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はじめに
人は人生の歩みの中で様々な詩歌と出会い勇気づけられ、楽しみ、思い出を作りながら生き
ていく。そこには常に時代と言う同伴者がいて、ある時は遅れ、或る時には前を行く。時代
はまた沢山の同伴者を連れ、老若男女、異世代、異邦人がそこに群れる。
その気になれば、時間、空間を飛び越え、先人・異国人達の世界に何時でも、何処でも人は
自由気ままに入り込み、想像力を駆使、人類が延々と蓄積した文化遺産を堪能できる。詩歌
は時代に宿る文学・歴史の一つのジャンルとも言えるだろう。
人はまたそこから、多くを学び、自らの詩歌の世界を創ることも可能だ。これから民族、言
語、時代、国境を越えた詩歌の世界を探訪する旅に皆さんを誘ってみたい。そこには翻訳(文
字文化の輸出・入)の行程もあり、そこから新たなジャンルの作品が登場する広場もある。
チャレンジングなことだが、この機会に独自の翻訳や創作に挑戦するする楽しみも出る事
だろう。読者の挑戦を期待しながら、この論考が何かの参考になれば幸いである。
尚詩人、詩歌の選択・編集に加え、コメント、時代背景、エピソードなどは筆者が任意に行
った。
武者小路実篤詩集｢詩の花びら｣から
2018 年 5 月例会のスマイル会で、｢武者小路実篤の素描―明治・大正・昭和の追憶｣と題す
る話をして、そのレジュメをホーム・ページに掲載した。
今回はその中から詩集｢詩の花びら｣を取り上げ、三つの時代区分の中から任意に詩を編集、
コメント他を付けることにした。
青年時代の詩 (1911 年～15 年)
今の自分の仕事
今の自分の仕事は 自分を鼓舞することだ、ややもすると いじけようとする
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自分を鼓舞することだ。
自分にとって自分程大事な人はいない、自分の仕事をしてくれる人はいない、その自分を鼓
舞する事だ。
黙して歩け
汝よ 恐れずに 歩きたい処を 歩け、そして 見る人が見るように 見させよ。
そして

人々が何と

言おうとも

ただ黙して歩け。それが出来なければ

小さくなって

いよ。誤解されることを恐れる、弁護の好きな、確信のない、他人の言葉に動かされる汝よ！
一人の女と三人の男
一人の美しい女がいた。三人の男がその女を恋した。一人の男がその女の夫になった。
一人の男は堕落した。あとの一人は詩人になった。その人の名をダンテといった。
ホイットマン
ホイットマンよ

勇ましき自由の男よ。汝を想う毎に我に希望わく

し得る希望わく。生命の力

すべてのものを肯定

かかるものを強く感ず。

ドストエフスキーの顔
我はまだ ドストエフスキーの顔より深刻な顔を知らず。彼の眼より鋭き目を知らず。
彼の顔を見る時 我は我が淋しさと煩悶(はんもん)の余りに浅薄なるを感ず。
されば我は我が室に彼の顔をかけて 我が淋しさと煩悶を嘲笑したし。
百里歩く人と、千里歩く人
百里歩かねばならぬ人と、千里歩かねばならぬ人とは

自ずからその歩き方がちがわねば

ならぬ。その意気組がちがわねばならぬ。
日向新しき村時代の詩(1918 年～25 年)
お前のかくもの
お前のかくものは詩か 何でもいい。俺の心が生きれば なんでもいい。
僕の生活か
僕の生活か？ 朝はものをかく 昼からは働くのだ。万人が働けばいい時が

くることを

僕は切に祈っている。涙ぐみながら祈っている。村の精神の下に生きれば、そう人間は出来
るものだということを、しっかりつかむことが出来たらな。僕はそれを切に祈っている。
過去の人間
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過去の人間よ、君達が地上にのこした

働きのつみかさなりを

我等は喜びをもって

生

かしたく思っている。君達は苦しい処を よく生きぬいてくれた。そして地上に いろいろ
な仕事を仕出かしてくれた。それは一朝一夕では出来ないことだ。改めて君達に感謝する。
君達の苦心、血、労働、愛を 無意味には消えささないつもりだ。
未来の人間(三)
未来の人間

君達を他人とは思っていない、君達こそ

大きな仕事を

地上に完成してく

れる人間だろう。人間の栄光の為に働いてくれ。人間らしくよろこんでくれ。君達 未来の
人間。
筆の仕事
自分は筆の仕事をすることを
事選んだ

自慢にはしない、自分は他の仕事が出来ないので

これより他に自分に出来る仕事はないから

この仕事を選んだ

この仕

このほうで兄

弟姉妹のお役に立つことが出来れば 自分はうれしい さもなければ自分は恥ずかしい。
我が理屈
我が理屈はほめても

何となく親しみにくい人がある。我が理屈は非難しても

何となく

愛しないわけにはゆかない人がある。自分は両方に従順にならなければならない。 尊敬す
べきものは尊敬し 愛すべきものは愛する。
目をつむって
目をつむって はっきり見える景色で 自分の好きな景色が一つある。
それは田舎で平地で

田が限りなくつづき

畔が竪横に走っているなかを

真直な道が一

本貫いている。
道傍には小川あって冬がれの櫟(くぬぎ)が五六本立っている。遠くに林があってかすかに山
が低く見え 田舎家が木のしげりの間に処々見える。
その道のなかを 百姓の女が三四人かたまって歩く

ただ、それだけだ。だがそれがへんに

なつかしい。
のどかな空気
のどかな空気

ほがらかな空気

ないね。だがつい呼吸する

今の世にそんなものを

呼吸して生きているのは

すま

のどかな空気 ほがらかな空気。

楽器
与えられている

楽器をいかにならすかは

お前の力次第だ

のだ 珍しくいい楽器が。
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だが楽器は与えられている

風雨いかにつづくとも
風雨いかにつづくとも

我等は飢え死にするとは思わず

ますます内に力が出来

ますま

す平気でいてやられると思う。
だが天気になったら

そして川が自由に渡れるようになったら

そして米がどんどん来る

ようになったら さぞうれしいだろう その時は少し皆でご馳走が食いたいものだ。
必ずものになる男
根気よく

執念深く

どまらず

ゆき切らないでは

る男

他人の目

自分の仕事に

他人の心

喰い込んでゆく男

おさまらない

必ずものになる男

自分の心に

それを信じすぎず

忠実無比の男

特に他人の口を

途中にたち
必ずものにな

信じすぎず

自分の目

ざす道を知って 肉薄してゆく男 必ずものになる男。
事実ありのままに
事実ありのままに見て

しかも其処に深い深い

美と静かさを感じるもの

それは私の心

を知ってくれるだろう。夕日にかがやく落葉は 散りながら詩人にそう囁いた。
死は
死はいやなものであるが、何かある 神聖な感じをさせる何かある。自分にその前に 慎み
深く帽子をとらす 何かある。死は人生にとって 最も神聖なものをもつ 何かである。
一寸の間(抜粋)
我は愛す 人の一生 何かある 何かある 人の一生 空にして 空でない

人の一生

日向の山のなかに
日向の山のなかに

働き、生きている

諸兄姉の元気を思う

自分も負けずに

元気に働

きたく思う 人間の誇りのために。
夢と現実
夢と現実 現実は夢をいくらでもやぶるが 夢はいくらでも現実を土台にして発展する。
夢みる魂を 現実はこわすことは出来ない。かがやく未来は 夢みる魂のものだ。現実はそ
れをどうすることも出来ない。
この小さき詩集よ
この小さき詩集よ

いろいろの家にあって

人々の心の友達になっておくれ、山や野にゆ

く人々の友達になっておくれ、人生の旅におけるよき友になっておくれ。
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村外会員時代の詩(1927 年頃～1974 年)
景色をかいても
景色をかいても 何をかいても つまりは自画像 自分の心の内の 宝をほり出すだけ
自分の内に宝が無ければ 他の宝を見出せない 自分の内の宝に研きをかける事がやがて
相手の宝を見出す事になる。相手のいい処を見出すことはやがて

自分の内の宝を見出し

みがくことになる。
東京の真中に
東京の真中に

小さい生命の泉わき出でたり。今に今に

大きな生命の泉が

いたる処か

らふき出してくれるだろう。自分たちはそれをのぞんでいるものだ。その時こそ面白いこと
が出来るぞ。
死にもの狂いで
死にもの狂いでやれ、その他に道はない。中年から画をやり出した ヘボ画かき。
長が生きがしたい
何処へ行っても 先を歩いている人間はいる、立派な仕事をしている人間はいる、だが俺は
お思う。
長が生きがしたい。
自分は老人
老人の生活にあこがれる

この世でなすべきことをして

隠居してしまった老人の生活を

思う。自分はそこで何らの義務もなく 誰からも顧みられること
もなく のどかにゆっくりと仕事がしたい。退屈な時は本を読んだり散歩したり、元気な時
は画をかいたり詩をかいたり それに自分が満足出来、心にほこりを持てるような。死んだ
あとまでのこしても 自分が恥ずかしくないような。自分は心のどかな仕事がしたい。
自分は老人の生活にあこがれる。
柿の賦
柿の花は目立たざりけり

人々は顧みざりけり

されど柿の実は見立ちにけり

人々は賞

美せり
○
柿の実は甘きが故に

人々は柿は甘しと言いたり。されど枝ぶり見よや

甘しとは我は思

わず。
○
我人々と同じく

風雨にさらされ、人々と同じく
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雪霜になやまさるれども

我は天与の

食物をとりて その内より甘露を集めて わが実をつくりたるなり。
○
我は甘露の雨にうたれしことなく

甘露の泉に根をはりしことなく

されで我、その内よ

り甘露をとりぬ。
○
我又かくの如きか。
それが新しき村
人間の誠意が生きる処

人間の真価が通用する処

その他のものが通用しない処

それが

新しき村である。
仲よくくらすことは
仲よくくらすことは やさしいようでむつかしく むつかしいようでやさしい。
僕達は兄弟姉妹と

そういうやさしい生活が出来たら

どんなにいいかと思っているのだ。

私は画家
私は画家だ、見る人間だ

見られる人間ではない

私の顔や

身なりがへんだと言って

笑う人があっても そんなことは 私の知ったことではない 私はよく見て

心ゆく限り

画がかければ しれで成仏するのだ。(馬鹿一の詩)
二人の男(抜粋)
二人の男がいて

同じ美術館に入って出てきた

ひとりはその中で一番の名画を見て

っかり感心して出てきたが、ひとりはその中のいちばんくだらない画を見て

す

憤慨して出

てきた どっちも正直者だが、僕は前者になりたい。
たえざるもう一歩
根気よく、少しづつでも進歩するたのしみ 本当に進歩するか、そのたのしみ たしかに本
物を見るたのしみ 一歩、一歩、進たのしみ 老人は気長であり、一歩一歩はたのしみであ
る
○
私は何もしないでは進歩はしない、少しでも進歩する、それをくりかえして実行出来る、運
命はそれを許すかどうか。
○
僕は一歩、一歩 進歩するつもりののんきさ。あとは僕の本気さと、勉強、勉強 ああ、老
いたる勉強心 もう一歩、もう一歩。たえざるもう一歩。それが実行。(89 歳の詩)
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大愛
大愛は我等をとりかこむ

我等は万事大愛に任せて

安心して生きる

死ぬのも生きるの

も 大愛の意思に任せる。
私はあなたに私の一身を任せる。生きられるだけ生きて あなたのもとに帰りたい。
私の父が帰ったように

私の母が帰ったように

私の愛する人、尊敬する人が

帰ったよ

うに 私もあなたのもとに帰りたい。(1953 年)
詩について
詩集『歓喜』あとがき
詩にもいろいろの種類があると思う。僕の詩は、どういう詩か知らないし、人によっては詩
とはいえないと言うかも知れない。自由詩というべきものか。僕は詩のことを特別に研究し
たものではない。
ただ何かかいている内、だんだん調子が高くなり羽のはえた言葉が生れる。その時自ずと詩
が生れるのだと自分では思っている。少なくも僕はそういう時詩をかくのだ。散文は足で地
面の上を歩くようなものだ。はう時も、歩く時も、馳ける時もある。しかしまだ地面からは
なれることが出来ない。飛行機が滑走していて、地面からはなれないような時、まだ詩は生
まれない。しかし地面からはなれた時、詩になる。
少なくとも自分ではそう思っている。人間の挙動も詩になると舞踏になると思う。言葉に羽
が生えると詩になる。(昭和二十二年四月)
詩集『人生讃歌』はしがき
僕の詩は本文を読めばわかると思うが、自分が一個の人間として、この世にどう生きたらい
いかということが、いちばん大きな関心になっている。若い時のものは、さびしなのうちに
なんとかして元気に生きてゆきたいと思って書いたものが多い。失恋と死の恐怖。それに負
けずに生きてゆきたい。自分を本当に生かしたい。自分の使命を自覚したい。それらの切望
から生まれた詩が多い。
結婚後、新しき村の仕事を始めた時分のものは、いかに生きるべきかが問題の中心になって
いる。
そして働くことを賛美している。
いろいろのできごとがあるたびに、僕はそのできごとに負けないで、自分をできるだけ
正しく元気に生かすことを心がけた。ぼくは自分を元気づけるために詩をつくる場合が多
い。他人に話すことができにくい場合、自分を本気で勇気づけることができるのは、自分だ
けである。
ぼくは、人間はだれでも一つの生命を託されていることを知っている。そして、ぼくは託さ
れた一つの生命できるだけよく生かすのが、ぼくたちに与えられた使命だと思う。その使命
を果たす勇気をうるために詩をかくのが、ぼくの慣習になっている。
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つまり、ぼくの詩はぼくが人間として生きるために反省を与えたり、勇気を与えたり、生き
る覚悟を与えたり、また生きる喜びを与えたりするために書かれた場合が多い。また、でき
たらほんとうことを、直説法に、書きたいときにかく。
教訓的の詩がたまにあっても、それは他人を教えるためより自分に教えるためだ。
ともかくぼくは、これらの詩をかくことで、生きる勇気を得てきた。また生きる喜びを得て
きた。
だからぼくの詩は、ぼくを勇気づけたように、ある読者を勇気づけことがあり得ると思って
いる。同じく人間であるから。しかし、なんらかの意味で、自分をよく生かしたいと内心か
ら思っている人に限る。(昭和三十八年八月二十一日)
コメント他
・2018 年 5 月、スマイル会例会で、｢武者小路実篤の素描－明治・大正・昭和の追憶｣を
発表した。その中で｢詩の花びら｣も紹介したが、今回改めて更らに少し踏み込んで一連の
詩と作者の詩に対する姿勢・思いなどを取り上げることにした。
・この講演でも触れた、白樺の同人達が接点を持った、彫版師、画家、預言者など多面性を
持ち、詩歌の世界では没後評価されたが、ロマン派の先駆けとなったイギリスの詩人ウイ
リアム・ブレイク(1757-1827)を、次に取り上げることにした。
対訳ブレイク詩集から：イギリス詩人選(4)松島正一編・岩波文庫
Ⅰ ＜『無垢と経験の歌』＞
(A)『無垢の歌』
［1］序の歌
荒れた谷間を笛吹きつつ 楽しい悦びを吹きつつ下ると 雲の上に一人の子供が見えた。
その子は笑って私に言った。
｢子羊の歌を吹いてよ｣ そこで私は心楽しく笛を吹いた。｢笛吹さん、もう一度その歌を吹
いてよ｣ そこで私は笛を吹き、その子は聞いて涙を流した。
｢笛を、楽しい笛を捨てて

楽しい愉快な歌をうたってよ｣

そこで私は同じ歌をまたうた

い その子は聞いて喜んで涙を流した。
｢笛吹きさん、坐って書いてよ 本に、みんなが読めるように｣ そしてその子は消えて見え
なくなった。私は中がうつろな葦を一本抜く

ひなびたペンをつくり

きれいな水に色を

つけ 私の楽しい歌を書いた。すべての子が聞いて喜ぶように。
Songs of Innocence
Introduction
Piping down the valleys wild Piping songs of pleasant glee On a cloud I saw a child.
And he laughing said to me.
Pipe a song about Lamb; So I piped with merry chear, Piper pipe that song again8

So I piped, he wept to hear.
Drop thy pipe thy happy pipe Sing thy songs of happy chear, So I sung the same again
While he wept with joy to hear.
Piper sit thee down and write In a book that all may read—
So he vanish’d from my sight. And I pluck’d a hollow reed.
And I made a rural pen, And stain’d the water clear, And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.
[4] 子 羊
子羊よ、だれがおまえをつくったの。 だれがおまえをつくったか知っているの。
おまえに生命(いのち)を与え、川のそばや
ふわふわして輝く

牧場で、おまえに草を食べさせ、喜びの着物、

いちばん柔らかな着物を与え、どの谷間をも喜びで満たす

そんなに

やさしい声をおまえにくれた方を。子羊よ、だれがおもえをつくったの。だれがおもえをつ
くったか知っているの。
子羊よ、教えてあげよう、子羊よ、教えてあげよう。 その方はおまえと同じ名前で呼ばれ
る、その方は自分を子羊と言われたから。 その方は柔和でやさしい、その方は小さい子供
になられた。 私は子ども、おまえは子羊、私たちはその方と同じ名前で呼ばれる。
子羊よ、神さまのおめぐみあれ、子羊よ、神さまのおめぐみあれ。
The Lamb
Little lamb who made thee?

Dost thou know who made thee? Gave thee life & bid thee

feed, By the stream & o’er the mead; Gave thee clothing of delight, Softest clothing wooly
bright; Gave thee such a tender voice, Making all the vales rejoice: Little Lamb who made
thee? Does thou know who made thee?
Little Lamb I’ll tell thee, Little Lamb I’ll tell thee; He is called by thy name, For he calls himself
a Lamb: He is meek & he is mild, He became a little child: I a child & thou a lamb, We are
called by his name. Little Lamb God bless thee, Little Lamb God bless thee.
〔7〕煙突掃除の少年
母さんが死んだとき、ぼくはまだ幼かったけれど 父さんはぼくを売った、ぼくの舌が
｢煤払い、煤払い｣と、まだよくまわらないのに。
それでぼくは煙突を掃除し、煤まみれになって眠る。
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子羊の背中みたいに巻毛のちびのトム・デイカは 髪の毛を剃られたとき泣いた。ぼくは言
ってあげた。｢泣くなよ、トム。気にするな、坊主頭になれば おまえの白い髪の毛は煤に
よごれないよ｣
トムは泣きやんだけれど、その晩すぐに 眠っているとこんな光景を見た。何千人もの
煙突掃除、ディック、ジョー、ネッド、ジャックなどが 一人残らず黒いお棺に閉じ込めら
れていた。
すると輝く鍵を持った天使がやって来て お棺を開けてくれてみんなを出してくれた。
みんなはとび跳ね、笑いながら緑の野原を駆けまわり 川で洗いきよめ、日を浴びて体が輝
く。
それから、白い裸のまま、煤袋を置き去りにして 雲に乗り、風の中を遊んだ。
天使はトムに言った。よい子になれば、神さまが お父さんになってくださり、喜びの尽き
る日はないよ、と。
ここでトムは目が覚めた。ぼくたちは暗いうちに起き 煤袋と煤はけを持って、仕事に出か
けた。 とても寒い朝だったけれど、トムは幸せで、暖かだった。だから、みんなが義務を
果たせば、何も心配はありません。
The Chimney Sweeper
When my mother died I was very young, And my father sold me while yet my tongue,
Could scarcely cry weep weep weep .

So your chimneys I sweep & in soot I sleep.

Theres little Tom Dacre, who cried when his head That curl’d like a lamb’s back, was shav’d
so I said, You know that the soot cannot spoil your white hair.
And so he was quit, & that very night, As Tom was sleeping he had such a sight , That
thousands of sweepers Dick, Joe, Ned & Jack Were all of them lock’d up in coffins of black.
And by came an Angel who had a bright key, And he open’d the coffins & set them all free,
Then down a green plain leaping laughing they run And wash in a river and shine in the Sun.
Then naked & white, all their bags left behind, They rise upon clouds, and sport in the wind.
And the Angel told Tom, if he’d be a good boy, He’d have God for his father & never want
joy.
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And so Tom awoke and we rose in the dark And got with our bags & our brushes to work.
Tho’s the morning was cold, Tom was happy & warm. So if all do their duty, they need not
fear harm.
〔8〕失われた少年
「父さん、父さん、どこに行くの。ああ、そんな。に速く歩かないで。 父さん、話して、
この小さなぼくに何か話して、そうしないと迷子になっちゃうよ」
夜は暗く、父さんはいなかった。子どもは露でぬれた。泥沼は深く、子どもは泣いた。そし
て夜霧は飛び去った。
The Little Boy Lost
Father, father, where are you going? O do not walk so fast. Speak father, speak to your little
boy Or else I shall be lost.
The night was dark no father was there

The child was wet with dew. The mire was deep,

& the child did weep And away the vapour flew.
訳者注：母親不在の子が、父親を求めるが、いなくなる。少年の誤れる神を追う人間を象徴
[9] 見つかった少年
狐火にたぶらかされ

淋しい沼地に迷っていた少年は

泣き出した。しかし常にそばにい

る神は 白衣をまとって父さんのように現われた。
神は小さい子に口づけし、手をとって

母さんのもとへ連れていった。 悲しみに顔色あ

おざめ、淋しい谷間をさまよい、泣きながらわが子をさがしていた母さんのもとへ。
The Little Boy Found
The little boy lost in the lonely fen, Led by the wand’ring light, Began to cry, but God ever
nigh, Appeared like his father in white.
He kissed the child & by the hand led And to his mother brought, Who in sorrow pale, thro’
the lonely dale Her little boy weeping sought.
訳者注：当時イギリスでは、狐火は妖精や 悪魔の手下と信じられていた。サマーセット地
方では、洗礼を受けていない子供の魂だと信じられていた。
【17】 ｢喜び｣という名の幼な子
僕には名前がないんだ

まだ生まれて二日しかたっていないから。
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おまえは何て呼んで

ほしいの？

ぼくは幸せだよ

喜びがぼくの名前だよ。

すてきな喜びがおまえの上に訪

れますように！
かわいい喜び！

生まれて二日しかたっていないすてきな喜び、すてきな喜びと呼んであ

げよう。 おまえは笑い、そのあいだに私は歌をうたう、すてきな喜びがおまえの上に訪れ
ますように！
Infant Joy
I have no name I am but two days old.– What shall I call thee? I happy am Joy is my
name.- Sweet joy befall thee!
Pretty joy! Sweet joy but two days old. Sweet joy I call thee; Thou dost smile, I sing the
while Sweet joy befall thee.
訳者注：この詩は幼な子“Joy”と母親の対話
(B) 『 経験の歌』
｢37｣ ロンドン
特権ずくめのテムズ川の流れに沿い

特権ずくめの街々を歩きまわり

行き来する人の顔

に私が認めるものは 虚弱のしるし、苦悩のしるし。
あらゆる人のあらゆる叫びに

あらゆる幼い子の恐怖の叫びに

あらゆる声に、あらゆる

呪いに 心を縛る枷(かせ)のひびきを私は聞く。
煙突掃除の少年の叫びが

黒ずみわたる教会をすさまじくし、不幸な兵士のため息

血潮

となって、王宮の壁をつたう。
それにもまして深夜の街に私は聞く、なんとも年若い娼婦の呪い声が

生まれたばかりの

乳のみ児の涙を枯らし 結婚の柩車を疫病で台なしにするのを。
London
I wander thro’ each charter’d street, Near where the charter’d Thames does flow, And mark
in every face I meet Marks of weakness, marks of woe.
In every cry of every Man, In every Infant’s cry of fear, In every voice; in every ban, The mindforg’d manacles I hear:
How the chimney-sweeper’s cry
sigh

Every blackning Church appalls, And the hapless Soldier’s

Run in blood down Palace walls.
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But most thro’ midnight streets I hear

How the youth Harlot’s curse Blast the new-born

Infant’s tear And blights with plagues the Marriage hearse.
[38]

人の姿

だれかを貧しくさせないかぎり

憐みのあろうはずがない。

みんながわれわれのように

幸福だったら 慈悲のあろうはずがない。
そしてお互いの恐怖が平和をもたらし、 それでいよいよ自己愛がつのる。
それから残虐が罠をしかけ、 注意深くおとりの餌を広げる。
残虐は聖なる恐怖をもって坐り、 涙で地面に水をやる。
すると謙遜が根づく 彼の足元で。
やがて神秘の暗い影が 残虐の頭上に広がる。 そして毛虫と蠅が 神秘を常食とする。
そしてそれは欺瞞という実を結ぶ、 赤らんで食べると美味いのを。
そして大鴉(おおがらす)が巣を作った、その最も深い茂みのなかに。
地と海の神々は

自然界にこの木を見つけようとした。

だが彼らの探求はすべてむだで

あった。それは人間の頭脳のなかに生えている。
The Human Abstract
Pity would be no more, If we did not make somebody Poor: And Mercy no more could be,
If all were as happy as we:
And mutual fear brings peace: Till the selfish loves increase. Then Cruelty knits a snare,
And spreads his baits with care.
He sits down with holy fears, And waters the ground with tears: Then Humility takes its root
Underneath his foot.
Soon spreads the dismal shade Of Mystery over his head; And the Caterpillar and Fly, Feed
on the Mystery.
And it bears the fruit of Deceit, Ruddy and sweet to eat: And the Raven his nest has made
In its thickest shade.
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The Gods of the earth and sea, Sought thro’ Nature to find this Tree, But their search was all
in vain: There grows one of the Human Brain.
訳者注：教会の建物が煤煙で汚れているばかりでなく、精神的にも堕落していること。
Ⅴ ＜『詩的素描』より＞
｢50｣ 春 に
おお、露に髪を濡らし、朝のきよらかな窓ごしに 下界を見おろす君よ、君の天使のまなざ
しを われらの西の島に向けよ。
鳥は歌声を合わせ君の到来を歓迎する、おお春よ。
丘は互いに語り合い、耳をすまし 谷は聴く。われらの憧れの眼はすべて 君の輝く天の館
に向けられる。館を出て 君の聖なる足でわれらの国を訪れよ。
東の丘を越えて来たまえ。私たちの風に 君の香りのよい衣に接吻させよ。朝な夕なの 君
の息吹を味わわせよ。君の真珠を 君を恋い焦がれて嘆くこの国土に撒き散らせ。
おお、君の美しい指でこの国を飾れ。君のやさしい接吻を彼女の胸に注げ。そして君の黄金
の冠をこの国の頭に被せよ。彼女のしとやかな髪は君のために束ねられたのだから。
To Spring
O thou with dewy locks, who lookest down Thro’ the clear windows of the morning, turn
Thine angel eyes upon our western isle, Which in full choir hails thy approach, O Spring!
The hills tell each other, and the list’ning Vallies ; all our longing eyes are turned
Up to thy bright pavilions; issue forth, And let thy holy feet visit our clime.
Come o’er the eastern hills, and let our winds Kiss thy per fumed garments; let us taste
Thy morn and evening breath; scatter thy pearls Upon our love-sick land that mourns for thee.
O deck her forth with thy fair fingers; pour Thy soft kisses on her bosom; and put
Thy golden crown upon her languish’d head, Whose modest tresses were bound up for thee!
訳者注：｢冬｣にまでの詩は不規則なブランク・ヴァースで書かれている。
｢まえがき｣から：
・ブレイクが他のロマン派詩人と大きく異なる点；｢ロンドン｣が証明しているように、職人
として生きたその想像力は社会の現実に根差し、その視点は下から世界を見ていた。
・その彩飾印刷の詩集は、詩と挿絵が一体となり、そのヴィジョンを伝える。黙示録的で、
預言者的な見者であった。詩人であり続けることが人間の思想をどう成長・発展させ、人
間を大きくいくかを教えてくれる。
｢あとがき｣から：
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・ブレイクの移入・受容は白樺派において頂点に達する。大正 3 年(1914)の｢白樺｣4 月号に
ブレイクの挿絵 19 枚と、柳宗悦の｢ヰリアム・ブレーク｣、それとバーナード・リーチの
英文によるブレイク論が掲載され、柳は同年 5 月号に｢肯定の二詩人｣の題でブレイクと
ホイットマンを取り上げ論じている。
コメント
・膨大な作品を読み解き、堪能するには門外漢には至難の業。専門的力量に加え資料の制約
も多い。ただこの時代を生きたイギリスの詩人ウイリアム・ブレイク(1757-1827)の社会・
市民に向けた卓越した観察・洞察力・思想・表現力には圧倒される。画家、彫師の芸術感
覚を持ち合わせていても、それがどのようにしてここまでの詩人になり得たのか、興味が
湧く。
・時代背景
1745 年：イギリス・ロマン主義の曙光
1748 年：ヒューム｢人間悟性論｣
1753 年：大英博物館創立、感覚論哲学のバークリーの死
1765 年：ワット、蒸気機関発明

詩人エドワード・ヤングの死

1768 年：ロイヤル・アカデミー創立、エンサイクロペディア・ブリタニカの編集
1770 年代：イギリス産業革命進行
1776 年：アメリカ合衆国独立 スミス｢国富論｣
1780 年：スコットランドにローマ教会排斥運動 5 日間の騒動 第 4 次英蘭戦争
1785 年：｢タイムズ｣発刊
1789 年：フランス革命 ベンタム｢道徳及び立法の原理序｣
1791 年：トマス・ペイン｢人権論｣
1794 年：歴史家ギボンの死
1798 年：マルサス｢人口論｣
1801 年：大ブリテン＆アイルランド連合王国成立、両国議会合同発足、大英国旗(ユニオ
ンジャック)制定
1805 年：トラファルガー海戦
1807 年：奴隷廃止法、ロンドンにガス灯
1811-12 年：ラッダイト一揆(労働者の機械破壊運動)
1812 年：米英戦争、治安維持法
1814 年：スチヴァスン蒸気機関車試運転
1815 年：ワーテルローの戦い、穀物法
1817 年：リカルド｢経済学及び課税の原理｣
1819 年：ピータールの虐殺(労働者の議会改革運動挫折)、紡績工場法
1821 年：ミル｢経済学綱要｣
1824 年：バイロン(ロマン派詩人)ギリシャ戦参加で戦病死
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1825 年：商業恐慌(最初の資本主義的恐慌)、紡績工場法修正、労働組合承認、最初の鉄
道開通
1829 年：旧教徒開放法、アイルランド党結成
1832 年：第一次選挙法改正、詩人スコット没
1833 年：英帝国名の奴隷廃止、一般工場法
1834 年：国民的労働諸組合結成、詩人コールリッジ没
1835 年：都市団体改革法(自治制度)
・白樺の思想的リーダーだった柳宗悦がブレイクやホイットマンに高い関心を持ち、論考を
重ねている点、興味が湧く。《1914 年白樺 4 月号にブレイクの挿絵 19 枚と柳宗悦の｢ヰ
リアム・ブレーク｣、それにバーナード・リーチの英文によるブレイク論が掲載される。
柳は同年 5 月号に｢肯定の二詩人｣の題でブレイクとホイットマンを取り上げ論じた。柳
には｢ヰリアム・ブレーク｣(大正 3 年、洛陽道)、｢ブレークの言葉｣(大正 10 年、叢文閣)
という貴重な労作がある。
》
：この項は前掲ブレイク詩集あとがきの引用。
・筆者は最初の赴任で 1967 年から 3 年ロンドンに家族と暮らした。当時はスモッグが有名
で、官庁街ホワイトホールも勤務先のシティーも煤で薄黒く汚れていた。特に日が短く、
日中でも暗くじめじめした冬の暮らしには閉口した。

ブレイクの詩集を今回読みなが

ら、それがかえって彼の生きた時代、詩の創作活動などをかってに想像するのに役立つた
ようにも思えるのだが。
・シャロックホームズの時代：
ホームズ、ワトソン、そして作者のアーサー・コナン・ドイルは 1840 年代後半の人々で
ブレイクより少し後の世代だ。一回目のロンドン赴任時にはベイカーストリートには通
勤時に利用した地下鉄の駅もあり、しばしば訪れた。因みに世界初となるロンドン地下鉄
は 1863 年の開業。この時代を象徴する建造物にロンドンのガス灯があるが、その最初の
設置は 1807 年(トラファルガー広場北の Pall Mall 街)。参考までに、ロンドン大火は 1666
年(4 日間燃え続け市街地の 85％を焼失)、再建法→木造建築禁止、シティーの地下鉄モニ
ュメント駅近くに記念塔があり、仕事でよくその前を通った。
・マーチャント・バンク ロスチャイルド：N.M.Rothschild & Sons
ドイツのフランクフルトで商業を中心に莫大な利益を挙げ、金融業に進出したマイアー・
ロスチャイルドの三男ネイサンは 1799 年産業革命関連で大きな利益を築き、1804 年シ
ティーに進出、N.M.Rothschild & Sons の創設により金融業務に進出した。
長男(フランクフルト)、次男(ウイーン)、四男(ナポリ)、五男(パリ)＝五本の矢
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人生処方詩集(エーリヒ・ケストナー作、小松太郎訳 岩波文庫)
原典；Doktor Erich Kaestners Lyrische Hausapotheke Erich Kaestner (Atrium Verlag Zuerich
2017)
＊年齢が悲しくなったら：wenn das Alter traurig simmt
・努力家
若年から

老年まで

死ぬほどの忍耐と

じ登る

ほかにすることがないので

股の力で
祖先たちは

彼はペン軸にしがみつき
原始林を

よじ登った

よ、
彼は

文化の森の猿だ
Der Streber
Von fruehen bis ins Alter, mit Mordsgeduld und Schenkelschluss, rankt er sich hoch am
Federhalter und klettert, weil er sonst nichts muss.
Die Ahnen kletterten im Urwald. Er ist der Affe im Kulturwald.
・養老院
ここは
もう

老人たちの寄宿舎だ

遠くない

きのうは

ここでは

みんながひまだ

子供の靴をはき

いる あすは 永遠の休息(いこい)のために

きょうは

ここに

たったいま はじまったば

もう 終わったのだ

休息のためにすわっている

っている

ここの家の前にすわって

彼岸に 出発する

ああ、一生はいかに長くとも 過ぎ去るのは、つかのま
かりではなかったか

人生の旅の終着駅も

老人たちは

ここは、最後のてまえの

何はさておき

最後の駅だということを

一つのことを知
その中間に

駅

はない
・Das Altersheim
Das ist ein Pensionat fuer Greise. Hier hat man Zeit. Die Endstation der Lebensreise
Ist nicht mehr weit. Gestern trug man Kinderschuhe. Heute sitzt man hier vorm Haus.
Morgen faehrt man zur ewigen Ruhe ins Jenseits hinaus.
Ach, so ein Leben ist rasch vergangen, wie lange es auch sei.
angefangen?

Hat es nicht eben erst

Schon ist’s vorbei

Die sich hier zur Ruhe setzten, wissen vor allem das Eine: Das ist die letzte Station vor
der letzten. Dazwischen liegt keine.
・人生がくりかえされたら
だれでも

こういう気持ちになる

そのあとで起こったことを
し花にし

もういちど

十六に

みんなわすれてみたい

もういちど

そして(背が伸びるので)ドアで身長をはかり
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なってみたい

そして

珍しい花を

学校の途中で

押

門の中

へ

大きな声で さけんでみたいと

夜中に もういちど 窓ぎわに立ち

通りがかりの 人声に 耳をすませてみたい

彼らが 往来の 浅い眠りをさまたげるとき
五日間

顔を合わせずに

いる

どこかの

を

いてみたい

だれかが嘘をつくとき

キッスをしたいけど

うちへ帰らなきゃならない

ぶらついてみたい

店の閉まるまえに

女の子と

腹をたて

キッスをこわがって

もういちど

二マルク五十ペニヒで

市立公園
あの子と自

分のために おそろいの 指輪を買ってみたい
歳の市に

十ペニヒ玉が二つ三つほしくて

ことだろう

そのあとで

見物することだろう
ある女に誘惑されて
に

彼女の手を

あの

母親に

きっと

また

長いあいだ水にもぐる男と

おせじをつかう
葉巻を吸う猿を

そして大女たちに撫でられることだろう
のべつ

思うだろう

感じるだろう

これは

からだの中で

レーマン氏の婚約者だと

心臓がドキドキ

大きな音を

肌
た

てることだろう 夜中に 両親の家の門を たたくように
あのころ見たものを

そっくり

見ることだろう

そして

それ以後おこったことを

そっくり それが いま もういちど おこるだろう・・・ おんなじ光景を
ちど きみは 見たいかい

もうい

見たい

Existenz im Wiederholungsfalle
Man muesste wieder sechzehn Jahre sein und alles, was seitdem geschah, vergessen.
Man muesste wieder seltne Blumen pressen

und (weil man waechst) sich an der Tuere

messen und auf dem Schulweg in die Tore schrein.
Man muesste wieder nachts am Fenster stehn und auf die Stimme der Passanten hoeren,
wenn sie den leisen Schlaf der Strassen stoeren.
Man muesste sich, wenn einer luegt, empoeren und ihm fuenf Tage aus dem Wege gehn.
Man muesste wieder durch den Stadtpark laufen mit einem Maedchen, das nach Haus
muss und kuessen will und Angst hat vor dem Kuss.
Man muesste ihr und sich, vor Ladenschluss, fuer zwei Mark fuenfzig ein paar Ringe
kaufen.
Man wuerde seiner Mutter wieder schmeicheln, weil man zum Jahrmarkt ein paar
Groschen braucht. Man saehe dann den Mann, der lange taucht. Und einen Affen, der
Zigarren raucht.
Und liesse sich von Riesendamen streicheln.
Man liesse sich von einer Frau verfuehren und daechte stets: das Herrn Lehmanns
Braut.
Man spuerte ihre Haende auf der Haut. Das Herz im Leibe schluege hart und laut, als
schluegen nachts im Elternhaus die Tueren.
Man saehe alles, was man damals sah. Und alles, was seit jener Zeit geschah, das wuerde
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nun zum zweiten Mal geschehn・・・
Dieselben Bilder willst du wiedersehn?

Ja!

人生をながめたら
・列車の譬喩
ぼくらはみな おなじ列車にこしかけ

時代をよこぎり 旅をしている

ぼくらはそとを見る ぼくらは見あきた

ぼくらはみな おなじ列車で走っている

そして どこまでか だれも知らない
となりの

男は眠っている

もう一人はこぼしている

あとの一人はさかんにさえず

っている
駅の名がアナウンスされる

歳月をよこぎって走る列車は

どうしても

目的地に着か

さっぱりわけがわからぬ

あすはどこ

ぬ
ぼくらは荷をあける

ぼくらは荷づくりする

に行っているやら 車掌がドアからのぞき ひとり
行くさきは

車掌もしらない

んだかな唸り声をあげる
子供がひとりおりる
いる

車掌

にやにやしている

なにも言わずに出ていく

そのとき汽笛が

列車は徐行して とまる 死人が いくたりか

母親が叫ぶ

列車は駆けつづける

死人は

無言で

時代をよこぎり

か

おりる

過去のプラットホームに立って

ひた走りに走る

なぜだか

だれも

知らない
一等はほとんどがら明き
こしかけ

ふとった男がひとり

苦しげに息をしている

傲然(ごうぜん)と

彼はひとりぼっちだ

赤いフラシ天に

そしてしみじみそのこと

を感じている たいがいは木の上にこしかけている
ぼくらはみな
る

おなじ列車で旅をしている

ぼくらは見あきた

ぼくらはみな

現在は

希望をもって

ぼくらはそとをみ

おなじ列車にこしかけている

そして

大ぜ

いが まちがった車室に
Wenn man das Dasein ueberschaut
Das Eisenbahngleichnis
Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus.

Wir sahen genug.

Wir fahren alle im gleichen Zug.

Und kleiner

weiss, wie weit.
Ein Nachbar schlaeft. Ein andrer klagt. Der Dritte redet viel. Stationen werden angesagt.
Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel.
Wir packen aus. Wir packen ein. Wir finden keinen Sinn. Wo werden wir wohl morgen
sein? Der Schaffner schaut zur Tuer hinein und laechelt vor sich hin.
Auch er weiss nicht, wohin er will. Er schweigt und geht hinaus. Da heult die Zugsirene
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schrill! Der Zug faehrt langsam und haelt still. Die Toten steigen aus.
Ein Kind steigt aus. Die Mutter schreit.
Vergangenheit.

Die Toten stehen stumm am Bahnsteig der

Der Zug faehrt weiter, er jagt durch die Zeit.

Und niemand weiss,

warum.
Die 1.Klasse ist fast leer.

Ein dicker Mensch sitzt stolz im roten Pluesch und atmet

schwer. Er ist allein und spuert das sehr. Die Mehrheit sitzt auf Holz.
Wir reisen alle im gleichen Zug zur Gegenwart in spe. Wir sehen hinaus. Wir sahen
genug. Wir sitzen alle im gleichen Zug. Und viele im falschen Coupe.
これが運命だ
これが運命だ 妊娠と 葬式のあいだに あるものは 悩みだけ
Das ist das Verhaengnis
Das ist das Verhaengnis: zwischen Empfaengnis und Leichenbegaengnis nichts als
Bedraengnis.
・ 警告
理想をもつ人間は
は

それに到達しないように

用心せよ

さもないと

いつか

彼

自分自身に似るかわりに 他人に似るだろう

Warnung
Ein mensch, der Ideale hat, der huete sich, sie zu erreichen!
Sonst wird er eines Tags anstatt sich selber andren Menschen gleichen.
・略歴
この世に生まれない者は
かけ

わらっている

もなしに
ぼくは
だ

あまり損をしなかった
ぼくは

そのころ

彼は

子供として生まれた

それ以来 いろんなことをわすれた学校で
折紙つきの模範少年だった

宇宙の中で

樹の上にこし

生まれるつもり

大部分の時をすごした

どうしてこんなことになったか

今でも

ま

残念だ

それから 夏休みのかわりに 世界大戦が来た

ぼくは 徒歩砲兵として参戦した

地球の動脈から 血が流れた ぼくは 生きつづけた どうしてと問わないでほしい
やがて

インフレーションと

ライプチヒがやって来た

カントとゴート語

取引所

と事務室
芸術と 政治と 若い婦人たちと共に
いあ

ぼくは

そして どっちみち 日曜日には雨が降った

かれこれ四十歳になり

こめかみには すでに白髪が輝き

小さな詩作工場を一つもっている

ああ

友人たちは そろそろふとってくる

ややもするとぼくは二兎を追いたがる

ぼくは
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ぼくらのこしかけている枝に

鋸を

あてる
ぼくも

ぼくは 死んだ感情の庭をとおり そこに 機智を植えつける
自分のリュックは

はひろがらぬ

自身で背負わねばならぬ

つづめて言えば

リュックは大きくなる

だいたいこういえる

背幅

ぼくはこの世に生まれた

にもかかわらずいきつづけていると
Kurz gefasster Lebenslauf

病気で苦しんだら
・ある心臓病患者の日記
最初のドクトルは言った
ルは嘆息した

｢あなたの心臓は左へひろがっています｣

｢あなたの心臓は右へひろがっています｣

｢あなたの 心臓はひろがっていません｣と言った
四人目のドクトルは嘆息した

三人目は真剣な顔をして

まあ いいさ

｢心臓の弁膜が弱っています｣
21

ふたり目のドクト

五人目のドクトルは言っ

た

｢弁膜は完全に健康です｣

六人目は目をまるくして

｢あなたは心尖拍動(しんせん

はくどう)にかかっています｣と言った まあ いいさ
七人目のドクトルは嘆息した

｢心臓の外形が僧房状をしています｣

八人目のドクトル

は言った ｢あなたのレントゲン写真は完全に正常(ノルマル)です 九人目のドクトル
は驚いて言った ｢あなたの心臓は四十五分おくれています｣ まあ いいさ
ところで十人目のドクトルがなんと言ったか
なら

十人目にはまだ行っていないから

残念ながら

わたしにはいえない

こんどは彼に訊いてみよう

九人目の診断は

まちがいかもしれない だが 十人目はきっと当たるだろう まあ いいさ
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なぜ

・温泉だより
どうしている
うだろう
えも
のため

もう

かなりおそい

噂によると

辻馬車七号の馬が

衛生に注意している
呼吸は

そのうえ

さだめし

空気まで

きのうから

むかしは

毎日十二服

ちばん非常識だろう

からだにいけないと言

入浴しているという

ここでは

犬さ

カフェイン抜きにされている

ほとんど危険性がなくなっている

たくなしにはすまされない
のだ

ドクトルは

残念ながら

呼吸なんて

これはまだ

そ
まっ

じかにかんたんに考えていたも

くすりを飲んでいる

ここではみんなが飲んでいる

全然飲まないとしたら
お医者まで

一人は

い

モルガ

ンのように 金持ちだそうだ
いちばんきれいなのは
場のよう
している

炭酸水

一万の真珠が

あるいは効くのかもしれない
これは

いは年寄りだ

健康でいい

まるで

露をむすんだ牧

よほど時がたたないとわからない

そこには

顔いちめんのひげの前に

肌につく

紳士たちが

こしをかけている

よだれかけをあて

吸入も
たいが

口に陶器製の葉巻(シガ

ー)を 粋にくわえて
そのほかに

なお

鉱泉飲用療法もやっている

水は

甘草(かんぞう)汁をかけた

鰊

の(にしん)の味がする あとは 稲妻にうたれたように じっとこしをかけている
そして 楽隊が 座興に｢トラバトーレ｣を聞かせる
ここに来て病気にならないやつは
たびたび

ほくを診察する

は 支配人だ ぼくたちは

いこじ者とみなされていい

まだ

なにかかんか

使用人だ
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ドクトル・バルテルは

見つかると思っているので

彼

一杯のビールがなつかしい
なきゃならない

もちろん

ぼくの代理で

きみだって

きみのふくらはぎを

んだったっけ そうだ どうしている
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でも

ぼくはやっぱり

つねってくれ

湯治をし

それから

な

コメント
・エーリヒ・ケストナー(1899 ドレスデン生まれ-1974 ミュンヘン没) ドイツの作家、詩
人。児童文学で 1960 年国際アンデルセン賞受賞。多くの作品の挿絵は画家の Walter
Trier(1890-1951)が担当、日本関係では、ベルリンの荒廃を描いた｢ファビアン、
FABIAN

Die Geschichte eines Moralisten 1931 年｣が、日本の吉行淳之介、開高健

等の作家たちにも、大人向け文学作品として受け入れられた。
自由主義・民主主義の擁護、反ファシズムのため、詩・小説・児童文学び執筆がナチス
政権により禁じられた。戦後初代西ドイツペンクラブ会長。
・ファビアンは、ワイマル共和国末期、頽廃したベルリンを舞台にファビアンと言う一人
の男の生活を通して時代と社会を痛烈に批判、一つの真実を描いた。
・ここで取り上げた｢人生処方詩集｣は、その着眼点・アプローチの仕方が、寺山修司にも
及び寺山修司編｢人生処方詩集 立風書房 1993｣などになっている。
・時代背景：
ドイツ帝国
1883 年：カール・マルクス(1818 年～)没：経済学者、哲学者、革命家。資本主義→共
産主義、
1867 年；資本論(Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie)第一部
1885 年；同 第二部, マルクスの遺稿をエンゲルスが編集・出版
1894 年；同 第三部、 同上
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1888 年：ビスマルク、ウイルヘルム 2 世 総参謀長モルトケ辞職
1890 年：ビスマルク下野、社会民主党正式発足
1892 年： ベルリンの労働者暴動
1893 年：新兵役法(軍拡)
1895 年：フリードリヒ・エンゲルス(1820 年～)没
思想家、革命家、国際労働運動のリーダー、1848 年マルクスと共に共産主義
者同盟綱領｢共産党宣言｣を著す。資本論に関しては、先述のマルクス参照
1900 年：ツェッペリン飛行船、ニーチェ没
1902 年 ： ゾ ン バ ル ト ｢ 近 代 資 本 主 義 ｣ (Der modern Kapitalismus)

Werner

Sombart(1863-1941), 高度資本主義(Hochkapitalismus 1928)
1905 年：アインシュタイン特殊相対性理論
1911 年：総選挙、社会民主党第一党
1914 年：ドイツ、対ロ・対仏宣戦、第一次世界大戦
1916 年：アインシュタイン一般相対性原理
1918 年：ドイツ革命、皇帝退位、ドイツ降伏、
ドイツ共和国
1919 年：ドイツ共和国憲法(ワイマル)
1920 年：ヴェルサイユ条約批准、第一回ナチス党大会、中部ドイツの共産党反乱
マックス・ウエーバー没
1921 年：フランス軍、ドイツ各地を保障占領、賠償支払いの停止。
1923 年：フランス・ベルギー軍、ルール保障占領開始、ハイパー・インフレーション
発生、ミュンヘン暴動、レンテン・マルク銀行券発行、
1924 年：4 月ドーズ案成立(9 月発行)、敗戦国ドイツの賠償額緩和、米資本進出
1925 年：アドルフ・ヒトラー《我が闘争(Mein Kampf)第一部(罰；自伝的)
1926 年：《我が闘争(Mein Kampf)第二部(政治世界観；国家社会主義運動(ナチズム)
独ソ友好中立条約、国際連盟加盟
1928 年：総選挙、社会民主党勝利
1930 年：総選挙、ナチス党大量進出(107 議席)
1931 年：オーストリア国立銀行(中銀)、クレディトアンシュタルト銀などが破綻、経
済恐慌発生。次いでドイツに波及→フーヴァー・モナトリアム(米主導の救
済)、恐慌深刻化
1932 年：ローザンヌ会議→ドイツ賠償額最終決定、総選挙→ナチスの議席 230(37.8％)
1933 年：ヒットラー首相になる。総選挙→ナチス党 52％、ポツダム議会でヒットラー
独裁権を獲得、失業絶滅法、ナチス唯一の政党となる。国際連盟脱退、
1934 年：ポーランドと不可侵条約、国家改造法、総統兼首相ヒットラー
1935 年：ザール人民投票、再軍備宣言、ヒットラーの｢平和計画｣演説、反ユダヤ｢ニュ
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ルンベルク法｣決議
1936 年：ロカルノ条約破棄、ベルリン・オリンピック、ベルリン・ローマ枢軸の結成
ベルギーの中立不可侵を保障、日独防共協定
1938 年：ユダヤ人国外追放、
1939 年：独ソ不可侵条約、ドイツ軍ポーランド侵攻、英仏対独宣戦→第二次世界大戦
1941 年：日本軍真珠湾攻撃、米対日・対独伊宣戦
1945 年：ヒットラー自殺、ベルリン陥落、ドイツ降伏、ドイツ東西分裂
1948 年：西独統合憲章、ベルリン封鎖、通貨改革、ヨーロッパ経済協力機構(OEEC)結
成、18 カ国マーシャルプラン受け入れ
1949 年：ドイツ連邦共和国(臨時首都ボン)成立、コンラート・アデナウアー(Konrad
H.J.Adenauer 共和国初代首相)のドイツキリスト教民主同盟(CDU)率いる
アデナウアー内閣成立(～63)。連立与党；CSU, FDP, DP など。
東独：ドイツ民主共和国憲法公布、ドイツ民主共和国成立
1951 年：ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体条約(ECSC)：仏・独・ベネルックス・伊
東独：第一次 5 ヵ年計画、
1952 年：ヨーロッパ防衛共同体条約(EDC)、
東独：国防軍創設発表
1957 年：EEC, EURATOM 調印(ローマ条約)、
1960 年：東西ドイツ間の危機、OECD 調印
1961 年：東独；東独上空飛行制限、西ベルリンへの交通遮断、徴兵法
1963 年：第二代連邦首相(～66)：ルートヴィヒ・エアハルト(Ludwig W.Erhard)、アデ
ナウアー内閣の副首相、経済大臣。エアハルトの奇蹟、CDU。連立与党；
CSU, FDP
1964 年：米・西独間軍事協定、東独；ソ連・東独友好相互援助条約
1966 年：第三代連邦首相(～69)：クルト・ゲオルク・キージンガー(Kurt Georg Kiesinger)
CDU.

連立与党；SPD、FDP(大連立)

1968 年：ドイツ赤軍(Rote Armee Fraktion)、アンドレアス・バーダー、ウルリケ・マ
インホフ：資本主義打倒・マルクス主義の世界革命
1969 年：第四代連邦首相(～74)、ドイツ社会民主党(SPD)ヴィリー・ブラント(Willy
Brandt)、 連立与党；FDP
1971 年：西独にドル売りマルク買い殺到(ドルショック)→国際通貨不安→各国変動相
場制へ
世界経済フォーラム(World Economic Forum ダボス会議)
1972 年：中国と国交樹立、東西ドイツ基本条約
ミュンヘンオリンピックと殺傷事件：目標；イスラエル選手団(選手村)、犯
人；パレスチナ武装組織＜暗い九月＞、死亡者；人質 11 名、犯人グループ 5
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名、警官 1 名。要求：イスラエルに収監されているパレスチナ人(含む日本・
ドイツ赤軍幹部)の釈放
1973 年：東西ドイツ国連加盟
1974 年：両独政府代表相互交換議定書調印
第五代連邦首相(～82)ヘルムート・シュミット(Helmut H W Schmidt)SPD
連立与党；FDP
1975 年：第一回先進国首脳会議(ランブイエ・サミット)
1976 年：マルティン・ハイデッカー没
・私事：
1969 年筆者はロンドンから直接西独に転勤となり、以降 7 年間ドイツ連銀のある金融
の中心地フランクフルトに滞在した。街には多くの戦禍の傷跡が残り、戦後の奇蹟の経
済復興とは対照的な側面も伺うことが出来た。オペラハウスの復旧は遅々として進ま
ず、その完成は大分遅れ、後年出張で再訪した折、立派な容姿を見ることが出来た。民
間からの寄付に大きく依存したためだと聞いた記憶がある。
両国に暮らした筆者の体験から見るとドイツ社会、ドイツ人は英国と比較すると戸惑
うことも多い。当時は日本人でもドイツが好きになる人と嫌いになる人がいたように
思う。詳細な検討は別の機会に回すことにするが、ドイツ滞在はケストナーの人物像、
作品、時代などを理解する上で大変貴重な体験であった。
・社会・経済事情：日本と異なり戦後西ドイツの経済復興を成し遂げた原動力となった経
済・社会システムは国内の労働力不足を補うため、大量の外国人労働者(Gastarbeiter)
を受け入れ、世界に誇るドイツの卓越した機械産業・モノづくりを通して製品を世界に
輸出したことに始まる。
その一環として我が国からも当時の基幹産業だった炭鉱業に日本から 1957 年から 5 年
間に 434 名の鉱山技術者・労働者が 3 年契約で渡航した。
筆者の滞在中も 1000 名程度の韓国からの医師・看護婦が西独で働いている、と聞いた
ことがある。初期段階ではイタリア、スペイン・ポルトガルなどからの労働者が多かっ
たが、滞在中はトルコ、ギリシャなどからが圧倒的に多くなっていた。彼らの多くは昼
間働き、夜は別の仕事で稼ぎ、母国へ送金、帰国時にはベンツを購入、一家で全財産を
積み込み、帰国後相当な暮らしをしている、と言った話をよく聞いた。
長男の通うドイツの小学校の父兄会に出席した折、父兄から最近子どもの話すドイツ
語が変になった。クラスに多くの外国人の子供がいるためだ、と言う非難も聞いたこと
を思い出す。
・ドイツ人も驚く；西独滞在中、企業説明会・起債などで多くの日本の企業経営者を案内
する機会があった。
そんな折ドイツの金融機関関係者との会食・歓談も設営された。その折、旧制高校出身
者の方の中には、余興でドイツの詩やリートを原語で披露する方もあり、ドイツ人が驚
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くこともあった。当時の文・理乙類のレベルが偲ばれる。
・ランブイエ・サミット；オフィスで、ジスカールデスタン(仏)、シュミット(西独)両巨
頭の親密な個人関係から始まった会議は、最初は参加者個人レベルの関係を重視する
点にあった。因みに他の参加者は、アルド・モロ(伊首相)、三木武夫(首相)、ハロルド・
ウイルソン(英首相)、ジェラルド・フォード(米大統領)。
当時オフィスで、この新鮮な政治展開を熱心にフォローしたことを懐かしく思う。
・ダボス会議；フランクフルトに駐在事務所(後に現法化)を立ち上げて間もなく、ジュネ
ーブに本部を置くこの非営利財団の創設者クラウス・シュワッブから会議への参加と
スポンサーへの勧誘を受けたことを思い出す。
・ミュンヘンオリンピック事件
閉会式に会長夫妻の案内で家内と共に見学予定にしていたが、事件発生で急遽中止に
なったことを思い出す。
・ドイツ赤軍；当時大使館から西ドイツ駐在中の日本人に対しドイツ赤軍によるテロ行為
に厳重注意の呼びかけが行われた。友好関係にあったドイツの有力銀行の頭取が出勤
途中に襲撃を受け死亡する事件も発生。自家用車等で通勤する際には毎日通勤路を変
更すること、車庫での乗り降り時には特に安全に留意することなどを励行していた。
1975 年先に帰国する家族に同道し、JAL に搭乗ハンブルグ空港を離陸し、凡そ 2 時間
後オスロ―上空で、機内アナウンスがあり、ドイツ赤軍が搭乗機に一定の高度まで下が
ると爆発する爆弾が搭載されている、との警告が入ったと聞かされた。
ドイツ警察が全力を挙げその種爆弾の可否を含め調査中のため、これからハンブルグ
に引き返すとの案内が日本語であった。機内は一瞬恐怖に満ちた異常な雰囲気と化し
た。すぐ若い女性を中心に、恐怖心を抑えるためかグループで歌を歌い出す光景も見ら
れた。近くの外人が日本語のアナウンスを聞いて今何と言ったのかと不安げに詰問口
調で訊いた。緊急時の英語等のマニュアルの用意がないのだろう。
搭乗機はやがて、満タンのガソリンを高空で両翼の先端から吐き出した。見たこともな
い実に綺麗なジェット気流だ。ドイツ警察からの確認を待って、約 4 時間後無事ハン
ブルグ空港に帰還した。乗客は深夜バスでハノーバーのホテルに送られた後、翌日、一
日遅れで帰国できた。
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米シンガーソングライター ボブ・ディラン(Bob Dylan)＜2016 年ノーベル文学賞＞歌集
出典：The Freewheelin’ Bob Dylan BSCD2 ソニーミュージックエンタテインメント
訳詞：片桐ユズル
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コメント
・ボブ・ディラン(Bob Dylan 1941 年～、 ミネソタ州生) ：2016 年ノーベル文学賞受賞
2016 年 10 月 13 日、スウェーデン・アカデミーは 2016 年ノーベル文学賞を米国のシン
ガー・ソングライター、ボブ・ディラン氏(75)に授与すると発表した。
アカデミーは受賞理由を｢偉大なアメリカの歌の
伝統の中で、新たな詩的表現を創造し
た｣と説明した。音楽表現が文学賞の対象になった
のは初めて。
ミネソタ大学芸術学部中退後、ニューヨークに出
て 62 年にデビュー、ヴェトナム反戦や
公民権運動で揺れた米国社会の若者の心情を代弁
し｢プロテストフォーク｣の旗手となった。その後
も歌詞に様々な表現と含意を持たせ、詩としての
完成度も高めた。2012 年のアルバム｢テンペスト｣
ではタイタニック号の悲劇を歌う 45 番までの大
長編など力作が評価されている。
ここでは 1963 年の｢風に吹かれて｣など社会不安
に揺れたアメリカ社会を歌った初期の作品が中心
となっている。シンガーソングライターはそのエ
ンターテイメント性も非常に重要なのでスマイル
会では、合わせ CD を聴くことにした。周知の如
出所：日経 2016.10.6

く受賞と授与式への出席については、アカデミー

と本人の間に紆余曲折があったが、2017 年 4 月 1 日、訪問中のストックホルムでアカデ
ミーから同賞のメダルと賞状を受け取った(非公開)。直後のコンサートでは残念ながら本
人の感想・コメントなどは一切聞かれなかった。
・時代背景；
1949 年：NATO 調印、COCOM 設置、トルーマン水爆製造、対外援助法、朝鮮戦争(国
連軍、朝鮮へ出動)、非常事態宣言、対共産圏輸出禁止、
1951 年：マッカーサー解任、太平洋安全保障条約(ANZUS)調印、サンサルバドル憲章(中
米機構)、サンフランシスコ対日講和条約、
1952 年：米・キューバ相互援助条約、
1953 年：アイゼンハワー大統領(～61)・ダラス国務長官。マッカーシー旋風(赤狩り)、
米・英・仏バーミューダ会談、朝鮮休戦協定。
1954 年：ジュネーブ会議(インドシナ休戦協定など)、東南アジア集団防衛条約機構
(SEATO)結成、ビキニ水爆実験、
1956 年：米国景気空前の繁栄
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1957 年：公民権法(黒人の投票権保証)
1958 年：アラスカ第 49 州に
1959 年：キューバ革命、新首相カストロ。ハワイ第 50 州に、米ソ首脳会談(キャンプ・
デーヴィッド)
1960 年：米州開発銀行
1961 年：キューバと断交、民主党ケネディ大統領(～63)
1962 年：通商拡大法、キューバ封鎖事件
1963 年：バーミングハム黒人差別事件、ドル防衛策、ケネディ暗殺、
民主ジョンソン大統領(～69)
1964 年：米ソ新文化交流協定、ニューヨーク万博、公民権法(黒人無差別の広範適用)
利子平衡法税(ケネディ大統領による資本流出規制策、74 年廃止)
1965 年：米空軍の北ヴェトナム爆撃(北爆)、黒人投票権法(65 年公民権法)
1968 年：ドル防衛策(年頭教書)、キング牧師暗殺事件、北爆全面停止
1969 年：共和党ニクソン大統領(～74)
1970 年：カンボジア政変に米軍介入、中国と国交樹立
1972 年：ニクソン中国訪問、米中首脳会談。ウオーターゲート事件(民主党本部盗聴)発
生、ダンピング防止法改正(保護貿易主義の強化)
1973 年：米軍のヴェトナム撤収完了、キッシンジャー国務長官就任
1974 年：ニクソン辞任、
共和党フォード大統領(～77)就任、金解禁実施(41 年ぶり)
1975 年：米軍・米民間人のヴェトナム撤収(米ヴェトナム介入終了)
・朝鮮戦争(1950-53)：
交戦国：国際連合軍(大韓民国、米国、英国)

北側；朝鮮民主主義共和国、中共、ソ
連(顧問団、物資)

戦闘支援国；多数

―――

医療支援国；インドなど 6 カ国

東欧諸国 5 カ国

その他支援；―――

インド・モンゴル

戦力概算：韓国；40 万、米；48 万、英：6 万

北朝鮮；80 万、中国；130 万、

損害：韓国軍；約 28 万、米；約 4 万、

北朝鮮軍；約 29 万、中国軍；約 14

英；約 1200、国連；1800、民間；約 67 万

万、民間人；103 万

朝鮮戦争はいまだに休戦状態(休戦協定)。
日本との関係：
＊特需景気で日本が漁夫の利に預かった、との非難
＊日本特別掃海隊；朝鮮戦争時に、国連軍の要請で海上保安庁が朝鮮半島に派遣した。
期間；1945 年 9 月～同年 12 月に 46 艘参加、保安官や民間船員ら 8000 名以上と言わ
れる日本人が参加、犠牲者が出た。また米軍によって集められた日本人公安労働者数千
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人が韓国の港で荷役作業に従事した。
＊米軍戦死者の遺体が立川などの米軍基地に搬送され、本国に空輸される前の遺体の衛
生管理などに学生が高額のアルバイトで参加したが、一日で止めてしまったとの話を
聞いたことがある。
米国への移住：朝鮮戦争中並びに終結後、徐々に韓国から米国への移民が増加した。52 年
の移民国籍法下で年間 100 人だった割り当てが、53 年～63 年にかけ米軍の配偶者、戦
争孤児などが韓国から米国に移住したが、彼等は移民として扱われないので正確な数
は不明。1965 年の移民法改正により韓国移民が米国に入り易くなった。
特に米国はヴェトナム戦争に協力した韓国を同盟国として扱い、比較的大きな移民枠
を設けた。1965 年 2.5 万人だった韓国系移民人口は、70 年 5 万人、80 年 35.7 万人、
90 年 70 万人に急増し、時にロス暴動のような現地社会との摩擦が起きた。彼らの多く
はプロテスタント、中には北朝鮮との戦闘再発危機、国内軍事独裁政権の難などを避け
るため、ある程度の資産を持つ中産階級も含まれていた。
今や政財界などへの進出もあり、また｢日本海呼称問題｣、｢慰安婦の碑｣でも注目されて
いる。
・東西冷戦：1945 年から 89 年に亘るソ連を盟主とする共産主義陣営対米国を盟主とする
資本主義陣営の軍事、外交、経済、宇宙・海洋開発、航空技術等の対峙からその影響は
文化面まで広範囲に及んだ。朝鮮戦争はその初期段階に起き、以降世界の警察官を自負
する米国と比類なき強靭な経済・社会に大きな影を落とすことになる。
・ヴェトナム戦争(第二次インドシナ戦争)：1955～75 年
冷戦構造下の代理戦争；
1955 年：米国、インドシナ諸国への直接支援決定。南ヴェトナム米軍事援助顧問団
1961 年：ケネディ大統領、ゲリラ掃討作戦のため特殊作戦部隊 600 人派遣。クラスター
爆弾・ナパーム弾、枯葉剤使用。
1965 年：北爆開始、1968 年北爆全面禁止
1975 年：米軍・米民間人、ヴェトナム全面撤収
戦力：南； 延べ 200 万

北；120 万強

ヴェトナム軍；140 万

ヴェトナム軍；28 万

米軍;55 万弱

南ヴェトナム開放民族戦線 80 万

韓国軍;30 万強

ソ連軍；3000

豪州軍；約 5 万

北朝鮮軍；600

他

中国人民解放軍；降車 2 個師団

損害 推定戦死者；28.5 万

117 万

行方不明者；149 万

60 万

民間人死者；158 万

300 万

詳細は、前述の年表参照
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＊米国事情：朝鮮戦争に類似した代理戦争に、再び米国は介入を余儀なくされたが、ここ
では十数年に亘る長期戦を強いられ、人的・物的損害は様々な形で米国社会、経済に未
曽有のダメージを与え、これまでの米国一強体制に基づく世界秩序と維持への懸念が
芽生えることになった。今回取り上げたディランの曲は、ヴェトナム戦争前後や公民権
運動の世相を詩と楽曲で訴えようとしたもの。
・キューバ危機：Cuban Missile Crisis(1962.10-11)
夏ソ連・キューバが極秘に軍事協定を締結、ソ連がキューバに、核ミサイル基地建設中を
察知した米国がカリブ海で海上封鎖を実施、追加資材・部隊等の搬入を阻止、ソ連に核ミ
サイル基地の撤去を迫った。ケネディ・フルシチョフ書簡交換→ソ連キューバから核ミサ
イル基地撤去。世界を震撼させた危機的大事件。
筆者は、63 年 12 月期末試験の終了後クリスマス休暇を利用し学友三人で米国南部にグ
レーハンドバスを利用して旅行に出かけた。その折、フロリダ半島の最先端迄足を延ばし
たが、大西洋とカリブ海の美しい海上を伸びる道路を走った。
その折、まだ対空砲火砲などが散在しており、当時の緊張した第一線を垣間見た思いがし
た。いま一つ忘れ得ないことは、南部の州の或るバスターミナルのトイレのドア―に
“Colored” 、 “White”と掲示されていたこと。一瞬どちらに入るべきか逡巡した。
・アメリカン・ドリーム：
均等に与えられた機会を生かし、勤勉と努力によって勝ち取ることが出来るとされ、それ
は独立宣言書の幸福追求の権利による、とされる。
18 世紀アメリカの黎明期に、欧州に比べ出自や身分がまだ決定的な役割を果たすことの
少なかった時代、巨万の富を夢み、大志を抱き多くのヨーロッパ人が米国に渡った。成功
例も枚挙に上るが、その多くは儚い夢と化した。一方で｢インデアン強制移住法｣などで、
先住民が様々な権利や財産を不当に剥奪されたり、黒人や有色人種の人権無視の処遇も
急増、そして彼らの抗議運動も先鋭化していった。
・古き良きアメリカ：
ヴェトナム戦争への本格的介入によって米国経済・社会は世界のリーダーシップの地位
から莫大な負担を強いられながら着実に後退していくのだが、筆者のウオートン・ビジネ
ス・スクール留学時代(63-64)は、まだ古き良きアメリカが実感された最後であったかも
知れない。私がフィラデルフィアを後にした 9 月には市の中心部マーケットで暴動が発
生した。その頃よく流れていたのが、ボブ・ディランの｢風に吹かれて｣で、この特異な
シンガーソング・ライターがノーベル文学賞を受賞するなど思いもしなかった。以降彼は
更なる飛躍を遂げ、今も前進する数々の彼の歌を聴きながら往時に想いを馳せている。
・双子の赤字：Twin Deficit
80 年代、米大統領ドナルド・レーガン政権下における膨大な貿易(経常)赤字と財政赤字
が併存した状態。米経済学者ポール・クルーグマンは双子の赤字が米国に深刻な経済危機
を齎す恐れに警鐘を鳴らし、そのサステイナビリティ問題を提起した。持続不可能な条
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件；長期金利＞名目成長率の状態継続。
背景；レーガン政権の高金利政策→ドル高進行→輸出減少・輸入増大、スターウォーズ計
画など防衛費への巨額な財政支出と減税政策の導入。米国が抱える難解な潜在問題
で、トランプ大統領のアメリカファースト政策にそのための粗削りな対策と短視眼
的且つ矛盾した通商政策が反映されている。
・シンガーソングライター：
日本でも彼らが一世を風靡した時代があった。日米のこの分野での多角的対比を行うこ
とも意味があろう。何処かにウエット対ドライの感覚的差異が潜んでいるようにも想え
るのだが。
・ボブ・ディラン：補足
＊2018 年 7 月 29 日夜、新潟県湯沢町で開催された国内最大級の野外音楽イベント｢フジ
ロックフェスティバル｣に出演した。これがノーベル文学賞受賞後初の来日公演。01 年
に米アカデミー賞の主題歌賞を受賞した｢シングス・ハヴ・チェンジド｣のピアノの弾き
語りで始まり、1960 年代の名曲｢悲しきベイブ｣、｢追憶のハイウエイ 61｣など計 16 曲
を披露。最後に代表曲｢風に吹かれて｣で会場を沸かせた(出所；日経 2018.7.30)。
＊資料館の開設
2021 年に米南部オクラホマ州タルサに開設予定。資料館｢ボブ・ディラン・センター｣
は再開発地区に建設され、ディランが書き綴ってきた手書きの歌詞やメモのほか、写真
や映像、録音など約 10 万点が展示される。ディランさん側から 16 年に寄贈を受けた
地元の財団とタルサ大学が整理を進め、これまで一部研究者を対象に限定公開してき
た(出所；日経 2018.7.31)。
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