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1森鴫外の﹃知日恵袋﹄ との関連においてー

希望を抱いて︑ハノーファーに帰った︒そして父親と異なって家族

一七八七年︑クニッゲは父の遺産を少しでも取り戻したいという

こと︒仲間を私の幸福の本質的な部分と見なし︑様々な活動にょっ

では満足させられず︑仲間の助けがなければ何者でもない︑と知る

が何を要求し︑私が何を要求するのか︑を知ること︒私は自分一人

Ⅱ

思いの彼は︑娘のフィリッピーネの教育に熱心に関わりながら﹃交

て彼らに役立っこと︒人の過誤に対して寛容であり︑他人の意見に

透

際法﹄を執筆し始めた︒啓明会での挫折にもかかわらず︑その後も

柔軟であること︒自分の運命に満足して生きること︒自分にとって

水内

人間を成熟へと導き︑同時に公民として教育するという彼の信念は︑

余分なものを他人のために役立たせること︒﹂こういう謙虚な日常

界改革が進行すれば止揚され︑より高次の段階へ進む︒それは人間

までに数々の過誤を犯している様々な形態の国家制度も︑倫理的世

の危険性の強謬当時の彼の気持ちがうかがえる︒そして更にこれ

来や系統を語ったもので︑現代における結社の秘密性の不要や︑そ

いわば日常性という衣をまとわせて公衆の眼前に具体的に提示した

務を遂行しつっ︑啓明会員として密かに普及に努めた啓蒙の精神に︑

されたが︑それでも需要を満たすには至らなかった︒彼が宮廷で公

クニツゲの名はドイツ中に知れ渡った︒その年のうちに第二版が出

この新しい著書は当った︒売れ行きは爆発的で︑短期間のうちに

(1)

弱まるどころか︑これまでょりも強くなっていたのである︒この前

生活の知恵がその内容の核であって︑教壇学者が伝える知識とはか

の成熟完成をまって初めて可能になる︑という理念が展開されて

わけだが︑そういう内{谷のこの書物が︑何故そのように人気を博し

(3)

年に匿名で﹃フリーメーソンの最新の歴史﹄を出版している︒実は

なり様相を異にする︒

いる︒つまり本来こういう遠い地点に目標を据え︑啓蒙精神への導

たかについては種々考えられる︒しかし何といっても︑この十八世

(3

本稿もこれを援用しているのだが︑対話の形でフリーメーソンの由

入の意図を持って彼は︑後世に名を残すことになる新しい著作にか

紀の末に隣国フランスで起こった大革命が︑いわゆる市民革命と呼
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かったのだった︒しかも﹁私が何であり︑他人が何であるか︑他人
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水内透

二

的な官亙口﹄という題で︑むろん実名を明かすことなく︑自分の立場
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ばれる性質のものであったことに示唆されるように︑市民階級の社

を解説する長文をも公刊している︒しかし啓明会という結社の全体

フオン

会的台頭が前提となるであろう︒最初は商工業者たちが︑それから

像については自分の役割ではなく︑ヴァイスハウプトの任務だとの

.

広範囲に特に都市に居住する市民たちが︑経済的実力を増大させる

需を持っていたらしい︒そうして持病の結石が少しづつ悪化し始

森鵬外研 究 ア ー ド ル フ

と同時に教養を身につけ︑文化の担い手になろうとする傾向を著し

めたのに悩みながら︑教育問題に関心を抱き︑演劇雑誌を出版した

(5)

く帯び始めていたのである︒この時代の精神はもはや社会を階級へ

りもしている0

(4)

厳格に分割することを容認しなかったし︑現代にまで一定のイメー

のことは本書が十九世紀には学校の教科書として用いられることの

との交き合い方まで扱ってある便利な書物となったのであろう︒そ

の人との︑あるいは親と子との︑恋人︑友人たちとの︑果ては動物

つけたものと言える﹃交際法﹄は︑様々の気質年齢地位︑職業

身につけなけれぱならなかった︒そこで道徳を実生活の知恵と結び

ろしていたのであって︑そこで生きてゅくためにはある程度それを

た社交界が成熟の段階に入り︑その世界特有の感覚や常識が根をお

紹介される市民的共同体では︑だからすでに前世紀に形成されてい

夫^の^名な﹁ドイツ^洲L

は^九^^に^かれたものだが︑これに

市民の日常生活の型が定着したのは︑ほぽこの頃である︒スタール

はもっぱら革命にょって普遍的な啓蒙への道が開けたか︑人間性を

なかった︒彼の照準は民衆の熱狂に合わされてはいなかった︒彼に

しかし今多くの人間が浸っている自由の陶酔に彼は巻き込まれはし

守った︒クニッゲもむろん深い関心を以てフランスに目を凝らした︒

プシユトックやシラーは固唾を飲んで︑この国家転覆の経過を見

待したことが知られている︒

知識人が︑ドイツにも間もなく波動が伝わって来て︑共震すると期

パ中に伝わる︒それにょって特に隣国ドイツは震掘した︒数多くの

方にも伝染したという衝撃的なニユースが︑電撃のようにヨーロッ

る動きを見せつつぁり︑それがまた︑またたくまにフランスの各地

激しさで政府の暴力施設を襲撃して︑彼ら独自の機構を作ろうとす

そこへフランス革命が起こったのである︒パリの住民が熱狂的な

多かった事実からも想像される︒しかしこれから社会に参加しよう

陶冶する法治立憲国家が打ち建てられるか︑という問いだけが重要

と名づけられる

とする世代に実際的に有用であったぱかりでなく︑そこに述べられ

だったのだ︒彼の政治的思考の基軸は︑﹁社会契約L

ジを与え続けている︑いわゆる﹁ドイツ的市民性L

ている様々な教訓と知恵が︑経験を積んだ世代にも興味深かったの

けられていたから︑信仰と思想の自由だけでは満足出来なかったし︑

者層に属する人物としてピロの名を浮かび上がらせ︑その人物を追

とはいぇこの評判と並行して︑啓明会への攻撃が︑かっての指導

置いているあの人たちは︑すべて半世紀経たぬうちにかなりの国々

れなミルデンプルクの人々﹄で﹁ただ旧いものの破壊だけを念頭に

それでいて同時に懐疑的でもあった︒すでにこの頃彼は︑小説﹃哀

にょって方向づ

Gフォルスター︑ヘルダーリン︑クロッ

が人気の理由だったのではないだろうか︒

跡し︑特定する動きを強めていた︒そこでこの頃彼は﹃ピロの最終
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で︑かつて独裁者や寡頭政治家たちが民衆の間に惹き起こしたのよ

ことのあるロッジ﹁恩恵﹂のマイスターだったこともあるのにかか

ン大学教授のアロイス・ホフマンは︑かつてモーツァルトも訪ねた

ということである︒何故なら我々はその代りに︑彼ら全ての需要を

物ではなくて︑彼らの所有している全てが我々の所有物なのである︑

れてはならないことは﹂と書く︑﹁我々の財産と存在は︑彼らの所有

持ちに対する厳しい批判色が基調であるのに︑更に彼は﹁君候が忘

響されて︑﹁君候との交際﹂の章が拡張されている︒元来貴族と金

いのだが︑一七九0年の最終版となる第三版では︑恐らく革命に影

﹃交際法﹄初版の出版は一七八八年で︑第二版も内容に変化はな

ジは︑ヴァイスハウプトの抱懐する国際的テロリズムにょって煽ら

ル︑ミユラー︑シエース等が属している一ゆmNヨ一m門か仁ヨmというロッ

だと叫ばせたのである︒革命を動かしているミラボー︑ロベスピエー

かけて︑啓明会がフランス革命の精神的点火剤の役割を果たしたの

ているハノーファーの{呂廷侍医のヨーハン・Gチンマーマンをけし

ター︑作家のハノ＼シユカと共に︑かねてからクニッゲを面白からず思っ

的状況を狂信的に説いた︒そして同じ図書館長のホーフシユテッ

の編集長の立場を利用して︑メイソンがもたらすヨーロッパの危機

(6)

りも︑もっと大きな不幸を惹き起こすだろう︒﹂と予一言しているので

満たし︑更にその上に位階名誉と安全を与え︑楽団員に給与を支

れて行動を起こしたのだとして︑その仲介に立っていたのが︑先に

わらず︑今や急進的な反フリーメーソンに変貌し︑﹁ウィーン雑誌﹂

払ってやっているからである︒この啓蒙の時代に︑間もなく︑たっ

^を^げたボーデだという︒だから^^はオーストリアにいる^ら

ある︒

た一人の︑ひょつとすると全国民の中で最も弱いかも知れない人間

一七八九年のパリには︑三百五十箇所を越えるロッジが存在して︑

の仲間を速やかに排除すべきだと主張した︒

(﹃一父際法﹄三・一・一)相当過激な発言だが︑こういうことが

が相続権を主張出来ると信ずる人間はもう全然いなくなるだろう︒
:・L

それから間もなく彼はブレーメンに現代の検事に相当する職を与

ル︑ヴォルテール︑あるいはモンテスキユー等の啓蒙思想家の多く

そしてフランス革命に思想的基盤を提供したディドロ︑ダランベー

この指摘通り︑ジャコバン党員の中に多くのメーソン△吾貝がいた︒

えられ︑赴任することになる︒一七九0年の十一且すでに病気が

がフリーメーソンであったことも事実である︒こうした啓蒙思想は

言えるようになった時代でもあった︒

かなり進行して︑しぱしば発熱に悩まされている︒そしてフランス

理論的フリーメーソンの思想に極めて近かったのである︒しかしこ

(7)

革命の過熱化につれてその余波を恐れる一団が啓明会員の追跡︑ 非

の革命を一七八九年から一八0四年まで十五年間続くと考えると︑
︑＼

難中傷の動きを一層強化しつつぁった︒特に革命がジャコバニス
トのテロ体制へと変谷し︑しかもそれが国境を越えて来そうな気配

う三人の有名なメーソン会員の行動は︑いずれも絶対王政は打倒す

その初期に活躍したミ一フボー︑ラファイエット︑オルレアンハムとい

ノ

を呈すると︑各国の体制派は動揺を来して︑うさんくさい存在を血

三

るが︑立憲王政を目指していて︑後期の過激な恐怖政治には参加せ
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祭りにあげ︑伝染を食い止めようと企ったのである︒中でもウィー
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ず︑この段階に入ると︑ジャコバニズムから離れて行く︒そして啓

にょって理性的需に至って︑必要性から解放されつつ自由が回復

理想への憧れが強まり︑そういう現状について十分啓蒙されること

四

明会とジャコバノニズムは︑なるほど共に完全者にょる自律という無

する︒これが成人期である︒ここで人間はより完全な段階へと上昇

水内透

政府主義を説く点では共通しているのだが︑ヴァイスハウプトとク

し︑人類として救済されることになるのだが︑その時地上には君主

(8)

ニッゲは無論恐怖政治︑あるいは流血騒動にょるこの夢の達成な

も民族もない︒各人はキリストの弟子のように自由で︑平和である︒

かけていたことを述べたが︑彼らは︑領邦諸国の為政者たちは︑こ

を辿うていた︒先にクニッゲがフリードリッヒ大王に大きな期待を

に批判されることになるのだが︑クニッゲらもほぽこれと同じ方向

のはよく知られ︑それを後に青年ドイツ派の作家たちにょって痛烈

はなく︑道徳的教養にょってのみ人間社会は前進すると考えていた

ン・ヴルムブラントの政治的信条告白﹄に不穏当な箇所があると騒

め︑内閣までもがうさん臭い目を向け始めた︒特に﹃ヨーゼフ・フォ

の暗躍に乗って︑ハノ＼ノーファーでは士官たちがクニッゲを非難し始

がいて︑窺っているかのような雰囲気になっていた︒チンマーマン

為政者には存在が否定される危険思想と見える︒今や国中にスパイ

つまり一種の歴史哲学が展開されていて︑現実論ではないのだが︑

゛＼

ど考えてもいなかったから︑チンマーマンの非難は全くの中傷に過

ここで信仰と理性は融合する︑というのである︒

れまでに行って来ている上からの啓蒙運動を続ければよいのだ︑ド

ぎ立てた︒もちろんクニッゲとしても沈黙しているわけにはゆかず︑

(如)

ぎない︒シラーやゲーテのドイツ古典期の代表者たちが政治変革で

イツには革命は不要であって︑漸進的改良が適切である︑という見

雑誌などで︑フランス革命を啓蒙主義者が惹き起こしたと考えるの

自由で幸福であるが︑少年期に入ると物質的必要性︑つまり欲望か

なる︒ヴァイスハウプトの著書にょると︑歴史の幼年期では人間は

及び僧侶と結びついた君主の神政制との想定が︑まず攻撃の対象と

年王国論的ユートピアに敵対する存在としての既成のキリスト教

{谷易に攻撃の手掛かりを与えたことは間違いない︒彼らの唱える千

いたことが啓明会を特異な存在とし︑また社会的な影響を及ぽして︑

リーメーソンの組織と異なって︑その目的と理想のはっきりとして

しかし先にも^べたように︑明^な思想^系を持たない^のフ

なり悪化していた︒そういう状態で小説を書ミあるいはマニフエ

で︑手を打たないではおれなかった︒しかしもう彼の健康状態はか

彼の鴛者までもがその煽動に乗って信じ始める傾向が出て来たの

た︒クニッゲにとってホフマンやチンマーマンは何でもなかったが︑

から︑今度はドイツでも同様の状態を画策し︑準備中だと煽り立て

興揚させた︒ホフマンたちは︑あの秘密結社はフランスに点火して

に入って︑パリーにおける九月の大虐殺は︑人々をヒステリックに

と論陣を張った︒しかし事態は悪化するばかりで︑特に一七九二年

は間違いであり︑従って君主は啓蒙の方向を進めなけれぱならない

(9)

解に達していた よ う で あ る ︒

ら人間的組織が生まれ︑国家が成立する︒それはもう﹁自由の墓場﹂

ストを執筆して︑自分の立場を弁護しなければならなかったのであ

テオクラテイ

であり︑﹁独裁のゆり篭L である︒しかしこの不自由の中で喪失した
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の書簡をクニッゲに当てて︑その返事にょってウィーンの同志の所

ぶり出そうとする気配が濃厚となる︒ウィーン警察に至っては︑偽

ファーやブレーメンでは︑追い詰められた空気の中で︑生け贄をあ

その間にフランス軍はラインラントに進駐して来て︑ハノー

その中で唯一後世に有名になった﹃交際法﹄は︑唐突にクニッゲ

グからモチーフとかテーマ設定の上で影響を受けていると一言われる︒

濃く帯びていて︑ーールソー︑あるいはスターン︑フィールディン

九二)の名に留めておこう︒全体的に文体はヴィーラントの影を色

一)︑風刺的で皮肉な作品﹃ブラウンシユヴァイクへの旅路﹄(一七

物語三巻﹄(一七八五)︑書簡体の﹃我が生涯の長編四巻﹄(一七八

在を探ろうとすら試みたのである︒そこで次第に逮捕の気分が高

の手から生まれたのではなくて︑こういう︑いわゆる処世哲学の書

る0

まってくる中で︑熱に浮かされながらもクニッゲは執筆を止めな

には︑その低流があった︒文化史家のブルックハルトが︑﹃イタリア

たきらいがあるかもしれない︒クニッゲの名を不朽のものとした﹃交

し︑﹃一父際法﹄もこの流れに乗っていると考えられる︒ただユーディ

(0益0三oaN言巴︑てN二Φヤ益仙含含N一鴛)もその一っと言えよう

.

か つた︒そして遂に幸か不幸か逮捕の直前でその死を迎えたのであ

ルネッサンスの文化﹄の中で激賞するカスティリオーネの﹃宮廷人﹄
(1)

る︒一七九六年五月︑時に四十三才の若さであった︒

倉ら又冨曾0巨伽)以来の︑一っの伝統的な流れが形成されてい

際法﹄の成立には︑何といっても︑まず彼をフリーメーソンの秘儀

ングが﹁ドイツの貴族教育は十七世紀の初め以来ーロマンス圏の宮

て︑本論の冒頭に挙げたバルタザール・グラシアンの﹃神託提要﹄

へと駆り立てた衝迫が︑つまり啓蒙の精神︑理想主義が決定的な役

廷文学の最初の翻訳は十六世紀の終りに出現する1

以上の紹介は︑フリーメーソンとの関わりに小ノ々比重を置き過ぎ

割を演じている事実の強調に本論の意図があったからである︒しか

廷的教養理想なしには考えられない︒しと一言っているように︑こうい

の生きた十八^^は︑先にもフランス革^叩に^れた所で強調したよ

﹃宮廷人﹄の宮

しその代り他の面がかなり犠牲にならざるを得なかった︒例えぱ彼

う教養を意図する書は︑本来全ヨーロッパ的な規模で︑一つの社

の名の方が高かった事実が明瞭ではなかったかも知れない︒

うに︑ドイツのみならず︑ほぽ汎ヨーロッパ的に市民層の非常に興

(悲

の生活は楽ではなく︑苦しい家計を主として著作物が助けたのだが︑

会層即ち貴族上流階級に向けられたものだった︒だがクニッゲ

ディングにょれば︑﹁^が^みなかったジャンルはない︒^期に一旦る

隆して来た時代である︒例えば︑先にクニッゲの﹁楽団員に給与を

パイヂイア

本論では若干しか触れることが出来ず︑生存中はむしろ作家として

文通及び時事評論活動と並んで︑ドラマ︑詩︑及び大部の長編小

支払っている:・﹂との言葉を引用したが︑後に音楽の国といわれる

Gユ

説︑経済及び通俗哲学的需︑宗教的教説︑風刺︑音楽需並びに

ようになるドイツで︑それまで宮廷貴族︑あるいは教会に依存す

(H)

旅磊﹂と広範囲な文筆活動を行っている︒しかし今それらを挙げ

五

ることにょって生活していた音学家たちが自由職業者となって︑芸

一九九六年三月

るのは余り意味があるとも思われないので︑﹃ペーター・クラウゼン
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水内透

六

の決まりを与えようという考えは︑まだ新しいのである︒﹂(﹃交際法﹄

ければ︑こういう独自の作品であらゆる階級の人間との交際のため

いる︒﹁本書の対象は非常に重要だと思われる︒そして私の誤りでな

この層の受容を意味する︒クニッゲ自身も初版の序文でこう言って

な書物という印象を抱いたのではあるまいか︒﹃智恵袋﹄が時事信報

差を感じることなく︑現代的な︑当時の日本の世相に適合し︑必要

数年を経て古典的な評価を得ていたのにもかかわらず︑その年輪の

反映を主眼に見たわけではあるまい︒むしろその頃すでに出版百十

だが鴎^はこの書をどのように見たのだろうか︒小ノくとも^相の

などという叙述があって︑十八世紀のドイツの分裂した国情と旅の

序文)彼は︑新しい時代を担う社会階層の存在を明確飯識してい

に連載され︑﹃心頭語﹄が二六新報に掲載されたのは明治三十年代の

術は芸術家の心の表現であり︑個性の具象化であると意識し始めた

た︒そしてこのいわゆる中産階級︑市民階級の向上意欲に伝統的な

初めだが(明三一

様子を枋佛とさせる︒

形態で社交の常識を伝える作業が︑新しく︑意義深い企てであるこ

八)その頃は日本が近代化に足を踏み入れ︑西洋から息せききって

のがこの頃である︒だから﹃交際法﹄が版を重ねたということは︑

とを充分に自覚していたのである︒ただ彼はこの市民意識を一挙に

文化を輸入し続けて来て︑いわばほっと一息ついた︑あるいは振り

本書は何しろ︑著者の経験に基く一種の人生哲学であるから︑現

帰し︑予の見る所をもってすれば︑今や許多の朕兆の洋学の衰替

学の盛衰を論ず﹄で︑﹁すでにして︑この模倣崇拝はやうやく陳套に

.

九S十・五︑明三三・ニ・‑S三四・ニ

革命にまで高めようとは決して思っていなかったことは︑先にも述

返ってみる気になった時期だったのである︒鴎外自身にそういう雰

代でも実際の役に立っ教訓を多大に含んでいる︒ただそれを大真面

を証するに似たるものあるなり︒﹂と西洋化抑制の気配の見えること

八

べた︒彼の自覚はあくまで漸進的に社会改良し︑有用であることに

囲気を伝える発言が幾っかあっく例えぱ明治三十五年の講演﹃洋

目に受け取るには︑現代人の心理はやや屈折して︑気恥ずかしい思

を注意している︒彼は﹁洋行帰りの保守主義者﹂を自認しながら︑

.

留まり︑それへの希望表明が﹃交際法﹄であったと言えよう︒

いになるかも知れない︒それよりもむしろ︑現代人の目から見る本

日本はまだまだ西洋から多くを学ばねばならぬと考えていた︒だか

際に非常に沢山の鋳貨があるから︑他の国々を旅行する場合よりも

二項は﹁旅行中の態度についてしであるが︑﹁ドイツでは金の両替の

の頃の日本に相応しいと思われたのであろう︒その際本書を根底か

翻案を思いついたのではないか︒つまり国民的啓蒙の思想が丁度そ

社会的存在の自覚に注意の目を向けるよう促すために﹃交際法﹄の

(而)

書の面白さは︑ピットロフの言うように︑作者の経験を通して時代

ら鵬外はここで西洋人をモデルとする近代人としてのあり方︑その

もっと注意しなければならない︒そしてその際悪質な宿の主人が外

ら支えているクニッゲの人間への深い信頼教育の可能性への自信

(U)

の世相が反映されていることにあるだろう︒例えば第二部第十章第

国人を胴したり︑金と引替に次の宿泊所ではもう必要でない貨幣を

が彼をとらえたのに違いない︒

︑

渡したりするのは︑ごく普通のことだ︒﹂(﹃交際法﹄二・十二・二)

.
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せいはい

こネ

ほんモう

(だ

しの

来りて︑われ功名の場に奔走すること既に久しけれど︑長上に用ひ

た.)

しかしこういう時代の空気への懸念に発する一種の使命感の前に︑

よ

よ

あら

られず儕輩に容れられず︑常に才おのれより下るもの︑ために凌が

か

凡そ一世紀も前の人生案内書のようなものを︑鴎外に取り上げる気

い

る︑この事何に縁りてか匡し救はるべきと問ふことあらん︒わがこ

へつら

それにしても時代の違いのみならず︑国民性とか風俗習慣のどう

しか

たやひ

にさせた個人的な動機が︑あるいは惹きつけられた理由が無論考え

の類の人に答ふるところは如何なるべきか︒能く頭角を顕はして︑

廷生活で一度大きな成功をかち得ながら︑能力ではなく︑人間関係

にもならぬ相違があるし︑あるいはまた対象領域にょって作者自身

う

られる︒つまり自己の内面がそこに重なって写るような︑互いに響

而も忌まれず妬まれず︑能く人の意を承けて︑而も曲げず謨はざら

での失敗にょって挫折した苦渋であったし︑また啓明会での軌蝶で

の個人的関心の相違などがあるに違いない︒例えぱ先に挙げた旅行

(﹃智恵袋﹄序言巳

あったのは︑まず疑いようのないところである︒そこでその翻案の

の際の忠告など︑これは取り上げられてはいないのだが︑仮に利用

たやす

執筆とほぽ同時期に高級官吏の世界で小倉左遷を体験している鴎外

されたとしても︑日本では全く意味がない︒だから鴎外が翻案とい

ねた

き合うものがありはしなかったか︒その生涯からすでに推察される

んは︑まことに{谷易からぬ事にて︑・・:・・L

の人間観に︑時代を越えて響鳴させるものがあったとしても︑怪し

う方法で︑幾つかの主題に関して大幅に日本的な内容に変容を行っ

毛

ように原作者のクニッゲをこの書の執筆へと促したのは︑恐らく宮

むに足りない︒﹃交際法﹄の序文にある次のような言葉と同様な趣旨

たのは賢明であった︒

(玲)

さてそうなると︑﹃交際法﹄と﹃智恵袋﹄﹃心頭証的﹄との比較に移

の一節が︑﹃智恵袋﹄にも見出されるのだが︑それは恐らくただの書
き替えではない筈である︒

この世界の幸福な階段を登って行く他の人々にはあるものは何か?

これらの人々には欠けていて︑真の長所があるわけでもないのに︑

にこそ向けられているのである︒これは何に起因するのだろうか︒

全てに認められず︑無視され︑何事にも到達出来ないでいる人たち

を築こうという熱心な努力と結びつけていながら︑それでいてこの

面への優れた素質と︑この世の中を切り抜けて行こう︑自他の幸福

照表の程度で満足する他あるまい︒ここでは屋上屋を架すのを承知

法﹄と﹃智恵袋﹄及び﹃心頭語﹄との題目対照表︑あるいは内容対

スから不可能に近い︒だから講談社の注釈本に付されている﹃交際

作と考えられる場合もあって︑全体の並列対照という作業はスペー

た必ずしも両者相対応し合う関係にはない︒一箇条全部が鴎外の創

五如﹄の方は︑全般に割合にかなり短く︑不揃いである︒あるいはま

の原文はそれぞれかなりの長さであるのに対して︑﹃智恵袋﹄﹃心頭

るのが自然であろうが︑小堀氏も指摘しているように︑﹃交際法﹄

ーフランス人が﹁振る舞い方の才能(Φ切でヨユゆ§ユ鼻ゆ)﹂と名づ

で︑﹃六X際法﹄の内{谷を標題にょって一括しておく︒テキストはイン

﹁いや︑私の言葉は︑本当に善良な意志と実直な誠実さを︑多方

けるものがこの人々には欠けているのである︒即ち︑人との交際の
や)た

七

ゼル社版である︒全体は三部に分かれる︒

一九九六年三月

技術が︒﹂(﹃一父際法﹄序文)﹁また同じやうなる男の年稍長けたるが
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て六項目

第一章現世の偉人︑君候'貝人及び金持との交際について二

前置き

第三部

第十二章人間生活における種々の出来事に際しての態度につい
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第三版への序文(一七九0年一月)

部

人との交際についての一般的所見と規則六十三項目

四項目

最初の両版への序文(一七八八年一月)
第一

前置き

第一章

第二章低い身分の人々との交際について九項目

十二項目

精神と心情の様々な傾向︑気質と気分の人々との交際に

第三章宮廷人及びそれに等しい身分の人たちとの交際について
十四項目

ついて二十九項目

第二章 自分自身との交際について九項目
第三章

第二部

第五章学者と芸術家との交際について十一項目

第四章聖職者との壽について三項目

第三早様々な年齢の人々の間での系について七項目

第六章市民生活における様々な身分の人々との交際について

第六章友人間の交際について二十二項目

第五章婦人との交際について二十一項目

第四章恋人との︑及怠人間の交際について八項目

第十章作家と読者の間の関係について四項目

第九章動物との交合い方について六項目

第八章秘密結社とその会員との交際について三項目

第七章様々な生き方と生業の人々との交際について四項目

九項目

第七章主従間の関係について十項目

第十豆早結び

第二項以下︑第三部第一章第十五項までがほぽ﹃心頭語﹄に対応す

このうちの第二部第三章第一項までが﹃智恵袋﹄にほぽ対応し︑

第九章主人と客との間の関係について四項目

が︑もっと近い関係にあると言える︒ここで一つの例を出して︑比

を受けたという程でもない︒むろん^^にょってかなり異なるのだ

ろうか︒自由といっても︑原典に話題とか発想素材について示唆

る︒﹃交際法﹄を底本として自由に訳出しているということになるだ

いて四項目

第十豆早種々の特殊な境遇と状況にある人々に対する態度につ

と債務者との間の関係について六項目

第十章恩恵を施す人と受ける人︑並びに先生と生徒及び債権者

項目

第八章家主︑隣人及び同じ家屋に住む人たちに対する態度五

第三章夫婦間の交際について二十二項目

第二章両親子供と親族の間での藤について四項目

前置き

八

四幻

較してみょう︒
tく

た.)

うれひ

モ

けいふけん

らざるものは︑そを分ち負ふことを敢てせず︒:::若し夫れ軽浮慢

やうや

薄なるものは︑畜に汝が憂を分たざるのみならず︑汝が憂の影を見
ゆき>

﹁もし何かうまくゆかないことがあり︑心労とか災難を抱え︑欠

おもて

て︑早く一歩を退くならん︒往来は漸く稀になり談話は漸く短くな
ま

乏に悩み︑分別︑知恵も善意も役に立たないような時に︑その悩み

しりぞ

にはとり

るべし︒・・:・・汝の友は復た汝の名を知らざるべく汝の面を認めざる

なほ

や弱点を助けてくれる人にこぽしてはならない︒誠実な妻に対して

べし︒基督のその主鎗の弟子に於けるすら猶云はずや︑今夜鶏鳴

しゆやく

すらしてはならない︒支えてくれる人はほとんどないものだ︒ほと

かざる前に︑爾三たび我を知らずと言はんと︒爰に一事の忘るべか

クリスト

んど全ての人は荷を重くするだけだ︒大抵の人は︑君には幸運が微

らざるあり︑そはか︑る折特さらに汝を訪はんはいかなる人物なる

でいねい

と力く

きずつ

こ)

笑みかけてはいない︑と見てとるや︑一歩後ずさりするものだ︒し

べきかといふことなり︒:::次にくさぐの下客あらん︒社会に棄
よ

なんじ

かしその上︑君に全く援助の資金がないということ︑密かに保護し

てらる︑こと汝より甚しく︑身を泥淳の底に没すること汝より深き

と

てくれるものがいないということ︑君の世話をする人が誰もいない

もの＼善き友得つとて来るは︑兎角実情より出づるなれば︑斥く

こと

ということを認識すると1辛いことだが︑誰も当てにしてはならな

べからざるに似たれど︑心せよや︑:::またこの時汝を奇貨として

きくわ

)0
世の中全ての人々に見捨てられた人間の支えになるために唯一

し

ともがら

てう

来るものあらん︒そは悪徳新聞などのいたく汝を傷けんとき︑無頼

く

人で︑し・つかと足を踏みしめ︑公然と歩み出る勇気を持っている者

げんぞく

さま

の徒の来り弔せんが如し︒こ︑に下客中の下客あり︑その性極めて
たやひ

はんもん

がどこにいよう?﹁私はあの男をよく知っている︒あの男は私の友

狠毒にして︑目のあたり汝が煩悶せる状を見んとて来るなり︒この

ま

人だ︒あの男は︑彼を瑚笑する君たち全てょりも優れている︒﹂と言

まじは

うち

類の人はあまり多くはあらねど︑また甚だ稀なるにもあらず︒我が

まれ

う勇気を誰が持っていよう?仮にそういう人を見出したとすると︑

わぎはひあ

しか

交る人の中にもこれに似たるあり︒相見れば必ず汝の顔色の悪しき
かへりみ

よろこぴ

原文より長くなっている数少い場合の一つで︑比較してみると︑

ふべき荷)

つもその面に喜の色ありしを記憶するなり︒﹂(﹃智恵袋﹄六独り負

こ

そういう人は︑自分自身も憐れな人間であって︑惨めな状況にあり︑

わぎはい

﹃智恵袋﹄の方を引用する︒

うれへ

敷衍していることが分かる︒原文はおよそ直線的に論理を展開して

﹁憂あり禍あり又足らざることありて︑汝が思慮の救ふこと能は

すなは

ことよと云ひ︑汝の評判好からずと云ふ︒その足跡の稀に我庭に至

(﹃交際法﹄一・一・六)

絶望から自分の運命を君の運命に結びつけようとしているのに過ぎ

﹂

りしときを顧れば︑即ち是れ我が禍に遭へるときなり︒而も我はい

0

ないから︑その保護は君に有用であるどころか︑むしろ有害となろ
う

なんじ

うー︑なんじしりよあた

ず︑汝が意志の排すること能はざるときは︑決してそを人に告ぐる
いう

いるのに対して︑キリストの場合を例に持ち出したり︑あるいは﹁悪

なか

こと一昊れ︒親しき友も例外にあらず︑妻子も例外にあらず︒:::憂

九

徳新聞などのいたく汝を傷けんとき︑無頼の徒の来り・・:・・しと具体

くわ

一九九六年三月

禍不足は汝が肩の上なる重荷なり︒そを人に告げんとき︑汝に厚か
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他よりも比重が大きかったのではないだろうか︒特に第百三十三節

水内透

的なイメージで分かりやすく強調している︒箇所にょってかなり扱

は離婚と題されて︑これには赤松登志子との破局が投影されている
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い方が異なる場合もあるが︑両者の関係が上の例である程度は推測

と推察される︒そこでは︑日本社会の慣習では︑夫婦間に不和が生

おほよこれら

がつくであろう︒

決すべき所なり︒﹂と断定し︑﹁断じて他人の容碌を許すべからず︒

ようカモ

ずると媒酌人に訴えるのが常だが︑﹁凡そ此等の問題は夫婦の自ら

だから原文で日本人には一般に馴染みのない実例の引用があれば︑

その夫婦間にて決すべからざるものは唯だ法律の力を藷りて決せん

つまり文自体は古風ながら︑分かり易さを心懸けているのである︒

なるべく東洋的イメージに変えている︒例えば第豆早第一項で皇帝

のみ︒萄も今の社会に処りて名誉を築らざらんと欲するものは︑此

か

ヨーゼフ及びカウニッツ候が挙げられているところでは︑﹁宗臣が劉

のごとくならざることを得ず︒︑と結ぶ︒この結論は︑鵬外自身が登

かく

一丈に報いる声(﹃智恵袋﹄一自ら定むる値)に置き換えられて

志子との間に取った方法そのものであって︑だからその信念に基い

やぶ

となっ

ある︒他人の調停者とか︑悩める者の相談者は事態をますます酷く

を

いるし︑同章第二項では標題がすでに﹁みせかけ命今含=)L

て書いたように見えるのだが︑これが意外なことに︑原典と非常に

こういう実例を鵬外自身の経験で補うことがある︒﹃智恵袋﹄第二

する︒﹂(﹃交際法﹄二・三・二十)先に鴎外が﹃交際法﹄を取り上げ

いやしく

ているのを﹁金箔﹂(﹃智恵袋﹄二)とするなど︑巧みな比喩に置き

趣旨がよく似ているのである︒﹁一般に夫婦間の不和は︑すべてただ

十四節の﹁寡言の得失﹂に﹁われ嘗て始て某大臣に引見せられしこ

る気になったのは︑自己の内面と重なり合い︑響き合うところがあっ

りう

換えられているだけでなく︑原文にはない幕府行事年代記の﹁玉露

当事者の間で決せられるべきである︒そして危機が白亟局に達したら︑

とあり:::﹂で始まる某大臣とは山県有朋ではないかと推察される︒

たからではないか︑と述べたことは︑例えぱこういう箇所で裏圭白き

モうしん

叢﹂からの詳細な引用がされているので︑全体が約二倍の長さになっ

国の然るべき役所で決せよ︒すべてその間に入る審議は全く無用で

山県有朋は﹃舞姫﹄に登場する天方伯のモデルらしいことで知られ

されよう︒ただこの^^問^は︑クニッゲにはその^^がないだけ

いつぢやう

てしる

るが︑鴎^が彼に実際に会ったのは︑山県が注^から帰って来た明

に︑人生における重みが異なっていたと思われる︒

﹃智恵^﹄は終り︑その後から﹃心頭甑中﹄が始まって︑この話^は

始まる夫婦間の問題に濃厚に表れていると想像される︒実はこれで

章﹁夫婦間の交際について﹂に相当する﹁百十六つまさだめ﹂に

しかし鵬外の経験といぇば何といっても︑クニッゲの第二部第三

分はクニッゲにはなく︑ほぽ完全に日本と西洋との比較^討になっ

関心を惹いたらしい︒百三十七節から始まる﹁恋愛﹂に相応する部

在り方が︑当時まだ先進諸国と大きく異なっていたから︑強く彼の

所は︑他にも幾つかあるが︑特にこの夫婦間の︑あるいは男女間の

鴎外が自分の経験を語ったもの︑あるいは彼自身の創作になる箇

かつはじめモれがし

治二十二年の末 ぐ ら い ら し い ︒

そのまま続くのだが︑それはともかく︑鴎外にとって︑この主題は
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正反対であることを率直に定義している︒あるいは﹁並宿前の恋愛

日本では罪悪であるのに対し︑西洋では美徳と義に適った行為だと

なることなきにあらずや︒L(﹃心頭証如﹄百三十七)と述べて︑恋愛が

は^に^りて^^たり︑^に^りて^^たりと一^はんも︑また^^

ているからである二然らぱ今の東西の俗よりして言ふときは︑恋愛

ては︑それより以前からの伝統を踏まえている︒中世騎士時代の文

の発言は︑ヨーロッパの中世宮廷時代以来の︑あるいは考え方にょっ

向にょってほどよく柔らげられる:::﹂(﹃交際法﹄二・五・二)こ

よってその気質が染められるし︑粗削りな硬さが柔和で︑繊細な性

ちとの交合いに勝るものはない︒この過程のうちに穏やかな色調に

んな言葉がある︒﹁青年の教養の仕上げには︑貞節で教養ある女性た

とくぎ

の西洋に在りては徳義たるが如く︑我国に在りては罪悪たるが如き

学には︑若く︑猛々しい騎士が︑年齢的にも身分的にも上の婦人に

へいしゆくぜん

をば︑既に説きたり︒今その反面を観察せんに︑並宿前の恋愛なく

恋をし︑精神的に高められるミンネのモチーフがよく描かれる︒こ

とうしよ

して︑頭初より並宿するは︑我国に在りては徳義たること︑これを
ちよう

の風習が古典的な伝統として賛美されているのである︒

こんUやく

ところが恋愛は不義であり︑卑しいものと考えられていて︑精神

今昔の両家の婚姻に徴して明かなるべく︑その西洋に在りては罪悪
たること︑少しく彼の風俗に通ずるもの>皆知るところなるべし︒
せんこんこうあい

を高揚させるという発想など凡そ有り得なかった我が国では︑上記

せんあいこうこん

宅もく西洋先愛後婚の俗は開明の俗にして︑東洋先婚後愛の

ゆえん

よろ

けんがう

のクニッゲの引用のような内容は︑仮に言葉通り訳したとしても恐

はいき

俗は野蛮の俗なるか︒彼の俗儒弱にして排棄すべく︑我の俗健剛に

らく奇異にしか響かなかったに違いない︒そこで鴎外の解説は︑ク

雌じやく

して保存すべきか︒現行の少年男女の教育は我俗を保存するに宜し
いうき

ニッゲとは趣旨がかなりずれたものとなる︒日本の上流社会の人物

はた

きものなるか︒将彼の俗に従はざるべからざる風潮を誘起する所以

に︑性格は剛毅だが︑人当たりは柔らかいという真の紳士らしい人

すなはかう

のものなるか︒﹂(﹃心頭語﹄百三十九)と︑まず愛し合った後に結婚

物が一人もいないのは何故か︑という問いを前提にして︑﹁乃ち高

らず︒﹂(﹃心頭語﹄百四十一)我国の上流の紳士に女性との高尚な交

か

に至るという風習が進歩的なのか︑あるいは最初に結婚して後に愛

尚なる社交の閥けたるが為めなることなからんや︒一局尚なる社交は

恋愛がその頃このように性格づけられていたのは︑むろん女性

際がないから︑粗野で︑行儀が悪いことは否定出来ないと一言いなが

しやう

が始まるという東洋の風習が野蛮なのか︑と問うている︒この問い

高尚なる女性の分子を得て始て成立し︑少壮紳士の最後の教育は此

の社会的地位が西洋に較べて日本では低かったからである︒だから

ら︑本当かどうかは判らないが︑と注釈を入れて締め括ってるあた

はじめ

は現在でも時として投げかけられる疑問だが︑その当時︑この問題

の如き社交を得て始て終結すと︒われは此の説の信なるや否やを知

上記の夫婦間の交際に続く︑女性との交際の節も︑結局︑被我の差

り︑終りは余り歯切れがよくない︒この場貪仮に西洋風の習慣を

まこと

提起は非常に新しかったのではないか︒

の解説から︑鴎外の独創がほとんどとなる︒本来ならクニッゲの原

三

取り入れてみても︑今度はそもそもそれに相応する女性の存在が疑
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文の第二部第五章がこれに相応するのだが︑その第二項の冒頭にこ
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ご一

ような秘密の親睦会の会員になったことのない人に会わない方が珍

これも原典とはほとんど完全に︑と一言えるほど異なっているのだが︑

分の経験を人に話せるだけ充分長く︑この件に関わってきたから︑

で社会生活に危険な結合団体を捨てる時が来ているようだ︒私は自

しい︒それでもやっと︑一方で役にも立たず︑馬鹿げていて︑他方

現代の我々から見ても興味深い事実が記されているのである︒﹁我国

時間を大切にしなければならない若い人に︑その名称はどうであれ︑

は︑

上流の女子の自ら択むや︑俳優に之かざれば馬丁車夫に之く︑こは

何らかの秘密結社に受け入れてもらうことなどしないように忠告し

それは次の節からもうかがえる︒百四十四節の﹁馬丁車夫L

女子の同等の男子に交る機会を得ざるにも因るべし︒﹂(﹃心頭語﹄百

たい︒こういう結社はみんな︑もちろん程度の差はあるが例外なく

ゆ

四十四)つまり日本の女性の男性評価の基準が︑現代風に言えぱ︑

無用であり︑危険である︒無用なのはまず第

えら

肉体労働者か美男俳優しかない︑と嘆いて︑その原因が男性との交

種類の教育も秘密のヴエールに包み込む必要はないからである︒キ

よ

際の機会の乏しいことにある︑と推察している︒今の我々から見る

リスト教は非常にすっきりしていて︑満足出来る宗教だから︑古代

現代に如何なる

と︑鴎外の偏見ではないかと思われるぐらい︑時代の差を感じさせ

異教の民間宗教のように︑秘密の解釈とか二重の解説などは必要と

︑

るのだが︑考えてみると︑こういう現象はその後も長く続いて︑現

していない︒・・・・・・これに対して︑まだ無知蒙眛が支配している国で

こ

代ほど自由になったのはそれほど前ではないかも知れない︒

すかでも︑本来それを示唆するのがこの秘密結社の章であろう︒だ

残響としてしか聞こえなかったのではないかと思われるが︑例えか

^制されたタッチで書かれたものであるだけに︑鴎^にはかすかな

義は︑本書がすでにそれへの失望の後に︑理性のヴエールを通して

ゲがフリーメーソンという幻像を通して抱いた燃えるような理想主

に短くはあるが︑秘密結社の章の存在を挙げておこう︒つまりクニッ

に表れている批判性の鋭さに特徴があるのだが︑それに更に︑非常

は︑先に述べたように︑王候︑貴人とかお大尽との交合い方の記述

の在り方の解説に鵬外の特色が表れているとすると︑クニッゲの方

あの結社への幼年期からの幻想は完全に消滅しているらしく︑その

の失敗についての反省から出た言葉であろうか︒いずれにしても︑

いない︒ただ﹁決して急いではならないしと戒めているのは︑自分

ヴエールに包み込む必要はない︒﹂と啓蒙への信頼は微塵も揺いでは

下しているのだが︑それでいて﹁現代では如何なる教育も秘密の

メーソンの最新の歴史﹄と同じく︑結社については手厳しい酷評を

(﹃交際法﹄三・ハ・こと全体的には︑なるほど先に挙げた﹃フリー

早めようと努めても︑何にもならないし︑また出来もしない︒:・L

かえって壊してしまうことがしばしばある︒個々人が啓蒙の時期を

ない︒もし中間段階を飛び越えようとすると︑改善するどころか︑

は︑将来に期待しなければならない︒そこでは決して急いではなら

から︑﹁今日ではあらゆる身分の人に︑好奇心や行動欲︑社交性︑あ

後の文にも繰り返し﹁この流行の愚行﹂に関わりを持っな︑と忠告

﹃交際法﹄と﹃智恵袋﹄乃至﹃心頭語﹄を比較対照して︑男女間

るいは出しゃばり衝動に導かれて︑ほんの短期間であっても︑その

四4〕

している︒

道にょる旅行は馴染みとなっていて︑駅馬車全盛期のクニッゲの時

今なお有名な旅行案内書である)とか参謀本部地図など︑至って近

てドイツの﹁べヱデッケル﹂(現代ではべデカーと書く方が普通の︑

典型的な例が﹃智恵袋﹄の第二百十節の﹁旅﹂で︑旅行案内記とし

つつぁる日本の現状の方が前進しているというケースである︒その

う︒つまりさすがに一世紀前の西洋よりは︑現代の西洋化を目指し

らず︑その当時すでにその間の時間的経過を感じさせる主題もあろ

も経過しているのだから︑社会的風習に関する地域的な相違に留ま

かと述べたが︑それにしてもその出版以来﹃智恵袋﹄までほぽ百年

威厳を伴った真面目な態度とか︑適当な時に親しみの篭った言葉を

評判である︒しかし何でも彼らとの交合い方次第なのだ︒ある種の

長とか馬車組合の親方︑あるいは車夫は︑正真正銘の無頼漢だとの

早く走らせて︑多くのメリットがあるというものだ︒ドイツの宿駅

ると彼らは駅ごとに次から次へとその旨を伝えて︑そうなると車を

はよくないが︑状況次第で豊かにチップを与えるのがよい︒そうす

で倹約をしてはならない︒例えぱ駅馬車の御者には︑過剰に渡すの

関する話題が大半を占めている︒﹁旅行中には︑相応しくないところ

つまり﹃一父際法﹄の方では旅につきまとう苦労として︑駅馬車に

代とは着眼点が異なってくるのは当然であろう︒

代的な利用具の名が挙げられている箇所である︒初めは﹃交際法﹄

かけることが︑この人たちに何等の効果も発揮しないことなぞ︑滅

ところで先に鴎外は﹃一父際法﹄を現代的と感じていたのではない

とほぽ同趣旨となっていて︑旅への注意は洋の東西時代を問わぬ

多にない︒﹂(﹁交際法﹂二・十二・二)そうして﹃心頭語﹄執筆の頃

ひぽく

ものかと思わせる︒﹁つまり町などを歩いている人よりもよい服装で

のぽ

いにしへくもすけ

りよてん

には︑こういう話題はすでにもう時代遅れの筈であるのにもかかわ
これ

旅行をすると︑うさん臭い人間とか︑やま師とかに思われ︑:::粗

けいせふ

らず︑鴎外の方がどうもこれに合わせている印象が強い︒﹁馬車ある
かつ

末な服を着ていると︑一遍歴中の職人のように屋根裏部屋とか汚い

まこと

あたひ

よろ

ことへんぱ

地を行くには︑此に由るを利とす︒旅店の主人蝿僕等は人力車の便
しうあいた

ひりやうちなげう

いへピ

ベッドに押し込まれる﹂(﹁交際法﹂二・十二・二)﹁曽て夏時軽捷を
たづさ

を説くと難も︑その言偏頗なるを常とす︒:・・・・しなどと馬車を勧め
かうぶ

かふり

愛する故を以て︑一領の浴衣を纏ひ︑行李を携へずして東北に遊

ているからである︒だから︑当時この見解に従うことが賢明だった
ネなネ

りんせきまうふ

生と

ぶ︒駅吏毎に予をして彼の藺席毛布を被るものと伍せしむ︒臭桟堪

かどうか︑は大いに疑問である︒他方でクニッゲが上記のように︑

さぎし

りやうゆかた

ふべからず︒:・:・旅装は又甚だ美ならざらんことを欲す︒白疋れ世に

駅馬車の従業員の態度をある程度の好意を以て記述しているのに対

ご

謂ふ詐欺師の徒に似んことを恐る︑なり︒﹂(﹃心頭語﹄二百十)と順

して︑鴎外は﹁今の人力車夫は古の雲助の進化しそこねたるものな

えきりつね

序は逆だが︑ただ外見からだけ人を判断する他人の目の勝手きまま

り︒・・:・・車を雇ふには︑宣しく口を開くに先ちて一切の論理一切

か

さき痔

を嘆いている比喩は︑共通した発想に基いている︒ところが日本で

の比量智を拠ち棄て＼価を増すにも価を減ずるにも︑彼の偽の理

やと

は明治も三十年代に入ると︑先のモダーンな旅行用具の登場が暗示

由に耳を借さず︑我の真の理由を口に上さゞるべし︒L(﹁心頭語L二
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ご二

するように︑すでに鉄道時代に入り︑東海道線︑山陽線など幹線鉄
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四幻

水内透

一四

人﹂との関連において語られるのであって︑鴎外のように︑これを

クニッゲー森鴎外の﹃智恵袋﹄との関連において1Ⅱ

百十)として︑車夫の人間性を徹底的に腎ない西洋人の態度を肯

主題とはしていない︒﹁最後に﹃難癖屋﹄と一言われている人たちは︑

フォン

定している意外な勧告が見出される︒旅行する機会の多かった鴎外

意図的に個人的な喧嘩の機会を求めて︑臆病な人たちに︑少くとも

森鴎外研究 ア ー ド ル フ

は︑その分だけ此の種の人間に憤激することが多かったのであろう

自分たちょりも臆病な人たちに対して一種の凱歌を挙げようとする︒

西洋では重要な問題であっても︑現代の日本では通常それ程関心

を誇示するのである︒L(﹃際法﹄第一部第三章第八項)そして決闘

あるいは刃物の扱い方を心得ていると︑馬鹿げた決闘で誤った勇気

)0

力

を惹かないのが︑例えば宗教であるが︑当時でも恐らく︑紹介すれ

これに対して﹃智恵袋﹄では︑決闘が勇気の誇示に発すると見て

はここでは︑徹頭徹尾否定的なイメージである︒

本書にはそぐわない主題が﹁決闘﹂であろう︒鵬外が何故この凡そ

いる点では同じだが︑性格的な関連からの解説はなく︑社会的な啓

ば︑もの珍しさという価値はあったものの︑実用書を意図していた

非^実的な^^を^リ^げる^になったのか︑^に原^<には^にこ

とゞ

よ

蒙度からの説明に終始しているのは︑立場が逆転している観があっ

たやす

ぽうじん

かうしやうおもむ

の主題を中心にした章がないだけに︑理由がはっきりしないのだが︑

て興味深い︒﹁国の風俗高尚に赴き民の自由完全に向ふときは︑能く

かぎり

や

本文の中の︑﹁然らば決闘は何故に息まざるか︒・・:・・その全く滅びん

人をして決闘の快を忘れしむるに至るべきこと期すべからざるにあ

ようへい

くわ︑

は︑中世の武士気質の夢の醒め果っる暁にあるべし︒国に常備兵あ

らず︒唯だ奈何ともしがたきは︑今の時に方りて二人相争ひ︑必ず

あかつき

り天下に擁兵の太平あらん限は︑未だ容易く決闘の全滅を望むべか

血を見て満足せんと云はゞ︑傍人これを禁むるに由なき事なり︒L

は

らず︒﹂(﹁智恵袋﹂八十一﹁決闘﹂)という言葉から推察すると︑つ

(﹃智恵袋﹄八十一﹁決闘﹂)小堀氏の現代票が﹁傍からこれを強

さ

まり国に職業軍人のシステムがあって平和が維持されている限り︑

いて思いとどまらせるだけの^^がまだ^会の中にないのだ︒﹂(ド

ぷしかたぎ

騎士道的な武人精神の発現張である決闘の条件が存在する︑とい

イツ人の決闘観)となっているように︑世の中の人がもっと理性的

あた

う論旨からすると︑彼にとっては至極当然だったのかも知れない︒

に物事を考えるようになれば︑この風習もなくなるだろうという︒

力かん

ただしこの論拠の正当性は別問題で︑どうも怪しく思われる︒これ

鵬外が何故この主題を取り上げたのかは不明だが︑その考え方の底

た

に従うと︑軍隊の存在するところには︑すべて決闘の風習が存在す

流にはクニッゲと同じ発想の存在への明白な示唆がある︒

よし

ることになるからである︒あるいは日本の武士社会にこれに似た風
習があったという観点から取り上げたのだろうか︒いずれにしても︑

のかなりの親縁性にもかかわらず︑﹃智恵袋﹄あるいは﹃心頭拓中﹄に

このように対照させながら見て来ると︑どうしても︑﹃一父際法﹄と

むろんクニッゲにも︑この語は登場してはいるのだが︑それは﹁喧

何故原作者の名が挙げられていなかったのか︑という疑問に帰り着

余り意味があるとも思えない︒

あるいは﹁怒りやすい

嘩好き﹂﹁好んで人と反対意見を提示する人L

〔92〕

ひとをり

く︒特に第八十七節に﹁クニッゲ兪ヨ鴇ゆ)のいはく︑我に和蘭製
しよかん

三修社一九八四年三頁
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その名を引用の下に︑参照の事実を公開しているだけに︑奇妙な感
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訳︑あるいは翻案として原作者の名を付すには︑自己の経験や見解
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が濃厚に出過ぎていることを懸念したのかも知れない︒特に日本の

読者への分かり易ミ当時の国情への適合性が強く念頭に置かれて
いたようだからである︒しかしまた︑この程度の俗流世間智の展開

に︑わざく先進国の先達の名を持ち出すのは︑いかにも権威づけ
めかしているようで︑気恥ずかしさを覚えたのかもしれない︒ある
いはまたこの程度の︑といいながらそこには鴎外の日常性の真実が
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(M)小堀桂一郎訳・解説﹁森鴎外の﹃智恵袋﹄L講談社学術文庫昭
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く鴎外にとって決してどうでもよい問題ではなかったのではないか︒
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