人の旧友で詩
人のエイミー・ロウエルに自慢した（『書簡集』iii.
296）。
しかしながら，シンシア ･ アスキスはロレンスにま
だその（自筆）原稿を自分に送らないように話したよ
うである。シンシア ･ アスキスはおそらく演劇関係の
友達の間で意向を打診したかったのであろう。それで，
ロレンスはその戯曲をキャサリン・マンスフィールド
に送った。すると，マンスフィールドはオットリーヌ・
モレル夫人に次のような手紙を書いた，「ロレンスは
今日わたしに彼の新しい戯曲─とても長くて─書いた
ばかりの─を送ってきました。わたしはそれを読まな

D.H. ロレンス，
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ければなりません。中をチラッと見ましたら，それは

ください─しかし上演に適しているとあなたが思った

坑夫たちで─ロレンスがイングランド中部地方で自分

時にだけです。劇場支配人たちは今は見たがらないの

の気骨で黒いと感じた熱狂的な坑夫たちで，黒い よう

ではないかと思います。しかしながら，あとになれば，
見ることもあり得ます」
（『書簡集』iii. 305）
，と送った。
シンシア・アスキスは「新しい劇の上演にかなり関係」
（『書簡集』iii. 315）していると，ロレンスは思ってい
た。しかしながら，ほぼ 3 ヵ月後にシンシア・アスキ
スはその（自筆）原稿を送り返した。結局，シンシア・
スフィールドが手紙でその戯曲についてロレンスに何
アスキスは役に立つことはできなかった。ロレンスは
と言ったかは知られていない。11 月初めにマンス
フィールドはその（自筆）原稿をロレンスの友人で， 「その戯曲のことは全然気にしないで，機が熟してい
ないのです。わたしは気にしていません」
（『書簡集』
作家のキャサリン・カーズウェルに回した。ロレンス
iii. 333）と言って，シンシア・アスキスを安心させた。
はキャサリン・カーズウェルに自分はその戯曲に「か
それで，1919 年 3 月半ばに，ロレンスはその（自筆）
なりわくわく」している，と話した。しかし，「あな
原稿を「いつか役に立つかもしれない」
（『書簡集』iii.
たがかつて演劇に関わっていたのをわたしは覚えてい
338）と，ピンカーに返した。おそらくこの段階で，
ます」64）と，ロレンスが特にキャサリン・カーズウェ
ピンカーはその（自筆）原稿を，一部だけタイプさせ
ルに望んだのは以前の演劇批評家としての意見であっ
たのだろう（『書簡集』iii. 396 n. 3）
。ピンカーが去年
た。キャサリン・カーズウェルがその原稿を返したあ
の冬にタイプさせたのであれば，ロレンスはその（自
と─キャサリン・カーズウェルはその戯曲をあまり好
きではなかった（
『書簡集』iii. 469）─ 11 月 23 日にロ
筆）原稿を 3 月にピンカーに送る必要があるとはおそ
レンスはかなり申し訳なく思いながら，その原稿を
らく思わなかっただろう。しかしながら，ピンカーが
1914 年 6 月以来彼の著作権代理人である J.B. ピンカー
一部しかコピーを作らなかったという事実は重要であ
に「売れるものを書かなければならないのは分かって
る。その事実によって，ピンカーは北アメリカ市場で
います─だが，これはかなりすばらしい戯曲で，わた
はその戯曲の上演の見込みはないと思って，イングラ
しはこれを書きたかったのです。これをどうしたらい
ンドの劇場経営者や出版者たちの間にだけその戯曲を
いのかあとで分かります。いつかこれは上演されます」 送るつもりであったことが明らかになるからである。
（
『書簡集』iii. 299-300）と，送った。ある段階でロレ
ピンカーの決定にはこの時期のロレンスの作品に対す
です─かわいそうな人！彼が「採掘場（the Pit，地獄
の底の意もあり）」から永久に上って来られたら本当
にいいと思います─でも，ロレンスはそうはしないで
しょう─」（イタリックはマンスフィールド）63） マン

ンスが登場人物たちの役を男性と女性とに振り分けた
（しきたり通りであるが，ロレンスの戯曲の自筆原稿
では唯一のものである）リストを表紙ページの裏面に
補充していたという事実には，
『一触即発』が出版され，
上演されるのをロレンスがどんなに望んでいたかが示
されている。
しかしながら，2 週間たたないうちに，シンシア・
アスキスからその戯曲をパトリック・キャンベル夫人
─当時最もよく知られた女優の一人65） ─の手に渡す
ことができるかもしれないと聞いて，ロレンスは「わ
たしはそれをある友に見せたい」
（『書簡集』iii. 301）と，
ピンカーにその（自筆）原稿の返還を求めた。このこ
とによって，本質的に時事問題を扱った戯曲に関して
は，ロレンスが自分の作品を扱う著作権代理人の力よ
りこういった演劇界の有力な知人たちのほうを信じて
いたということが，明らかになる。12 月 6 日にロレ
ンスはその（自筆）原稿をシンシア・アスキスに「そ
れを読んで，
あなたが思うことを私に話してください。
もしよければ，パトリック・キャンベル夫人に見せて

るピンカーの悲観的な見方の特徴が示されていた。ロ
レンスにできたのは，その戯曲を友人たちに見せ続け
ることだけであった。ロレンスは 5 月 20 日にピンカー
に手紙を書き─その時までにロレンスはミドルトンの
マウンテン ･ コッテジを去って，バークシャーのハー
ミテッジに再び住んでいた─「わたしはそれをもう一
度みたい，ある友がそれを批評したがっているのです」
（『書簡集』iii. 360）と，その（自筆）原稿の返還を求
めた。その友はバーバラ・ロウ66） であったかもしれ
ない，バーバラ・ロウはロレンス夫妻を訪ねようとし
ていたからである。キャサリン・カーズウェルもまた
1919 年の聖霊降臨節（6 月 5 日-9 日）にハーミテッ
ジのロレンス夫妻を訪ねたが，キャサリン・カーズウェ
ルはのちに誤って，ロレンスはその戯曲をその春書い
たと，述べた67）。しかし，ロレンスがその（自筆）原
稿をピンカーから取り戻したあとで修正しているのを
自分は見たという事実を記録したのは，故意にではな
くうっかりした間違いであるかもしれない。またキャ
サリン・カーズウェルはロレンスが 1919 年 5 月-6 月
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以前には表題紙に書き加えたはずのない住所（‘Hermitage / nr. Newbury / Berks.’）を見たのかもしれない。

レンスは，「わたしはその戯曲が最初に上演されるの
を望み，成功するのを望んでいる」ので，「その戯曲

しかしながら，ゴールドリングが左翼的で革命的な

そのものについても（ゴールドリングとフェイガン 2

現代の戯曲を上演するために最近「人民劇場協会」を
設けて，出版者の C.W. ダニエルを説得して，左翼的
で革命的な現代の戯曲を「人民劇場のための戯曲」叢
書という表題で出版させることにした，と 7 月 8 日ご
ろ，ロレンスは知人のダグラス・ゴールドリング68）
から聞いた（『書簡集』iii. 371-2）。この叢書は─ 1920
年-4 年の間に 27 冊に拡大することになる─ゴールド
リング自身のパンフレット戯曲『自由のための闘い』
から発展したものであるが，『自由のための闘い』は
（ゴールドリングはのちに説明したのだが）
「わたし（＝
ゴールドリング）が彼（ダニエル）に出版するために
提出したものであった。この戯曲に，わたしはヨーロッ
パのさまざまな地域で現れ始めているような「真っ赤
な」劇場をつくるわたしの計画について詳細に説明し
69）
ている序文をつけた」
。 ゴールドリングは，ロレン
スより 2 歳若いだけであったが，ロレンスの作品に何
年も傾倒していた。ゴールドリングは自分が「人民劇
場協会」を創設したのは，特に「ロレンスの戯曲の 1
つの上演を確実にするために」
（『書簡集』iii. 371 注 4）
であったと，のちに主張することになるが，しかし，
この主張はいわゆる「クラルテ」運動のイギリスの支
持者たちに説明した人民劇場協会の起源と矛盾する。
この説明のほうが本来ほんとうだろう70）。
ゴールドリングは『一触即発』についてバーバラ・
ロウからおそらく聞いたのであろうが，なによりも『一
触即発』に特に関心があった71）。ゴールドリングには
その戯曲はダニエルが出版するのに見事にかなってい

人の間に）ちょっとした理解がある」（
『書簡集』iii.
374-5）と，ゴールドリングがフェイガンと合意でき
るのを願っていた。
しかし，ダニエルの出版した戯曲叢書は明らかに成
功したのだけれど，ゴールドリングはその叢書の戯曲
がロイアル・コート劇場で上演されるのを期待して，
楽観的に考え過ぎていた。ピンカーは『一触即発』の
タイプ原稿をフェイガンに送ったが，しかしフェイガ
ンは，「それはよく書かれているが，自分の考えでは
72）
舞台ではうまくいかないのではないかと思う」
と述
べて，1919 年 10 月の終わりに返した。『一触即発』
がその叢書の戯曲の中で上演できるほうの戯曲である
のは確かであった。
しかしながら，ロレンスは 7 月にゴールドリングの
叢書に即座に夢中になって，仕事を始め，その叢書の
巻頭の戯曲としての『一触即発』のために特別な「序
文」を創作した。
（ハーミテッジでその戯曲の修正を
した日付とおそらく関連があるのだろうが）
，ロレン
スはその序文の日付を「ハーミテッジ。1919 年 6 月」
と実際より前の日付にした。しかしながら，ロレンス
の当面の問題は，「わたしはピンカーのもとにありま
す…ピンカーと話をつけなければなりません」（『書簡
集』iii. 372）と，ピンカーがロレンスの作品の出版及
び上演の手配をするというピンカーとの取り決めにロ
レンスが縛られているということであった。けれども，
ロレンスはピンカーがロレンスのためにできることに
ますます幻滅を感じていた。ピンカーが『恋する女た
ち』の原稿をベンジャミン・ヒューブシュに送りさえ
しなかったことがまもなく明らかになった。ヒューブ
シュは当時ロレンスの主要なアメリカの出版者であっ
た（『書簡集』iii. 466）。『一触即発』はロレンスがピ
ンカーに幻滅を感じたもう 1 つのいい例であった。ピ

るように思われた（ロレンスは『一触即発』が実際そ
のシリーズの最初に出版される戯曲と理解していた）。
ゴールドリングもまた『一触即発』が上演されると思っ
て い た。 ロ ン ド ン の ロ イ ア ル・ コ ー ト 劇 場（Royal
Court Theater）の劇場支配人であるジェイムズ ･B･
フェイガンが「人民劇場協会」の叢書を上演する可能
ンカーが何もしなかった間に，ロレンスはその戯曲が
性はあった。その場合には（ゴールドリングは仄めか
たぶん出版される（おそらく上演もされる）であろう
していた）ロレンスの戯曲が最初に上演されることに
契約を自分でゴールドリングとした。だが，ピンカー
なっていた（
『書簡集』iii. 374）。ロレンスは，「わた
はいつもの 10 パーセントの手数料受け取るのである。
しは是非それに加わりたい」（『書簡集』iii. 372）と， 2･3 ヶ月前にロレンスはピンカーに自分の著作権代理
人民劇場という考えそのものがとても気に入った。ピ
人の役を本当に続けたいのかどうか尋ねているので
ンカーが演出家を見つけられなかったというだけでは （『書簡集』iii. 296），ロレンスは『一触即発』を自分
なく，その戯曲は舞台にのせたら成功するとロレンス
の作品に対するピンカーの管理を初めて脱する好機と
は確信していたので，結局のところ，ロレンスは自分
した。ゴールドリングとダニエルの計画を進める決心
で解決しなければならなかったのである。それで，ロ
をしたあと，ロレンスは 1919 年 7 月 10 日にピンカー
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に手紙を書き，
「わたしが計画を進め，この戯曲をわ

にその時不満を述べたという事実によって，自体はか

たしの好きなように─独力でするのを，あなたが許し

なり悪化したであろう。多数のコピーを作ったのは

てくれたらと思います」と言った。しかし，ロレンス

ピーコックであって，ピンカーではなかったのである。
しかしながら，ピンカーがいないで仕事をすると問
題が生じた。ゴールドリングの助言で，ロレンスはそ
の戯曲をアメリカで出版するセルツァとの協定をダニ
エルにさせた。セルツァはゴールドリングの戯曲『自
由のための闘い』も出版していた（ゴールドリングは
目下セルツァのイギリスの代理人として働いていた）。
けれども，このことに当然，ロレンスの確定している
ア メ リ カ の 出 版 者 の ヒ ュ ー ブ シ ュ は 腹 を 立 て た。
ヒューブシュは─『恋する女たち』の出版に関して大
失敗したあと─ロレンスの作品について相談されない
ことに特に神経質になっていた（『書簡集』iii. 427）。
その上，フェイガンが『一触即発』の上演を断っただ
けでなく，ゴールドリングも「演劇の専門家たちが，
私はその一人でないのだが，その戯曲は上演できない
と断言したのです」と75），結局自分の「人民劇場協会」

は「じきにダグラス ･ ゴールドリングにあなたと話し
合いをするように話します」と，ピンカーにあとで約
束をした（
『書簡集』iii. 374）。だが，ピンカーの返事
を待たないで，ロレンスは同じ日にゴールドリングに
「あなたもそれをあなたの戯曲叢書に予告してかまい
ません」（
『書簡集』iii. 374）と，話した。文学及び演
劇の代理人であるウォルター・ピーコックが「人民劇
場」という冒険的事業の代理人をしていて─ゴールド
リングはピーコックについてロレンスに話したにちが
いない─ピーコックは『一触即発』の世話を引き受け
ることとなった。ロレンスはおそらく鉛筆で最終的な
修正をしたあと，
その（自筆）原稿をピーコックに送っ
た。ピーコックはその（自筆）原稿からリボンコピー
と 2 枚のカーボンコピーで演劇用のタイプ原稿を作ら
せた73）。2 枚目のカーボンコピー（これは残存してい
る）はダニエルのところに行き，活字に組むために使
われた。ピーコックはたぶん 2 枚の鮮明なほうのタイ
プ原稿を使って，劇場及び演劇支配人たちの興味を引
こうとしたのだろう。
ピンカーはロレンスのしたことが分かった時，かな
り腹を立てた。それで，1 ヵ月後の 8 月 23 日に，ロ
レンスはピンカーに「すみません，ダグラス ･ ゴール
ドリングとウォルター ･ ピーコックが本当に僕の知ら
ないうちに，
それを取り決めていたのです」（『書簡集』
iii. 385）と，事実をいつわって謝罪した。実際，ロレ
ンスは行われていたことを正確に分かっていた。それ
で 6 日後にロレンスはダニエルと契約した74）。 ピン
カーは 9 月になってもまだ不満を言っていた。一方ロ
レンスのほうは「事情でわたしは人民劇場の代理人の
ウォルター・ピーコックと『一触即発』に決着をつけ
なければならなかったと，あなたに説明したと思う」
（
『書簡集』iii. 396）と，前に言ったことをまだ撤回し
たりしていた。その上悪いことには，ダニエルはピン
カーに手紙を書いて，アメリカの出版してくれそうな
出版者（おそらくトマス・セルツァ）に送るために，
その戯曲のもう 1 つのタイプ原稿のコピーを求めたら
しいことであった。ピンカーは何の協定もしていない
出版者が接触してきたときに，一層腹が立ったであろ
う。ロレンスがタイプ原稿のコピーを送らなかったピ
ンカーの怠慢について─「あなたはその戯曲のコピー
を持っている。あなたはタイプで打った 2 枚のコピー
を作らせた」
（
『書簡集』iii. 396）と主張して─ピンカー

委員会を説き伏せてその戯曲を上演させることに賛成
させることができなかった。あげくのはてに，『一触
即発』は結局ダニエルの戯曲叢書の最初の戯曲になら
ないことになった。『自由のための闘争』が 1919 年
11 月に第 1 巻として出版されたが，『一触即発』のほ
うは 1920 年 5 月の最初の週に第 2 巻として出版され
た。ゴールドリングは「ごく当然のことだが，ダニエ
76）
ル氏は戯曲を受け取った順に出版した」
として，こ
れはダニエルが決めたことだと，のちに主張した。し
かし，ロレンスの「序文」は特にゴールドリングのた
めに 1919 年 7 月に書かれ，その叢書の巻頭になるの
を明らかに予定して書かれたものであって，一方ゴー
ルドリングの「序文」は「1919 年 8 月」と日付があ
るので，ロレンスの戯曲及び「序文」はゴールドリン
グの「序文」と同じ頃おそらく準備されたのであろう。
ゴールドリングは─ロレンスの「序文」を読んだ時─
その序文をその叢書の巻頭に結局のところ持ってきた
くないと決めた，これがおそらく真相であろう。ロレ
ンスの「序文」がゴールドリングには政治への傾倒が
ないと思われただろうこと，それは確かであるからで
ある。その叢書の創始者としても，ゴールドリングは
おそらく自分の戯曲を第 1 巻としたかったのであろ
う。とにかく，ゴールドリングはダニエルが『自由の
ための闘い』を『一触即発』のかなり前に出版するこ
とを確保した。しかしながら，ロレンスの「序文」を
読んで，少なくとも一人の書評家は『一触即発』がそ
の叢書の最初のものであると当然思った77）。
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ロレンスは激怒した。「それはまた大失敗になるだ

レンスの間で取り交わされ，話し合いがされたであろ

ろう」と，ロレンスは自分の特別に書いた「序文」の

う手紙もまた残存していない。ロレンスが 1919 年 11

ことを思って，1920 年 2 月 4 日にキャサリン ･ カー

月にイタリアへ向かってイギリスを去ったあとまもな

ズウェルに手紙を書いた。ロレンスが『自由のための
闘い』を嫌ったことで，事態は次のようにさらに悪く
なった。

く，校正刷りの準備はおそらくできたであろうが，し
かし，イタリアの郵便のストライキでイギリスとイタ
リアとの間で校正刷りや（自筆）原稿をやり取りする
のは非常に困難になっていた80）。最初の版にはおそら
くロレンスには責任のなかったわずかな変更がある
が，ロレンスが活字に組む原稿と出版された戯曲との
間で唯一の重要な修正をしたのは間違いない─それは
最後の場で炭坑夫たちが歌う歌である 81）。 ロレンス

忌まわしい非芸術的な動機で書いたパンフレット戯
曲。ゴールドリングは『一触即発』が「人民劇場のため
の戯曲」の最初の戯曲になると言って，わたしから『一
触即発』を持っていったのです。そうしてあの陰険な
ジャーナリストはこんないやな『自由のための闘い』を
最初の戯曲として出版したのです─そして確かになにも
かも非難したのです。二重に非難したのです。わたしは
『自
由のための闘い』とそのふらちな序文に関係したくはあ
りません。しかも特別に書いた序文付きの，
『一触即発』
があるのです。畜生，陰険な合いの子の世の中なんか呪
われろ。幸いなことに，
『自由のための闘い』は完全に無
視されています─それで，少なくとも公には，
『一触即発』
は多くの関わりを免れています。わたしはあなたが『一
触即発』を好きでないのは分かっています。─しかし，
いずれにしても『一触即発』はひどいもの ではありません。
（イタリックはロレンス）
（
『書簡集』iii. 469）

「夜明けが来なければならない新しい時代に向かう
革命的理想主義と熱烈な抱負の精神」に対するゴール
ドリングの信頼，及び「あの真っ赤な夜明けが本当に
やって来る」未来へのゴールドリングの信念は，ロレ
ンスとは相反すものであった。そのうえ，『自由のた
めの闘い』が終わる時には（二人の主要な登場人物が
「赤旗の歌」を一緒に静かに歌っているのが示されて
いて），
ロレンスにはどんな標準から見ても「非芸術的」
であった78）。
『自由のための闘い』が『アシニーアム』
で受けた書評は─ロレンスが望んだにもかかわらず，
ゴールドリングの戯曲は決して無視されないことにな
るのだが─その戯曲では「ダイアローグよりも演説を
ぶつほうが多い」というそつないものであった79）。し
かしながら，演説はゴールドリングが自分の戯曲及び
自分の叢書にはっきりと言って欲しいものであった。
しかしながら，ゴールドリングのふるまいはそれほ
どたいした問題ではなかった。2 人のその後の手紙か
ら判断すると，ロレンスはまもなくゴールドリングを
許した。ダニエルがロレンスに校正刷りを送ったとい
う記録も残存していないし，ロレンスが校正刷りを校
正したという記録も残存していなくて，ダニエルとロ

は 1920 年 5 月 10 日までには出版されたダニエル版の
本を受け取った82）。
『一触即発』を評した書評はかなり少なかった。こ
の戯曲は 4 年間のうちでロレンスが世に出した最初の
散文作品であった（ロレンスは 1916 年から 1919 年ま
で毎年詩集を 1 冊出版していた）。しかし，この戯曲
は短くて，小さな出版社によって出版され，広く宣伝
もされなかったので，この戯曲によってロレンスが一
般の人々によく知られるようになるとは思われなかっ
た。ロレンスの新しい本を論評してもよいと思われた
いくつかの新聞や雑誌もこの戯曲を無視した。例えば，
戦争前はロレンスのしっかりした評者であった『マン
チェスター・ガディアン』には何の論評もなかった。
しかも，『マンチェスター・ガディアン』は，ロレン
スが英語にして，「序文」を提供したレオ・シェフト
フの翻訳のセッカー版（『万事が可』）の論評をし（5
月 17 日に），また有名なジャーナリストで作家のハミ
ルトン・ファイフの『権力と栄光』というダニエル叢
書の第 3 番目の戯曲の論評をした（7 月 20 日に）に
もかかわらずに，である。『ザ・タイムズ・リタラリー・
サプルメント』は（まだ未出版の『恋する女たち』の
登場人物と類似する人物がいることは，もちろん知ら
ないで），5 月 13 日の「簡潔な書評」で「不明瞭な筋」
で，
「ジェラルドとアナベルの不可解な情事」「2 人の
欲望と反感の移り変わりは非常に理解しにくい」と，
評した。しかしながら，その書評は「炭坑生活の写実
的な描写にその戯曲の強みがある」こと，つまり，炭
坑所有者たちと労働者の指導者たちが「迫真性を強烈
に生み出している」ことを仄めかした。その書評は「印
刷したページでよりも劇場で一層感銘を与えるはずの
群集心理を描いたすばらしい一片」として，最後の場
面を選び出した（p. 304）
。それ以外の唯一の好意的な
書評が 5 月 14 日の『デイリー・メイル』に現れた。ファ
イフが書いたものである。ロレンスの作品に対する

D.H. ロレンス，
『戯曲集』（翻訳）（2）（高橋・後藤）
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ファイフの賞賛は根拠がないが，思慮深いものであっ

出版した─かなりよかった。少なくとも，エイミー・

た（その叢書へのファイフの貢献を考慮すると）。つ

ロウエルは『ニュー・ヨーク ･ タイムズ・ブック・レ

まり，ファイフは，
「D.H. ロレンス氏は書き始めると，

ビュー』に書いて，その戯曲が主人公たちのバランス

炭坑で書くか，炭坑について書いた」と，主張した。
しかしながら，ファイフは，「ロレンス氏は懇願も言
い訳もしない。
ロレンス氏は雇い主を攻撃もしないし，
従業員を擁護もしない。ロレンス氏は公平で偏見のな
い関心をもって完全に反映さえようとする自然のまま
を写す…」と，ロレンスがそのドラマでどちらの側に
も与（くみ）しようとしないすぐれた方法に注目した。
しかしながら，
『スペクテイター』の編集者ジョン・
セント・ルー・ストレイティの娘で，ロレンスの戯曲
を「
「労働党」に関心のある戯曲」83） と発表したダニ

を取ろうとしていることを認めた（「ロレンス氏は炭
坑所有者を炭坑夫たちのだれよりも強情な人でなしに
するとき公平であり…ロレンス氏はどちらの側にも受
けのよくない真実を勇敢にも述べた」）
，しかしエイ
ミー・ロウエルもまたその戯曲よりも序文（「8 ペー
ジのすばらしいちょっとした傑作」
）のほうにかなり
感銘を受けた86）。ニュー・ヨーク『ネイション』のルー

エルの広告におそらく影響を受けたアマベル・ウィリ
アムズ-エリスは，
「広い宣伝板」に書いたとして 8 月
28 日にロレンスを次のように猛烈に攻撃した。
彼の戯曲のスタイルは彼の詩のスタイルとはこれまで
のところ非常に異なっていて，現在の段階では彼は途方
もなく不器用だということをさらけ出した…それはアー
ネスト以外の誰も最後まで辛抱して見ていられないよう
な演技（わたしは演芸とは言わない）である…ロレンス
氏は詩を書くときには，このような公然と教訓的な態度
を取る間違いはしてはいない。なぜ，ああ！なぜ，彼は
このような戯曲を書くのか ?（pp. 279 80）
-

ドウィク・リューイゾウンによるゴールドリングとロ
レンスの戯曲の書評は，「ロレンス氏の考えも劇作法
もゴールドリング氏のものほどしっかりしていない
し，明確でない。その理由はロレンスがなお一層の新
鮮な捉え方をして，なお一層の鋭敏な認識をしようと
しているからである」と，2 人が先頭に立って行って
いる冒険的試みと─賞賛の程度は少ないが─戯曲その
ものに対する賞賛でいっぱいだった。しかしながら，
リューイゾウンは『一触即発』の第 2 幕の会話が「人
間的触れ合いの真の特性を落ち着いて洞察するとき
シュニッツラーを思い出させる」と思って，「どちら
の戯曲も卓越した偉大な戯曲ではない」が，それにも
かかわらず，「私たちにとっては，私たちの演劇及び
その演劇が仕え，表現すべきである社会が発展してい
くこの時代に，両方の戯曲は重要で，実際，貴重であ
る」と，評した87）。

アマベル・ウィリアムズ-エリスがよいと認めた，そ
の本の唯一の部分は─
「十分おもしろい」
（p. 279）
「序
文」であった。『ネイション』は「私たちが読者のみ
なさんに推薦いたします」その週の新刊書の 5 冊の中
にその本を選んだが，書評はしなかった84）。
しかしながら，
『ニュー・エイジ』の匿名の書評家
はその叢書と「人民劇場」及びロレンスの戯曲とその
序文を，次のように酷評するだけだった。
「人民劇場」は存在していないが，こういった戯曲は
その劇場で上演するのがふさわしい。ロレンス氏はゴー
ルドリング氏より演劇についてはるかに分かっていない
で，ロレンスのとりとめのない序文がそのとりとめのな
い戯曲で繰り返される…ロレンス氏が自分の戯曲を声に

フェイガンと「人民劇場」グループは両方とも『一
触即発』の上演を却下した。それで，1919 年遅く，
ロレンスは上演権を 15 ポンドでハムステッドのエブ
リマン劇場（Everyman Theatre）の演出家でプロデュー
サーであるノーマン・マクダーマトに売った（『書簡集』
iii. 440）。しかし，上演はされなかった。自分の母─
彼女はグランド劇場ノッティンガム（Grand Theatre
Nottingham）をレパートリー劇場に変えようとしてい
た─が『一触即発』と『ホルロイド夫人やもめになる』
の両方を上演するようにしてはどうかという，1920
年春のコンプトン・マッケンジーの提案（『書簡集』
iii. 509 注 5）は実を結ばなかった88）。けれども，その
ことが，次のような，ロレンス独特の人の口調をまね
て馬鹿にする反応を誘発した。

出して読むのを試みさえすれば，劇のせりふについて何
も知らないことが分かり，登場人物たちはごみ箱から取

ノッティンガム！いまいましい，いまいましいノッ

り出される85）。

ティンガム，腑抜けの，脳なしのノッティンガム，なん

その本のアメリカでの評判は─セルツァが 6 月 5 日

がなんじに強く投げつけられて，なんじをたたきのめす

じがどれほど憎いことか！しかし，わたしの 2 編の戯曲
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こ と が で き た ら， そ り ゃ， そ れ に 越 し た こ と は な い

よって洗われる場面で観客が忍び笑うようなことは

･･････ 実を言うと，その 2 編の戯曲がノッティンガム

まったくなかった」のを 1932 年に思い出しているよ
うに，キャサリン・カーズウェルがオールトリンガム・

で上演されるというまさにその考えで，わたしはびっく
り仰天して自分自身を捨てたい思いだった。（『書簡集』
iii. 509 10）
-

『一触即発』はさらに 53 年間上演されなかった。
しかしながら，
『ホルロイド夫人やもめになる』は
相変わらずもっと魅力ある出し物であり，マンチェス
ター近くに本拠地を置くアマチュア劇団のオールトリ
ンガム・ギャリック協会が『ホルロイド夫人やもめに
なる』を 1920 年 3 月 9 日から 13 日まで上演した。そ
の上演がイギリスでのロレンスの戯曲の最初の上演で
あった89）。 オールトリンガム・ガーディアンは，「観
客の大半はその場面をこっけいだと認めて，著者と俳
優たちの努力を完全に台無しにした」と，ホルロイド
の死体が最後に運び込まれる瞬間に対する初日の観客
の反応を容赦なく非難した。しかし，その評者は「戯
曲が手際よくできている」と期待していたのが裏切ら
れて，ロレンスの作品は「拙い構成で」，「幕の結末に
迫力がなく，最後の幕は要領を得ない」─観客が笑う
のもやむを得なかったはずのもの─と思った。しかし
ながら，その劇評では，「ロレンス氏はさもしいテー
マを─仕事と飲酒で住民が暇つぶしをしている，小さ
な炭鉱町の生活の陰鬱さを，偉大な悲劇にしている。
ここには私たちの文明に関して不愉快な論評をしてい
る写実的な描写がある」と，その戯曲の明白な長所が
強調された。その劇評ではまた，配役，上演及びその
戯曲を選んだ人々の野心が賞賛されて，そういったも
のは「はるかにすぐれていて，理解力のある観客が見
るのにふさわしいものであった」ことが主張され
た 90）。

ガーディアンの評者が見た上演よりも後の上演を見た
のは明らかであった。しかしながら，キャサリン・カー
ズウェルの劇評は長すぎて，『ザ・タイムズ』は切り
詰めて出版した。「私の心からの称賛はすべて省かれ
た」と，キャサリン・カーズウェルは悔しがった91）。
それでも，その劇評は次のような賞賛に満ちていた。
「ここでは日常の場面からなくても済むものはすべて，
大家だけが取り除くことができるように，取り除かれ，
日常の行いと日常の会話だけによって，それにもかか
わらず心と感情に強烈な印象を与える単純さで，山場
92）
が次第に明確に提示される」
。 キャサリン・カーズ
ウェルの主な批評には，結婚したばかりの頃のホルロ
イドの妻に対する思いやりについての真の認識がな
く，出版された劇評は，「著者が…その上演を見たら
自分の戯曲の筋はすばらしく，刺激的ではあるが，そ
れをどういうふうに変えなければならないのかが明確
にわかったであろうが…その上演を自分で見ることが
できなかったのは残念である」
（p. 14）と，キャサリン・
カーズウェルが，それにもかかわらず赤面したかもし
れない賢明な批評で終わっていた。12 年後にキャサ
リン・カーズウェルはその上演を「それ以上ではない
としても，賞賛に値する」と述べたが，しかし自分自
身は「死体を洗う場面は演劇的には容認できない」と
確信していると断言した。印刷されたページでは迫力
のあったものは，次のように舞台ではうまくいかな
かった。
それは真に迫っているようにするために女性たちの声
と足音だけで「舞台裏で」されなければならないか，あ

ロレンスはその時シシリーに住んでいて，その上演
を見に行くことができなかった。ロレンスはキャサリ

るいは舞台は火明かりの明るさまで暗くされ，演出全体

ン・カーズウェルがかつて演劇の批評家をしていたの
を再び思い出して，キャサリン・カーズウェルが見に
行って，できれば，
「どこかの新聞にその批評を書く」
ことができるかどうか尋ねた。ロレンス自身裕福では
なかったけれど，ロレンスはキャサリン・カーズウェ
ルに汽車賃を送った（
『書簡集』iii. 477）。しかしなが
ら，結局，キャサリン・カーズウェルは『ザ・タイム
ズ』の依頼を得て，ロレンスが送った 5 ポンドは必要
なくなった。しかし，
キャサリン・カーズウェルは「オー
ルトリンガムの俳優たちとオールトリンガムの観客を
公平に評価すれば，死んだ炭鉱夫の死体が女たちに

階に高められなければならない。読むうえでは，その場

が擬古的に単純化された動作でリアリズムを超越した段
面は単純で悲劇的である。
「アイルランド民衆劇」以外に，
英語で『ホルロイド夫人やもめになる』に匹敵する，労
働者を主役にしている劇のダイアローグのほかの場面を
見つけることはほとんどできないと，わたしは思う。し
かも，『ホルロイド夫人やもめになる』はアイルランド
民衆劇に引けをとらない。

キャサリン・カーズウェルは「劇場そのものがロレ
ンスとは性が合わなく」て，ロレンスの戯曲は「必ず
しも本当に私たちの舞台の仕組みに適応してはいない

D.H. ロレンス，
『戯曲集』（翻訳）（2）（高橋・後藤）

…ロレンスは「問題」や感銘を与える場面や現代の演
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劇の技巧を凝らしたごまかしのいかなるものにも関心

95）
と，ベティがホルロイド夫人の
演じるのを見たい」
役を演じてはどうかと提案していた。ゴールドリング

がなかった」と，断定した93）。

もまたオールトリンガムの上演を見に行っていて，
「非

ロレンスはオールトリンガムの上演について劇評が
「一般的に無かったことにがっかり」して94）， キャサ
リン・カーズウェルにはその上演が「まったく大変退
屈なもので，
あなたはみじめな思いをした」（『書簡集』
iii. 495）と，ロレンスが推測したのは正しかった。し
かし，ロレンスはキャサリン・カーズウェルがその上
演を見に行ってくれたことに感謝していた。結局，そ
の上演はロレンスに重要な契機となったが，同時に，
その上演によって，自分の観客との関係に対して非常
に相反する感情を持つ作家として，ロレンスの自己認
識は鋭くなった。一方では，ロレンスは自分の観客に
重要な影響力を持ちたいと思い─他方では，ロレンス
は自分の観客のために書かなければならないというど
んな必要性にも縛られたくないと思っていた。
オールトリンガムの上演の数週間後に，ロレンスは
マッケンジーに次のような手紙を書いた。
戯曲についての私の考えは，人並みの俳優ならだれで
も自由に自分の好きなだけ変更できるべきであるという
ことです─著者は主要な提案をするだけです。逐語的に
再現することはわたしには無意味なように思われます─
わたしはそういったことがされるのを，適切にされるの

常に感銘を受け，急いでロンドンに戻って，勝ち誇っ
て，同僚たちに報告した。…アマチュアの劇団がその
戯曲を地方で上演して成功できるのなら，自分たちは
才能あるプロの人たちを全て思うままに使えるのだか
ら，確かに，私たちはロンドンで同じように成功でき
るだろう」と確信していた96）。『ホルロイド夫人やも
めになる』が 1920 年 3 月 19 日-26 日の 1 週間「人民
劇場」によって上演される予告が出て，3 月 27 日に，
ゴールドリングとハロルド・スコット（2 人は 2 つの
グループの共同の名誉書記）はさらに詳細を話し合っ
た。しかしながら，ゴールドリングはカーテン ･ グルー
プの反対に直面して，あとで思い出して「数時間議論
して，わたしが親愛なるハロルドを説き伏せて，わた
しの考えを認めさせるとすぐに，カーテン ･ グループ
はハロルドを攻撃し始め，再びハロルドを自分たちの
陣営に取り戻してしまったのだ！」と述べた。ゴール
ドリングのあらゆる努力にもかかわらず，
「わたしは
ロレンス問題で投票で負けて，絶望して，（人民劇場）
協会から退いた…こうして，わたしがロレンスのため
97）
に何ヶ月も苦労したことは完全に無駄になった」。
『ホルロイド夫人やもめになる』がロンドンで上演さ
れるには，さらに 6 年かかることになる。

を見たいのです。ああ，そのような俳優たちがいたら！
わたしはそこへ行って，その俳優たちを力ずくで役を演

原注

じさせたい。将来なんと恐ろしい恐怖感があるのでしょ
う！（『書簡集』iii. 510）

しかしながら，
数日後にロレンスは「わたしは戯曲に，
私自身の戯曲にすらあまり興味を持つことができませ
ん。どうしてか，わたしは観客が信じられません…」
（
『書簡集』iii. 522）と付け加えた。
しかしながら，オールトリンガムの上演は，ゴール
ドリンが「人民劇場協会」の経営委員会（目下政治に
専心しているカーテン ･ グループと協力していた）に
『ホルロイド夫人やもめになる』を上演するように説
得するのに役立ったかもしれない。またオールトリン
ガムの上演によって，ロレンスはひょっとするとロン
ドンの演劇界で知られるようになったかもしれない。
ロレンスは『ホルロイド夫人やもめになる』について
1919 年の夏にゴールドリングと話し合って，「アイル
ランド人の女優であるゴールドリングの妻のベティが

38）「タイプ原稿（typescript）」という言葉は 20 世
紀の 20 年（1920 年）まで一般には使用されて
いなかった。OED2 にある最初の引用文は 1907
年の日付となっている。「（自筆）原稿（Manuscript）」は，MS と略書きされて，「タイプ原稿
（typescript）」（TS）と共に印刷業でも出版業で
も 使 用 さ れ 続 け て，「 著 者 の 原 稿（author's
copy）」を言うのに今も使用されている。
39） ガーネットは自分のタイピストである甥のダグ
ラス・クレイトンを使ったのであろう。クレイ
トンが 1912 13 年に DHL のためにタイプしてい
たという議論に関しては，The Prussian Officer,
ed. Worthen, p. xxxvi 及び注 80 参照。
40）『書簡集』ii. 78. DHL はおそらく夫の死体の上
に身をかがめているホルロイド夫人のせりふの
ことを言っているのであろう（108 : 13 27）。短
編「菊の香り」のそれに相当するせりふはこの
短編を書き，修正している過程で数回修正され
た（The Prussian Officer, ed. Worthen, p. li 参照）。
41）『書簡集』ii. 58, 72. あとガス（firedamp）の─正
-

-
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しいドイツ語は─｢schlagende Wetter｣ である。
Explanatory note の 104 : 4 参照。Granville Barker の戯曲 The Marrying of Ann Leete（1902 ; 1907
年出版）が DHL の最初の題名に影響を与えたか
もしれない。
42） Appendix II 参照。1920 年に，Thomas Seltzer も
DHL が提出したひどく修正した原稿から訂正書
き込みのないきれいな原稿を作った。『恋する女
たち』xlv 及び注 62 参照。
43） The Rendells Catalogue 166, 1983, Item 59.
44） ‘The Bad Side of Books’, Edward D. McDonald, A
bibliography of the Writings of D.H. Lawrence（Philadelphia, 1925）
, p. 11（reprinted in Phoenix, ed. McDonald, p. 233）にある。
45） Roberts A5 ; the ‘Modern Drama Series’. の no. 5。
1,000 部印刷されたが，そのうちの 500 部は刷り
本としてダックワースに売られた。カバーの背
に印刷されている価格は 1 ドルであったが，分
かっている本は全部 1 ドル 50 セントに変えられ
ている。アメリカ版のカバーには次のように紹
介されている。
この戯曲が何よりもまず目指しているのは，
人間の意志の衝突のサスペンスの描出を成し遂
げるには戯曲はどうあるべきか，ということで
ある。しかしこの戯曲はまたそのような衝突に
対する男と女の態度の違い及びその衝突に含ま
れる全てについての印象的な説明からも成り
立っている。著者は現在イギリスで作家として
の地位を独力で築いている新進作家のうちで最
も有望な作家の一人と見なされるにちがいない。
1921 年に，Thomas Seltzer はニューヨークでこ
の戯曲を再発行した。Mark Schorer は San Francisco で 1956 年に 1 つの版を出版した。それは
Plays と Complete Plays に収められている最初の戯
曲 で あ り，The Daughter in Law and Other Plays,
ed. Michael Marland（London, 1968）と Three Plays,
ed. Raymond Williams（Harmondsworth, 1969）と
いう戯曲選集の中にも入れられた。
46） 1913 年 8 月 30 日の Murry 宛の未発表の手紙，;
『 書 簡 集 』ii. 171. Edward Marsh（1872 1953）
は 作 家， 文 官，Georgian Poetry の 編 者。Henry
Savage（1881 生？）はフリーのジャーナリスト
で エ ッ セ イ ス ト。Arthur McLeod（1885 1956）
は 小 学 校 教 師（ ク ロ イ ド ン の ） で 校 長。John
Middleton Murry（1889 1957）は編集者で批評家。
47） 1914 年 10 月 4 日，p. 416.
48） 1914 年 4 月 24 日，p. 4. The Times Literary Supplement の 1914 年 4 月 30 日，p. 209 に再版された。
49） ‘Mr. Lawrence’s Tragedy’, 1914 年 5 月 2 日，pp. 176
7. 更なる書評は，Independent（New York）の 1914
年 5 月 25 日，p. 324，New Statesman の 1914 年 6
月 6 日，pp. 281 2，Nation（New York） の 1914 年
7 月 23 日，p. 112，Dial（Chicago） の 1915 年 1 月
-

-

-

-

-

-

-

-

16 日，p. 48，Yale Review, iv（1915 年 4 月）p. 622 4.
である。
50） DHL は彼（＝ツリー）がクロイドンのデイヴィ
ドスン・ロード小学校を訪問した 1908 年に，俳
優兼劇場支配人のツリーに実際会っていた（『書
簡集』i. 97 及び注）。
51） Nehls, i. の 598 注 537。彼女は彼女の自叙伝 Myself a Player（1936）で DHL についてもその戯曲
についても何も言及しなかった。
52） Sunday Times の 1926 年 12 月 19 日，p. 4, 1926
年の書評家は「しばらく前に前の協会が」断っ
たのを思い出して，「わたしは承諾するように
なってきてもいない」と言った。
，
演劇プロデューサー，
53） Aline Barnsdall（1882 1946）
政 治 コ ン サ ル タ ン ト。Norman and Dorothy
Karasick, The Oilman’s Daughter : A Biography of
Aline Barnsdall（Encino, Calif, 1993）参照。
54） 1916 年 12 月 28 日，セクション 2，p. 3.『闘争』
については，p. xlvi 及び脚注 59 参照。
55）『書簡集』iii. 292. ホプキンに関しては，Explanatory note. 369 : 6 参照。DHL は 1918 年 10 月 7
日にロンドンに行くすぐ前に彼に会ったようだ
（『書簡集』iii. 292.）
。
56） Explanatory note の 373 : 17 参照。
57） G.C.H. Whitelock の 200 Years in Coal（n.p., n.d.
1957）, pp. 57, 60 参照。
58） 音楽家のセシル・グレイは，1917 の間，DHL が
次のように述べたのを思い出している。
「一度ならずわたしに─多分，ほかの人たちに
も─大戦のすみやかな終結を成し遂げるために，
イングランド北部の産業地帯で破壊的で，反戦
で，無政府主義である運動を始めるつもりであ
ることを述べた。立ち退かせられる（1917 年 10
月）前にトレガーゼンのロレンスの田舎家で，
ロレンスがこの行動方針を断然決心したと言明
した時のことを，わたしは鮮明に覚えている…」
（Nehls, i. 430）
グレイは信頼できる回想録者ではなかった。
DHL がその考えに関わっていた程度をグレイが
誇張しているのはほとんど確かであるが，しか
しおそらく DHL はグレイとそのことについて話
し合ったであろう。
59）『一触即発』の（自筆）原稿にはおそらく創作を
急いだことに由来する不規則なものが見られる。
26，27，28 ページのあとに 26，27，28 とまた
同じ番号のある 3 ページが続く。（この版ではあ
『闘
との方のページは 26a，27a，28a としてある）。
争』（1909）に関しては，
『書簡集』i. 138, 140，E.
T. 109 及び the Preface, 365 : 26 7 参照。
60） Lady Cynthia Asquith（1887 1960）は旧姓 Charteris，Wemyss 伯爵の娘，H. H. Asquith（首相，1908
16，Oxford・Asquith アスキス伯爵，1925）の息子
は Peter Pan（1904）
の妻。Sir J.M. Barrie
（1860 1937）
-

-

-

-

-

-

D.H. ロレンス，
『戯曲集』（翻訳）（2）（高橋・後藤）
の有名な著者。 DHL は Lady Cynthia Asquith の友
達で崇拝者である，批評家，編集者でジャーナリ
ストの Charles Whibley（1859 1930）に 1917 年 11
月 に 会 っ て い た（
『 書 簡 集 』iii. 187 及 び 注 1）
。
Balaam のロバ（DHL が好んで言及するもの）に
関しては，
「民数記」xxii. 21 35 参照。ロバはバラ
ムには見えない神の使いが見える。
61） ホプキン所有の『一触触発』の本の表題紙にあ
るメモ。DHL がその本をホプキンに送った時，
ロ レ ン ス は 表 題 紙 に「 さ あ ど う ぞ Willie ！ D.
H.L.」とも記した（NCL（Nottingham County Libraries））。日曜日の朝の集会では，例えば，イー
ストウッドで「赤旗の歌（英国労働歌）」が最初
に歌われるのが見られた（Eastwood and Kimberley Advertiser, 1909 年 6 月 18 日，p. 2）。
62） Explanatory notes の 369 : 2, 5 及び 6 参照。
63） 1918 年 11 月 4 日 の 手 紙（The Collected Letters of
Katherine Mansfield, ed. Vincent O’Sullivan and Margaret Scott, Oxford, 1987, ii. 287）
。Katherine Mansfield（1888 1923）は New Zealand の短編作家で，
John Middleton Murry の最初の妻。Lady Ottoline
Morrell（1873 1938）は社交界の女主人で，芸術
家や作家たちのパトロン。
64）『書簡集』iii. 297。Catherine Carswell（1879 1946）
は批評家，バーンズ及び DHL（The Savage Pilgrimage, 1932） の 伝 記 作 家 並 び に 小 説 家 で，
Glasgow Herald の書評家及び劇評家を 1907 から
1911 年までしていた。1915 年に Donald Carswell
と結婚。
65） Mrs Beatrice Stella Cornwallis West（1865 1940），
一般には最初の夫の Captain Patrick Campbell（d.
1900） の 名 で 知 ら れ て い る。George Bernard
Shaw の Pygmalion（1913）の Eliza Doolittle の役
は特に彼女のために書かれた。
66） 精神分析学者で著述家（1877 1955）。
67） The Savage Pilgrimage, p. 111. キャサリン・カー
ズウェルは 1918 年 11 月の初めにその戯曲につ
いて実際に知っていた（『書簡集』iii. 297）。
68） 小説家，劇作家，戦争反対の宣伝者，インター
ナショナルの社会主義者，左翼の活動家，編集
者及びジャーナリスト（1887 1960）。『一触即発』
の Goldring 自 身 の 説 明 に 関 し て は，Nehls, i.
493 6, ii. 36 8, 参照。
69） Nehls, ii. 36. しかしながら，出版された Goldring
の序文はおそらく「1919 年 8 月」と日付のある
最初に提出されたものの一部ではなかっただろ
う。
70） Nehls, i. 493.「Clarté」は Henri Barbusse（1873
1935）によって創立された国際社会主義運動で
あった。
71） Goldring はロレンスの長きにわたる友人であり，
ロシア人の翻訳家である S.S. Koteliansky（1880
1955）によってロレンスに紹介された。Nehls,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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i. 491 参照。
72）『書簡集』，iii. 374 の注 2。フェイガンがピンカー
にタイプ原稿を返した時，それはフェイガンが
受け取ったピンカーのタイプ原稿であったにち
がいない。その戯曲のほかの 3 つのタイプ原稿
に関しては，以下 p. cxvii 参照。
73）（自筆）原稿の多くのページに（例えば，25, 30,
32, 33, 66, 69, 71）鉛筆による修正が見られる。
Explanatory notes の 392 : 19, 399 : 4, 400 : 33,
401 : 5, 19, 23, 425 : 38, 428 : 32, 429 : 4, 及び 431 : 13
参照。（自筆）原稿の表紙には，非常に薄い鉛筆
で，たぶんピーコックか，あるいはピーコック
のタイピストによると思われるが，「3 枚のコ
ピー」と記されている。カーボンコピー（「2 番
目のカーボン」と書かれてある）にはピーコッ
クの名前の印が押してある。
74） ‘Memorandum of Agreement’（UN（University of
Nottingham））
75） Nehls, i. 495, ii. 37.
76） Nehls, ii. 37.
77） ‘Tarn’［Amabel Williams Ellis］, Spectator の 1920
年 8 月 28 日，p. 279.
78） The Fight for Freedom（1919）, pp. 10, 7, 96.
79） ‘New Books’, 1920 年 3 月 5 日，p. 321.
80） The Lost Girl, ed. John Worthen（Cambridge,
1981）, p. xxvii 参照。
81） ‘Texts’ の 426 : 40 に。‘Texts’, p. cxvii 参照。
82） Roberts A14.「人民劇場のための戯曲」の第 2 番，
価格 3 シリング 6 ペンス，部数不明。DHL は 4
月 28 日には出版された『一触即発』の本を 1 部
も 持 っ て い な か っ た が，5 月 10 日 に Compton
Mackenzie に 1 部 送 っ た（『 書 簡 集 』iii. 510,
522）。それはおそらく 5 月の 3 日 8 日の週に出
版されたのだろう。Seltzer のアメリカ版は 1920
年 6 月 5 日 に 出 版 さ れ，DHL は 7 月 10 日 に 6
部 受 け 取 り， ─「 面 白 そ う だ 」（『 書 簡 集 』iii.
565）と述べている─秋にそれらをプレゼントと
し て 使 っ た よ う だ。 ロ レ ン ス の 叔 父 の Fritz
Krenkow は Seltzer 版 の 本 に「F. Krenkow 1920
年 10 月 26 日，著者からのプレゼント」と記し
た（Deighton Bell, Caqmbridge, Catalogue 253,
1990, p. 20）。一方 DHL は 1 部（おそらく Seltzer 版）を Insel Verlag のドイツの出版者 Dr Anton Kippenberg に，11 月 4 日に送った（『書簡集』
iii. 618）。この戯曲は Plays の 2 番目の戯曲で，
Complete Plays の 6 番目の戯曲であった。
83） 1920 年 5 月 15 日 の the Nation（Supplement） p.
235 及び 1920 年 9 月 11 日の Spectator ‘Turn’ p. 342
参 照。 そ の 本 は 1920 年 6 月 11 日 の Athenaeum
でT
［homas］M
［oult］ の ‘Mr. D.H. Lawrence and
“the People’” でも書評された。
84） 1920 年 5 月 8 日の ‘The World of Books’, p. 176.
85） Vol. xxvi, no. 11（1920 年 6 月 15 日）, 175.
-

-
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86） 1920 年 8 月 22 日 の Section 3, p. 7. Poetry and
Poets（Cambridge, Mass., 1930）
, pp. 175 86 に再版
された。
87） cxi（1920 年 9 月 11 日），306. オーストリアの
劇 作 家 及 び 小 説 家 の Arthur Schnitzler（1862
1931）との比較には，特に性的問題での，その
戯曲の心理的洞察力が暗示されている。
その戯曲は次のものでも 1920 年に書評され
た。B.L., Survey, xliv（8 月 20 日）, 592. Gilbert
Seldes, Dial, lxix（8 月）, 215. J. Ranken Towse,
New York Evening Post Literary Review, 11 月 27 日，
Section 3, p. 3. Dorothy Grafley, Springfield Republican, 9 月 5 日，p. 11a. Elva de Pue, Freeman, ii（12 月 15 日）, 332.
88） DHL は 1914 年 か ら 小 説 家 の Sir Edward Montague Compton Mackenzie（1883 1972）を知って
いたが，イタリアで Mackenzie と最近再び接触
を始めていた。Mackenzie は有名な俳優や女優の
出た家柄の出で，父親の Edward Compton は自分
の 地 方 巡 業 の 一 座 を 運 営 し， 母 親 の Edward
Compton 夫人は Theatre Girls’ Club を長年の間ソ
ホーで運営していた。しかしながら，母親のノッ
ティンガムでの冒険的試みは壊滅的失敗となっ
た。
89） Cheshire, Altrincham のユニテリアン派の学校で
上 演 さ れ た。 情 報 は Altrincham の Cheshire
County Newspaper 及 び Altrincham Garrick Society が快く与えてくれた。また『書簡集』iii. 428,
-

-

-

430 を参照。
90） 1920 年 3 月 12 日，p. 7. Sager 286 7 に再版。
91） Carswell, The Savage Pilgrimage, pp. 130, 135, 137.
92） 1920 年 3 月 12 日の The Times の p. 14. Sager 285 6
に再版。
93） Carswell, The Savage Pilgrimage, pp. 135 6.
94） 同書に，p. 137.
95） Nehls, i. 491.『書簡集』iii. 380.
96） Nehls, i. 495.
97） 同書に，i. 496. 1920 年 3 月に，Hammersmith の
Lyric Opera House で Curtain Group に よ る 1 幕
ものの演劇の夕べの幕間の間に，
「人民劇場協会」
の当面の目的についての大要が説明されると，
カーテン ･ グループはただちに「人民劇場協会」
と合同することになった。予告された初期の上
演戯曲の中には ･･････D.H. ロレンス氏の「ホル
ロイド夫人やもめになる」があった（1920 年 3
月 26 日の Athenaeum, p. 423）。Nehls, ii. 36. 3 月
27 日に，ゴールドリングとスコットは『ホルロ
イド夫人やもめになる』の上演が「積極的に準
備中で，上演の日はやがて発表される」ことを
確 認 し た（1920 年 4 月 2 日 の Athenaeum, p.
458）。ゴールドリングが退いたあと，「人民劇場
協 会 」 は Srgan Tučić の The Liberator（Fannie S.
Copeland 訳，1918） を 上 演 し た ─ 1920 年 6 月
20 日の Observer, p. 7 参照─「すると，借金をし
て， そ れ が も と で 即 座 に 消 滅 し た 」（Nehls, i.
496）。
-

-

-

-

翻訳のテキスト :
D.H. Lawrence, The Plays ed. Hans Wilhelm Schwarze and John Worthen（Cambridge : Cambridge University Press, 1999）, ‘Introduction’ pp. xxiii cxxvi.
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Is Collins a “Conservative” or “Subversive” Novelist ? :
The Second Sight in Wilkie Collins’s The Frozen Deep（1874）
Jun SUZUKI＊

Abstract
In this essay, I am going to consider the heroine Clara’s “second sight” from a racial perspective in relation to
imperialism. In that case, my purpose is not to confirm the complicit relationship of Collins’s novels with imperialism, but to put it into question. Finally, I am also going to show that, in Collins’s The Frozen Deep（1874）, the differences between the English and the racial Other are blurred, and that, interestingly enough, the verification of the
rationality of the English gentlemen is founded on the “Otherness” inside themselves.

According to Lilian Nayder, in Wilkie Collins’s narrative version of The Frozen Deep（1874）, the heroine Clara
Burnham’s supernatural “second sight” is at first regarded as a “hysterical malady” by a doctor ; but it turns
.1 However, in her argument, Nayder also states : “As Collins often
out to be “truthful, not delusional”（97）
does in his fiction, he qualifies his social critique in the 1874 narrative, partially reinscribing the norms he sets
out to question”（Nayder 98）
. As a result, “Clara is happily reunited with Aldersley at the end of the story,
as if to confirm the doctor’s prescription of marriage for her well-being, and the transgressive power of her
second sight and her vision of Wardour’s menace are countered by the conventional Christian lesson”（98）.
There have been debates over whether Collins is a “subversive” or “conservative” writer. Some critics
have discussed that the goal of Collins’s sensation novels is the restoration of social order. On the other
“ b］
ecause of its moral, epistemological, and
hand, in The Reading Lesson, Patrick Brantlinger argues that ［
sexual ambiguities, the sensation novel was felt to be dangerous”（145）.2 Considered thus, there is a possibility that on the back of the “conventional Christian” ending, Collins has also subverted the social and cultural norms in his own way.
In this essay, I am going to consider Clara’s second sight from the viewpoint of national identity. This is
because in the text, Clara’s supernatural power is presented as a “Scottish” superstition. And if we examine
Clara’s second sight especially from the racial perspective, the problem will take on a new meaning in relation
to imperialism. That is, the negation of Clara’s Scottish superstition in the text will function as the accomplishment of the British Empire’s “civilizing mission” of the superstitious race into Christianity. However,
my objective is not to confirm and endorse the success of the Empire’s civilizing mission and the complicity of
Collins’s novels with imperialism, but to put both of them into question.
Moreover, in relation to this problem, it is often said that Collins’s fiction tends to turn into that of
“Gothic” ; and this text is no exception to that tendency.3 Actually, in this text too, the elements of “Imperial
Gothic” can be discovered. Concerning the definition of “Imperial Gothic,” in Rule of Darkness, Brantlinger
explains : “Imperial Gothic expresses anxieties about the ease with which civilization can revert to barbarism
or savagery and thus about the weakening of Britain’s imperial hegemony”（229）. In fact, in the last scene
Received Oct. 26, 2011
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of Collins’s The Frozen Deep, such a Gothic-like secret will be exposed through “male-male bonds.” Consequently, the English gentlemen will not be able to boast of their superiority as a civilized race any longer. Concerning the topic of the racial and cultural identity of the English gentleman, Timothy L. Carens has
. In this essay, I am also going to
recently argued that “colonial otherness was not nearly other enough”（3）
show that, in Collins’s text, the distinctions between the English and the racial Other are blurred. Furthermore, I will also show a more sensational fact that, in this Collins’s proto-“Imperial Gothic” text, the verification of the rationality of the English gentlemen is actually founded on the “Otherness” inherent inside themselves.
I
With the appropriation of Freud’s theory of “The Uncanny,” in his book Carens studies Victorian novels
“that narrate a collapse of clear distinctions between the familiarity of the English nation and character and
“ i］
varieties of strangeness associated with the colonial periphery”（3）
. According to Carens, ［
n the Victorian period, imperial ideology functioned as a repressive mechanism that strategically estranged certain impuls“ t］
. However, ［
oward
es and behaviors by projecting them onto the ‘lower races’ inhabiting colonial locales”（2-3）
the end of the nineteenth century, writers such as Haggard, Stevenson, and Conrad develop this irony in increasingly explicit forms in stories that depict the precariousness of civilization on the colonial periphery, the
susceptibility of its agents to the savagery that England proposed to reform”（3）.
The element of this genre, which is now recognized by many critics as “Imperial Gothic,” is also discernible in Collins’s work. In Collins’s case, interestingly enough, the “certain impulses and behaviors” are seen
in an English woman who was brought up in a colonial periphery in her childhood. In fact, in the text, Mrs.
Crayford says to Captain Helding about Clara’s “Second Sight” as follows :
“ …］Clara’s early years were spent in a lonely old house in the Highlands of Scotland. The ignorant
［
people about her were the people who did the mischief which I have just been speaking of. They filled
her mind with the superstitions which are still respected as truths in the wild north ─ especially the superstition called the Second Sight.”（10-11）
This Clara’s visionary power is presented in the text as the one by which she can “see into the future”
（11）. By falling into a “trance,” she “sees people in distant countries, and foretells events to come”
（11）. The problem is that, being infected with this supernatural power, Clara has become superstitious in
the “enlightened times”（11）
. However, this text not only holds the Gothic element but also tries to resist
it. According to Miriam Bailin, regarding the problem of identity, the motif of malady or illness is used as an
acceptable explanation in the nineteenth-century realist narrative in order to “eschew the supernatural, the
fantastic, and the mysterious, associated with romance and gothic forms”（15）. In fact, in this text, a scientific explanation about Clara’s case is attempted by a doctor ; but he only reveals the limit of medical knowledge : “Neither my science, nor any man’s science, can clear up the mystery in this case”（The Frozen Deep
13）. As a result, in the place of the doctor, in order to maintain social order, Mrs. Crayford attempts to civilize and convert Clara into Christianity : “Help me to raise her to the better and nobler belief in the mercy of
God !”（97）.
Winifred Hughes has argued that Collins strongly sought for order or meaning（137）
. According to
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Hughes, Collins “seeks to impose order on the typically chaotic material of the sensation novel and to regain
some measure of control”（138）
. However, regarding the problem of order or a design of the novel, Hughes
“ i］
also argues, dealing with The Woman in White, that ［
t has not been imposed by any divine power, only by
Hartright’s wishful thinking ; it cannot in the end be said to reflect any universal order of morality or justice”
（143）. This structure also applies to The Frozen Deep. Thus, the juxtaposition of Clara’s Second Sight with
the civilizing mission by Mrs. Crayford may represent both Collins’s anxiety about an “occult” and his desire
for domestic order such as seen in traditional realist novels.
The “civilizing mission” against Clara’s irrational Second Sight proceeds in Collins’s text. By accomplishing the mission, Mrs. Crayford considers reconstructing the difference between the English and the other
races, and tries to recover the national order. However, it is the “reason” of the English people that is always
left at a disadvantage ; and Clara’s unreasonable Second Sight is almost always right, predicting the future
meeting and quarrel between Francis Aldersley and Richard Wardour（31）.
II
As Clara’s presentiment shows, Francis Aldersley and Richard Wardour meet each other later as lost
crews of the Arctic Expedition in the Polar wastes. This setting of the peripheral region of “the Arctic” as
the stage of the story is very significant in the light of the English national identity building. According to
“ e］xploring and mapping the Arctic was a self-conscious exercise in national masculine identity
Jen Hill, ［
building,” and “the Arctic was as much ideological as physical terrain, one on which Britons could stage debates about domestic and imperial identities, far from British and colonial shores”（3）
. The pure, blank
space which was not connected with the economy provided “a counter to the troubling moral questions raised
by domestic economic reliance on slavery and other forms of colonial exploration, an ultimate space of white
. Thus, the main purpose of imperial narratives that develop in the Arctic
masculine self-reliance”（Hill 6）
was originally meant to show the solidity of the British “heroic masculinity”（3）
.
However, in Collins’s The Frozen Deep, this assumption about the identity building of the British imperial
hero becomes ambiguous. Or rather, for Collins, the Arctic space provides an opportunity to question the
very problem of the unbridgeable difference between the English and the other races. In fact, Richard
Wardour joined the Arctic Expedition because of his “superstitious” conviction that “that man,” that is, his object for revenge on robbing him of Clara, should be in the Expedition party :
“The time when I and that man shall meet, face to face. I knew it then ; I know it now ─ it was written
on my heart then, it is written on my heart now ─ we two shall meet and know each other ! With that
conviction strong within me, I volunteered for this service, as I would have volunteered for anything that
set work and hardship and danger, like ramparts, between my misery and me. With that conviction
strong within me still, I tell you it is no matter whether I stay here with the sick, or go hence with the
strong. I shall live till I have met that man ! There is a day of reckoning appointed between us. Here
in the freezing cold, or away in the deadly heat ─ in battle or in shipwreck ─ in the face of starvation,
under the shadow of pestilence ─ I, though hundreds are falling round me, I shall live ! live for the coming of one day ! live for the meeting with one man !”（55）
Richard Wardour “stopped, trembling, body and soul, under the hold that his own terrible superstition had fas-
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tened on him” ; and hearing Richard talk like the above, Crayford “drew back in silent horror”（55）
. The
Arctic Expedition was originally intended to justify the British heroic identity and its superiority in the
world ; but what is important here is that, as Richard Wardour himself says, his objective of participating in
the Expedition had nothing to do with the heroic act of discovering the route to the Arctic at all, but rather
much to do with his personal rivalry relationship with the man who robbed him of Clara ; Richard is only driven by his “terrible passions”（29）
.
III
As above mentioned, in the text, we can see a “rivalry” relationship between men in the same way that
Eve Sedgwick has argued ; the object of Richard’s strong desire is not Clara herself, but the man who has
robbed him of Clara. As a result, the male - male relationship is based on the violent feeling of revenge. What is noteworthy here is that the violent feeling is connected with the problem of a colonial experience. According to Hill, the terrible passions in Richard Wardour are “linked to his colonial experience,
. Actually, Richard had just rerather than to his disappointment at Clara’s dismissal of his suit”（135-6）
turned from Africa before starting to the Arctic. Considered thus, Richard’s superstitious thinking is, like
Clara, affected by his experience in the periphery. This is important in some sense because, according to
“ f］or the Victorians, unlike their twentieth -century successors, ‘truth’ and ‘human nature’ are
Hughes, ［
constants ; not only do they have an objective existence that can be observed and imitated by the artist, they
obey certain innate laws, predictable and immutable”（51）. In this light, Collins’s text can be read as a “subversive” one, in which the myth of the stable English’s identity described in realist fiction is threatened, and
so is the order of the British Empire as well.
However, we need to consider a little more about the function of a male-male relationship in Collins’s
work ; for there is another kind of male bonds in Collins’s text as well as the violent rivalry relationship. Regarding this, it is useful for us to take into account not only Collins’s but also Dickens’s idea. Indeed, the
first dramatic version of The Frozen Deep was a collaboration of Collins and Dickens ; so they shared ideas
with each other in many points. The male-male relationship was most probably one of them, as we can confirm it also in Collins’s other work such as Armadale. Concerning Dickens’s idea of “male-male bonds,” Holly Furneaux suggests not such “male-male bonds expressed through persecution and murder” as Sedgwick
.4 In Collins’s The Frozen
has argued, but “gentler, but no less eroticized, same-sex encounters”（15, 16）
Deep, such a gentle male-male relationship is presented by Mr. Crayford. His so-called “brotherly love” to
Richard tries to discourage him from thinking of revenge, when Richard is possessed by the violent feeling :
“Richard !” he said, “since we first met, I have believed in your better nature, against all outward appearance. I have believed in you firmly, truly, as your brother might. You are putting that belief to a
hard test. If your enemy had told me that you had ever talked as you talk now, that you had ever looked
as you look now, I would have turned my back on him as the utterer of a vile calumny against a just,
brave, an upright man. Oh ! my friend, my friend, if ever I have deserved well of you, put away those
thoughts from your heart! Face me again, with the stainless look of a man who has trampled under his
feet the bloody superstitions of revenge, and knows them no more ! Never, never, let the time come
when I cannot offer you my hand as I offer it now, to the man I can still admire ─ to the brother I can still
love !”（56）
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Mr. Crayford mentions the heroic nature which he believes should inhere in Richard against his “outward appearance,” and tells Richard that he is “putting that belief to a hard test”（56）. Mr. Crayford also implores
that Richard testifies himself to be “a just, a brave, an upright man” and faces him again “with the stainless
. As a result, this
look of a man who has trampled under his feet the bloody superstitions of revenge”（56）
brotherly love offered by Crayford strongly “touched” Richard’s heart : “The fierce eyes, the hard voice, softened under Crayford’s influence. Richard Wardour’s head sank on his breast”（56）.
As Andrew Radford notes, with the publication of The Novel and the Police by D. A. Miller, many critics
have started to study Collins’s novels with the theory proposed by Michel Foucault and to regard Collins as
“the strict social disciplinarian, whose novels serve a penitential and policing function despite their seeming
capacity for imprudent daring and dissent”（46）
. In fact, in this text too, Crayford’s male friendship functions
as a kind of “disciplinary” discourse on the imperial heroic character : “a just, a brave, an upright man”（56）.
According to Foucault, the disciplinary gaze observes “the activity of the men, their skill, the way they set
about their tasks, their promptness, their zeal, their behaviour”（174）. It applies to the “military code of
conduct or performance”（190）
. Consequently, Richard Wardour submits to Crayford’s request and tries to
recover his assumed identity as imperial hero by “working” :
“You are kinder to me than I deserve,” he said. “Be kinder still, and forget what I have been talking about. No ! no more about me ; I am not worth it. We’ll change the subject, and never go back to
it again. Let’s do something. Work, Crayford ─ that’s the true elixir of our life ! Work, that stretches the muscles and sets the blood a-glowing. Work, that tires the body and rests the mind. Is there
nothing in hand that I can do ? Nothing to cut ? nothing to carry ?”（The Frozen Deep 56）
Richard works very hard ; but the result is ambiguous. The narrator suggests that the “evil spirit in him
［Richard］was plainly subdued ─ for the time at least”（57）.
In fact, “working” does not generate positive results in Collins’s text. When Richard Wardour is destroying Frank’s bed into firing, he finds “letters carved in the wood”（58）. They are “C. L. A.” or “C. B.”
and “F. A.,” which mean the names of Clara Burnham and Frank Aldersley. Through the heroic act of working, Richard discovers the fatal fact that the man he has been searching for is Frank himself. As a result, far
from continuing the work as a hero, Richard is possessed by the violent feeling of vengeance again :
He dropped the plank and turned deadly pale in a moment. His eyes wandered furtively backward
and forward between the strip of wood on the floor and the half-demolished berth. “O God ! what has
come to me now ?” he said to himself, in a whisper. He snatched up the axe with a strange cry ─ something between rage and terror. He tried ─ fiercely, desperately tried ─ to go on with his work. No !
strong as he was, he could not use the axe. His hands were helpless ; they trembled incessantly. He
went to the fire ; heheld his hands over it. They still trembled incessantly ; they infected the rest of
him. He shuddered all over. He knew fear. His own thoughts terrified him.（59-60）
Richard is terrified by the Otherness in himself, and he cries out : “Crayford ! Come here, and let’s go hunting”（60）
. For Collins, as in the case of Dickens, the male friendship basically had a positive mean“ n］
ing. However, at this time, unfortunately, in response to Richard’s cry, ［
o friendly voice answered
him.

No friendly face showed itself at the door”（60）
. As a result, due to the absence of Crayford, another
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kind of male-male relationship which is based on hatred and violence comes to dominate the text.
The change in Richard appears on his face : “A smile ─ a horrid, deforming, unnatural smile ─ spread
slowly, stealthily, devilishly over his face”（60）
.5 Richard takes notice of his devilish face himself and tries to
hide his face from the watchful eyes of Crayford. However, Crayford also notices Richard’s change and asks
him why he looks “unlike” himself. After that, “Crayford’s steady eyes were still on the watch, and Wardour
felt them on him”（64）
. Richard’s loss of control over himself and his stealthy glance at Frank finally make
Crayford draw one conclusion : “The woman whom Wardour had loved and lost was ─ Clara Burnham. The
man who had robbed him of her was Frank Aldersley. And Wardour had discovered it in the interval since
they had last met”（65）
.
According to Foucault, subjects’ “visibility assures the hold of the power that is exercised over them”
（187）
. Thus, Mr. Crayford’s surveillance can enforce “the sullen submission of a wild animal to his keeper”
（The Frozen Deep 68）
. However, Richard’s “dark face became suddenly irradiated with a terrible joy”（68）,
when he knows that he can get away from the surveillance because of the mission of the expedition. Moreover, for lack of the male friendship with Crayford, once again there appears in the text a violent rivalry relationship between men over one woman. In the Third Scene, with Richard on a wrecked boat, Frank is sleep“ o］ver Richard Wardour’s face there
ing and murmuring Clara’s name in his dream ; then, listening to it, ［
passes the shadow of a deadly thought”（71）
. Here, it is clear that Richard now takes on the role of a “vil“ t］he Gothic villain is invariably defined by
lain” in so-called “Gothic melodrama.” According to Juliet John, ［
“ v］
expressive emotional excess” and ［
iolent feeling is the hallmark and the intensity with which his feelings
are expressed can create the impression that the villain is not human but superhuman”（51）. John goes on
to argue that “Gothic villains have difficulty in controlling or repressing their passions” and “these villains
revel in hatred and rage”（52）
. In fact, in the text, at this stage, Richard is described as a wild animal and
even “Othered,” as John says about the Gothic villains（52）. Moreover, finally Richard hears the “tempter”
whisper : “Leave the man in his sleep, and let him die !”（The Frozen Deep 71）. As a result, the “shadow of
the dead thought grows and darkens over his face”（71）. Thus, the Third Scene of the text ends with the
villain Richard thinking.
IV
Has Richard killed Frank ? Readers’ interpretations on the issue remain suspended. However, in the
Fourth Scene, Clara sees Frank and speaks to him in her trance with the influence of her Second
Sight : “Frank ! Frank ! Frank ! Don’t drop behind ─ don’t trust Richard Wardour. While you can
stand, keep with the other men, Frank !”（76）
. Interestingly enough, the narrator himself is surprised at
these words of Clara, since the words uttered then are just the “farewell warning of Crayford in the solitudes
of the Frozen Deep, repeated by Clara in the garden of her English home !”（76）. After wakening from her
trance, Clara tells Mrs. Crayford that she “has had a dreadful dream”（77）
. Thus far, Mrs. Crayford has per“ t］his time the effort
sistently denied Clara’s words as mere superstition of the “ignorant people”（10）; but ［
to dismiss them is beyond her power. The words haunt her. Vainly she recalls to memory all that the doctors have said to her, in speaking of Clara in the state of trance”（77）. Now Mrs. Crayford is unable to share
the doctors’ views, and asks herself : “Is Clara present, in the spirit, with our loved and lost ones in the lonely
North ? Can mortal vision see the dead and living in the solitudes of the Frozen Deep ?”（78）
In this way, in the text, “reason” on which the British Empire is based for its authorial power is threat-
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ened by the superstitious Second Sight. Ironically, in the newspaper, the names of Francis Aldersley and
Richard Wardour appear as “Dead or Missing.” Concerning the ominous news, Clara says : “I saw them in
the spirit last night. Richard Wardour has discovered the truth ; and Frank has paid the penalty with his life
─ and I, I alone, am to blame”（82）
. In response to this, nevertheless, Mrs. Crayford still refutes : “Don’t
look at me, don’t speak to me, in that horrible manner!”（82）
. Moreover, she tries to make Clara “be more
reasonable,” disbelieve in “a vision of your［her］own fancy ─ a mere dream”（83）
, and instead “trust in
“ w］hile there is doubt, there is hope”（84） ; but as her
God”（84）
. Mrs. Crayford says to Clara that ［
words “Don’t embitter my happiness, Clara!”（84）show, Mrs. Crayford’s persuasion ironically reflects her
own fears or anxieties about the English national identity.
After this, in the text Clara’s Second Sight is dominant ; and the imperial discourse on the English national identity fluctuates. As a result, with the doctor’s advice, Mrs. Crayford determines to go to North
America with Clara to meet the Arctic Expedition and see if Clara’s Second Sight is right or not. That should
be a remedy for Clara’s “hysterical delusions which now threaten to fatally undermine her health”
（88）
. However, far from negating Clara’s conviction, Mr. Crayford is surprised at the fact that Clara uttered
the same words that he had done when he parted with Frank : “I warned him myself, almost in those very
words, the last time I saw him”（96）
. As a result, Mrs. Crayford decides to “keep her［Clara］in ignorance”
of the fact, since Clara “will accept it as positive confirmation of the faith, the miserable superstitious faith,
that is in her”（96）
. In this way, the goal of Mrs. Crayford is just to “raise her to the better and nobler belief
in the mercy of God”（97）
.
However, after all, Clara learns all the terrible facts about Frank and Richard. And again Clara falls into
fits and feels “something dreadful”（104）; after Clara exits from the scene, actually a human figure appears
instead. The man’s appearance is like “a wild animal” and there is “madness” in his eyes（107）. “The outcast” “seized on the bread and meat with lean, long-nailed hands that looked like claws”（107）. Here readers can easily infer that this wild animal man might be Richard, and that, becoming “a sinister and terrible object to look at”（107）
, Richard must have killed Frank on the boat. What is noteworthy, however, is Richard’s
next action : “After the first mouthful of food, he stopped, considered vacantly with himself, and broke the
bread and meat into two portions”（107）
. Though we can find out the reason for his mysterious action afterwards, actually Richard has stored food for Frank. What is important here is that, by this action, the assumption of Richard as a “villain” could be put into question. On the contrary, actually, Richard has taken some
secret mission himself and says :
I must wander, wander, wander ─ restless, sleepless, homeless ─ till I find her ! Over the ice and over
the snow ; tossing on the sea, tramping over the land ; awake all night, awake all day ; wander, wander,
wander, till I find her !（109）
Richard has been wandering over the ice, the snow, the sea and the land in search of Clara. This time his object is not a man for revenge any longer but a woman for some “task.” Therefore, finding Clara, Richard appears carrying Frank in his arms, and says : “I may sleep at last. The task is done. The struggle is over”
（111）
. Probably these “task” and “struggle” represent Richard’s “hard test” as an imperial hero. After
struggling with his violent feelings, Richard could finally overcome them, regain his “better nature”（56）as
Mr. Crayford once implored him to do, and is reintegrated into the community. More importantly, by means
of this Richard’s heroic action, Clara’s Second Sight is regarded as false. Thus, Mrs. Crayford triumphantly
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cries to Clara :
“Now, Clara!” cried Mrs. Crayford, “which of us right ?

I who believed in the mercy of God, or you who

believed in a dream ?”（111）
Mrs. Crayford intends to negate Clara’s superstition and insists on “the mercy of God” and the victory of reason. By doing so, Mrs. Crayford tries to civilize Clara into Christianity as her own imperial mission.
The text seems to have recovered the order. This climactic scene of the conventional Christian ending
is also quite significant from the perspective of Collins’s literary stance. Jerome Meckier argues, quoting
Dickens’s letter, that “melodramatic realism’s primary responsibilities” are “detecting providence’s carefulness”（96）. Meckier also states that Collins’s rewriting of Dickens “meant going further in the same direction or finding better means to the same ends”（95）
. According to John, concerning the “villains” in melodrama, “such Romantic figures must often be vanquished or socialized before the moral and social order can
. Actually, in this Collins’s text, Richard has been socialized as a “martyr” by overbe re-established”（49）
coming his feelings of vengeance on Frank and helping him at last. Then, Richard “drew back” after handing
“ o］fficers, passengers, sailors they all crowded round
Frank over to Clara（The Frozen Deep 111）; and ［
Frank. They all forgot the martyred man who had saved him ─ the man who was dying in Crayford’s arms”
（112）
.
Many critics have interpreted the original play directed by Dickens in 1856 as the one describing Richard’s “heroism” and “self-sacrifice.” In fact, Robert Louis Brannan argues that “the notion that Dickens had
conceived” “was associated with Dickens’ faith in the nature of men and with his idea of a natural though unconventional hero”（23）
. According to Brannan, “it seems quite possible that Collins and Dickens had discussed” Richard’s “characterization”（24）; he also states :
The victory given Wardour by his change of heart affirms the essential goodness of man more strongly
than any victory over external forces could have affirmed it. Dressed in rags and near madness,
Wardour finally is not “respectable,” but he is heroic.（87）
Richard Wardour finally dies as a Christian imperial hero, not a “villain” or “the Other.” As Angelia Poon ar“ t］he task of defining the English subject in terms antithetical to the savage body is one that Dickens
gues, ［
continues after ‘The Noble Savage’ in ‘The Lost Arctic Voyagers’（1854）”（109）. Collins’s narrative version
of The Frozen Deep seems to be in the same line with such Dickens’s ideas about this point. Then, does this
text belong to the genre of “melodramatic realism,” which achieves the providential plot by controlling characters’ “undisciplined desires” ? 6
However, unlike the assertion by Meckier, in Collins’s text, there is some ambiguity about the social order which is thought to have recovered. Concerning the problem, we need to focus on “Gothic” elements
haunting Collins’s texts. Tamar Heller has interpreted Collins’s stories as “the masculine one about the triumph of male reason, and a feminine one about buried writing, associated with the subversive discourses of
the Gothic and radical Romanticism that cannot be wholly effaced”（12）.7
Regarding this critical issue, first, we need to examine the very way how Frank was saved. It is often
pointed out that Dickens and Collins use the male friendship as an opportunity of moral recovery of a
hero. In particular, Furneaux argues that in both writers’ novels nursing between men functions as restor-
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ative roles, not only physically but also morally. According to Furneaux, for example, in Dickens’s Martin
“ t］he majority of amateur, unpaid nursing in the novel is
Chuzzlewit, ［
［…］performed by men”（185）. Furthermore, in the novel, “the hero contracts his patient’s fever, and is only able to save his patient at the expense of his own life”（197）
. In this way, Furneaux regards male nursing as one of the qualities of what she
calls “gentle masculinities”（214）
.
Such tender masculinities and moral recovery of the hero can also be seen in Collins’s novels. Furneaux
argues that particularly in later novels Collins used the motif of a military male nurse to “reveal the hero’s
moral worth” and “moral recovery”（231）
. In Poor Miss Finch（1872）, Collins actually “used an incident of
military nursing as the occasion for characters’ revaluation of the hero, and for a discussion of the constituents
of true manliness”（Furneaux 231）
. Analyzing Dickens’s and Collins’s motifs of male friendship in their
texts from the new perspective of male nursing, Furneaux concludes : “The proliferation of mid-nineteenth
century military nursing narratives gives Victorian battlefield suffering in particular, and masculinity in general, a more positive angle by featuring the restorative, healing hero”（233）.
In fact, in Collins’s final narrative version of The Frozen Deep too, despite the anxiety of being tempted by
the violent feeing in him at first, Richard finally achieves moral recovery and saves Frank at the cost of his
own life. Richard’s self-sacrificing nursing itself should be praised as his truly moral quality. Concerning
the relationship between nursing and moral character, Bailin states :
Nursing the sick was, for both men and women, as sanctified an act as suffering itself. As long as it was
not for hire, nursing was repeatedly invoked to verify in a way no other activity apparently could the genuineness of one’s affections, the essential goodness of one’s character.（11）
Showing his inherent good nature through the moral act of nursing, the once-villainous hero can be reorganized into society. There the “gentler” male friendship between Richard and Mr. Crayford is also recovered,
and the latter asks the former for forgiveness（The Frozen Deep 111）. Moreover, Richard asks Clara to kiss
him not as lover but as “sister” before he dies ; and she “stooped and kissed his forehead”（114）. Thus, in
“the stillness of Death” of Richard（114）
, order in the text or the British Empire is redeemed.
However, this kind of melodramatic ending of Collins’s story does not comply with that of traditional realism. On the contrary, in the denouement we discover some hidden “Gothic” elements haunting as well as
the function of Foucault’s “discipline” in the scene of Richard’s heroic nursing itself. Let us look at the scene
where Richard’s heroic identity was redeemed ; above all, what we have to consider is the following conversation between Richard and Mr. Crayford :
“Hark ye, friend!” he whispered. “Never let Frank know it. There was a time when the fiend
within me hungered for his life. I had my hands on the boat. I heard the voice of the Tempter speaking
to me : ‘Launch it, and leave him to die !’ I waited, with my hands on the boat, and my eyes on the
place where he slept. ‘Leave him ! leave him !’ the Voice whispered. ‘Love him !’ the lad’s voice answered, moaning and murmuring in his sleep. ‘Love him, Clara, for helping me !’ I heard the morning
wind come up in the silence over the great deep. Far and near, I heard the groaning of the floating
ice ; floating to the clear water and the balmy air. And the wicked Voice floated away with it ─ away,
away, away forever ! ‘Love him ! love him, Clara, for helping me !’ No wind could float that
away ! ‘Love him, Clara’ ─ ”（112-3）
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The dying Richard asks Mr. Crayford not to tell Frank about the fact that there was a time when Richard “hungered for” Frank’s life. But what is more important for the audience and Victorian readers is that, in the conflict within Richard, it was Frank’s voice “moaning and murmuring in his sleep” that carried away “the voice
of the Tempter” and made Richard remember his “better nature.” Put another way, Frank’s voice ─ “Love
him ! love him, Clara, for helping me !” ─ has functioned as the “policing” or “disciplinary” effect on Richard.
By those words, Richard could overcome the temptation of the Devil in him and recover his identity as a moral, imperial hero.
However, the most significant thing that we must consider here is that curiously enough, this voice of
Frank in his sleep is very similar to that of Clara in her trance due to her “Second Sight.” As I noted earlier,
the Second Sight is the supernatural power which can see what will happen in the near future. In fact,
Frank’s words uttered in his sleep predicted the conditions of his being saved by Richard and of Richard’s final
death as well. Actually, in the text, at the sight of Richard who is dying, Frank says that he “should never
have been here but for him［Richard］
,” and appeals to Clara in almost the same way as he did in his
dream : “Speak to him［Richard］
, Clara ! Speak to him !”（113）.
Thus, in some of Collins’s texts, this kind of mysterious, Gothic element is finally exposed along with a
seemingly realist fiction’s happy ending. This means that, far from proving the stability of the English identity as a reasonable race, we will face a sensational fact that, as some critics also assert, the distinction between
the English and the other races will disappear. Moreover, as we have thus far seen, we discover that the
seeming stability of the English identity and the social order on the surface depend on the unreasonable power within the body of the English. Unlike Clara, Frank is an English gentleman by nature ; nevertheless, he
also has the potential of a supernatural power in him ; and it has come to the front in the colonial periphery.8
As Brantlinger and other critics suggest, however, Collins does not pursue or explore the metaphysical
mystery or supernatural theme any further in his texts. He only uncovers it and leaves the judgment or interpretation of it to his characters or readers.9 Collins usually even attempts to bury the records of the facts
using his heroic characters.10 In this text too, Richard finally tries to blot out the sensational facts by not letting Frank know them. However, Mr. Crayford has already learned them ; and through him, we readers also
share the sensational knowledge. Furthermore, we cannot completely extinguish the supernatural Gothic
elements from the text, because Richard’s victory and the social order rely on them for their foundations. Consequently, the anxieties about the national identity of the English and the future of the British
Empire will remain in Collins’s narrative version of The Frozen Deep.
Considered thus, this text can be read as a transitional one in Collins’s literary career, in which he both
demonstrates the traditional Victorian values over the British Empire and subverts them at the same
time. Mr. Crayford’s last words in the text clearly show the dilemma :
He has won the greatest of all conquests ─ the conquest of himself. And he has died in the moment of victory. Not one of us here but may live to envy
his glorious death.”（114）
“The loss is ours” he said. “The gain is his.

As in his other texts, Collins here also does not clearly explain what Crayford’s words actually mean and
leaves the interpretation to his readers. However, as we have seen, most importantly, the victory of Richard
was not achieved on his own, but owed much to Frank’s clairvoyant voice. Consequently, this is the story of
Richard’s individual “victory” as an imperial hero and the “loss” of the English as well. Finally, everyone re-
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turns to “England” and his or her common “home” with Gothic knowledge about the English body.
This article is part of the research supported by JSPS KAKENHI, Grant-in-Aid for Young Scientists（B）,
subject number 22720108. This is also a revised version of the paper read at the 82nd General Meeting of
the English Literary Society of Japan at Kobe University on 30 May 2010.
Notes
In her Unequal Partners, Nayder deals with the rivalry relationship between Dickens and Collins in
detail ; and in the chapter focusing on The Frozen Deep, Nayder mainly discusses the history of the revisions of the dramatic version of the story. However, in the latter part, she mentions the narrative version of the story.
2. Brantlinger discusses the ambiguities of sensation novels : “Of course the subversive tendencies of
novels such as Lady Audley’s Secret are reined in by their endings, which restore order, reward virtue,
and punish villainy just as does melodrama. But for many pages of suspenseful novels such as East
Lynne, Armadale, and Uncle Silas, the outcome is in doubt, the evidence circumstantial and incomplete,
the detectives faltering, and the innocent bedeviled by their villainous adversaries”（The Reading Lesson
145）
.
3. Concerning the “Gothic” propensity of Collins, John Bowen states : “The supernatural of an earlier
Gothic tradition is both maintained and mutates into an exploration of a kind of knowledge that is abnormal, disturbing and/or telepathic. The interest in sexuality and sexual difference, in complex motivation
that cannot be admitted within the conventions of normal bourgeois behavior, and in the relation of an
exotic world to ‘respectable’ English life, are typical of much of Collins’s work”（41）. Graham Law and
Andrew Maunder also point out : “It seems clear that Collins’s fiction is more likely to lose the fine balance between realism and melodrama characteristic of sensation fiction and be pulled towards gothic excess when continental settings and characters become dominant”（148）.
4. Rosemarie Bodenheimer also refers to Dickens’s “male characters whose acquaintance begins in jealousy and ends in vows of everlasting brotherhood”（91）. According to her, for Dickens, marriage is “a
guarantee of the genteel status” and “a connection to an aristocracy of male writers” ; on the other
“ m］en are his confidants, his companions in play and in travel, his ways of measuring himself”
hand, ［
1.

（92）.
In the text, the change of Richard’s face is mentioned in relation to the “terrible passions”（29）
. Clara
once also “read, dimly read, something in his face which made her tremble ─ not for herself, but for
Frank”（29）
.
6. In this respect, Miller also states, referring to the argument by Leo Bersani, that “power can scarcely be
exercised except on what resists it, and ─ shifting Bersani’s emphasis somewhat ─ one might claim that
the novel rather than fearing desire solicits it”（27）
.
7. In this respect, Heller also argues that “the female Gothic may be contained by the conservative narratives of professionalization and domesticity in Collins’ fiction, yet always resurfaces to tell its story of
subversion”（12）
.
8. Concerning the themes of the supernatural power and the periphery, Roger Luckhurst states that “in
territories where Western communications had not reached, or were stretched to their limit, occult sys5.
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tems took over”（203）
.
9. Many critics argue about this point in Collins’s fiction in general. For example, Bowen discusses : “The
narration of ‘The Devil’s Spectacles’ as full of the kinds of undecidability that are at the heart of ‘uncanny’
effects in fiction, and its ending is particularly striking”（42）
. Moreover, according to him, of two un“ t］
named voices, ［
he first voice（which may be yours, or mine）looks for closure and an identifiable conclusion, explanation, name and address that would resolve our doubts about the host of possibilities ─ of
supernatural power, desire, lunacy ─ that the mysterious manuscript has raised. But it is not satis. Likewise,
fied. Both the origin and the destiny of the document remain uncertain and divided”（42）
Brantlinger states concerning the problem of “the higher mysteries” : “Collins simply dodges the questions about dreams and predestination that his novel has so elaborately raised”（The Reading Lesson 155）
.
10. In The Moonstone（1868）
, before his own death, Ezra Jennings asks Dr. Candy to bury his unfinished
books and his other writing in order not to “distress” Franklin Blake.
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ギュンター・シーヴィ（著）
丹

治

道

彦＊（訳）

第十二章
（承前）

「最も困難な勤務状況の一つにて」――
アイヒェンドルフと
州政府長官テオドール・フォン・シェーンの
屈折した関係
後期ロマン主義の国家哲学は地方分権主義を主張し
た。また中央集権主義は，専門官庁を集中することに
よって実行された。この地方分権主義と中央集権主義
の対立はプロイセンにおいて，とりわけベルリンの中
央諸官庁と，一八一五年に新たに設置された十州の長
官との対立に明確に現われている。その十州とは東プ
ロイセン，西プロイセン，ポーゼン，ポンメルン，シュ
レージエン，ブランデンブルク，ザクセン，ヴェスト
ファーレン，クレーフェ＝ベルクとニーダーラインで
ある。中央政府の諸官庁は州政府の長官を，地方行政
を監督し，中央政府の命令を執行するために諸官庁に
服属する委員としか見ていなかった。その一方で州政
府長官は，上級官庁に対しても州政府に対しても，可
能な限り大きな独立性を得ようと努めた。州政府長官
として「独立した者たち」すなわち「国王の全権を委
任された者たち」は，地方政府の独立性を国家目的全
般と調和させるという任務をもって，国家行政と人民
の間を仲介しなくてはならない。西プロイセン長官の
テオドール・フォン・シェーンは，一八一七年三月の
国王に宛てた建白書
『州政府長官は何者でありうるか』
においてこのように主張した。この建白書には十人の
州政府長官全員が署名している。同じ年に行なわれた
内務省との論争において，ケルン長官のゾルムス＝ラ
2011 年 10 月 19 日受理
* 共通教育センター准教授

ウバッハは君主に直接報告する権利を要求し，その報
告が「様々な官庁の検閲の下にある」ことに抗議した。
密集隊型の方陣を形成する州政府長官たちの指導的
かつ最も論争の余地のある人物は，テオドール・ハイ
ンリヒ・フォン・シェーンである。彼は一七七三年，
東プロイセンはグンビネンに近いシュライトラウケン
で生れた。父は市民出身の区裁判所判事にして御料地
小作人である。一七九二年，シェーンの父は息子のた
めに，一五八六年にまで遡る古い帝国直参貴族の称号
を名乗ることの承認を申請した。テオドール・フォン・
シェーンは一八四○年，黒鷲勲章を授与されることに
よってようやくプロイセン貴族として認められること
になる。ケーニヒスベルクで ―― 彼はこの地で確信
的なカント主義者になっている ―― 法学と国家学を
学んだ後，シェーンは同地で試補心得になった。学問
の た め に 北 ド イ ツ と 中 部 ド イ ツ を 旅 行 し た 後，
一七九七年に彼はビアリストク，次いでマリエンヴェ
ルダーの軍事参事官兼御料地参事官になる。一七九八
年にはイギリスを訪れ，アダム・スミスとイギリスの
経済ならびに国家体制を研究した。一八○二年にはベ
ルリンにある総合管理局の財政枢密顧問官になった。
彼はここで早くも大臣のカール・グスタフ・シュトルー
ンゼーの下で，一八○四年からはその後継者である
シュタイン男爵の下で兵営国家プロイセンの改革のた
めに戦った。一八○七年から翌年にかけて，彼は主と
してケーニヒスベルクでシュタインの建白書と改革法
のために働いた。一八○九年には国家枢密顧問官にな
り，商工業部門の主幹を任された。同年さらにはグン
ビネンの行政区長官に就任する。一八一三年には東プ
ロイセンの蜂起に関与し，ロシア国境からヴァイクセ
ル川に至る地域の文官総督に任命された。この時に彼
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は中央管理評議会の一員にもなったが，シュタインと

仕する際に何物をも恐れず己の良心のみに従って義務

不和になる。そして一八一六年，最終的に新たに設置

を遂行することが彼の宗教であった。一八五五年十一月
二十五日付でアイヒェンドルフに宛てた最後の書簡で

された西プロイセン州の長官となるのである。
アイヒェンドルフ男爵という無名の政庁付試補が七
月二十日付でブレスラウから出した手紙が届いた時，
ダンツィヒに駐在するシェーンは，州政府の長官がベ
ルリンの中央諸官庁に対していかに独立性を欠くもの
であるかを知らねばならなかった。「恐れ多くも大臣
のフォン・アルテンシュタイン閣下が，私をカトリッ
ク宗教ならびに教育顧問官に任命するとの仰せでござ
いました。この地位はダンツィヒのフォン・マーティ
宗務局評議官が辞任したことによって空席となったも
のであります」というのがその手紙の内容であり，恐
らく彼はまだアイヒェンドルフの名を知らない。
新しい同僚の非公式な通告によって，シェーンは既
成の事実に直面した。彼は半年後にようやく返事を出
す。それはもっともなことであり，官僚的に几帳面な
ことであった。またアイヒェンドルフにとっても，そ
れはベルリンの官庁と州政府長官の権限争いの合図で
あったかもしれない。権限争いは下僚たちの重荷であ
り，巻き込まれて虻蜂取らずになることも稀ではな
かった。
「当地で空席になっているカトリック顧問官
の職務を，さし当って貴下が遂行することが決定かつ
発令されたことに関する王国文部省の通告を，本職は
最終的に承知しました。間近に迫った貴下との間柄に
つき，敬意と喜びをもって貴下に懇請します。貴下が
そちらからの出発を御考えならば，当地への到着を可
能な限り早め，
失礼ながらその日程を御知らせ下さい。
シェーン（拝）」というのが，一八二一年一月二十日
付のシェーンの回答である。見たところ文部省のお気
に入りであるアイヒェンドルフは，シェーンのこのよ
うな返事を見ても，何も笑うことはできなかったと思
われる。
アイヒェンドルフの手紙を受取ってから過ぎ去った
半年の間に，シェーンがその試験論文，わけても教会領
を解消した結果についての答案論文全体に目を通して
いたと仮定しよう。さすれば「間近に迫った間柄」は最
悪のものになる恐れがあったであろう。啓蒙主義の影響
を受けていたとはいえ，シェーン自身は東プロイセンの
プロテスタント信者である。それ故に，信心深くローマ
に忠実なオーバーシュレージエンのカトリック教徒に
先入観を持っていた。アイヒェンドルフは試験論文にお
いて，そのようなカトリック教徒としての立場を自ら知
らしめていたからである。何よりもまずシェーンはカン
トとフィヒテの信奉者であり，人類，とりわけ国家に奉

シェーンは書いている ―― シェーンは一八五六年，ア
イヒェンドルフよりも一年早く没する ――「私は悪し
きを憎んで訴追し，
理念のための生を追求してきました。
貴方がそう確信していたなら，貴方はそれを全人類の前
で証明できたでしょう」
。
『理念』
とはカントにとって
「経
験がいまだ存在せぬ完全性の概念です。たとえば，正義
という規則によって治められる完全な国家という理念
などが挙げられます。まず我々の理念は正しいものでな
くてはなりません。次にその遂行を妨害するあらゆる障
害のもとで，理念はまったくあり得ないものになりま
す」
。
ケ ー ニ ヒ ス ベ ル ク で の 勉 学 の 間， 一 七 九 一 年 に
シェーンは十一歳年長でいまだ無名のフィヒテの身を
案じている。フィヒテは人生の重大な局面に立ってい
た。
「（八月）二十七日，その前にフォン・シェーン君
がくれた人類学に関するカント講義録の抜粋を作り終
えた。」と，フィヒテは書いている。「その後でこの日
記を終える」。そして九月五日には「フォン・シェー
ン君来訪。二人でイスラエル人ヒルシュの学位授与式
に行く」。フィヒテは二週間前に『黙示の批判』を書
いたばかりであり，八月十八日にはそれをカントに送
り届けている。この『黙示の批判』が匿名で出版され
た時，世間はカントの著作だと思う。そして真相が判
明した時，フィヒテは有名人になっていた。
宗教に関して，シェーンが生涯に亘ってどれほどカン
トとフィヒテの概念を信奉したか。それを示すのが，老
後の居住地プロイスィッシュ＝アルナウからベルリンの
幼年学校にいるアイヒェンドルフに宛てて書いた
一八五一年十一月七日付の手紙である。―― シェーンは
すでに九年前，一八四二年に官を辞していた。―― アイ
ヒェンドルフはシェーンに後れること二年，一八四四年
に官職を去る。二人は中央集権的なベルリンの官僚主義
に兜を脱いだ。アイヒェンドルフは，一八五一年に出版
された著作『キリスト教との関係における十八世紀のド
イツ小説』をシェーンに宛てて送っている。論争の中で，
二人は互いに何も贈らなかった。それにもかかわらず二
人の年金生活者の異なる世界観は，官吏として勤務して
いた当時から，友情に満ちた交際を育むことの妨げとは
ならなくなっていた。この手紙の冒頭には，そのことが
示されている。
「貴方が私の部屋にいて，私はこの尊敬
する友人と議論を戦わせながら行ったり来りする。私に
はあたかもそのような気がしたものですから！ 私には
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いつも愛想のよい貴方のお顔が見えました。―― 貴方の

聖なるものを世俗的に具体化するために有利なだけで

話す声が聞えました。総じて言えば，貴方はそこにいた

はありませんか。敢て不変の規範を立てるという程度

のです。貴方の御著書を一息で読み通さねばならぬほど，

まで危険になる，整えられた警察機関なのではありま

貴方がいらしたことは私にとってそれほど大きな喜び
だったのです。この御著書以外の貴方の著作なら，アイ
ヒェンドルフでない人でも書けたことでしょう。しかし
今回御恵贈頂いた御著書は貴方そのものです。そして私
には，古い真の友の来訪が嬉しいのです。賛否があるの
は当然のことです。そのことを質問として友人である貴
方に御届けします」
。
シェーンはアイヒェンドルフに対して，以下六つの
ことを質問した。その際アイヒェンドルフが一つ一つ
の質問に詳細に答えてくれ，その回答が自身の信仰に
益するところがあるかもしれぬと願ったことであろ
う。この六つの質問は，今日なお現実性を失っていな
い。
「その 1）積極的にキリスト教的，断乎としてカ
トリック的な信仰の代りに，道徳的な信仰を定立する

せんか。云々」。
折返し一八五一年十一月十日付の手紙で，アイヒェ
ンドルフは同様に率直に答えている。「私の最新の著
作を，閣下はかくも注意深く読んで下さいました。そ
して先にも望みましたとおり，古い友人のことを思い
出して下さいました。そのことに我が心からなる感謝
と大いなる喜びを申し上げたく，急いで筆を取った次
第です。御同封の御質問は，実にそもそも自然宗教と
キリスト教の世界史的相違に関係するものでありま
す。理性と黙示の相違に関係するものであります。そ
のことについてはまた一冊，新しい本を物するつもり
でおります。我が最も内なる本質に従えば，どの御尋
ねにも断乎として否と御答えせねばなりません。さも
なくば，私はアイヒェンドルフではなくなってしまい
ます。そしてそれゆえに，閣下には好意を寄せること
ができなくなってしまいます。この喜びに満ちた確信
のうちに御暇申し上げます。敬具。アイヒェンドルフ
拝」。
以前同様アイヒェンドルフは，論争を始める用意が
できていなかった。確かにシェーンはそのことに失望

ことはできませんか。道徳的信仰とは我々に神と不死
を与え，上位の認識力（悟性，判断力および理性）を
前にして効力を有するものです。その 2）断乎として
キリスト教的あるいはカトリック的な宗教の代りに，
断乎として仏教的あるいはマホメット教的な信仰が
あっても，この本は存立しますか。その 3）キリスト
教が仏教やマホメット教にまさるということを，我々
はどこから知るのでしょう。ここでは霊感は何物をも
決定できません。
というのもこの三つの宗教はどれも，
霊感を要求しているからなのです。一方にとって正し
いことは，もう一方にとっても正しいことです。存在
する規範と刺戟によって起される感情を，創造主に
よって理性の中で我々に与えられた理念に適合させ
る。そしてそれらの理念が他の二つの信仰よりもより
試煉に耐えるなら，そこに優越が存在する。ただ単に
そのことによっては，キリスト教の優位は認識できな
いのではありませんか。そしてその 4）必然性のある
客観的な感情というのは，それ自体が矛盾なのではあ
りませんか。その本質に従うなら，感情と想像力は際
限なきものです。そしてその性質に従うなら，理念の
領域としての理性には喝采しか許容することができま
せん。その立寄る所に，感情と想像力はとりわけ常に
棲家を整えます。それらのために共通の大きなサロン
が整えられるとしましょう。そうしたなら感情と想像
力は，
その無限性という共通の要素を得るために扉を，
窓を，そして天井を粉砕するでしょう。その 5）だと
すればそれぞれの宗教は，それ自体主観的なものでは
ありませんか。その 6）だとすればそれぞれの教会は，

する。それゆえにアイヒェンドルフが関与しているキ
リスト教，わけてもカトリック教会への加担を，シェー
ンは自分に対しても周囲に対しても説明し，是認しよ
うと試みた。その説明と是認はシェーン自身が賛成す
るカントの観念論のように，アイヒェンドルフが「理
想化されたカトリック信仰」を持つと見なすことに
よってなされた。人間は理念と理想を必要とし，その
理念と理想に現実性を求めるとは，カントの観念論が
説く所である。
「アイヒェンドルフの救いようもなく
美しい本に，何か言うことはありませんか。これ以上
はあり得ぬほどに救いようもなく美しく，美しいまで
に救いようのない本に」。アイヒェンドルフに手紙を
出すよりも早く，一八五一年十一月四日付の書簡で
シェーンは歴史学者のドロイゼンに宛ててこう述べて
いる。ドロイゼンは招きに応じてイェナに赴いたばか
りであり，そこで『ヨルク将軍伝』を完成させた。ヨ
ルクは一八一三年にヴァルテンブルク近郊でフランス
軍を破った武人である。ドロイゼンとアイヒェンドル
フは，相携えてヨルク将軍の伝記を書くようシェーン
から依頼されていた。それゆえにアイヒェンドルフの
カトリック信仰についての考えを，受け入れられるよ
うな形でドロイゼンに表明しようとシェーンは試みた
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のである。「我が愛する友アイヒェンドルフを認める

しかし天国にはたどり着けない

ため，さらに申し上げなくてはなりません。カトリッ

重い人間が登ったら

ク信仰について彼の持つイメージは，カトリックの聖

天の梯子は砕け散る

職者や世間の持つイメージとはまったく異なります。
教会の衣裳を身に纏った独身の聖職者を，アイヒェン
ドルフは性の違いを超越した者と見なしているに過ぎ
ません。彼にとって断食とは，単なる禁欲のイメージ
です…。彼らが飽食し情欲に耽っているにせよ，彼は
より高次の宗教性をより高いあり方の本質だと考えて
います，等々。…要するに彼は理想化されたカトリッ
ク信仰に生きているのです。そしてこの信仰は彼にお
いて，まったく高貴な天性において通用し得るものな
のでしょう。彼は自身のカトリック信仰を，この本に
おいてより詳しく示すべきだったのだと思います」。
実際，シェーンは思い違いをしている。キリスト教の
場合，ことにその原型であるカトリック教会の場合，

酒を飲む方がよほど気が利いている
酒飲みの考えに従った味がする
酒を飲めば梯子などはいらない
酒を飲めば直ちに登れるのだ 高みへ！

アイヒェンドルフはすべての現実を己が理想で測ろう
とする。しかし信心深いキリスト教徒である彼にとっ
て，いかにそうしたところで理想は単なる理念ではな
い。キリスト教という機関が外面的には不完全であっ
ても，それはすでに内的な現実，すなわちイエス・キ
リストの人格に現われた神性なのである。
ア イ ヒ ェ ン ド ル フ の 返 事 に 失 望 さ せ ら れ た 後，
シェーンは世界観的な瞑想と神学の世界から，文芸す
なわち感情の世界に跳躍することによって自らを救
う。世界観的な瞑想や神学について，シェーンは自分
自身もアイヒェンドルフも十分な能力があるとは思っ
ていなかった。アイヒェンドルフの回答を伝えた第三
の人物，すなわちドロイゼンに宛ててシェーンは書い
ている。「高みへ！高みへ！自然宗教と啓示宗教を超
越した所に，古典主義とロマン主義を超越した所に，
精神と感情を備えた人間はいるものです。精神とは哲
学者の領域，そして感情は詩人の領域でなくてはなり
ません。私はそれからアイヒェンドルフに宛ててこの
ように書きました」
。
シェーンは「高みへ！」で，四節からなるアイヒェ
ンドルフの詩『高みへ！高みへ！』を思い出したこと
であろう。この詩はダンツィヒの歌の会のために書か
れ，一八二五年にベルリンの雑誌『付き合い上手，あ
るいは魂と心のための雑誌』に発表された。シェーン
はこの詩をあちらこちらで宣伝する。それはこの詩の
中に自分への当てこすりを見たからである。以下はそ
の第一節である。
たくさん食べれば心は広くなる

シェーンは実際に文芸を高く評価している。そして
一八二一年にアイヒェンドルフがダンツィヒに到着し
た後，この評価はアイヒェンドルフに対する不信を共
感へと変えてしまったのである。シェーンの観念によ
れば，理想的な官吏は芸術と文芸の才能にも恵まれて
いなくてはならない。プロイセンの改革政策は，創造
的 な 頭 脳 と 未 来 像 を 必 要 と し て い た か ら で あ る。
一八三五年，アイヒェンドルフはこの時すでに四年こ
の方ベルリンで勤務していた。この年の十一月三十日，
シェーンはアイヒェンドルフに宛てて書いている。
「命
ある限り，我々の基本的な色調は一致しています。…
カントが生活し活動したこの土地で，信心家はやがて
自己崩壊を起さねばなりません。批判が人間の本質へ
と変ったからです。…何とも残念です！貴方が！この
つまらぬ世において芸術のできのよい子の一人である
貴方。
その貴方が当地にいないということが。…フォー
クト（ケーニヒスベルクのマリエンブルク史家）と私
は，しばしば貴方のことを話題にします。根本的な深
さと愛想のよさが結びついた，理念と上品さが結びつ
いた貴方の力について話します。私にもう一度，この
種の精神的な火酒を送って下さい」。

マリエンブルクの再建
一八○三年八月二十六日，詩人のマックス・フォン・
シェンケンドルフは『率直なる者，あるいは教養ある
偏見なき読者のためのベルリン新聞』に『プロイセン
における破壊欲の一例』なる檄文を発表した。その一
年後，国王フリードリヒ・ヴィルヘルム三世は建築物
の保存を命令する。そしてドイツ騎士団の城マリエン
ブルクの再建を熱心に計画したのは，一八一五年にプ
ロイセン州長官の任に就いたテオドール・フォン・
シェーンその人である。
アイヒェンドルフはその著作においてシェーンの功
績を評価している。それはシェーンの慫慂と国王フ
リードリヒ・ヴィルヘルム四世の命令によって書かれ
た。執筆されたのは彼がプロイセンの官職にあった最
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後の年，すなわち一八四三年春以降のことであり，翌

と国王の効果的な協力の象徴を築くことであった。ア

四四年二月にケーニヒスベルクで『マリエンブルクの

イヒェンドルフは，この詩の中でシェーンの志向に対

ドイツ騎士団城塞の再建』の題の下に出版された。そ

して自身の個人的意義をも響かせている。その意義と

の中で彼は述べる。
「最初の考えをあの不安定な国民
感情に輝かしくも点火したのは，一八一五年に旅の途
上でマリエンブルクを視察し，あの古く高貴な城の精
神の意義を完全に認識したプロイセン州長官，現国務
大臣のフォン・シェーンその人であった。素晴しい力
が与えられた結果，支配者と民衆の誠実な一致団結が
もたらされたことを後世のために記念碑に刻む。永遠
に古くて新しいものを何百年という時の瓦礫から掘り
起す。それが彼の考えである。彼は恐れずに取りかか
る。徒手空拳であった。しかしあらゆる偉大で正しい
ことは自らのために道を拓く，ということを気高くも
確信していた。多くの些細な不都合，懐疑的な冷淡さ，
悪しき時代のありとあらゆる忘れ形見の上に大胆にも

は本来カトリックである宗教騎士団のマリエンブルク
を今日のプロイセンへの警告と見なすことであり，他
ならぬキリスト教的価値への回帰に己の救済を見るこ
とであった。

柱を立てた。そして結果として自分のために不滅の記
念碑を打ち立てたが，彼自身はそのことを知りもしな
かったし，望みもしなかった」。
この百五十ページに亘るテキストの最後の部分で，
アイヒェンドルフは自分自身をも思い起させている。
もちろんのこと名前は伏せてある。「この建築の意義
を把握し，高い調子で現代に蘇らせた第一の人物はプ
ロイセン国王だからである。すべてがようやく芽生え
始めたばかりの一八二二年六月二十日，当時まだ太子
であった国王は，巨匠の大食堂における荘重な祝宴に
際して多くの高貴なプロイセン人士を己が周囲に集め
た。…その時，合唱隊席から響くトランペットが多く
の偉大な記憶を目覚めさせた。それらの記憶はここで
は真の価値を認められず，何百年この方まどろんでい
たのである。再び開け放たれた高い窓の外では，周囲
の景色が太陽のように明るく輝いていた。色とりどり
に着飾り歓声を上げる人々で，中庭は再び溢れ返った。
…歌う代弁者もまた，昔ながらの衣裳を身に纏ってダ
ンツィヒから到着した（ギムナジウム教師のテオドー
ル・クニーヴェル）
。そして歌の会の間にツィターの
伴奏で歌を歌い，高貴な紳士たちに挨拶する。そして
太子は新たに満たされた酒盃を高く掲げて乾杯の辞を
述べ，この歌を繰返した。『全テノ善ニシテ威厳アル
モノハ，コノ建築ノ如ク復活セヨカシ』（訳者註 : 原
文斜体字）。それにしても，この真に王者にふさわし
い乾杯の辞よりも美しい言葉で小著を終らせる術を知
らない」
。ここで言及されている歌を書いたのはアイ
ヒェンドルフである。シェーンにとって重要なのは，
彼のいわゆる国家改革の意味でマリエンブルクに民衆

…だが胸壁の上に
今なお立つは英雄の魂
その魂は ─ 時代が何を始めようとも ─
静かに十字架をさし示す
多くの種族が入れ代り
夜の闇へと沈みゆく ─
揺らぐなかれ 汝忠実なる見張りよ
汝が国に注意せよ
すでに汝が民は
光り輝く十字架の方を向きたり
最後の審判の嵐の中で
おののきつつも汝に気づきたり
今や再び朗らかに
朝の光を浴びて汝の館の現れぬ
愛を受けたる乙女は
遥けくも国土を見渡しぬ
聞ゆるは歌の響きか
着飾った客人らの巡礼の
この広間を目指す ─
この朗らかなる宴は誰のために
汝プロイセン王の子息
この騎士の館にまします
汝高みを楽しまる
これぞ鷲の流儀…
時代と格闘する
とこしえに新しく古きもの
王子よ これぞ
汝が民の心を貫くもの
これが正しく行なわるるところ
これぞ神を讃えんとして
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十字架の旗の開くところなり

しく輝きます。…それは次の理由によるものです。騎

正しき騎士の道の行なわるるところなり…

士団員は騎士団全体からしかその栄光を受けません。
現世を受け入れる代りに，騎士団の掟によってその復

アイヒェンドルフはこの意味において戯曲『マリエン
ブルク最後の英雄』をものすることになる。この戯曲
はシェーンの要請に応えて，早くも一八三○年にケー
ニヒスベルクで出版される。シェーンはプロイセンの
模範としての騎士団国家を想起させようとした。しか
しアイヒェンドルフにとって重要なのは，現代の課題
としての騎士団によるキリスト教化であった。彼の考
えによれば，
現代は再び異教化しつつあったのである。
それゆえ騎士団を崩壊させようとも
騎士団が北に植えし十字架の倒るることなし
そういう訳でアイヒェンドルフによれば現代のプロイ
センも古い価値秩序に回帰せねばならず，十字架に
よって方向を定めねばならない。それを象徴的に表し
ているのが，解放戦争の際に国王フリードリヒ・ヴィ
ルヘルム三世によってなされた鉄十字勲章の創設であ
る。騎士団の十字架に変更を加えたこの勲章をデザイ
ンしたのは，カール・フリードリヒ・シンケルであっ
た。
苦痛に引き裂かれたるごとく天を仰げば
おぼろげなる稲妻が光り
英雄という英雄の墳墓より立ちあがる
彼ら物も言わず静かなる頂に
素晴しき鉄の十字架をうち立つ
稲光のする暗き静けさの中で ─
するとプロイセンの民は身震いし
ふたたび偉大なる時代を思い出す
アイヒェンドルにとって，騎士団員は後世のプロイセ
ン後備隊兵士の原像であり模範であった。一方，シェー
ンはその関係を逆に見ていた。すなわち，後備隊にお
いて騎士団の先駆性が完全なものになるというのであ
る。マリエンブルクを再建するに当って，ガラス窓に
騎士団員と解放戦争における後備隊の兵士を描くこと
になった。その時シェーンは，一八二一年十月二十一
日付でベルリンの上級建築管理局にいる枢密建築上級
顧問官カール・フリードリヒ・シンケル宛に手紙を書
き，カントの用語によってその視点を説明している。
「両者は理念のために生きます。それゆえ共に天国へ
の途上にあります。しかし後備隊員の栄光は，より美

活を避けます。その一方で後備隊兵士の栄光は闇に閉
ざされた現世の集団を同時に照らし，晴れやかにする
からなのです。それゆえ後備隊の兵士は最も美しい栄
光に包まれていなくてはなりません。何となれば後備
隊の兵士とは崇高な概念であり，騎士はこの崇高な理
念の連鎖の二番目の構成要素に過ぎないのですから。
確かに（人間の評価に従うならば）ドイツ騎士団員な
くして後備隊の兵士は存在しません。しかし花は幹よ
りも美しく，根よりも天に近いのです」。シェーンに
とって後備隊の兵士は，市民解放の代表者である。貴
族による選良国家からイギリスのごとき立憲王政によ
る自由主義的な国民国家へと到る，プロイセンの発展
の代表者なのである。アイヒェンドルフ自身も後備隊
の士官として，正規軍の指導部における貴族たちの選
良意識丸出しの振舞いを甘んじて受けていた。しかし
プロイセンのためにも，指導者としての貴族の役割に
固執していた。もちろんのこと騎士団員の理想，すな
わち聖と俗の結合によって王国と貴族は方向を定める
という決定的な条件の下ではあるが，彼は貴族の役割
に固執していた。アイヒェンドルフによれば，騎士団
国家を最終的に没落させたのは，外的な脅威ではない。
没落の原因は，騎士団規約からの脱落と，より増大す
る世俗化の傾向だったからである。
異教徒の時代すでにあまたの英雄ありき ─
汝らキリストに背き己が旌旗の下に向いしか
時はキリストの旗印を 宗教的なる意識を求む
しかるに汝らの意識は世俗的なり
汝らはその義務とは異なるものを愛す
財産を 己が名の栄光を 黄金を 婦人奉仕を

緊張に満ちた生涯の友情
騎 士 団 員 と 後 備 隊 兵 士 の 理 解 の 違 い に 対 応 し て，
シェーンとアイヒェンドルフの中世理解も異なってい
る。一八三五年十一月三十日，シェーンはケーニヒス
ベルクからベルリンのアイヒェンドルフに宛てて書い
ている。「ドン・カルロスのようにこの世を中世の制
度に戻そうとする者は，カトリックの ―― キリスト
教のとも申せましょう ―― 教会に対する最大の敵な
のです。あの和解に留まろうとして，大衆が低級なも
のを祈ったとします。だとすればもちろん個々の強い
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人間たち（修道院）が必要になります。彼らはその大

昇給が比較的すみやかになるように配慮している。何

衆のための公的な祈りによって祈りの理念を具体的に

よりもまずダンツィヒやその百キロ南にあるマリエン

表し，
大衆の頭と心にこの理念をもたらすのですから。

ヴェルダーの地方政庁にポストと発言権を得たことに

人間に祈ることが可能で，必要とするものはせいぜい
が共同体における個々の刺戟（司祭）のみだとしましょ
う。だとすればあの荷物の束は必要なくなり，沈んで
しまいます。不必要なものはすべて，つまらぬ人間よ
りも下劣さの中に沈んでしまうようなものです」。
この手紙に対するアイヒェンドルフの返事は知られ
ていない。ルーボヴィッツの回想の構想に見られる記
載は，恐らくこの手紙のことであろう。「人間全体を
かくも低級で馬鹿な理解の下に置くとは，何と（シェー
ンのごとく）
愚かであることか。あの生涯すべてから，
立派で実直で退屈な事務屋が生れるのだ。―― 中世
という偉大な形式に魂を吹き込むには，我々は今やあ
まりにも疲れ果ててしまった。こう言う代りに，傲慢

関して，アイヒェンドルフは追加で「ささやかな日給」
を得るのである。しかしシェーンは一八二一年の夏，
すでに文部大臣のフォン・アルテンシュタイン経由で
指令を受取る。アイヒェンドルフは可及的すみやかに
参事官並びに地方政庁評議会のカトリック評議員とし
て正式に雇用されるべし。年俸は予算化された千二百
ライヒスターラーとする。本件は一八二一年九月六日
付の王国政府訓令によって承認される，というのがそ
の内容であった。参考までに記せば借家に住む地方長
官の平均収入は，交際費を含めて七千ターラーであっ
た。シェーンは最終的に八千ターラーを得ている。恩
給は収入の八分の四であり，いわゆる「恩恵の八分の
一」が増額分としてあらかじめ考慮されていた。
身分にかなうように六人家族を養ってゆくには，ア
イヒェンドルフの収入は今なおほとんど十分ではな
かった。それは州政府長官の収入との比較が示す所で
ある。一八二一年一月六日にはベルリンで第四子，娘
のアグネス・クララ・アウグスタが生れたからである。
この時アイヒェンドルフとその家族は，恐らく私用を

な今の世は言うだろう。中世は愚かである。我々がも
はや中世を理解しないからだ，と」。
計画に終った戯曲『シチリアの晩鐘』の粗筋が記し
てある構想用紙で，アイヒェンドルフはさらに辛辣に
シェーンを批判した。構想を書いた紙の端には次のよ
うに記されている。
「まったく手短にあけすけに言え
ば，世界喜劇。そこには新時代の産物がすべて登場。
喜劇的な罵り合い。昔懐かしくも和やかなコッツェ
ブー主義者，―― 世界市民，カント主義者，変革者，
破壊者（シェーン）
。―― 最新流行の哲学者，神秘的
な似而非カトリック信者，ソネット詩人。―― 馬鹿
げた体操家とギムナジウムの生徒。あるいはむしろこ
れらすべてを，計画した世界喜劇にうまく持込む！」
アイヒェンドルフは線を引いて，この書込みを消して
いる。しかしシェーンに対する態度決定は破壊的であ
る。二人の友情がどれほど腹蔵ないものであり得たの
かが問われる。シェーンは，アイヒェンドルフをまず
第一にマリエンブルク計画のための詩作する宣伝者と
して利用した。そしてアイヒェンドルフは，シェーン
をプロイセンにおける直接の上司という幸運として見
ていた。この上司は，厄介な教会問題や学校問題の書
類から彼を救い出した。それどころか後にはケーニヒ
スベルクからベルリンへの逃亡で彼と共謀し，力を貸
しさえした。そういった所ではなかったのか。
一八二一年春，アイヒェンドルフは暫定的なカト
リック評議員としての勤務を始める。報酬は二ライヒ
スターラーの日給であった。シェーンは彼を，志を同
じくし，マリエンブルク計画のため共に働く者として
評価していただけではない。彼はアイヒェンドルフの

足すためにベルリンに滞在していた。しかしアグネス
は早くも十五箇月の後，一八二二年四月五日に夭折し
ている。
一八二一年九月十二日から十八日にかけてダンツィ
ヒ近郊のオリヴァにある大司教の館で，プロイセンに
おけるカトリック教会の状況の立て直しに関する協議
会が開かれた。その会議でアイヒェンドルフは，ベル
リンの文部省における恩人である枢密高級顧問官シュ
メッディングと再会する。教皇の全権委任者は，領主
司教のヨーゼフ・ヴィルヘルム・フリードリヒ・フォ
ン・ホーエンツォレルン＝ヘッヒンゲン帝国直参伯爵
であった。彼は一七七六年にトロッパウで生れており，
従ってアイヒェンドルフの同郷人である。「彼は我が
友 人 に し て， 当 地 に お け る 最 良 の 仲 間 で す 」。
一八二三年四月七日，ブラウンスベルクのギムナジウ
ム校長であるハインリヒ・シュミュリングに宛てて，
司教はそう書いている。「彼は政府において，すでに
幾つかの困難を幸運にも切り抜ける手助けをしてくれ
ました」
。アイヒェンドルフは「仕事に忙しく，残念
なことにしばしばおりません。フォン・シェーン氏が，
旅行というと常に彼を同行させるからなのです」
（一八二三年一月二十八日）。彼は「最近，血痰を吐き
ました。危険な状況です」（一八二四年三月）。司教の
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文通から知ることができるアイヒェンドルフの消息は

らず，ベルリンのシュメッディングとアルテンシュタ

この二つである。

インにもそのことを訴えたのであった。
それゆえ一八二三年八月，シュメッディングは臨時

ドイツにおける司教のポストは一八一四年にはわず
かに四つ，一八一七年には辛うじて三つが占められて
いるに過ぎなかった。世俗化とナポレオン戦争の混乱
がその原因である。ロシアとオーストリアとプロイセ
ン の 君 主 は， パ リ で「 神 聖 同 盟 」 を 締 結 し た。
一八一五年九月二十六日のことである。この同盟は王
座と祭壇の盟約を呼号しており，ほとんどすべての
ヨーロッパの君主が加盟した。この時以来ローマ教皇
庁は個々の領邦と政教条約の締結を試みた。そしてバ
イエルンとは一八一七年六月五日に政教条約が締結さ
れ，プロイセンとは一八二一年七月十六日付のピウス
七世の教区の境界設定に関する教皇大勅書『魂の救済
について』（訳者註 : 原文ラテン語）によって協定が
結ばれた。この協定は国王フリードリヒ・ヴィルヘル
ム三世によって国法として布告されたが，「君主の大

代行者として，教皇の勅書を実施するために西部の司
教区や諸州にも赴いている。これを機会にアルテン
シュタインはアイヒェンドルフをシュメッディングの
代員としてベルリンに呼び寄せ，わずかばかりの俸給
に一日五ライヒスターラーの食費を増額した。シェー
ンはこの案に同意する。「アイヒェンドルフよりもこ
の任務にふさわしい者」を，彼は見つけることができ
なかったであろう。
十月，アルテンシュタインは不可解な表現でシェー
ンにアイヒェンドルフの帰還を通告した。「フォン・
アイヒェンドルフ氏の委託によって私にもたらされた
犠牲を一層生き生きと閣下に感謝します。アイヒェン
ドルフ氏は当地への召還の目的を十分に果しました。
彼は模範的な仕事のやりようと振舞い方によって，私
にとってかけがえのない者になったからです。彼がこ
ちらにいることが現在のみならず将来にわたり，貴地
におけるカトリック教会のために有益であることを希
望します。それは私が彼の見解を厳密に知ったからと
いうだけでなく，彼の見解も私の見解と一致したから
であります」。これはにシェーンにとって，カトリッ

権とは無関係」とされる。プロイセンには二つの大司
教区あるいは教会管区が設置された。すなわち西部の
新たに獲得された領土にはケルン大司教区が置かれ，
トリーア，ミュンスター，パーダーボルンの所属司教
区を包括した。東部にはグネーゼン＝ポーレン大司教
区が設けられ，
クルム所属司教区がその下に置かれた。
ブレスラウとエルムラントだけは免属のままとされ， ク問題のためにアイヒェンドルフの見解を今までより
ローマ教皇庁の直接支配下にあるものとされた。エル
も熱心に取ることの露骨な暗示であった。
ムラントの司教座はフリッシェス・ハフの畔のフラウ
ベルリンで国家の官僚制度というオルガンのふいご
エンブルクにあり，その聖堂を有する城塞は早くも
で「角材を踏む最後の人物」としての臨時の仕事に，
一二七○年に当時のエルムラント司教によって創建さ
もしかするとアイヒェンドルフはすでに幾許かの幻想
れている。
を抱いたのかもしれない。その幻想とは官吏としての
エルムラント司教区，および東西両プロイセン州へ
幸運を本省に見出せるかもしれぬというものである
の教皇勅書の適用は，
「良心の自由」を目的としていた。 『扁桃核の詩』において，彼はそのことを諧謔を交え
文部大臣のアルテンシュタインは，寛大にもカトリッ
て述べている ―― 通常の言葉のリズムに反する音節
クとプロテスタントの調停に意を用いた。彼はすでに
の核が印刷によって強調された韻律が，題名によって
一八二○年の書簡でアイヒェンドルフに宛てて次のよ
暗示されている（訳者註 : たとえば原詩の二行目で斜
体字によって強調された Begehrenden の -enden は通
うに書いている。そしてそれは文相の心の底から出た
ものであった。
「憲法，教会の権利と所領，学校などの
教育機関は損われません。可能性に従って保護され，
維持されます。そうすることによって真の人間教育が，
宗教意識が，公序良俗が，祖国愛と人の和が行なわれ
育まれるのです」
。しかし領主司教は，以下のことが確
認されねばならぬと主張した。すなわち州政府長官の
シェーンの教会政策と学校政策には ―― 彼は信仰にお
いてもリベラルなカント主義者であったが ―― この教
皇勅書による協定と矛盾せぬものが欠けているという
のである。そして領主司教はアイヒェンドルフのみな

常はアクセントを持たぬが，ここでは前行の Wänden
と韻を踏むためにアクセントを持たされている）。―
―
書類や暗い壁の間で
自由に焦がれる私を虜にするのは
人生の厳しい義務
そして棚や層をなして積まれた書類から
侮辱を受けたミューズたちが
役人顔の私を面と向って笑い飛ばす

アイヒェンドルフ伝（続）（丹治）

109

春や朝焼けに

そして兄弟たちよ

なおも心が元気づけられたとき

ここで別れ別れになる前に

おお

そして再会のために
最後の歌を響かせよう

静かなる明るい幸福よ

今どれほど熱く乞い願おうとも
この平坦な砂地から
戻る道はないのだ
最後の角材を踏む者として
哀れな祈 ? 者である私は
国家という交響曲の中に立っている
ああ この音の洪水の中で
いったいどこに本来の心の
甘美なる調べを見出せるというのだ
一篇の詩を汝に捧げよう
さて だから悩んでいる私を
あまり容赦なく裁かないでほしい
向こう見ずな韻を歓喜として
このたわ言を詩として
認める心を示してほしい

ダンツィヒからケーニヒスベルクへ
アイヒェンドルフが驚いたにせよ，すでにベルリンで
消息に通じていたにせよ，一八二四年四月十三日に東
西プロイセンの両州は国王の命令によって新たなプロ
イセン州に統合される。この州の長官はテオドール・
フォン・シェーンであり，その官庁はケーニヒスベル
クに置かれた。そしてアイヒェンドルフは六月五日付
で国王によって州政府参事官に任命され，俸給に年額
三百ライヒスターラーを加増された。『別れ』の詩を
書いて，十二月十八日にアイヒェンドルフはダンツィ
ヒの歌の会と別れる。
「舟びと」と「恐れを知らぬ舵
取り」とは，疑いもなくテオドール・フォン・シェー
ンのことである。
耳を澄ませ 時を告げる鐘が鳴らされる
そして舟びとは舟べりに立つ
今ひとたび挨拶を ざわめく音を立てながら
波が舟びとを運んでゆく
嵐がえぐる そして時代は憧れを抱き
天を目指して立ち上がる
そのような泡立つ波間に高々と帆を張れ
恐れを知らぬ舵取りよ

最後の杯を挙げよう

実際にアイヒェンドルフはこの後もダンツィヒを訪れ
る。一八二六年六月と一八二七年七月には西プロイセ
ン視察旅行の際に立ち寄り，最終的にはダンツィヒか
ら六十キロ東南に離れたマリエンブルクにあるドイツ
騎士団城塞の再建と関わりあう。しかしわけてもアイ
ヒェンドルフは，まずマリエンブルクの歴史を書き上
げ た。 そ れ か ら 退 官 後 に 自 由 な 文 筆 家 と な り，
一八四三年から一八四七年にかけてダンツィヒは娘の
テレーゼの許に滞在する。娘の夫であるルートヴィヒ・
フォン・ベッセラー＝ダールフィンゲンは一八○九年
にケーニヒスベルクで生れ，プロテスタントンの信仰
を持っていた。彼は一八二七年からダンツィヒで軍人
としての基礎教育を受け，一八三三年から一八三六年
にかけてベルリンの士官学校に勤務する。そしてこの
ベルリンでアイヒェンドルフの娘と知合い，一八三七
年七月二日に結婚することになる。彼は一八三七年か
ら一八四七年にかけてダンツィヒの師団管区学校で教
鞭を執り，幼年学校の教官としてベルリンに転任する。
アイヒェンドルフはベルリンでもまた娘の夫と幼年学
校の中にある住いを共にし，軍隊の雰囲気に近い所に
いることになる。
二度目のダンツィヒ滞在を始めるに当り，アイヒェ
ンドルフは『夜 ダンツィヒ』の詩を書いている。
暗い切妻屋根に高い窓
霧の中から塔が顔のぞかせる
青ざめた像が幽霊のように
音もなく玄関の脇にたたずんでいる
月はこの町を気に入り
夢のように空から光を投げる
地上には魔法にかけられた
おとぎ話の世界があるようだ
まわりが耳を澄ましてあたりを窺うなか
家という家を越えて
はるか海の遠鳴りが聞える ――
不思議な静けさだ
そして塔守は昔かわらず
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古い歌を歌っている
神よ

そういう訳で，プロイセン人がダンツィヒで受け入

守り給え

れられることは困難であった。プロイセンがナポレオ

夜に舟をやる舟びとを

ンに降伏して，一八○七年から一八一四年までこの都

この詩は，アイヒェンドルフにとってダンツィヒがい
かなるものであったかを暗示している。かつてブレー
メンやハンブルク，リューベックをも凌駕した歴史を
はらむ商業都市との出会いを示すのが，この詩である。
一四六○年，ダンツィヒは自らを圧迫するドイツ騎士
団総長に，
近郊のマリエンブルクからの退却を強いた。
しかし一七七二年にはプロイセン軍によるヴァイクセ
ル河口の占領によって，バルト海から切り離された。
この二つの事件の間，
この町は「自由都市」としてポー
ランド王権の下にあった。―― すなわち「ポーラン
ド王国 領 プロイセ ン」 に 属 し て い た の で あ る。 ―
― ダンツィヒはこの期間を通じてバルト海最大の港
湾都市であり，穀物と材木の輸出と，西ヨーロッパの
産物の東方地域への輸入によって繁栄した。三十年戦
争の間，ヴァレンシュタインが一六三四年に解任され
た後で，ダンツィヒに引退しようとしたこともまた有
名である。一五六六年から一六○九年にかけてオラン
ダ人がスペインに反抗した際，ダンツィヒの船隊はオ
ランダに穀物を供給した。この時，イギリスとフンス
はおろかイタリアやバチカン市国までがオランダを援
助している。フランダースやオランダの親方たちはこ
の都市を市民のバロック様式で飾り，イタリアの芸術
家たちは「北方のベネチア」で活動した。
この古いハンザ都市が没落する原因は，まずペテル
ブルクが建設されてダンツィヒと競合する存在になっ
たこと。そして何よりもまず第二次ポーランド分割で
ある。この分割はプロイセンとロシアによって行なわ
れ，ダンツィヒはプロイセン領となって後背地を失っ
た。その結果，多くの都市貴族がこの町を離れる。そ
の中 には， ア イヒ ェ ン ド ル フ と 同 い 年 の 息 子 ア ル
トゥールを連れたヨハンナ・ショーペンハウアーもい
た。一七七二年のプロイセン軍によるヴァイクセル河
口の占領で，ブランデンブルク＝ポンメルンと東プロ
イセンの間に地橋が形成される。東プロイセンは相続
契約によって一六一八年この方ホーエンツォレルン家
領になっていた。すでにこのヴァイクセル河口の占領
の際のことを，ヨハンナ・ショーペンハウアーは回想
録に書いている。
「あの日，私の故郷は不幸に襲われ，
滅亡へと運命づけられました。この不幸は吸血鬼のよ
うに何年にも亘って生命の髄を吸い尽し，私の町は
すっかり衰弱してしまったのです」。

市は「自由都市」の地位を取戻す。そしてウィーン会
議の結果，一八一五年二月十二日にようやくまたプロ
イセン領になる。ロシアは後背地のかなりの部分，す
なわちポーランド王国を支配下に置いた。プロイセン
自身はダンツィヒのあらゆる特権を奪い，新たに設置
された西プロイセン州の首都にした。そしてこの両国
とも，バルト海に面した他の港を犠牲にしてまでダン
ツィヒの隆盛を取戻すつもりはなかったのである。ブ
ロンベルク運河はオーダー河口のシュテッティンまで
到達していた。そしてプロイセンはこのシュテッティ
ンに目をかける。ダンツィヒはプロイセンの州政府所
在 地 に な り 下 が っ た。 一 八 六 四 年 当 時 の 人 口 は
七万八千人であるが，これは十七世紀半ばよりも少な
いのである。
ダンツィヒの下層階級と周囲の土地の人々は，ドイ
ツ語よりもむしろポーランド語を話していた。しかし
アイヒェンドルフにとってそれは問題にならなかっ
た。ダンツィヒのポーランド語は，オーバーシュレー
ジエンのポーランド語とは確かに違ってはいたのであ
るが。最初のダンツィヒ滞在において，アイヒェンド
ルフは何よりもまず町中に住み続けることを免れる。
この町の中世風の小路は過去の栄光を夢見ており，先
に挙げた詩が暗示するように，夜になるとそれが悪夢
になることさえあった。一八二二年から一八二四年に
かけて，夏の間は郊外にあるジルバーハンマーの農場
つき住宅が詩人のために用立てられる。これはテオ
ドール・フォン・シェーンが友人のフリードリヒ・ツー・
ドーナ伯爵に仲介したことによるものであった。この
ジルバーハンマーの住宅からほんの二三キロ離れた所
には市が立つ小さな町オリヴァがあり，そこにはシ
トー会の大修道院長の館があった。―― この修道院
はアイヒェンドルフに故郷のラウデン修道院のことを
思い出させたであろう。―― 大修道院長にしてエル
ムラントの領主司教ヨーゼフ・フォン・ホーエンツォ
レルンは，この館でアイヒェンドルフを親しく歓迎し
た。ジルバーハンマーとオリヴァの周囲には森に覆わ
れた丘が連なり，ウラル＝バルト丘陵地帯の北の支脈
を形成している。アイヒェンドルフはこの風景を見て，
シュレージエンの故郷を思い出したかもしれない。と
りわけ一七五四年から一七五六年にかけて建てられた
オリヴァの館の南側が，ルーボヴィッツの城館に似て
いたからである。バロック様式に変更されたオリヴァ
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の修道院附属聖堂もまた，シュレージエンにあっても

によって創立された。ハーマンとヘルダーとカントは

お か し く な か っ た か も し れ な い。 こ の 聖 堂 に は

この大学に学んでいる。アイヒェンドルフは一八四六

一七八五年においてもなお，五千を超えるパイプを持

年に論文『ドイツ近代ロマン主義文芸史』において述

つオルガンがあった。ルーボヴィッツで地平線にある
のはカルパチアの山並である。それがジルバーハン
マーにおいては「海の遠鳴り」であり，その「不思議
な静けさ」であった。「夜に舟をやり」，「神が守ろう
とする」
「舟びと」
。この舟びとは，隠者のごとき「塔
守り」であるアイヒェンドルフの許で「のらくら者」
になる。こののらくら者は「太古の歌」のアイヒェン
ドルフにおける変種である。
芸術作品に乏しく，醒めた，プロテスタント的で啓
蒙されたケーニヒスベルクでは，状況が何と異なって
いたことか。その城塞はボヘミア王オトカル二世を讃
え る た め， ド イ ツ 騎 士 団 に よ っ て 建 設 さ れ た。
一二五五年のことである。オトカル王はブレスラウと
エルビングを経て，ザルムラントを征服するため十字

べている。彼にとって三人のうちハーマンとヘルダー
は，レッシングと共に「三人の影響力の大きな人物」
である。この三人は「当時すでに後世のため，とはつ
まり啓蒙主義に続くロマン主義のために…別の時代の
種籾を撒いていた」。
「力への想像力」を標語に掲げるロマン主義者たち
にとって，ケーニヒスベルクは都合のよい場所ではな
い。このことは一八四二年にカール・ローゼンクラン
ツ が『 ケ ー ニ ヒ ス ベ ル ク 素 描 』 で 確 認 す る。 彼 は
一八三三年に弱冠三十歳で，クルーク，ヘルバルトに
次いで教授の地位を占めたカントの三代目の後継者で
ある。ローゼンクランツが『素描』を表す十年前，す
でにアイヒェンドルフはこの町に背を向けた。そして
評論『芸術文芸について』で彼と喧嘩を始めている。
ローゼンクランツは書く。「ケーニヒスベルクで批判
哲学が世に出たということには」，偶然以上のものを
見ることができる。判断の均衡が地域の精神の財産に
なるのが，ケーニヒスベルクの町である。その結果と
して，たとえば奇矯さはこの判断の均衡によって常に
砕けてしまわねばならないのである。…しかし悟性が

軍の部隊と共にこの地に到った。一四五七年にポーラ
ンド王がダンツィヒ近郊のマリエンブルクを奪うと，
ケーニヒスベルクはドイツ騎士団総長の駐在地にな
る。そして一五二五年，騎士団領が世俗のプロイセン
公爵領になってからはプロイセン公爵の座所になる。
―― とはいえ歴代のプロイセン公は，むしろベルリ
ンに居を構えることを好んでいた。―― その結果，
東のプロイセンは辺境になり果てたのである。ブラン
デンブルク選帝侯フリードリヒ三世は，ヨーロッパで
の競合関係から国王の位を求めていた。一七○一年，
彼はケーニヒスベルクで自ら少なくとも「プロイセン
の国王」（原文 : König in Preußen）に即位する。「プ
ロイセン国王」（原文 : König von Preußen）の称号が
認められるのは，ようやく一七七二年以降のことで
あった。ドイツ国民の神聖ローマ帝国内で国王の称号
が認められたのは，ただ一度のみである。―― オト
カル自身はハンガリー王として王位を占め続けた。―
― 一七○一年，皇帝はそれでもプロイセン公に王の
称号を名乗ることを認める。それは公爵領が帝国の外
にあるからであった。一七二四年，城塞に守られて成
立した三つの市はようやく一つになる。その特権は外
来の城主によってとうの昔に失われていた。その結果，
ケーニヒスベルクの町はダンツィヒほど発展すること
ができなかったのである。
確かにケーニヒスベルクはダンツィヒと較べて，芸
術性溢れる宗教関係の建築物や教会が欠けていた。し
か し そ の 欠 如 を 大 学 の 名 声 に よ っ て 補 っ て い る。
一五五四年，ケーニヒスベルク大学はアルブレヒト公

命令的に支配するならば，それはいかにして想像力と
並び立つのか。このことが問われるであろう。ケーニ
ヒスベルクは芸術家にとって好意的な町であろうか。
そうは思わない。…ありそうにもないもの，誇張され
たものを恐れる悟性から自らを救うためには，逃亡す
る以外にはない。芸術家はこのことを予感する。それ
ゆえ直ちに，誇張されたことやありそうもないことを
始めるのである。詩人とは悟性に干渉する者であるが，
当地では諷刺詩人，有能な教師，喜劇作者としてしか
成功し得ないであろう。当地に来て以来，何百という
実に様々な種類の文学作品を知る機会に十分過ぎるほ
どに恵まれた。これらの作品は私への信頼と共に判断
を委ねられたものである。そして私は，当地では実に
沢山の実によい詩が作られていることを知った。とは
いえ真に文芸の名に値するものは，ほんのわずかしか
なかった。しかし A・ハーゲンの場合のように，最良
のものはここでは直ちにティークの傾向を持つ。すな
わち自由放任を原則として，悟性に対しては皮肉に振
舞う傾向である。卑見を述べるならばヒッペルはプロ
イセンの基本要素を最も幸福な形で描写し，想像力と
悟性を和解させた詩人である。これに対して（ツァハー
リアス・）ヴェルナーと（E・T・A・）ホフマンは，
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最も明白な形でロマン主義というものを示してくれ

いる」
。もしかすると「隠者のような」アイヒェンド

た。それはしまいには暗い淵へと真っ逆様に落ちてゆ

ルフには，夜遅くまで止むことのない音楽のような喧
騒が癇にさわったのかもしれない。ローゼンクランツ

くものである。そしてこれらの作家はまたケーニヒス
ベルクに留まらなかった。彼らはこの町を去ることに
なる。そして十分に奇妙なことだがハーマンは外国，
すなわちヴェストファーレンで人生の終末を迎えたの
である」
。
ケーニヒスベルク市民の諷刺詩贔屓と喜劇好みに対
して，アイヒェンドルフは悲劇『マリエンブルク最後
の英雄』を引っ提げて登場する。これが失敗に終らね
ばならぬことは明白であった。しかしアイヒェンドル
フはテオドール・ゴットリープ・フォン・ヒッペル
（一七四一−一七九六）同様に，悟性と想像力，理性
と信仰の均衡を図ろうとしている。それゆえ，いかに
非難を被ろうともヒッペルを評価した。彼は一八五一
年にその著書『キリスト教との関係における十八世紀
ドイツ小説史』の『理性宗教』という章においてヒッ
ペルのために七ページを割いた。そのことがアイヒェ
ンドルフのヒッペルに対する評価を物語っている。
ヒッペルの
『一七七八年における上昇線に沿った人生』
において，アイヒェンドルフは書いている。「主人公
は著者その人の魂の歴史の覆いを取る。すなわち悟性
と感情の，敬虔さと世俗の感覚の絶え間ない，常に媒
介のない戦いを露わにする。一言で言えば，信仰と知
の戦いを白日の下にさらすのである」。ヒッペルは「並
の合理主義者の水準よりも遥かに高い所にいる。彼を
凌駕するものは，そもそも彼の詩的な性質のみであっ
た。彼は言う。
『愛と信心の深さは，一つの旋律で歌
われる一つの歌である』と。そしてこの旋律は，織り
込まれた『ミンヒェン』の愛の物語において，真に詩
的な響きを彼の人生に与えるのである」。
なりたての州政府顧問官アイヒェンドルフは，上司
のテオドール・シェーンと共にマリエンブルク，マリ
エンヴェルダーを経て初めて新しく設けられたプロイ
セン州の州都ケーニヒスベルクに入った。一八二四年
七月九日のことである。七月十五日に，シェーンは妻
に宛てて次のように書いた。「ここで私は再び古く荒
れた城にいる。アイヒェンドルフはこの眺めを恐ろし
いとしか思わない。H・P・ペータースは塔にある階
上の部屋をぞっとすると言っている。B・アイヒェン
ドルフ（訳者註 : B ＝ベネディクト。ヨーゼフ・カー
ル・ベネディクト・フォン・アイヒェンドルフ男爵）
は階下の部屋に住んでいる」。四日後にはすなわち「ア
イヒェンドルフは言う。ここはそうすぐにはダンツィ
ヒにはならないだろうと。彼は今なお塔にある部屋に

もまた静かなダンツィヒとの対比を同じように体験
し，描写している。「夕方になると，あらゆる小路で
四季を通じて，笛の音や歌声が響く。ダンツィヒでは
視覚が形成されているように思う。あの町では造形美
術が重きをなしている。ケーニヒスベルクで幅を利か
せているのは，むしろ聴覚のようである。夕方になる
と，ダンツィヒの町の通りはあたかも非常に静かに
なってしまうようだ。少なくとも私にはそう思われ
る」。
領主司教とシェーンの争いもまた，ケーニヒスベル
クではむしろ増えている。シェーンはアイヒェンドル
フおよびケーニヒスベルク在住のマリエンブルク史家
ヨハネス・フォークトを伴って，夏の館に司教を訪問
する。その館はエルムラント，グットシュタット近郊
のシュモラニエン城にあった。この満足のゆくもので
はなかった訪問の後で，フォークトは一八二四年にア
イヒェンドルフ宛に次のように手紙を書いている。次
に述べるような特徴づけは，アイヒェンドルフにとっ
て苦痛に過ぎなかったことであろう。「神に関するこ
とのために，貴方の高貴で敬虔な心がどれだけ燃え上
がっているか。イエスの御国を広めるために，貴方が
どれだけ喜んで働いているか。貴方が私たちの聖なる
カトリック教会にどれだけ忠実であるか。そういった
ことを私は十分に知っています。それゆえ私は自信を
持って希望することが許されるでしょう。貴方が哀れ
な M（マリエンヴェルダー）の信仰の兄弟たちにとっ
て，忘れ得ないものとなり得るであろうということ
を」
。領主司教にとってシェーンは「カトリックの小
教区体制の樹立」と「マリエンヴェルダーの教会の建
設」の先延ばしを意図しているように見えた。司教は
また「出版印刷許可」のことも心配していた。この出
版印刷許可とはつまり，検閲機関としての州政府長官
による新しい『教区信徒宗教便覧』のための印刷許可
のことである。司教にとってとりわけ案じられたのは，
国中に知れわたっていたシェーンの次の言葉であっ
た。
「宗教は学校に属するものではない」。この言葉は
「すべてのよりよき人々の心を苦痛と驚愕で満たした
が，我々の敵対者の心を歓喜で一杯にした。─ 何
という言葉であることか！あらゆる教育の主たる要素
は，ただ宗教のみなのである！─ 宗教が学校に属
せ ぬ な ら ば， 宗 教 に は 生 命 が 吹 き 込 ま れ な い！
─ ベルリンの本省がこの根本的に危険な見解に与
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せず，宗派混合学校（あらゆる宗派のための共同の学

目標に到達したのです。見知らぬ若者をこれほど信用

校）にはまったく反対だということが，私の慰めであ

して下さった貴方と奥様に感謝を捧げます」。
この時期のアイヒェンドルフの優しさと妻の厳しさ

る」
。ヨーゼフ・フォン・ホーエンツォレルンは，最
後に改めてアイヒェンドルフの『マリアの歌』に感謝
する。去る日曜日，司教はフラウエンブルクの小教区
教会でまたこの歌を聞いたのである。「おお，主を讃
え教区の民を教化するためのこのような歌を，貴方が
作れるような時間の余裕が恵まれますように」。
しかしアイヒェンドルフはこの時間の余裕を，性質
を異にする創作に利用する。それは日々の生計を保証
す る助 け になら ねばな ら な か っ た。 そ れ ゆ え 彼 は
一八二三年十二月二日付の手紙で，ベルリンの出版業
者フェルディナント・デュムラーに宛てて満足げにこ
う指示している。「これ（この原稿）を持って行った
試補心得のフォン・アイクシュテット氏にメルヒェン
『俗物共に宣戦』
のための報酬を何とぞ御渡し下さい」。
それゆえ詩人は一八二四年十月六日に，ウィーンの叔
父ルドルフに幾分誇張して次のように披露することが
できたのである。
「私自身に関しては，−北の最果て
の地に漂着しましたが−己の運命に満足することがで
きます。
それは財産を授かり，私と家族は礼節にかなっ
た生活ができるようになったからです」。
一八二四年九月にはアイヒェンドルフの家族もまた
ケーニヒスベルクに着いた。彼らはランゲ・ライエの
むしろ城館に似た市民の家に住むことになる。そこに
は子供たちの家庭教師であるアウグスト・ルートヴィ
ヒ・ブッシュの部屋もあった。彼はまだダンツィヒに
いる折に，ケーニヒスベルク大学の天文学教授ヴィル
ヘルム・ベッセル宛の推薦状をアイヒェンドルフに依
頼している。そしてアイヒェンドルフは，即座に彼を
ケ ー ニ ヒ ス ベ ル ク で の 家 庭 教 師 と し て 雇 っ た。
一八三一年，
ブッシュは実際にベッセルの助手になる。
そして一八四九年にはケーニヒスベルク天文台の所長
になった。詩人との最初の出会いから三十年後，ブッ
シュは一八五一年七月二十八日付で彼の『皆既日食論』
をアイヒェンドルフに贈る。「ジルバーハンマーで貴
方と初めて御会いして御話しするという大きな幸運を
得た瞬間は，遠い彼方に去ってしまいました。そして
その瞬間が遠のけば遠のくほど，感謝の念は私の心の
中でますます生き生きとしたものになるのです」。こ
れはアイヒェンドルフに対するブッシュの感謝の証明
である。
「私は常にこの瞬間を，生涯における最も幸
運な類の転換点と見なすことでしょう。神の摂理は私
を貴方の許へと導きました。そして貴方の御芳情が私
のために道を拓き，私はその道に沿ってかくも幸福な

は，うまい具合に相補われていたようである。母親
が ―― 家族の慣わしのようなものであるが ―― 子供
の一人を罰として暗い部屋に閉じこめる。すると椅子
に掛けた父親はそわそわし出す。そして自分もまた暗
い部屋に姿をくらまして，可愛いのらくら者に優しく
こう言うのである。「泣くのはおよし。母さんの機嫌
もまたすぐ直るよ」。
官吏としてのアイヒェンドルフの活動は，シェーン
の指示によって本来の職務を超えて広がった。本来彼
に定められたのはカトリックの学校と教会に関する報
告であるが，その原則に関して彼は幾重にも州長官と
は見解を異にしていた。この州政府の長官は，職務を
帯びての旅に一層しばしば彼を同行させている。その
結果は一八二七年にシエーンに対する文部大臣の照会
となって現われ，州政府官報の抜粋を提出することが
求められた。その結果たとえばアイヒェンドルフは，
一八二五年二月二日に『ピラウの運送業者ヤーコプ・
リートケに関して』を取扱った。リートケは雇用が斡
旋されることになっていた人物である。また一八二八
年には，鉱水工場建設の援助に関するケーニヒスベル
クの酒類製造業者の申し出を扱っている。文化に関す
る報告からの任務もまた，アイヒェンドルフに委ねら
れた。すなわち国家への図書館の寄贈，州における演
劇の振興などである。これはエルビングに演劇協会を
設立することによってなされた。さらに彼はマリエン
ブルクの城館で一八三○年八月一日と二日に挙行され
るはずであった音楽祭にも関わっている。ヘンデルの
『アレクサンダーの祭典』，ベートーヴェンの『英雄』，
スポンティーニの『オリンピア』序曲，カール・マリ
ア・フォン・ウェーバーの『歓喜の序曲』
，モーツァ
ルトの讃歌や独唱曲，器楽合奏曲がこの音楽祭のため
に準備された。しかしこの音楽祭が挙行されたのは
一八三一年，アイヒェンドルフがケーニヒスベルクを
去った後のことである。開催が予定よりも一年遅れた
のは，一八三○年の時点でマリエンブルクの町には
二百人の共演者を収容する宿舎がなかったからであっ
た。
アイヒェンドルフは音楽にとりわけ深い関心を抱い
ていた。彼はダンツィヒに音楽師範学校を設立するこ
とについて意を強くしていたからである。彼は国王宛
の陳情書に一通の建白書を添え，ロマン主義の音楽理
論を述べた。
「国民の悟性を可能な限り形成し，知を
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豊かにすること。それに劣らず意義あるものは，疑い

ベルリンはまた，プロイセン州のかなり多くの住民

もなく人間，従って国民の中にある想像力とあの不思

がポーランド語を話すことを非難している。アイヒェ

議な力に等しく注意を向けることです。この不思議な

ンドルフは自分自身の経験からこの非難に反対する。
力は到る所で生に浸透し，大いにそれを規定するもの 「プロイセン国家への忠誠の欠如の原因を住民の話す
です。情緒という一般的な名称で呼びならわされるこ
ポーランド語に帰することは，自己欺瞞であると小官
の力を形成することは，何にもまして芸術の課題なの
には思われます。それは言語のせいではありません。
です。そしてあらゆる芸術の中で，音楽こそが本来の
というのもポーランド語を話すオーバーシュレージエ
民衆の芸術なのです。それは音楽というものが感情を
ンの住民は，ドイツ語を話す住民と同様に愛国者だか
直接に，あらゆる方向で捉え，かつ動かすからです。
らです。愛国心が欠如する原因は，西プロイセンにお
受け手の側における精通した心構えは必要ありませ
いては疑いもなくこの地域の歴史に存在します。なぜ
ん。それゆえ音楽をあの位置に高めることが，極めて
なら歴史は余りにも新しい民族の記憶を呈示し，同時
重要になるものと思われます。そこではたとえば単に
に当地のカトリックの聖職者に真の学問的な教育が欠
個々の軽薄な情緒が媚を売るのではありません。ある
けていることを語っているからです」。
いは名人芸が通と呼ばれる人々の耳をくすぐるのでも
プロテスタントを信仰する雇い主たちは，カトリッ
ありません。感情があの深く真剣で，神聖な力で満た
クの祭日が多いことを嘆く。「カトリックの祭日のう
され，生気を与えられるのです。そしてそういった力
ち少なくとも九つを，あるいはそもそも日曜日を除く
職人の休日を州長官は禁止すべきです」。政府が任命
は，生全体により高い意義を与えるのであります」。
この論証は，「すべてのものの中に歌が眠っている」 した経済特別委員のシュラーダーは，一八二八年十二
月にシェーンブリュック近郊のガルンゼーでこのよう
というアイヒェンドルフの標語を音楽に適用したもの
に提議した。これに対してアイヒェンドルフは反論す
である。
「汝はダンツィヒにおける音楽学校の設立を
る。「カトリックの祭典を制限することはすでに以前
国費の支出を以て援助する計画を提出した。朕は汝の
に行なわれ，目的にかなったものでした。シュラーダー
計画には気が乗らない」。国王フリードリヒ・ヴィル
ヘルム三世のこの散文的な回答に，アイヒェンドルフ
はいたく失望したことであろう。
プロイセン州とポーゼンに対する国王の控え目な態
度は，彼がポーランドのユダヤ人を毛嫌いしていたこ
とに基く。すなわち国王は，すでに一七九四年にポー
ゼンからフリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・シャッ
ク少佐に宛てて次のように書いている。「ユダヤ人は
住民の大きな部分を構成している。そしてこの人種，
あらゆる非難を上回る当地の物乞いの大部分を見るこ
とほど嫌悪感を催すことはない」。マリエンヴェルダー
の政府見解は以下の通りである。「多くは結婚が原因
でユダヤ教に改宗した ―― キリスト教徒は公民権を
奪われねばならない。そして新たに生じたユダヤ人と
して，国家による帰化の許可と寛容なしで済まさねば
ならない。それゆえ外国籍のユダヤ人同様，ポーラン
ドの国境の彼方に追放されねばならない」。アイヒェ
ンドルフはマリエンヴェルダーの政府とは見解を異に
している。
信仰の自由という一般的な原則に対応して，
この場合にもまた明確な規定が発せられねばならな
い。その結果，「当惑した個々人に対して過度に厳し
い処置がなされることは回避されねばならない」。
アイヒェンドルフはベルリンの本省に宛てた報告の中
で，この見解を支持している。

の提議で言及された日曜を除く祭日の特別な祭典は，
この制限の後で至高の場所（訳者註 : ローマの教皇庁
か）において承認されたものであります。ゆえにここ
になされた提議は時宜を得ておらず，成功の見込みも
ありますまい」。
ヨ ー ゼ フ・ フ ォ ン・ マ ル ヴ ィ ッ ツ が， ―― 彼 は
二十四歳でギムナジウムの第四学年になったばかりで
あった ―― 非常に控え目にカトリック神学を勉強す
るための奨学金を申請してきた。この申請者にアイ
ヒェンドルフは次のように答えている。「本職は貴方
の申請を援助することができません。公職に就くこと
に固執するかどうか，よく考えてください。この状況
下で公職に就こうとするならば，有用な聖職者として
活動できるようになるまでに，貴方の青春の大部分は
奪い去られてしまうことでしょう」。
長くいればいるほど，アイヒェンドルフはケーニヒ
スベルクにいるのは間違いだと感じていた。東部と西
部に新しく創設された州で，多くのカトリック人口が
プロイセン国籍に編入された。この時以来プロイセン
州，それどころか王国全体が，カトリック信者たちに
よって計画的に文化の程度を低くされている。これは
シェーンの妄想であるが，アイヒェンドルフを最も煩
わせたのはこの妄想である。一八二六年五月二十一日，

アイヒェンドルフ伝（続）（丹治）
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シェーンは国王に「エルムラント教区のカトリック聖

というものであった。

職者の策動」について苦情を申し立てた。このエルム

いわゆるカトリック改宗に対するテオドール・フォ
ン・シェーンの闘争は，一八二七年に頂点を極める。

ラントの聖職者とは，アイヒェンドルフと友情で結ば
れていた領主司教のヨーゼフ・フォン・ホーエンツォ
レルンである。
シェーンは教義論争のために従士を集めようとし
た。司教のポストを自分が支持する候補者で占めるこ
とが重要だったからである。それゆえ彼は一八二六年
七月十八日付で，懇意にしているベルリンの枢密顧問
官フリードリヒ・アウグスト・シュテーゲマンに宛て
て次のように書いている。「ゼドルニツキー伯（これ
この通り）がエルムラントに来なくてはなりません。
そして（領主司教の）ホーエンツォレルンはモロッコ
に行かねばなりません。私は前者を支持します。この
人物のことは，我が素晴しき友人のアイヒェンドルフ
を通して知っております。アイヒェンドルフに貴官を
訪ねる時間の余裕がありましたら，この人物に好意的
な配慮を御願いします。彼はカトリック教徒です！敬
虔で忠実ですが，エルムラントの恐怖には腹を立てて
います。貴官はすでに彼ののらくら者と締めくくりの
詩を御存知でしょう。そして最後の詩に込められた挨
拶は，貴官に向けられたものでもあるのです」。
レオポルト・ゼドルニツキー・フォン・コルティッ
ツ伯爵は，ブレスラウのギムナジウム時代のアイヒェ
ンドルフの級友である。彼は一八一九年以来ブレスラ
ウの定住司教座聖堂参事会員であった。シェーンは目
標を達成できない。というのもゼドルニツキーはアル
テンシュタイン文相の提案と国王の要望によって，
一八三五年にブレスラウの領主司教に就任するからで
ある。この教養が高くリベラルなブレスラウの高位聖
職者は，
『ケルン教義論争』において，異なる宗派の
信者同士の婚姻から生れた子供の宗教教育を，従来ど
おり寛大な実践において維持することを試みる。―
― とはつまり子供にカトリックの宗教教育を受けさ
せる確約もまたなしに，カトリックの婚礼を挙げるこ
とである。その結果，彼は一八四○年の教皇小勅書に
よって退任することを余儀なくされる。その収入は国
王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世の内帑金によって
維 持 さ れ， 枢 密 院 の 現 職 顧 問 官 に 任 命 さ れ る。
一八六二年，彼はプロテスタントに改宗する。これは
宗教改革以来，ドイツ人の司教として最初の事例で
あった。一八三三年十月，アイヒェンドルフはゼドル
ニツキーにベルリンの文部省の協力者として助言して
いる。すなわちその助言とは，ふさわしい司教のポス
ト ―― ブレスラウのか ―― への任命に応ずるように

この年，シェーンはベルリンの文部省宗教・教育局長
のゲオルク・ハインリヒ・ルートヴィヒ・ニコロヴィ
ウスに，カトリックに改宗したという嫌疑をかけた。
このニコロヴィウスは，カトリック教徒であるシュ
メッディングの後任者であり，かつプロテスタント信
者であるアルテンシュタイン文部大臣の前任者，そし
てアイヒェンドルフの上司である。政府内部での告発
に疲れていた国王フリードリヒ・ヴィルヘルム三世は
感情を害し，シェーンを叱責した。
アイヒェンドルフがシェーンの教会闘争にどれほど
過敏になっていたかを示すのが，一八二七年六月十六
日付でシェーンがアルテンシュタインに宛てて書いた
書簡の端に記された「自分宛の私信によれば，アイヒェ
ンドルフはコブレンツへの転任を熱望している」とい
うシュメッディングの但書きである。アルテンシュタ
インはこれを深刻に受け止める。七月十二日，彼はす
でにライン州長官のフォン・インガースレーベンに，
欠員になっているコブレンツ所在の州教育局カトリッ
ク視学官としてアイヒェンドルフを推薦した。しかし
この転任は，州長官の処分基金から支払われる加俸が
不足していることによって失敗する。アイヒェンドル
フにとってはこの加俸が頼りであった。コブレンツは
ケーニヒスベルクよりも物価が高かったのである。
そこに登場するのが，すでに何度も言及してきた
一八二八年八月三十日付でゲレスに宛てた助けを求め
る書簡である。「そうこうする間，閣下はプロイセン
の経済について私と同様によく御存知でいらっしゃい
ます。私は可能な限り誠実に戦って参りました。しか
し当地での私の動きは，岩の中にいるようなものです。
報酬をもたらす成功の希望もありません。確実に予測
されるのは，この状況下ではもはや持ちこたえられな
いということです。神が詩の言葉を再び直に民に向っ
て語りかける時代では，文芸もまた愚かなものに思え
てしまいます。というのも私にはかくも深い感動が生
ずるからなのです。バイエルンでは，若い国王（ルー
トヴィヒ一世）の下でまったく素晴しい統治が行なわ
れているではありませんか。一八一三年と同様に一瞬
たりとも躊躇せず，即座に剣士の列に加わります。そ
の戦士たちの指導者として，私は閣下を尊敬申し上げ
ます。私に妻子がありさえしなければ。彼らにもまた
権利というものがあり，神聖なる義務に対して私以上
に慎重なのです。それゆえ何よりもまず閣下におすが
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りし，敢て切実な御願いを致します。慈悲深い閣下の

月二十六日，シュテーゲマンに宛ててシェーンは次の

御考えを私に御聞かせ願いたいのです。なるべくなら

ような書簡を書いている。
「修道院は本当に，ポーラ

ば当地と同等の身分と収入で，バイエルンにおいて雇

ンドの排泄物が改めて住むことになるのでしょうか。

用される見込みはございませんか（当地では一万六千
ターラーの報酬を得ております）。教会問題に関する
現在同様の活動に就くように指示されなかったとしま
しょう。―― そのためには聖職者が必要でしょうか
ら ―― 仮にそうだと致しましても十二年を政府に奉
職したことによって，私は宗教以外のどの政府の部局
についても熟知しております。生気を与える貴地の雰
囲気の中で，再び自由に呼吸することが可能となりま
すならば幸いに存じます。私が職務に熟練しているこ
とに関して，当地の官庁は最良の証明をなすことを拒
み得ぬものと存じます。まったく同様にエルムラント
の領主司教，フォン・ホーエンツォレルン侯爵の推薦
状を提出することも可能です。侯の兄弟はミュンヒェ

そして小官は本当に，すぐれて教皇寄りの州政府長官
でなくてはならないのでしょうか。この件において本
職がロットゥム伯に宛てた二通の手紙を，貴官は，ア
イヒェンドルフ男爵のゆえに御読み頂けましたでしょ
うか。…何かアイヒェンドルフ男爵について決定され
たことを間もなく御伝え頂ければ，貴官に感謝申し上
げることでありましょう。ただ健気なアイヒェンドル
フを助けるため，小官は直ちにシュメッディングを選
びます」。詩人としての自分がケーニヒスベルクでは
憂き目を見るとは，アイヒェンドルフの不安である。
シェーンはこのアイヒェンドルフの不安で，己の権力
上の利害を隠そうとした。しかしベルリンにおける
シェーンの陰謀は功を奏しない。現職枢密顧問官にし
て大蔵大臣のカール・フリードリヒ・ハインリヒ・ロッ
トゥム伯爵は，もはやずっと以前にシェーンが想像し
ているような影響力を失っていたのである。
その代り今回はアイヒェンドルフ自身が，ケーニヒ
スベルクを出るためにイニシアチブを取る。そして
シェーンは，彼を助けることになるのである。教会政

ンで国王の副官を務めておいでです。また閣下が御望
みとあらば，
もちろん大部なものではございませんが，
先に申し上げた論文（世俗化の結果について一八一八
年に提出された答案論文）を御届けできます。一言で
申し上げますれば，人生で最高のものに向けられた活
動を熱望しているのでございます。そして私は純粋か
つ忠実なる意志と，当地での些細な戦いで無益に損わ
れている最善の力を差し出します。かくして私は人生
における渇望を，満腔の信頼の下に閣下の両の御手に
御預けするものであります。私は絶えず全身全霊を以
て閣下の人生と活動の後を追っております。志を同じ
くする者の名において感謝と心からの尊敬を御伝えす
る必用を，私は以前から心に深く感じております。ど
うかこの手紙を，遥か彼方におります閣下の友人であ
る私の心からなる御挨拶と思し召し下さい」。ゲレス
は一八二七年に一般史および一般文芸の教授職に採用
され，家族と共にミュンヒェンに移住していた。見た
ところ，彼はこの手紙に反応していない。恐らくは，
自分自身がまずはこのミュンヒェンの困難な環境で地
歩 を 占 め な く て は な ら な か っ た か ら で あ ろ う。
一八二九年，彼は自由主義派との対決から早くも職を
辞し，
『キリスト教の神秘主義』の著述に没頭するこ
とになるのである。
一八三○年，アイヒェンドルフはたび重なるシェー
ンの策略にさらされる。彼はベルリンでシュメッディ
ングのケーニヒスベルク転任を画策し，その代りにア
イヒェンドルフをベルリンの文部省に持ってこようと
試みた。カトリック問題に関する限り，プロイセンの
教会政策を掌握することが目的である。一八三○年一

策に絡んだシェーンの陰謀よりもむしろ劇作家として
の失敗が，アイヒェンドルフがこの地を去るより直接
のきっかけであった。悲劇『マリエンブルク最後の英
雄』は一八三一年二月十七日にケーニヒスベルクの市
立劇場で上演される。その結果はほとんど失敗であっ
た。ヨハネス・フォークト教授は権威あるマリエンブ
ルク史家であり，二ツ折で八冊のマリエンブルク史を
執筆している。彼はマリエンブルクのラテン語学校並
びに師範学校校長である司祭に，この初演の失敗につ
いてなお好意的で寛大な報告をしている。「昨日のこ
と，ようやく州議会が開催されました。そして夕方に
は劇場で『マリエンブルク最後の英雄』が上演されま
した。私は実際，E のために胸が締めつけられるよう
な不安を感じつつ劇場に行ったのです。そこは押すな
押すなの大混雑です。間もなく混乱が生じました。と
いうのも桟敷席の観客たちは，まだ六時前だというの
に幕を開けろと騒ぎ出したのです。どういうことにな
るかと私は思いました。この緊張は ―― しまいには
期待を裏切られて終るのではないかと。序曲の後で『勝
利の冠を頂く汝に栄えあれ』（訳者註 : プロイセンの
愛国歌，イギリス国歌の旋律で歌われる）等々が歌わ
れた時，いくらか気分が高揚しました。愉快な気分に
なれるよい前兆だったからです。いよいよ作品が上演
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されました。上演は実際になお通用するものでした。

リヒ四十四世は「貴方の美しい悲劇」について好意的

しかし実に多くのものが小間切れにされていました。

な反応を示す。それは「拝読して，貴方に御伝えする

しかも大部分の役者たちの恐ろしくひどい低地方言の

表現を知らぬほどの感情を持ったからです。称えられ

せいで，
なお多くのことが理解できませんでした。ヒュ
プシュ氏とかいう主役自身が，あまりにも弱々しい風
采でした。そしてその声も十分とは言えなかったので
す。その他の脇役たちは，それどころかしばしば嘲笑
されました。手短に申せば，最後にはすべての効果が
台無しになったのです。ロッホシュテットでハインリ
ヒが死ぬ場面に至っては，ほとんど茶番も同然でした。
正直に申し上げねばなりません。非難の徴が大声で叫
ばれた時，E は気の毒でした。というのも『E 出て来
い！ E 出て来い！』の声高な叫びが称讃だとは，と
ても思えなかったのです。という次第でこの作品が不
評だったとは言えないにしても，満足のゆくものでは
なかったと言うことは可能でしょう。このことは州政

るべき我々の祖先の思い出をこのような芸術作品を通
して見ることに，私と我が家族に祝辞を述べたいほど
です」
。すでに一八二九年十月五日，ケーニヒスベル
ク王立ドイツ協会の秘書である視学官のルーカス博士
は，
「欠席している会員，フォン・アイヒェンドルフ
男爵の悲劇」について講演した。この協会を構成する
のは政府の高官や高級軍人，高位の聖職者や大学の教
授たちである。会員にはカントの講座の後継者，哲学
者，教育学者にして心理学者のヨハン・フリードリヒ・
ヘルバルトも含まれていた。
アイヒェンドルフがこれ以上ケーニヒスベルクに留
まらなくても不思議はない。この町の上流階級はお互
いがお互いを知っていたからである。そしてまたアイ
ヒェンドルフは，一八二九年十一月十六日の『仲間』
誌が書く所によれば ―― それは今や侮蔑のように聞
えるのだが ――「我々の町の城壁の中に住む唯一の，
ドイツ中で名の知れた賞賛すべき，素晴しく学問的な
作家であり，
『歌の会』においては『大いに役に立つ
歌の詩人』だった」からである。それゆえ一八三一年

府長官にはいまだに伝えておりません。長官がこの作
品を気に入らぬなら，その責任は一にかかって上演の
ひどさにあります。というのも長官は，この作品を本
当とは思えぬほど愛好しているのです。いつか貴方が
長官と御話しされるのでしたら，この件についての卑
見は伏せておいて下さい。そして長官の言に耳を傾け
て下さい。私は明後日，
お茶の会で長官と話をします。
この会は毎週水曜日に長官の所で行なわれます。私は
自分の判定を長官に隠しはしません。城の中庭と大食
堂は（修道院会議室という小さな紙片で表示され，そ
こにハインリヒ・ロイス・フォン・プラウエンもいま
したが）ひどい描きようで，ここにも見るべきものは
何もありませんでした。御考え下さい。修道院総会は
四角い食卓で行なわれ，五六人の騎士が腰かけている
だけだったのです。何たる間抜けぶりでしょうか。騎
士と称される奴等は，
ビールでも飲むかのように座り，
喋っていたのです。―― もう沢山でしょう！」
ブレスラウの学校時代この方，アイヒェンドルフは
ほとんど熱狂的な演劇愛好者であった。その彼にとっ
て，この作品の失敗はまた，わけても経済的な理由で
破壊的であったと言えよう。熱望していた劇作家とし
てのデビューを果すため，彼はすべてをこの札に賭け
ていたからである。一八三○年五月二十八日，この目
的のために彼は『最後の英雄』の一冊をゲーテに贈る。
―― しかし反応はなかった。六月十日，王太子のフ
リードリヒ・ヴィルヘルムは感謝の辞を述べるが，表
現は型通りのものであった。「…思いがけず貴方の作
品を知る機会を得て，感謝します」。一八三○年六月
二十三日付でロイス・フォン・プラウエン侯爵ハイン

六月六日にアイヒェンドルフは休暇を取り，シェーン
の承諾を得てベルリンに赴いた。ポーランドで猖獗を
極めたコレラがケーニヒスベルクをも襲った後のこと
である。個人的な紹介によってベルリンの官庁でより
ふさわしい職を見出し，同地の文学界で再び自らを築
くことをアイヒェンドルフは望んでいた。彼は今や
四十三歳。新たなる生活を始めるには最高の潮時だっ
たのである。

『大理石像』と『のらくら者』
「職務のない時間の戸外への散歩」。一八一七年十二月
二日付でフリードリヒ・ド・ラ・モット・フケーに宛
てた書簡で，アイヒェンドルフは『大理石像』の原稿
のことをそう呼んでいる。「絶望的な散歩の途上で，
戸外への道を，古い詩の故郷への道を見つけたか。花
粉の代りに書類の埃が付着しはしなかったか。それゆ
えこの短篇全体が ―― これはそのようなものであり
ますが ―― 貴方の美しい婦人年鑑に収録される価値
を認められるかどうか。男爵閣下，私は貴方と奥様の
信頼できる御判断に俟ちたいと存じます。御二人の御
判断を私は喜んで，そして無条件で信頼申し上げま
す」。
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アイヒェンドルフは一年前にブレスラウで司法官試

仕事を終えて満足する者などおりません。どのような

補心得になり，ウィーンで『予感と現在』を執筆した

詩人が，仕事を終えて満足できるというのでしょう。

ことを思い出していた。「私の魂はまったく，あの昔

それは正に不思議なものであり，無限なるものへの憧

から慣れ親しんだ，日常の世間のもめごとに汚されて
いない静閑な世界に憧れます。人口稠密な都市の一つ
での日常のもめごとの只中では，生の大河のざわめき
は遥か彼方に聞えるだけです。このざわめきは不思議
にも我々を深みへと静めてしまいます。あのような状
況がいつの日か私に戻ってくるか否か，私には分りま
せん…」
。
アイヒェンドルフは官吏としての活動によって，自
己の詩人としての役目について動揺していたようであ
る。それゆえフケーがすでに「一八一七年の大晦日」
に次のように請合った時，彼は安堵の胸を撫で下ろし
た。
「貴方の素敵に花開く輝かしいメルヒェンの短篇
は，婦人年鑑のための文書保管庫に場所を得ました。
実際，貴方の花に書類の埃はかかっていません。そし

れです。こういったものが満たされるようなことがあ
れば，芸術はおしまいです。―― 官吏としての仕事は，
私に創作のための時間の余裕をあまり与えてくれませ
ん。二君に仕えるのは難しいことです。しかし時を経
れば熟練の度が増します。より熟練を積めばまた，多
くの時間が生れます。このようにして，なおどうにか
こうにか準備をすることができればと思っているので
す」。
アイヒェンドルフの準備は整う。ダンツィヒ時代か
らケーニヒスベルク時代にかけての彼の詩人としての
活動には，驚くべきものがある。一八二三年にはすで
に『のらくら者』の第一章と諷刺劇『俗物共に宣戦』
が出される。一八二六年には最初の一冊本が出版され
た。収められているのは『のらくら者』の完全版と『大
理石像』の復刻であり，付録として四十八篇の詩がつ
いている。一八二七年にはアイヒェンドルフのもう一
つの諷刺劇『マイヤーベスの幸福と末路』が世に問わ
れ，一八三○年には『マリエンブルク最後の英雄』が
書店に並んでいる。一八二九年，すでにアイヒェンド

てそのことで，私はますます確信を強くするのです。
職業生活という試煉は貴方にとって有益なものでした
ね。というのも妨げぬものは助長するからなのです」。
一八一八年の秋の見本市の折『大理石像』は，すで
に『婦人年鑑一八一九年号』に収められ，ニュルンベ
ルクのヨハン・レオンハルト・シュラーク社から出版
された。同社では一八一五年に，やはりフケーの仲介
によって小説
『予感と現在』を出版している。アイヒェ
ンドルフは詩人として承認されたと感じた。『フラン
クフルト・国の確報』十月十一日号の『日曜日付録・
イリス』によれば，
『大理石像』は ――「頭脳のない
大ふざけであり，月光の香と百合の花がないまぜに
なっている」―― あるいは「真実，芸術，気分といっ
た分野の雛型は」――「あの愛らしいウンディーネ
（一八一一年フケー作，一八一六年 E・T・A・ホフマ
ンにより歌劇化）を思わせるが，魅力ある模範の域に
は達していない」
――。
こういった否定的な批評もあっ
たが，アイヒェンドルフは勇気づけられた。一八二二
年一月九日付でカッセルのルートヴィヒ・ジクムント・
ルールに宛てて書かれた手紙は，何よりもまずルール
の気を「大いに引き立てる」ものになっている。「私
の大理石像はあの不思議な鏡に映されて，いよいよ好
ましいものになりました。あの鏡に映って，貴方の豊
かな気持ちを捉えたのですから。そう，私はあの作品
を改めて創作したと申し上げたいのです。貴方はなぜ
御自身の小説を捨ててしまわれたのでしょうか。貴方
の作品を読むことができれば，それは好ましく大切な
ことでしょうに。どうか御心を悩ましませんように。

ルフはこの悲劇と喜劇『求婚者たち』の出版を出版社
に申し出ていた。
これらの作品の中ではわけても『大理石像』と『の
らくら者の生涯から』が，官吏としての勤務に就いた
頃のアイヒェンドルフの内面生活を一瞥させてくれ
る。この二つ作品は互いに相補う関係にある。「アイ
ヒェンドルフが家族と職業のために決心したなら，俗
物であることをいかにして避けられようか」という問
いが『大理石像』の後で立てられた。『のらくら者』
はこの問いに対する答えである。一八一八年十月十五
日付でライプツィヒで発行された『優雅な世界のため
の新聞』は，次のような『大理石像』の書評を掲載す
る。「ここに花咲くファンタジーが輝く。扱う甲斐の
ない素材に消耗されなければ，もっと満足のゆくもの
をたやすく作り得たであろう。一八一九年一月に刊行
された『文学，芸術，贅沢と流行のための新聞』は，
以下のように述べる。「この作品では，山の中に宮廷
を構えて若い男性を誘惑し，破滅へと導くヴェーヌス
の古いお話が問題にされているに過ぎない。この作品
においてヴェーヌスは様々な姿を借りて現われる。そ
して話は実に不思議な展開を示す。ファンタジーを愛
する者は，読んで満足を感じるであろう」。先に挙げ
た問いに対する答えという観点から考えれば，これら
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の批評は間違っている。
『イェナ総合文芸新聞』はゲー

の惑わし』を，アイヒェンドルフは『大理石像』で響

テによって創刊され，ロマン主義には必ずしも好意的

かせた。ここにアイヒェンドルフの語りの技法は，ノ
ヴァーリスとフリードリヒ・シュレーゲルによって要

な立場を取らなかった。僅かにこの新聞の評者が，こ
とのついでで次のように述べている。「作家の最新流
行に従って書かれているが，『大理石像』はアイヒェ
ンドルフにとって存在に関わる意義をも持っていたの
かもしれない。…異教の大ふざけは，この作品の中で
不気味な活動を営む。しかしこの物語に見られる個々
の美しい傾向は，深く真に詩的な感情を表し，美しい
期待を正当なものにする。その期待とはフォン・E 氏
が自らを純粋な境地に置き，その創造的精神の目標に
鬼火を据えぬならば達成し得ることへの期待である」。
この評者は，かつてハルバーシュタットの税務監督官
だったフリードリヒ・マティアス・ゴットフリート・
クラーマーである。―― 当時彼は自由な作家であり，
一八二○年に刊行されるコッツェブーの伝記を執筆中
であった。――
実際『大理石像』の執筆は，アイヒェンドルフが「自
らを純粋な境地に置く」ことに役立った。若い詩人の
フローリオは，誘惑するヴェーヌスと愛らしいビアン
カ の 間 で 決 断 す る。 一 方 の ア イ ヒ ェ ン ド ル フ は
一八一五年この方結婚していたが，実際の，あるいは
想像上の心を惑わす女性と妻であるルイーゼ・フォン・
ラーリッシュの間で決断する。ルイーゼとの間には，
すでに二人の子供が生れていた。「その時，フローリ
オはビアンカの方を向いて言った。僕は生れ変ったよ
うな気がする。君とまた会ってから，まるですべてが
いい方向に向っているようだ。君がその気になってく
れたら，僕は二度と別れない」。フローリオは心を惑
わすヴェーヌスの呪縛から，子供の頃に聞いた「古い
敬虔な歌」――「誠実な詩人」のフォルトゥナートが
歌う ―― によって救い出される。アイヒェンドルフ
もまた，これまでよりもなお断乎として，詩人として
の使命に向き合おうとする。彼は詩人の使命を，救済
をもたらす神の力に関与することであると理解してい
た。
「いいですか。誠実な詩人は多くのことを敢てな
し得るものです。自惚れも思い上がりもない芸術は，
荒々しい地霊を抑え鎮めるものですよ。地底の深い所
から我々を狙っているあの地霊を」。
一六八七年にハンブルクで刊行されたエーバーハル
ト・ヴェルナー・ハッペルの逸話集『大回想録あるい
は綺譚集成』に始まって，一七九九年に出版された
ティークの『忠実なエッカルトとタンネンホイザー』，
一八○二年に世に出たノヴァーリスの小説『ハインリ
ヒ・フォン・オフターディンゲン』と自身の素描『秋

求された超越論的文芸の価値を獲得する。文芸は自ら
語ることによって自分自身に，可能性に，危険と好機
とに同時にはね返る。そしてそのことによって自分自
身を意識する。―― 著者と読者はこの自己認識と自
己浄化の過程を共にし，この過程から「新たに生れ変
る」。そのために『大理石像』において優先的な地位
を与えられた文学的形象は円環，あるいは螺旋である。
ヴェーヌスとビアンカ，フォルトゥナートとその悪魔
的な敵対者はフローリオをそのたびに呪縛し，その呪
縛から解放する。フローリオはその円環の中を彷徨し，
最終的に自由への道を見出す。
僕は今や自由だ！足はなおふらつくし
今なお自分をしっかり保てない ─
おお父なる神よ

それでもあなたは私のことを
分っています
そして私から去ろうとはなさいません！
恐らくは一八一七年に下書き用紙に書かれた，アイ
ヒェンドルフの覚書がある。―― なおこの用紙には
「プロイセンの宰相ハルデンベルクに宛てて書くべき
手紙」のことも言及されている。――「意欲ある限り，
常に我が大理石像を清書し，のらくら者を脱稿する」
というのが，その覚書である。そしてそれは，アイヒェ
ンドルフが『大理石像』を書き上げる一方で『のらく
ら者』の執筆を開始していたことを示している。この
時期，アイヒェンドルフには幾重にも重なる精神的な
重圧があった。すなわち五月には第二子テレーゼが生
れた。八月から九月にかけて，彼は財産の状況を話し
合うためにルーボヴィッツで兄のヴィルヘルムと会っ
ている。年の変り目には，リプニクで有給の郡長の地
位に就く希望が打ち砕かれる。一八一八年の四月には
父親が他界し，彼はゼドルニッツの領地の経営を引受
ける。この重荷とブレスラウにおける試補心得として
の職務，ベルリンでの司法官試補試験および一家の父
としての義務は，アイヒェンドルフの不安を掻き立て
たに違いない。やがて自分は，正にロマン主義の友人
たちや自分が嘲っていたものになるかもしれない。そ
れどころかロマン主義者たちが社会の未来に存立の危
険を及ぼす存在として槍玉にあげたもの，すなわち俗
物にすらなってしまうかもしれないという不安であ
る。

120

東北工業大学紀要 II 人文社会科学編 第 32 号（2012）

すでに二十年前，ノヴァーリスは『アテネーウム』

する人間の中の怠惰な特徴である。荒野を歩き回り，

一七九八年号に掲載された『花粉』で書いている。「俗

行く道の両側に不思議な花の種をまく。こういった活

物が生きるのは，日常生活をおいて他にない。…彼ら

動はしかし，すべての人々に与えられることは朝露や

は地上の生活のために日常生活のすべてを営む。…彼
らは詩を必用のためだけに混ぜ合せる。日常生活の進
行における一定の休憩に慣れているからである。この
休暇は原則として七日ごとに行なわれ，詩的な七日熱
と称することができる。…旅行，結婚式，幼児の洗礼
や教会の中で，俗物はその詩的存在の最高の程度に達
する。教会ではその厚かましい望みは満足され，しば
しば凌駕される。俗物共のいわゆる宗教とは単に阿片
薬や麻酔薬のごとく，弱さから来る苦痛を鎮めるよう
にしか作用しない。彼らの朝と夕辺の祈りは，彼らに
とって朝食と夕食のように必然的なものである。…粗
野な俗物は献堂式や結婚式，旅行あるいは舞踏会のイ
メージの下に天国の喜びを想像する。昇華された俗物

虹のように稀である。それでも彼が風に吹かれ，手を
差し伸べた所で非人間的な荒野は終る。花の下に移り
住み，花から喜びと命を吸おうとする人々が間違いな
くやって来る。―― 初めての発見旅行や世界旅行，
旅回りの役者たちや，とりわけジプシーの世界の不思
議な行状について我々が本で読むことは，なぜ我々を
惹きつけるのか。…」。
『のらくら者』への刺戟は，これでは十分とは言え
ない。一八一一年，アルニムの友人クレメンス・ブレ
ンターノは諷刺詩『歴史の前の，歴史の中の，歴史の
後の俗物』で明らかにしている。大学生と対置される
人物像である俗物は「大学から」出て行った。そこで
は「若者たちが喜んで神の星々を信じ，世界を探して，
船を走らせる天国の風に，軽やかな小舟に張った計画
の帆を預ける。急いで感激の翼に乗って，鏡のごとき
神の海を越えてゆく。俗物という落着いた太っちょの
お付きの難民たちが，しばしば底の方で帆かけ舟をや
る。彼らは結構な分量の酒を与えられ，幌の下で瓶か
ら酒を注ぎながら，バター市からチーズ市への旅を続

は天国から教会を作る。その教会には美しい音楽と多
くの歌がある。下層民衆のためには一階に椅子席を作
り，上流階級のためには礼拝堂と聖堂の二階席を作
る」
。アイヒェンドルフはのらくら者に，このような
俗物的宗教とは異なる宗教を当てはめるために骨を折
ることになる。
「のらくら者」
の標語は，一八○六年に発行された『少
年の不思議の角笛』第一巻にアーヒム・フォン・アル
ニムが書いた後書『民謡について』の中にある。この
後書でアルニムは俗物と対決した。そして彼の論及も
また宗教的なコンテクストの中にある。「生の喜びで
あったもの，
あり得たものを宗教の中で高める代りに，
民衆の教師たちはすでに早くから踊りと歌に対して声
を高めた。そこでは彼らは生を荒廃させ，生を密かに
罪あるものとすることで自己を貫徹した。そこでは彼
らは宗教を罵るために，大声で他を圧倒した。生産階
級は唯一の生きている階級であるが，働き手を欲した。
工場を欲した。製品を担ぐ人間を欲した。生産階級に
とって，祝祭は余りにも長い感嘆符でありダッシュで
あった。コンマがあれば十分であったろうと，この階
級は主張した。
彼らにとっての必用は，他の階級にとっ
て法律であった（彼らは皆，社会のために服薬しなく
てはならなかった）
。生産階級がしっかりした家を必
要としたので，誰もがのらくら者として追放された。
群をなして移り歩く傭兵や放浪の騎士，境界の移動な
きこれらの民族大移動，移動する人々によって担われ
る大学や芸術愛好。国家や世界にとって，これらはあ
たかものらくら者の最良で最も困難な企てにしか役に
立たないとでもいうかのように。それは一つの点に対

けている。それゆえ学生でない者たちは皆，俗物と呼
ばれた。そして学問をする者，認識を欲して已まぬ者，
真の家庭俗物である蝸牛とは違って生涯の家をいまだ
に張りつけられていない者，永遠なるもの，学問ある
いは神を求め続ける者，あらゆる光明の輝きを己が魂
に喜んで反映させる者。このようにより広い意味で大
学生という言葉を解しようではないか。…」。
アルニムとブレンターノのテキストは，すでにアイ
ヒェンドルフの『のらくら者』の空気を呼吸している。
―― ケーニヒスベルクのバロック詩人であるジモン・
ダッハ（一六○五−一六五九）は「のらくら者はもう
ずっと以前に吊されるべきであった」と言っているが
―― アイヒェンドルフの「のらくら者」の概念は従
来の言葉の使い方とは反対で，俗物に対置される人物
として肯定的な意味を負わされている。それにもかか
わらずアイヒェンドルフの「のらくら者」がその理想
に対応するまでには，ほとんど十年の歳月が必用で
あった。アイヒェンドルフの知っている「のらくら者」
の理想とは，俗物になることから自分を守ってくれる
ものは「のらくら者」の心情をおいて他にない，とい
うことである。それゆえ『のらくら者』は彼にとって
最も重要な作品であり，彼を取り巻く俗物の海で彼を
救済する錨なのである。そしてまたこの物語が大衆に
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最も効果を及ぼす作品になったということは，彼を慰

ては敬虔な修錬の賜物ではない。アイヒェンドルフは

めてくれる考えであった。この物語は一八二六年に『大

恐らく，ノヴァーリスによる俗物的な教会敬虔主義の

理石像』の復刻およびアイヒェンドルフの詩集と合せ

描写を眼前に見ていた。
「そして生の喜びであったも

て，
一冊本の形でベルリンの書店組合から刊行された。
そして直ちにセンセーションをまき起している。
「僕は神様におまかせするばかり」で始まる節は，
「神
様に任せ／どんな時にも神を望む者を／神は不思議な
力 で 守 り 給 う …」 と い う ゲ オ ル ク・ ノ イ マ ル ク
（一六二一−一六八一）の讃美歌を思わせる。この詩
は『のらくら者』のモットーである。すでに構想の段
階から何度もアイヒェンドルフはこのモットーを思い
出し，物語の冒頭近くに綱領として載せた。この綱領
が含まれる詩では，のらくら者の広い世界が俗物たち
の狭い環境に対置されている。

の，生の喜びであり得たものを宗教の中で高める代り
に，「踊りと歌」に反対して声を高める宗教教師に対
するアルニムの警告を念頭に置いてもいた。それに対
して，のらくら者は宗教的な自然児である。彼にとっ
て敬虔さとは，もって生れたもののようである。そし
て彼の敬虔さは，自然の中でも人間の間でも発露する。
庭は彼にとって「とっても静かで涼しく，教会の中に
いるように敬虔な気持」である。彼は中世の吟遊詩人
よろしく ―― この小説の第一章と第二章は，なおこ
の「吟遊詩人」という仮題の下にある ――「きれい
なひと」を遠くから崇拝する。この美しい女性は，
「百
合の花を手にした」処女マリアを，「青空高く飛びま
わる天使」を思わせる。のらくら者はまず俗物的な収
税吏の真似をする。この収税吏は彼に故郷の「神父様」
を思い出させ，何よりもまずのらくら者の俗物性を強
める。
しかし「のらくら者の心に真の響きを解き放ち」，
ピラトゥスを前にしたイエスのように彼をして次のよ
うに言わしめるのは，彼のヴァイオリンである。「こ
の世では会計簿だの寝間着だの，スリッパだのパイプ
だの日傘だのが支配している。僕らの国はこの世のも
のならずだ」。
「今日は正に日曜日だというので教会へ行く」農夫
の後について礼拝に行くことを，のらくら者はしない。
彼は農夫にイタリアへの道を尋ねる。それから彼は「気
楽な気持ちでリンゴの木の下の草むらに寝転んだ。…
すると，あたりの土地がはるか遠くまで見渡せた。す
ると日曜日だったもんで，静かな野を越えて鐘の音が
ずっと遠くから聞えてきた。おめかしした土地の人た
ちが，あっちこっちで野原や茂みの間を教会に行くと
ころだった。僕の心はとってもうきうきした。鳥たち

正しいみ恵みを示してやろうと思う者を
神様は広い世界に送り出す
山で 森で 川の流れで 野原で
神様は奇蹟をお示しになる
家でごろごろしているなまけ者を
朝焼けは元気にはしてくれない
かれらが知っていることは子守りと
食い扶持のための心配と重荷と苦しみばかり
小川は山からほとばしり
ひばりは喜びに声高く歌う
僕もいっしょに元気いっぱいの胸で
声を限りに歌わずにはいられない
僕は神様におまかせするばかり
小川とひばりと森と野と大地と空を
お守りになる神様は 僕のことも
とびきり上等にあつらえてくださった
アイヒェンドルフは「子守り」を嘲らない。「食い扶
持のための苦しみ」を故意に些細なものとしては扱わ
ない。彼はどちらも自身の体験として知っている。し
かしそれに没頭し，その中で自己を見失う危険も知っ
ている。
もしも日常の心配事で精神的に怠け者になり，
元気づけてくれる「朝焼け」が見えなくなるならば，
我々の「こと」を神に任せる代りに日常の心配事が人
間に作用を及ぼすならば，我々は俗物になる。自身に
とっても社会にとっても不快なものになるのである。
しかしこの呑気な敬虔さは，『のらくら者』におい

は頭の上の梢で鳴いていた。水車小屋や庭やあのきれ
いでやさしいひとのことを思い出した…」。すでに物
語の第一ページに書いてあるように，のらくら者に
とっては「永遠の日曜日」のような気分なのである。
「日
曜日の晴着に身を包み，白いチョッキを着て僕の前に
立った」俗物の農夫がこう言うのも不思議はない。「お
めぇはここで，そのダイダイとやらを集めようってぇ
のか。おいらのきれいな草を踏んづけやがって。教会
にも行かねぇで，この穀潰しが！」
のらくら者は確かに「聖なる都」ローマで，「まる
で本当に金色の服を着た天使たちが胸壁の上で歌った
り，静かな夜の空を飛び回ったりしているような気持
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になる」
。しかし教皇のことは話題にならないし，免

もはにかんで，僕を見たり学生さんたちに目をやった

償を得ようとして有名な教会に詣でるようなことも話

りしてた」。テーブルに就いた者たちは，「取って食べ
なさい，これが私の体である」というイエスの言葉を

題にならない。
その代り「満足と月光と芳香のせいで」，
のらくら者は自分がどこに行ったらよいのか「まった
く分らない」
。そして彼はとうとう「一つの庭から流
れてくるギターの調べを」聞く。そして「その庭では
一人のご婦人が」
「とっても素敵な歌を」歌い始めた。
しかし彼は喜んで，ナザレ派の画家がクリスマスの絵
に描く羊飼いの若者の頭のモデルになる。「その絵の
中には聖なる乙女が座っていた。とびっきりきれいで
嬉しそうで，とっても悲しそうなお顔だった」。彼自
身の「羊飼いに描き足された顔」は「澄んだ顔に描か
れていて，すっかり気に入った」。
ウィーンへの帰り道では，のらくら者にプラハの神
学生たちが感銘を与える。彼らは次のように自分たち
の考えを述べる。「…概説書の復習なんか，他の奴ら
に任せとくさ。僕らはその間に，神様が僕らのために
戸外に広げてくれた大きな絵本を勉強するんだ。いい
かい，僕らは間違いなくまっとうな人間にるよ。農民
たちに何か語る術を心得ている人間。そして拳で説教
壇を叩けば，鈍感な奴らだって改悛して宗教心が高揚
し，心がはり裂けそうになってしまうような人間に
ね」
。
のらくら者はまた，ドナウ河を下る舟の上で出会っ
た聖職者のことも気に入る。「神父様は聖務日課書を
取り出して読んでいた。でもその間にも時々本から目
を上げて，きれいな景色を見ていた。神父様の本の金
縁や本の中に描かれたたくさんの色とりどりの聖者の
姿が，朝の光を浴びてすばらしく輝いていた。その時
神父様は，船の上で起きていることを本当によく感じ
取っていた。そして間もなく，鳥たちの羽から氏素姓
にも気がついた…」
。
とうとう彼は船のまん中にある白樺と樅の木の葉で
しつらえた東屋に「テーブルを置かせた。そして僕や
学生さんたちや若い娘さんも，周りの樽や荷物に腰か
けさせられた。すると神父様は大きな焼肉やバターの
ついたパンを取り出した。肉やパンは注意深く紙に包
んであった。それからケースから何本かのワインと銀
の杯を取り出した。杯の中は金めっきがしてあった。
神父様はワインを注ぐと，まず試した。それから香り
をかいで，もう一回試した。そして僕たちの一人ひと
りにワインを注いでくれた。学生さんたちはしゃっ
ちょこばって樽に腰かけてた。神父様にとんでもない
敬意をはらって，
ほんの少ししか飲み食いしなかった。
娘さんも杯に唇をぬらしただけだった。そうする間に

思い出したであろうか。それはただ食事が婚礼の宴に
なり，学生生活の讃歌になったことで首尾一貫してい
る。
ある種の啓蒙家たちによれば教会は下層階級のため
の教育機関であり，この階級に属する者たちに理性的
な労働生活を教えるためのものでなくてはならない。
のらくら者の敬虔さは ―― アイヒェンドルフの敬虔
主義の理想なのだが ―― 自明のことであるが，こう
いった啓蒙家たちのいわゆる敬虔主義とは違う。しか
しバロックの教会敬虔主義はただ単に教義を本当だと
思うことに，神と教会の命令に形の上で従うことに，
稀にしか秘跡を受けぬまま，きらびやかな礼拝の儀式
には頻繁に参加することに疲弊している。この限りに
おいて，のらくら者の敬虔さは，バロックの教会敬虔
主義とも違っている。
アイヒェンドルフの理想とする敬虔主義は，のらく
ら者の「永遠の日曜日の心情」にむしろはっきりと表
れている。この「心情」という言葉をもって，アイヒェ
ンドルフは新しいロマン主義神学の鍵となる単語を拾
い上げた。このロマン主義神学は，後に「テュービン
ゲン学派」によって形成される。この学派の神学者た
ちはカント，フィヒテ，シェリングなどの観念論哲学
やノヴァーリスのようなロマン主義の詩人，シュライ
ヤーマッハーのようなプロテスタント神学者と対決
し，新しい人間像を考慮しようと試みた。そうするこ
とによって，誰もが直接に神や宗教と関係を結べるよ
うになるのである。
「あらゆる宗教の中枢は心情である」。テュービンゲ
ン学派の創始者であるヨハン・ゼバスティアン・ドラ
イは，一八一九年にその著作『カトリック主義の精神
と本質について』でこう述べている。「それゆえキリ
スト教もまた心情において受け入れられねばならない
…」。「神々しく神聖なものは，明確な形を取らぬまま
心情の中で動いている。この「神々しく神聖なものが
理念（あるいは諸理念）としての明確な意識に成長す
ることによって，信仰は成立する」
。神々しく神聖な
ものは，そもそもはっきりした形を取らぬまま心情の
中で動いている。この神々しく神聖なものが，行動原
理としての意識された自由な意志によって受け入れら
れる。…そして正しく良きものとしてのキリスト教に
捧げらることによって，愛が成立するのである」。し
かし信仰と愛は，心情が怠惰ではなく自らを動かす時
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法で，様々な方向から心情に到達する。元になる精神
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『俗物共に宣戦』

が作り出された精神と共にあり，あらねばならぬ。あ

ほとんど信じられぬことだが，
『のらくら者』の執筆

の相互作用の結果として，神から直接に与えられるこ
ともある。
心情に語りかける一つ一つの現象によって，
外から与えられることもある。理念と思考が心情に及
ぼす一つ一つの反作用によって，内面から与えられる
こともある。…これら作用を及ぼすあらゆる原因の中
で最も日常的で力強く，考えられた目的のためにそも
そも整えられているもの。それは崇拝あるいは敬神の
名の下に理解される，あの現象と行動の総体なのであ
る」
。
見たところアイヒェンドルフは詩によって，そして
また『のらくら者』によって，キリスト教の自然敬虔
主義を証明するに至ったようである。それゆえ彼は日
曜礼拝への参加やローマ巡礼によってではなく，何よ
りもまず自然の動きと人間によって，わけても「美し

中にアイヒェンドルフはメルヒェン劇『俗物共に宣戦』
を仕上げる。そして『のらくら者』では俗物性から逃
れようとする平和的で敬虔な性向を形象化し，『俗物
共に宣戦』では誰しも逃れられぬ俗物世界に仕返しを
している。この感情の同時性は，彼自身にとっても不
気味なものに思われたに違いない。というのも『俗物
共に宣戦』がどのように受け入れられて欲しいのか，
最後には彼自身分らなかったのである。
アイヒェンドルフの同時代の俗物社会は「言語の混

いひと」によって「永遠の日曜日の心情」を成立させ
る。それゆえ彼はのらくら者をして，キリスト教に刻
印された文化風土の中をただ暗示的に行動させるだけ
である。アイヒェンドルフは可能性次第で，毎日のよ
うにミサに参列した。しかし彼は宗教的な偶像破壊者
ではない。
「植物の芽の中で光と暖かさがぶつかり合っ
て衝撃が生じ，葉が出て花が咲く。ちょうどそのよう
に神という芽を宗教として開花させる動き，その動き
を心情自体の中に生み出すために，キリスト教，とり
わけカトリックの祭式は，人間の心情に作用するので
ある」。アイヒェンドルフは大多数のロマン主義者と
共に，このドライの意見に与していた。
結局のところ『のらくら者』はウィーン，ドナウ河，
アイヒェンドルフの第二の故郷であるオーストリアへ
の讃辞である。のらくら者はオーストリアからイタリ
アに旅立ち，オーストリアに戻って来る。「僕は高い
山の頂に立った。そこで初めてオーストリアを見渡す
ことができた。僕は喜びに胸いっぱいで，帽子を振っ
て歌った…」
。
まわりの人がみんな僕を知っている
川や小鳥たちが まわりの森が
お国ぶりで挨拶をする
はるか谷底からドナウの流れがきらめく
シュテファン教会の塔さえもうれしそうに
山の向うから顔を出して僕を見る
それがあの塔でなくても あの塔はすぐに見える
オーストリア万歳！

乱」
（創世記第十一章第一節〜第九節）に支配されて
いるが，
「あいつら（俗物たち）は愚かだ。別の奴ら（詩
人たち）はまったく厄介だ。／あれやこれやの悪党を
抹殺してやろうか…」と叫ぶ巨人のグロビアヌス（訳
者註 : Grobianus「無骨者」，
「粗野な」の意味の形容
詞 grob のラテン語化された名詞）によって完全に破
壊されてしまう。彼は最後にこの作品を，この同時代
の俗物社会に対する諷刺であると主張した。アイヒェ
ンドルフはこの「五幕もののメルヒェン劇」を，友人
や上司たち，そして文学界にもそのように受け入れら
れることを願ったのであろうか。あるいは大衆が，こ
の作品の機知に富んだ言い回しを楽しんでくれること
を望んだのであろうか。そして『ツェルビーノ王子』
（一七九九）や『あべこべの世界』（一八○○）を描い
たティークの後継者ではあるが，政治的には危険のな
い成功した劇作家として引続き称えてくれることを欲
したのであろうか。
「ほとばしり出る機知は技術的に完成している」
。
ヴィリバルト・アレクシスは一八二三年四月二十四日
号のライプツィヒ『文芸談話新聞』において，この作
品の第一幕の予告刷をこのように評した。この予告刷
はブレスラウの雑誌『詩，文学，芸術と演劇のための
ドイツ雑誌』に掲載された。編揖者はカール・シャル
とカール・フォン・ホルタイである。しかしアレクシ
スはまた，この作品の持つ政治的な爆薬についても暗
示している。「俗物本来の土地の情景と，砂の海を帆
走する詩人の船の場面のどちらが優れているか。我々
はほとんど知らない。それは絶えず続く。多くの人々
は当ったと感じるであろう。一方で他の人々は似たよ
うな理由から，価値を認めることが許されないであろ
う。船を治めるリベラルな理念に作者が敵意を抱いて
いるということを悪く取ることは，誰にも許されない。
それは文芸の視点から生ずることだからである。真の
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諧謔にふさわしいことだが，その間にも作者は誰もい

家に帰って落着いて続きをやりまする

たわることがない。
『大きくしっかりと二本の足で立
つ，肉づきよく肥満した国家にまさるものはない。時

ただ衣裳は別の少しゆったりとしたのを着ます
皆様御満悦で 家に帰って同じことをなさいます

代精神は国家をゆすったり押したりするかもしれな

出し物は演じられ続け終ることがありませぬ

い。しかしその場でつかまえることはないのだ』。一
人の俗物にこう言わせる時，リベラルな人物たちもな
だめられることが許されない。さらに描かれたもの全
体が乾いた寓意画ではない。それは実際の文学であり，
実際の生活の最も深い所から取り出された姿なのであ
る」。アレクシスにとって，アイヒェンドルフの社会
批判が徹底していることは疑問の余地がない。「…あ
の戦争が終ってからというもの，我々の目についた（雑
誌に印刷され続けた）確執は一つ残らず単なる小競り
合いに過ぎない」
。
この作品の完全版は一八二三年と二四年の年末年
始，ベルリンのフェルディナント・デュムラー書店で
出版された。その後でアイヒェンドルフは友人のユリ
ウス・エドゥアルト・ヒッツィヒを介して，官僚とし
ての昇進に関して予防措置を講ずる。ヒッツィヒはベ
ルリンで刑事顧問官の職にあり，かつジャーナリスト
でもあった。自身の直属の上司にして後見人である枢
密顧問官のシュメッディングが『俗物共に宣戦』で感
情を害さないかどうか，プロイセンの枢密院顧問官か
つ文部大臣のニコロヴィウスに尋ねてくれるよう，ア
イヒェンドルフはシュメッディングに依頼したのであ
る。一八二四年一月十六日，ヒッツィヒはニコロヴィ
ウスの判断を伝えてアイヒェンドルフを安心させる。
同時に彼は次のことも伝えた。「私は直ちにシュメッ
ディングに宛てて献本を届けました。そしてまた他の
人物宛の献本も，貴方の指示に従って私が調達しまし
た」
。
詩人は俗物世界を前にして諦め，実際には悲劇，辛
辣な現実であることをメルヒェン喜劇として演ずるこ
とによって自らを慰める。そしてまた道化は作者の
ドッペルゲンガーである。その絶望して殆どせせら笑
うような結びの言葉は，現実を目にして驚いた，孤独
で己の無力を意識した詩人の告白を含んでいる。
さて！道化が最後の言葉を申しまする
遅い時間となりました−一同退散する頃と思います
火薬の塔（爆発で登場人物は皆死んでしまった）に
皆様もっともっと感動されたいというのなら
どうか頭を冷して下さいませ
これはただのお遊びです ここで死んだ者たちは
皆生き返りまする 怪我すらしておりません

かつては根源的で神々しかった概念はすべて，自分と
他者を欺き，大きな人生の嘘の彼方へ連れ去ることに
なる語句に堕落する。アイヒェンドルフはこのことに
よって，俗物の間でも詩人の間でも，自らを破壊する
「言語の混乱」を確実なものにした。―― その結果，
個々の登場人物は党派を変えることに無駄骨を折るの
である。
俗物たちの都市国家の市長が兵士たちに叩き込む
「愛国主義」もまた然りである。「十分に訓練されてあ
れば，愛国主義にまさるものはない！おお，もう一度
分列行進を。そしてもう一度，なおもう一度！」
俗物がこの通りなら，解放戦争を生き延びた詩人た
ちも「戦争」と「平和」を同様に考える。すなわち戦
場の詩人の曰く，
戦争にまさるものなし！
あの向こう見ずで無骨な生活！
そして暗くなって野営の火が燃え
あたりで獣たちが吠えると 村々が焼け その間に
殷々たる砲声がはるか彼方で轟けば ――
人間はどうやって平和を望むことができようか
ほんのわずかに過ぎない不幸と血だ
それで野獣が眠りから覚めるのだ
一度全世界を火事にしてしまいたい
その炎の反射を浴びて詩を作りたい！
兵士にとって「大きな時代」の何が残るというのか。
「時
代の大海原を俺は漂う。／座礁した体系と思想の瓦礫
に乗って…」。
それどころか詩人たちの首領である摂政が，それを
駆引きのために誤って用いる時，「自由」，メッテルニ
ヒ時代のリベラル派の鍵となる言葉の何が残るという
のか。
汝ら下賤の者は自由になるように！
だが汝ら言う所の自由 目が見えぬ自由ではない
それはこの世の輝きに囚われているのだ！
そうではなしに 私が適当と見なす形で
「均一化」だと道化が正体を暴く時，「平等」の何が残
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「教会」もまた情夫をどうでもよい者と見なしている。
「教会に行くなどと，骨折り損をするには及ばない。

何！

俺たちが下賎だと

お前たちが高貴で金持ちだと
平削りしながらはさみが唸る
俺たちのようにお前たちが賤民なら俺たちは平等だ
素敵に不幸が広がるぞ！
ロマン主義者の合言葉である「歴史」も，啓蒙された
「強い男」によって片づけられる。「教会だの十字軍だ
の中世だの，一つ残らず貴族によって貴族のために考
え出されたものだ」
。
結局は詩人たちの摂政からも ―― カントや忠実な
弟子のシェーンに愛された ――「理念」が飛び出す。
すべてを動かした思想は売り切れ 使い古された
機械が唸りをあげて停止する
時代は不意に恐ろしくも停止する
周りでは己が退屈さのために
民衆は死ぬ ―― そして私は何も思いつかない
嗚呼！私は魔法にかけられているのか さもなくば
大金持ちになって思想狩りから帰還するのだ！
鷹よ 鷹よ 我が鷹よ 今一度飛び上がれ！
ただ今回だけはなお心の奥底から不安を感じて！
万歳

さあ前へ！ ―― 我が馬は理念のために！

ア イ ヒェ ン ドル フはこ こ で シ ェ イ ク ス ピ ア の『 リ
チャード三世』の「我が王国は馬のために」を当てこ
すっている。
「民衆」という概念もまた階級概念のままである。
船の民
「そもそも俺たちの中で，一体全体誰が民衆だっ
ていうんだい。俺たちゃまさにその民衆とやらをぶち
のめすんだ。俺たちゃ国家を形作ってるいんだぜ」。
「学問のある者」すなわち哲学者でさえ，もうずっ
と長いこと「ドイツかぶれ」に押しのけられたままで
ある。
私は見事 車輪の輻に手を突っ込む
そして生成が存在を獲得したら ―― …
強い男
何よりもまず我々は自分自身に賭けねばならない
そしてすぐさまドイツ主義を行なわねばならない
自分自身の力で純粋な学問から
考えの違う奴には思考の力が欠けているのだ

信仰を深めることなど，今やどこでも可能である。…
わけても極めて美しい目を崇拝すれば」。
アイヒェンドルフの理想像である「隠者」は大切に
される。彼はベルタを熱烈に慕う。詩人たちの陣営の
お茶の集まりの女将は言う。
「さあ，私の緑の庵をすっ
かりご覧にならなくちゃいけませんよ。あたしの子供っ
ぽい心が天にも召されるように喜んで，何から何まで
これ以上はないってぐらいに飾りつけたんですから。
絵を描いた窓に，お祈りの本は太文字です ―― それ
から昨日，信心深い兄から小さなガラス板に描かれた
システィナの聖母さまの絵をもらいましたの。すぐさ
まそれを東に向けて窓辺に置きましたわ（すでに『予
感と現在』で見られたような，イシドールス・オリエ
ンターリスことレーベン伯への当てこすりか）―― こ
の神さまの栄光！この色彩が奏でる音楽！」それから
フランツィスカが言う。
「ああ，あたし見なくちゃいけ
ないわ。あたし，夢中になってしまうぐらい宗教が好
きなのよ！」
道化は，アイヒェンドルフが『のらくら者』で描い
た「幸運な人間」のユートピアを思い出させる。この
ユートピアでさえ俗物の世界，すなわち単調な仕事の
世界では無力なように見える。そしてその世界では，
すでに詩人たちも働いているのである。「摂政さま！
水車小屋に足を踏み入れるたびに考えたもんでござい
ます。その日その日のパンのために，何て馬鹿騒ぎだっ
て。嵐が猛り狂って風がひゅうひゅう音を立て，物が
こすり合さる音を聞くたびに，その間に嵐や川の流れ
が轟々と音を響かせるのを聞くたびに，燕たちが歓声
を上げて荒れ狂う嵐の中を飛び交い，そしてまた青空
へと飛んで行くのを見るたびに，本当に深い不安に襲
われたんでございますよ。あの忌々しい燕どもがあた
かも私の考えで，一つ残らず私から去ってしまうん
じゃないかと思ったんです。そして外ではそれからす
べてが不意に静かになって，私たちがこの粉引き小屋
で考えたのとは違うものになってしまうんじゃないか
と思ったんです。私は突然，利口になりました。そし
て貴方がたは皆さん気が変になってしまったんです。
―― 摂政，笑ウ（役者註 : 原文斜体字）貴方は幸福
な方でいらっしゃる！まだ貴方がたには，おふざけを
やったり骨を折って考える時間がある！そうですと
も，我々他の者たちには骨の折れる真面目な仕事が
あって，皆やらなくちゃならないことで手一杯なんで
す」。
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俗物たちの活動と同様，詩人たちの活動も「自然」
に向って伸びる。その際に「自然」は無駄になり，あ
るいは「文化」になる。丘が詩人たちの船を妨害し，
船の機関についている民衆はうめく。「この丘の尾根
を越えて／我々は船を押してはやれない」。その時，
摂政は次のように答える。この摂政は，啓蒙された観
念論哲学の信奉者を戯画化した存在である。
そんなことは私にはまったくどうでもよい
磁石の針が忠実にあそこを指し示す
私の結論はまったく正しい
あの丘は取るに足らぬものに過ぎない
あのより高みにある光を指して進め
大きな音を立てたとて船は壊れはしない
俗物たちの視学官にとって，自然は「文化」の不倶戴
天の敵である。
言っておくが 大抵春は詩人だの昆虫だの
ちくちくしたり噛んだりするものを産む…
雲雀はとりわけ危険らしい
奴らが年ごとに春を歌い終えた日には…
花は役に立つ草の雑草だ
大地は物分りがよいと思うかもしれない…
それから実にしばしば山の頂から
森のざわめきが聞えてくる
その響きには拍子も悟性もない
多くの健全な感覚を狂わせる
風車のそばに風を吹かせよう
風車が立てる轟音で森や泉が目を覚ます
これから風車は悟性でもって息をする
それと同時に我々の食糧を作ってくれる

口にする歌を担うのは，アイヒェンドルフの世俗敬虔
主義である。この敬虔主義は一日の時間の流れの中で
自然によって点火され，隠者の視点にまで高められる
のである。
この上なき喜びとともにこの世の光が近づき
麦の穂波が静かに首をかしげる
そのとき私は静かにひざまずく
そして皆が声をあげずとも私は祈る…
低いささやきが木々の間をかけめぐる
夢の中のようなとりとめもない小川のせせらぎ
大地は眠っているかのようにほとんど音を立てない
この静かな広がりの中を静々と私は雲の舟をやる
見知らぬ下界にむかって…
大地が蒸暑い中で夢見るように安らぐとき
大地の帽子の上に立つように私は山ぎわに立って
彼方の地平線に稲妻が光るのを見る
頭上の静かにお辞儀をする梢の中で
力強い歌がざわめくようにわきあがる
その歌はいつまでも清々しく私の魂に響く…
しかしもうずっと前に谷が暗くなっても
私にはなお山の方からきらめく太陽が見える
鷲は喜びの声をあげて白熱の中におどりこむ
流れは川底を光らせて 永遠の海に流れ込んで
救われるように 狭い断崖絶壁の間を流れゆく
―― ああ

人に翼がなるならば！

『俗物共に宣戦』がもたらした首尾一貫性について，
アイヒェンドルフはいぶかることを許されない。メッ
テルニヒ体制は諸勢力の均衡の上に成り立ち，あらゆ
る妨害に神経質な反応を示した。「激怒した市長」に
次のように言わせる時，彼はこの体制下の諸邦におけ
る批判的文学の運命を描写しているからである。

そして市長が神髄を引き出す。
気が狂った自然の野蛮ささえも
我々は調教して心地よい文化に仕立て上げる
首尾一貫していることだが，『俗物共に宣戦』には二
つの面を持つ場面しか存在しない。これは無数の面を
持つ俗物世界の肯定的な対立物と見なされよう。その
場面とは「山々に囲まれた田舎の谷」であり，そこで
は羊飼いや狩人だちがアンゲラに求婚する。この場面
はアイヒェンドルフの詩や『のらくら者』の空気を呼
吸し，諷刺や替歌の色合いがまったくない。男たちの

議会も礼節も慣例も
すべてが動揺して均衡を失う
国家は跳ねて転び ―― 我々は態度でもって
己が背骨を支えねばならぬ
文芸というペストを強制的に止めねばならぬ！
奴は怒り狂ったように何を叫ばねばならぬのだ
我々はユグノーのように生き
混乱した自然の中に入ってゆけというのか ――
我々は文芸を根だやしにせねばならぬ！
なるほどアイヒェンドルフの文芸は根絶やしにされな
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い。しかし『俗物共に宣戦』は上演されなかった。こ

万歳！おいらは行列を引っぱっていく

の戯曲は七百五十冊印刷されたが，一八八○年までな

さあ戦場と塹壕を越えて
古いがらくたはたくさんだ

お数冊の残部があった。アイヒェンドルフはこの作品
の中で，すべての人と争いを始めたので ―― 政治に
おいては上司のシェーンに噛みついた。シェーンは二
言目には「理念」を口にしていた。文学では支援者の
フケーにも喧嘩を売った。フケーは一八一八年になお
アイヒェンドルフの『大理石像』を出版していた。―
― すべてにおいて虻蜂取らずになった。アルニムは
殴り書きの本の一冊に『俗物共に宣戦』のことを，こ
う書きとめている。
「ただ単に世間への嫌悪だけから
出たものは生命を持たないし，気に入られもしない」。
これはすべての人々の弁護になっているのである。
アイヒェンドルフの官僚としての経歴は妨害され続
けられるようであり，三十年代の初めから彼の昇進は
もはや話題にならなくなる。だとすればそれはとりわ
け『俗物共に宣戦』における誰彼構わぬ攻撃が原因な
のかもしれない。自身の道化をして ―― 彼は「コー
トからバイオリンを取り出して，すべての人々の先頭
に立って行進しながら演奏し，歌う」――「のらくら
者」よりも遥かに鋭い沢山の音を響かせる。そのよう
な存在に，より高い地位の責任を委ねる者などいるだ
ろうか。

俺たちゃ新しいのが欲しいんだ…
古い歌をおいらは新たに弾く
すると人はみんな踊る
これぞ愛国熱というものだ
おお主よ！我々に分別を！――
（以下次号）

使用テキスト
Schiwy, Günther : Eichendorff.
München（Beck）2000.

著

Eine Biographie,

者

ギュンター・シーヴィ : 1932 年生れ，哲学博士。
1995 年までミュンヒェンの書店で原稿審査員。同年
より作家としてヴァルトゼー湖畔に住む。主要著作は
『テイヤール・シャルダン，時代と生涯』
（1981）『全
能の神との別れ』（1995）など。

