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ザクセン･コーブルク･ゴータ公爵の
エルンスト二世陛下に

カレンベルクの晴れた五月の夕べでした。城の周りの上部では春が花咲き、香り高く、
赤いアカシアの葉が露の芝地にギザギザの影を投げかけていました。下の薄暗い谷では、
おとなしい獐鹿達が林から跳ね出て、皇妃の明るいお姿を慕って見つめていて、皇妃は魅
惑の城の中へ伺う客人の誰に対しても、人間であれ、鳥であれ、獣であれ、応分に優しい
祝福を賜れていました。夕方の静寂が丘と谷に見られ、ただ遠方から時折、雷の轟きが明
るく幸せな風景の中に響いていました。この夕べに陛下は、古い城壁の石に寄りかかって、
豊穣な田畑を越えて、憂わしげに薄明の遠方を覗かれていました。当時我が高貴な侯爵が
仰せになられたこと、つまり最近の数年の混乱について、国民の意気喪失、怠惰な弛緩に
ついて、そして詩人の天職について、即ち詩人はまさにこのような時代、国民に対してそ
の有能さの鏡を、喜びと意気昂揚のために提示すべきであろうと述べられたこと、 ー
これは大いなる意義と温かい心の窺われる黄金のお言葉でしたし、聞いた者の心に長く余
韻を残すものでした。この夕べ以来私は陛下のお名前を拝借して、当時私がその草案を温
めていた本の装飾にしたいと願っていました。
それ以来およそ二年が過ぎました。恐ろしい戦争が勃発し、ドイツ人は暗澹とした不安

を抱いて祖国の未来を見ています。
最も強烈な政治的情熱が個々人の生活に侵入して来るこのような時代、創作者が技法的

な形成化のために必要とする快適な安らぎは容易に仕事机から消えて行きます。いやはや、
この安らぎは長いことドイツの詩人には奪われています。自他の生活の快適さがただ余り
にひどく欠乏し、安心感に欠け、楽しげな誇りに欠けます。他の言語の作家達はこの楽し
げな誇りを持って、自らの民の過去と現在を眺めています。このドイツ人が余計に持って
いるのは、屈辱と満たされなかった願望、それに執拗な怒りです。このような時代、詩的
なものを形成する者には、自由な愛のみが流れて来るのではなく、憎しみも容易に執筆の
ペンから流れ出るもので、容易に詩的理念の代わりに、実用的傾向が見られ、読者はひょ
っとしたら自由な気まぐれの代わりに、不格好な現実と気取った情念の不細工な混淆物を
見いだすかもしれません。
このような危機の際、詩人は、自分の諸像の輪郭を歪曲せず、自分の魂を不正義に犯さ

れないようにするという二重の義務があります。美しいものに極めて高貴な形式で最高の
表現を与えることは、必ずしもいつの時代でも恵まれるものではありません。しかしどの
時代でも、創作する作家は自らの芸術と自らの国民に真実であるべきでしょう。
この真実を探し、それを見いだしたとき代弁すること、それを私は私の人生でも使命と

見なしています。
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以上のように私の騎士的陛下に対して、尊敬の誠を持って、この軽い作品を献呈申し上
げます。この長編小説に対する陛下の印象が、これは人生と詩文の掟に従って、真実に発
案されたものであり、決して現実の偶発的出来事を模写したものではないというものであ
れば、私は幸せに存じます。

ライプツィヒ、一八五五年四月。

グスタフ・フライターク
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この長編小説は、どこにドイツ国民は有能さが見られるか、つまり仕事の面での有能さ
を探すことにあろう。 ユリアーン・シュミット
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第一の書

1.

オストラウはオーダー川から程遠からぬ小さな郡役所所在地で、ポーランドに至るまで
そのギムナジウムと甘い胡椒入り菓子で有名で、この菓子は今なおそこでは沢山の純粋な
蜂蜜と一緒に焼かれるのである。この古風な土地に何年も前から、自分の国王を崇拝する
王室の会計係ヴォールファルトが暮らしていた。彼は周りの人々を、 ー 二人のオスト
ラウの悪漢と一人の粗野な靴下製造人を除いて、愛しており、その味気ない職務にもかか
わらず、その職務に秘かな喜びと謙虚な自負への多くの切っ掛けを見いだしていた。彼は
晩婚で、自分の妻と一緒に小さな家に住み、小さな庭園を自らの手で手入れしていた。残
念ながらこの幸せな結婚生活は、数年間子供に恵まれなかった。ようやく会計係夫人が、
幅広の縁飾りと二つの大きな総の付いた白い木綿のベッドの帳[カーテン]を飾って、まさ
に最後の襞を確かめて、この帳は非の打ちどころのないリンネルであると納得して、女友
達の至上の同意の下、数週間その中に隠れたのであった。この白い帳の奥で、この物語の
主人公が生まれた。
アントンはよい子で、母親の見解によれば、生まれた最初の日から驚くべき特性を発揮

した。食事をスプーンの窪んだ部分ですくい取る決心がなかなか出来ずに、スプーンの柄
の方がもっとそれに適していると頑固に主張した点を除き、また彼の父の黒い帽子の総に
偏愛を示し、その帽子を子守娘の助けを借りて、毎日こっそり父の頭から持ち上げ、また
笑って置いたことを除けば、彼はもっと重要な件でも、かつて見られなかったような唯一
の子供と判明した。彼は夕方なかなかベッドに行かずに、晩鐘が鳴ると、よく両手を組み
合わせて、もっと遊ばせてくれるよう頼んだ。彼は数時間絵本の前でしゃがんでいて、最
後の頁の赤い雄鶏と会話しては、雄鶏に繰り返し自分の愛を請け合って、小間使いの娘に
焼かれてしまい、自分の家庭から姿を消すことのないよう要請した。彼は時折子供の遊び
の最中、その輪から抜け出して、真面目に部屋の片隅で物思いに耽った。普通その物思い
の結果は、両親とか遊び友達にとって、何か結構と思えるものを探し出すことであった。
しかし彼の最大の喜びは、父親に向かい合って座り、父親がしているように、小さな脚を
組み合わせて、ニワトコのパイプで、父親が本物のパイプで行う習慣である通りにするこ
とであった。それから色々なことを父親に話して貰うか、あるいは自ら物語を語った。そ
して彼がそれを行う際には、オストラウの女性界が異口同音に語っているように、その青
い目と花と咲く子供の顔つきに至るまで、完全に公僕の小紳士と見えるほどの威儀と品性
を保っていた。不作法に振る舞うことはめったになく、それで現世の生活の展望に余り期
待していないオストラウの女性陣の一部には、このような子供の成長に長いこと疑念を抱
くものがあった。結局アントンは一度管区指導官の息子を公道で殴り続けて、このような
不作法のせいで、天国に召される見込みはかなり遠のく次第となった。要するに彼は、心
優しい両親の一人息子には稀にしか見られないような、尋常ならざる少年であった。市民
の小学校、後にはギムナジウムでも、彼は他の子供達の手本であって、家族の誇りであっ
た。美術教師は、アントンは画家にならなくてはならないと主張し、三級生正教師は、哲
学を学ばせたらいいと助言したので、この多才な素質の少年は、どの一つの行為にも本気
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になるべきものを見いだせないという傑出した子供にありがちな危機に陥ったであろう
が、偶然自分の使命が見つかることになった。
クリスマスのお祝いの日にはいつも、会計係の家に郵便で一つの箱が届けられた。そこ

には極上の砂糖の棒と大きな包みのコーヒーが見られた。通常の砂糖ならば家父長は妻の
助けを借りて小さくして貰うのであるが、この棒砂糖は自ら大いに力を傾注して厳かに砕
いて、自分の技芸で出現した四角になった賽子に喜んだ。これに対しコーヒーは会計係夫
人の自らの手で焙じられた。威厳のある家父長がこのコーヒーの最初の一杯を飲むときの
自尊心はなかなか快適なものであった。これは、しばしば子供達の魂を過って行く詩的香
りが家中を満たす時であった。その折父親は好んで息子にこの贈り物の話しを語った。何
年も前に会計係は埃まみれの文書の束の中に、裁判所や人類からはとうに見棄てられてい
たその束の中に、ある記録を見つけたのであった。その文書の中でポーゼン出身の或る大
荘園主が首都の馴染みの商会に数千ターラーの借用を証明していた。明らかにその借用書
は戦時中の法律の及ばない時期に間違った文書束に紛れ込んだものであった。彼はその遺
失物を当局に提示し、商会はそのお蔭で、借用者の世襲人に対し失効前の権利論争に勝利
することが出来たのであった。その後商店の若い店主は、熱心に記録の発見者を探し出し
て、この発見者に丁寧な手紙を書いた。会計係は、自分の流儀通りに、明確にどのような
感謝も辞退した。ただ自分の職責を果たしただけであると述べた。その時以来クリスマス
のたびに上述の贈り物が、簡潔な衷心からの同封の文と一緒に届き、そのたびに折り返し
会計係から達筆の手紙の返事がなされた。その手紙で会計係は倦むことなく、思いがけな
い贈り物に対する自分の驚きを表明し、会社に対し新年に当たっての真心からの弥栄を願
っていた。自分の妻に対してさえもこの主人はクリスマスの贈り物をT.O.シュレーター
商会の店員の気まぐれによる偶然、些細な事、取るに足らぬ事と見なしていて、会計係夫
人が予期される箱を家計プランの勘定に入れると、毎年熱心に抗議した。しかし心の中で
は彼の魂はこの贈り物を頼りとしていた。彼をとても幸せな気分にしていたのは、全く見
知らぬ生活とのこの心地良い関連の詩学であって、数ポンドの精製糖やキューバ[コーヒ
ー]ではなかった。彼は商店のすべての手紙を、彼の妻の三通の恋文同様に丁寧に保存し
ていた。いや彼は自分の知っている最も貴重なもの、黒と白の絹糸で小さな文書束に綴じ
ていた。彼は植民地の品物の通となって、批評家となり、彼の趣味はオストラウの商人達
によって高く評価された。彼は安い白糖やブラジルコーヒーを下級の生産物として決然と
軽蔑して取り扱うことに留まらず、大きな商取引に関心を見せ始め、新聞で規則的に砂糖
とコーヒーの市場価格を調べた。その価格は、奇妙な、素人には全く理解できない注釈と
共に政治的報告の背後に記されていた。いや彼は自分の心の中で、自分の友人、大商人の
相棒として、一緒に投機していて、新聞でコーヒーの値が下がると怒り、砂糖が良い値で
あると満足した。
それは会計係の家政を大世界の商取引と結び付けるささやかな、軽い絆であった。しか

しそれがアントンにとっては生涯を通じて方向付ける一つの[導きの]引き綱となった。と
いうのは老父が夕方庭に座って、灰色の髪にビロードの帽子を載せ、口にパイプをくわえ
るたびに、微かな憧れと共に沢山の素晴らしい品をもたらす商売の長所について語り、そ
れから冗談で、息子に彼も商人となる気はないかと尋ねたからである。少年の心の中では、
万華鏡の中の多彩なガラスの真珠の光線のように、瞬時に美しい像が合成された。大きな
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砂糖棒や干しぶどう、アーモンド、金色のオレンジから合成されたもので、両親の好意的
微笑と、到来する贈り物の箱自身によってもたらされるすべての神秘的恍惚に由来するも
のであった。そして彼は夢中になって叫んだ。「はい、父上、私は希望します」。 ー
我らの人生は詩的情緒に欠乏していると言ってはなるまい。いつでもまだ大地に生まれた
者達の営みに対しては、詩の魔法が支配するのである。しかし誰もが自分の心の内奥で何
という夢を紡ぐかに、誰もが注意すべきであろう。夢はまず大きく育ったとき、容易にそ
の人の主人、厳格な主人となるからである。
そのようにして家族は静かに何年も暮らして行った。アントンは成長して、学生鞄を持

ってギムナジウムのすべての教室を駆け抜けて、気位の高い一級生[高校三年生]となった。
会計係夫人が夫に秘かに、アントンの将来について確固とした決心をするよう頼むたびに、
家父長は勝ち誇る微笑を浮かべて答えた。「決心はしている。彼は商人となるつもりだ。
まずはギムナジウムを終えなければならない。その後全世界が開かれている」。それから
会計係は、高校卒業証書が世のすべての名誉の鍵であるかのような振りをした。しかし彼
は秘かに、家族の夢を実行に移すことに、若干不安を覚えていた。
その間暗黒の一日がやって来て、家の窓の鎧戸が長いこと閉ざされたままで、小間使い

の娘が赤い目をして階段を上下し、医師が来て、頭を振り、老父は自分の妻の臥所で、組
み合わせた両手にビロードの帽子を持ち、一方息子は嗚咽しながらベッドの前で跪き、そ
の巻き毛の頭をベッドに置き、臨終の母親の手がなおもその頭部を撫でようとする次第と
なった。この朝の三日後、会計係夫人は埋葬された。老父とアントンは葬儀の後の夕方互
いに青ざめて二人っきりで向かい合い、座っていた。アントンは時々すぐりの実の背後に
忍んで行き、そこで静かに泣き尽くした。老父はしばしば椅子から立ち上がって、両総の
付いた白い帳の寝室へ行って、同じように泣いた。青年は長いこと泣いた後、赤い頬をま
た取り戻した。老父はまた元気になることはなかった。彼は何についても嘆かず、いつも
のようにパイプを吹かして、相変わらずコーヒーが下落すると立腹した。しかしもはや本
当の喫煙でもなく、本当の怒りでもなかった。しばしば彼は息子を思わしげに悲しそうに
見つめた。若者には父親が何故かくも案じているのか分からなかった。しかし父親がある
土曜日に、息子にまた、まだ商人になる気であるか尋ねて、アントンが真面目に、自分は
まさに商人になるつもりであって、それ以外はないと請け合ったとき、老父は決心して立
ち上がって、小間使いの娘を呼び、翌朝首都への馬車を予約した。彼は何故前代未聞の遠
征を行うのか、疑問を抱く息子に答えなかった。多分沈黙する理由があったのであろう、
哀れな老父である。というのは二十年来偉大な商人の友人を誇りに思ってきていたけれど
も、自らこの商人の前に進み出て、自分の息子のために帳場での一つのポストを頼むとい
う勇気がなかったからである。彼の願望は自分にははなはだ大胆に思え、彼の権利はとて
もわずかなものに思えていたのである。何度も彼は思い立った。そして何度も延期した。
そして自分の息子に対する不安が自分の臆した気分を上回ることになった。

その翌日彼が遅く首都から戻って来たとき、彼は全く別な気分で、かつて会計係夫人の
死後経験したことがないほどに幸せであった。予感一杯に緊張して期待していた彼の息子
に対して、大きな商売の信じ難い魅力や大商人の彼への好意について話して、感激させた。
彼は昼食に招待され、たげりの卵を食し、その友人の貯蔵庫からのギリシアのワインを飲
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んだのであった。これに比べれば、オストラウの旅館の最上のワインでさえも冴えない酢
のようのものに思われるワインであった。彼は、自分の息子を年内に帳場に採用して貰え
る約束を得ていて、その為に願わしい素養についての若干のヒントを得ていた。早速翌日
にはアントンは大きな帳簿の前に座って、何十万ポンドの英貨を自由に全権を用いて取り
扱い、この英貨をライン地方の貨幣に替えたり、ハンブルクの銀行銀貨[マルク・バンコ]
に替えたりし、またブラジルのミルレイス貨幣として流通させたり、最後には平静にメキ
シコの国債に変換させて、それから揺るぎなく確実に十パーセントに至るまでのあらゆる
考える限りの利子を取った。このようにして巨大な能力を獲得すると、小さな薄い本を手
にして庭に出た。その本はタイトルによると四週間での英語の習得を約束していた。そこ
で彼はドイツの雀やアトリをびっくりさせて、Aとか他の立派な文字を、生来の自然な文
字とは異なる発音をする人間に可能なすべてのやり方で苦労して発音したのであった。
そのようにしてまた一年が過ぎた。アントンは丁度十八歳となって、高校卒業資格試験

に合格した。すると再びまたある朝会計係の窓の鎧戸が然るべき時に開けられることがな
くなって、再びまた小間使いの娘が泣いた目をして家の中を駆けて、再び常夜灯はその燃
える帽子を不満げに嘆かわしく揺すった。このたびは老父自身がベッドに臥せって、アン
トンはベッドの前に座って、父親の両手を握っていた。しかし老父はしっかり支えられる
ことはなく、何度も息子を祝福した後、速やかに亡くなった。数日の甲高い悼みの後、ア
ントンは静かな住まいに一人っきりで立っていた。新しい人生の始まりのとき、孤児とな
っていた。
老父は徒に会計係であったわけでなかった。彼の家政は模範的にきちんとしていた、彼

のつましい遺産は書斎机の秘密の引き出しの中に、然るべき束の書類となって、小貨幣に
至るまで記載されていた。小間使いの娘によって、最後の年毀損されたもの、台無しにさ
れたものは、当該の箇所が記入され、計算されて、すべてに処置がなされていた。商店主
への一通の手紙も見つかった。故人がなお最後の日々、震える手で記したものであった。
一人の誠実な家の友人が、アントンの後見人に選ばれていて、家と庭と全所有物の売却を
依頼されていた。そしてアントンは、父の死後、四週間すると、ある夏の早朝、父親の家
の敷居を越えて、家の鍵を後見人の手に預け、荷物を御者に渡し、小都市の門を通って首
都へ向かった。商人宛の父親の手紙をポケットに入れていた。

2.

アントンが、彼を首都の手前の最後の駅まで見送ってくれたオストラウからの隣人の手
を握って、それから国道を活発に前進して行った時、すでに刈られたばかりの野原の草は
正午の太陽のせいで萎れていた。朗らかな夏の一日であった。野原では刈り手の鎌が砥石
できしんでいた。上空では飽きることなく雲雀が歌っていた。旅人の前を風景は丘のない
平原となって続いていた。背後の地平線を山岳の青い列が隆起して見られた。小さな諸小
川が、赤楊と柳の群れに囲まれて、陽気に風景の中を流れていて、それぞれの小川が野原
の谷を形成していた。その谷は両側に豊饒な穀物畑を従えていた。諸方に教会の明るい鐘
の塔が地面から屹立していて、褐色や赤色の屋根の群れの中心にあった。屋根は小森の冠
で囲まれていた。幾多の村々で立派な木の並木道や堂々たる建物の屋根で、騎士の館とい
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うことが分かった。騎士の館は村の家々の隣に、羊の群れの番犬の如く、横たわっていた。
アントンはバネで飛ばされたかのように前進して行った。彼の前には未来があった。草

原のように陽を浴びていて、輝くような夢と緑色の希望で一杯の人生があった。狭小な部
屋の中での長い悲しみの後、今日彼の心は初めてまた力強い動悸を打った。青春の力が充
実して、彼の目は輝き、彼の口は笑っていた。彼の周りのすべてが、電気の火花のように、
輝き、香り、波打った。ゆっくりと彼は花と咲く大地から昇って来る芳香を飲み、酔った。
野原で刈り手に出会ったとき、彼は今日はと呼びかけた。どの口も身なりのいい青年に今
日はと答えた。穀物畑では揺れる茎の穂先が彼に向かって傾いで、頷き、挨拶した。その
影では無数のコオロギが歌っていた。「陽気に、陽光の中で陽気に」。牧場には雀の民が
いた。畑のこれらの小さな男爵は、彼が幹の前で立ち止まっても逃げることはなかった。
いや雀は首を下に曲げて、彼に呼びかけた。「今日は、旅の方、どこへ、どこへ行くので
す」。アントンは小声で言った。「大都市へ、人生の中へ」。 ー 「お幸せに」と雀達は
叫んだ、「元気よく前進」。
アントンは平原の歩道を歩んで行き、一つの橋を越え、立派な小石の道の見られる小森

に来ていた。次第に茂みは手入れされた庭園の趣を呈してきた。この旅人は、二，三の古
い木々の周りを経て、大きな芝地の前に立つことになった。この芝地の背後には隅に二つ
の小さな塔と一つのバルコニーのある領主の館が聳えていた。バルコニーに立っている人
ならば、芝地を越えて、木々の群れの隙間から遠くの山並の極めて綺麗な輪郭を覗くこと
ができたであろう。小さな塔の付近にはツルバラと野生の葡萄が伸びていて、バルコニー
の下では[客用の]ホールが開かれ、このホールは花咲く灌木で飾られていた。それは豪華
な別荘ではなかった。周囲にはもっと大きな、もっと立派な別荘が見られた。しかしそれ
でも堂々たる光景で、アントンにはとても素晴らしいものであった。アントンは小都市で
生長していて、荘園主の裕福な生活を間近で見ることは稀にしかなかった。すべてが彼に
は豪華で立派に見えた。芝生の刈り取られたビロードの中の可愛い形の花壇、ガラスの温
室の植物の多彩な群れ、庭師の手で領主の館の周りでなされていた喜ばしい装飾、こうし
た一切が、純な明かりの中、陽光の憩いの下、遠方の地の絵画のように見えた。幸せなこ
の若者は夢想的に恍惚となって、道端の大きなニワトコの茂みの影に腰を下ろして、茂み
の影に隠れ、長いことこの優美な光景を見つめていた。ここに済んでいる人は何と幸せに
違いないことか、何と上品で高貴なことか。一方の側には美しい木々の花々や大きな木々
があって、他方の側には、多分納屋や馬小屋の付いた大きな中庭作業場があり、中には沢
山の馬や大きな牛、無数の立派な毛の羊がいる。というのはすでに公園に入る前にアント
ンは、囲まれた牧場にかなりの数の若駒を目にしていて、その陽気な躍動を観察していた
からである。立派なもの、確実なもの、自負心を持って世に出て来る一切のものに対する
尊敬の念は、会計係の哀れな息子たる彼には生来のものであって、そして彼が今、周囲に
見られる華美について純粋に喜んで、自分自身のことに考えが及ぶと、彼には自分が極め
て無意味で、全く話す価値がなく、一種の社会的一寸法師で、小さく、草の中でほとんど
見えないものに思えたのである。思わず知らず、彼は上着のポケットに手を入れて、自分
の手袋を取り出した。それは黄色の撚り糸のものであって、彼の善良な母が存命のとき、
絹のものと全く同様に見えると言っていたもので、絹の手袋はオストラウでは最高の贅沢
に見なされていた。哀れな若者は手袋をこう確信して着用した、これで今の周囲の状況に
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数グラン[薬量]分より一層匹敵するようになった、と。
長いこと彼は深い寂寥の中、座っていた。ようやくこの静かな絵に動きが生じた。家の

バルコニーに開いたドアから可愛い女性の姿が広いレースの袖と愛らしい襞付き縁飾りの
明るい夏服を着て出て来た。アントンが昔のロココ調の絵画の中で見知っている姿であっ
た。彼ははっきりと彼女の顔の上品な特徴、それに目の涼しい視線を認めることができた。
視線は足下の芝地に向けられていた。このレディーは欄干に支えられて、彫像のように動
かなかった。アントンは恭しく彼女を見上げた。ようやくレディーの背後の開いたドアか
ら多彩な鸚鵡が飛んで来て、彼女の手の上に止まって、彼女の愛撫を受けた。この輝かし
い動物のせいでアントンの賛嘆の念は上昇した。そしてこの鸚鵡にほとんど生長した少女
が続いてきて、少女が媚びるように美しい女性の首を抱擁して、そしてレディーが優しく
少女の頬を自分の頬に押し当てて、そして鸚鵡が両レディーの頭の上に飛び、大きな声で
叫びながら肩から肩へ移って行くと、その時我らのアントンの中で尊崇の念が高じて、彼
は内的動揺から赤面して、より深く茂みの影の中へ引き籠もった。
彼はバルコニーの美しい二人のレディーの姿を胸に抱いて、何か喜ばしいものに出会っ

た者のように軽快な足どりで幅広の道を戻って、庭園からの出口を探そうとした。そのと
き彼は背後に馬の鼻息を耳にした。黒いポニーに両レディーのうちの年若のレディーが乗
って、彼の道に進んで来ていた。そのほっそりした形姿はしっかりと馬上にあって、日傘
を乗馬鞭としていた。オストラウの女性界では小さな馬を乗り回す習慣はなかった。ただ
一度だけアントンは曲馬の女性を見たことがあった。とても赤い頬をして、長く赤いドレ
スを着用し、大きな黒い髭の殿方を従えていて、陽気な道化師の後を騎乗して、通りを過
ぎて、通りの角ごとに止まって、そこで馬が跳ねて、道化師がとんでもなく滑稽な言葉を
集まった若者に話すのであった。すでにその当時、言い難い賛嘆の念を抱いて、彼はその
美しい騎乗の女性を眺めていた。そして今や、同じ感情を多分もっと強力に感ずる男その
ものとなっていた。彼は立ち止まった騎乗の女性に尊敬に満ちたお辞儀をした。この女性
はこの挨拶に優美に頭を頷かせて答えて、その後突然その馬を止めて、好意的に尋ねた。
「ここで誰を探しているのですか。ひょっとしたら私の父と話したいのですか」。
「お許しください」とアントンは恐縮して丁重に言った。「多分私は余所者には許され

ない道に入ってしまっています。私は平原の歩道を来ました。門も垣根も見えなかったの
です」。
「門は橋の上にあります。日中は開いたままです」と令嬢は教えた。恵み深くアントン

を見ていた。丁重さは十四歳の令嬢が必ずしも通常味わっている感情ではないので、アン
トンの許でこの感情が大いに積み重ねられていて、いつになく気分が良かったからである。
「庭にいらっしゃるから、庭を御覧になりませんか。お気に召したら、嬉しいけど」と

彼女は厳かに付け加えた。
「勝手にそうしました」とアントンは再びお辞儀をして答えた。「宮殿の前の向こうの

上の芝地の所まで行きました。華麗なものです」と正直な若者は夢中になって叫んだ。
「そうでしょう」とレディーは言った。相変わらずポニーを抑えていた、「母が自ら庭

師にすべて指示したのです」。
「それでは、先ほどバルコニーに立っていらした恵み深いご夫人は、貴女の母親ですか」
とおずおずアントンは尋ねた。



- 11 -

「まあ、盗み聞きしていらしたの」と少女は叫んで、彼を上品に見つめた。「立派なこ
ととは言えませんよ」。
「怒らないでください」と謙虚にアントンは頼んだ、「すぐに引き返したのです。でも

素敵に見えました。二人のレディーが並んでいて、花と咲く薔薇の木、それに貴女方の周
りのぎざぎざの葡萄の葉。私には忘れられません」と彼は真面目に付け加えた。
「可愛い人だわ」と令嬢は考えた。「貴方は沢山私どもの庭園を御覧になったから」と

彼女は見下ろして言った、「眺望できる地点にも行って貰いましょう。私は馬でそこへ向
かいます、 ー 貴方が後をいらっしゃるなら」。
アントンは至福の思いで付いて行った。令嬢は馬に並足で進むよう語りかけて、案内役

となった。彼女は彼に大きな木の群れや、好ましい風景の眺めを示して、少しばかり威厳
の一部を外して、会話調となった。やがて両人は束縛なく昔馴染みのようにおしゃべりし
た。幾つかの段が丁度きっかけとなって、とうとう令嬢は馬から下りて、馬を手綱で導い
た。その後アントンは黒馬の首を敢えて撫でてみた。ポニーはこれを好意的に感じて、自
ら見知らぬこの男の上着のポケットを嗅いだ。
「馬は貴方を信頼していますね」と令嬢は言った、「賢い動物です」。彼女は馬の首に

手綱を巻いて、一撃を与えた。するとポニーは短く跳ねて、去って行った。「花壇に入り
ます。馬は入れないのです。馬は馬小屋に戻ります。慣れたものです」。
「このポニーは馬の傑作ですね」とアントンは馬に呼びかけた。
「私は馬のお気に入りです」と令嬢は確言した、「馬は私の言葉に従います」。アント

ンはポニーの愛着を当然なことと思って、同じ愛着を鸚鵡にも想定して、地上の他のすべ
ての動物がこの案内の令嬢に同じような気分を抱くに違いないと主張したい気分になっ
た。
「家柄の良い方なんでしょう」と若いレディーは突然尋ねて、日傘を木の枝に挿して、

アントンをませた視線で見つめた。
「いいえ」と会計係の息子は悲しげに言った、「私の父は四週間前に亡くなりました。

私の母は、死んで一年になります。私は一人っきりです。首都へ行くところです」。彼の
唇は最新の喪失を思い出して震えた。
びっくりして令嬢はその見知らぬ男の顔に浮かぶ表情を見つめた。「哀れな方、哀れな

方」と彼女は感動し、当惑して叫んだ。「急いでこちらに来てください。何かお見せしま
しょう。ここに温室があります。こちらはイチゴ畑です。まだ幾程かあるでしょう。 ー
フランツ、イチゴの皿を持って来てくださいな」と彼女は庭師に呼びかけた。フランツ

はそれを持って急いでやって来た。素早く令嬢は皿を取ると、イチゴを我らの主人公に好
意の微笑を浮かべて差し出した。「ここに御覧なさい。どうぞ私からです。お受けくださ
い。私の父の家から、季節の最良のものを賞味せずに、お客様が去ることはありません。
どうぞ取ってください」と彼女は熱心に頼んだ。
アントンは皿を手に取って、湿った目をして愛想良く若いレディーの方を見た。
「一緒に食べましょう」と令嬢は言って、二個のイチゴを掴んだ。その後アントンは従

順に皿を空にした。
「この後は庭から外に出るよう案内しましょう」とレディーは言った。庭師は恭しく小

さな脇の木戸を開けて、令嬢は池の所まで旅人の伴をした。池には老若の白鳥が泳いでい
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た。
「白鳥がやって来る」とアントンは喜んで叫んだ。
「白鳥は私がポケットに何か持っていると知っているのです」とお伴の女性は言って、

小舟の鎖を解いた。 ー 「乗ってください。向こうへお連れします。向こう側に道があ
ります」。
「ご面倒をおかけしたくありません」とアントンは言って、乗るのを躊躇った。
「つべこべ言わずに」と令嬢は命じた、「喜んで案内します」。彼女は漕ぐ席に座って、

軽い櫂で、巧みに水を押して小舟を進めた。かくてゆっくりと小池を渡って、白鳥が後を
追って来た。彼女は時々停めて、白鳥に若干餌を投じた。
アントンは至福の思いで向かい合って座っていた。彼は魅了されたようであった。背景

には木々の小暗い緑色があって、彼の周りには澄んだ水、これが小舟の舳先で小さな音を
立てて、彼の向かい側には小舟を漕ぐほっそりした形姿、そして輝くような青い目、高貴
な顔つき、愛らしい微笑が赤みを帯びていた。そして彼らの背後には白鳥の群れが、この
水面の女主人の白い従者達がいた。一つの夢であって、ただ青春の夢に見られるような愛
らしいものであった。
小舟は岸辺に着いた。アントンは飛び出て、叫んだ。「御機嫌よう」。そして思わず知

らず彼女に手を差し出した。「御機嫌よう」と少女は言って、彼の手を指先で触れた。彼
女は小舟の向きを変え、ゆっくりと戻って行った。アントンは芝生を跳ねて高みの道まで
来て、そこから池を眺めた。小舟がとある木の群れに着くと、令嬢は今一度彼の方を向い
て、それから木々の背後に消えた。公園の隙間越しにアントンは宮殿が立っているのを見
た。高く高貴に平原の上に聳えていた。小さな塔に旗がなびいていて、陽光の中、力強く、
壁の褐色の石を覆う蔦植物の緑色が輝いていた。
「堅固で高貴な様子だ」とアントンは思わず言った。

「おまえさんがこの男爵に十万ターラー積み上げても、男爵は父親から譲られた荘園を
譲らないだろう」とアントンの背後で鋭い声がした。アントンは怒って振り返った。魔法
の像が消え、彼は大きな国道の埃の中に立っていた。彼の側、一本の柳の幹に一人の貧し
い身なりの若者が寄りかかっていた。若者は小さな小荷物を腋に抱えて、静かに厚かまし
く我らの主人公を見つめていた。
「おまえか、ファイテル・イッツィヒ」とアントンは叫んだ。この出会いに大した喜び

を感じていなかった。貴公子イッツィヒは目立って立派な風采ではなかった。痩せて、青
白く、赤い縮れ毛で、古いジャケットと傷物のズボンでは、他の旅人よりは警官によほど
興味深く思われたに違いなかった。彼はオストラウ出身で、アントンの小学校以来の仲間
であった。アントンはかつて、自分の舌先と自分の拳を勇敢に使い、このユダヤの少年を
勝手な生徒達のいじめから守り、虐げられた無実の者を庇護するという自負心獲得の機会
を得たことがあった。つまりかつての陰惨な学校での場面で、その際粗製ソーセージが利
用されて、イッツィヒに惨めな気分を味わわせようとなされたのであるが、アントンが正
直にイッツィヒの味方をして、彼自ら頭に穴ぼこを得て、その敵達は泣きながら血まみれ
になって教会の裏に逃げて、自ら粗製ソーセージを食らう羽目になったのである。この日
以来、イッツィヒはいわばアントンの相方となり、難しい試練に遭うとこの庇護者に助け
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て貰い、時折一片のアントンのバター付きゼンメル[パン] をくすねるという従属を示す
ようになった。しかしアントンはこの仕様もない若衆を好んで辛抱した。この若衆がたと
えペン先をくすねて、後に裕福者に売りつけても、一人の庇護者を有することは気分が良
かったからである。この数年この若者達は互いに会うことは少なくなっていたが、それで
もイッツィヒは機会を見つけては、学校仲間の親しい付き合いを時機の挨拶やちょっとし
たからかいで新たにするほどに十分良く会っていた。
「おまえさんも大都市へ行って、仕事を学ぶのだと人々が言っているな」とファイテル

は続けた、「紙袋を折ったり、シロップを老婆に売りつける術を学ぶことだろう。俺も町
へ行く。運を試すつもりだ」。
アントンは生意気な語りかけに、そして小学校からの仲間が相変わらず彼に対して遣う

親しげなおまえという言い方にうんざりして答えた。「おまえの運を探せばいい。私に構
うな」。
「急ぐことはない」とぞんざいにファイテルは答えた、「おまえさんが私の服を嫌がら

なくなるまで待つつもりだ」。アントンの人柄がこのように頼みにされたので、アントン
は黙ってこの不快な同行者の存在を甘受することにした。彼は今一度宮殿に視線を送って、
それから黙って国道を進んだ。イッツィヒは相変わらず半歩、彼の後であった。とうとう
アントンは振り向いて宮殿の所有者のことを尋ねた。
ファイテル・イッツィヒは荘園所有者の家の友ではなかったとしても、少なくともその

馬番の若者の親しい友に違いなかった。というのはこの宮殿に住む男爵の多くの状況を把
握していたからである。男爵には二人の子供しかいないこと、それでも大きな借財のない
荘園に立派な羊の群れを有していることを報告した。息子は余所の学校にいるとのことで
あった。アントンが関心を募らせて聞き入り、質問を色々してその関心を露呈したとき、
イッツィヒが最後に言った。「おまえさんがこの男爵の荘園が欲しいなら、おまえさんに
俺が買ってやるぞ」。
「有り難うよ」とアントンは冷たく答えた、「男爵は売らないだろうと、おまえはたっ

た今言ったではないか」。
「ある人が売る気がないときには、売るように仕向けなければならない」とイッツィヒ

は叫んだ。
「おまえはそれ向きの男だ」とアントンは言った。
「俺がそれ向きの男であれ、他の者がそうであれ、誰からも持ち物を買い取れるように

仕向けることは出来るのだ。相手にその気がなくても、こちらが望めば、どんな相手をも
強要できる方策があるのだ」。
「秘薬を飲ませるのか」とアントンは軽蔑して言った、「あるいは魔法の薬草か」。
「その薬草はシマセンブリ[千グルデン草]と言うな。これで多くのことが世の中では出

来る」とファイテルは答えた。「しかし小さな男でも男爵の荘園のような荘園を手に入れ
る方策となると、これはわずかの者しか知らない秘法となる。この秘法を知っている者が、
ロスチャイルドのような立派な男になる、十分長く存命であればな」。
「その前に逮捕されよう」とアントンは反論した。
「そんなことはない」とファイテルは答えた。「俺が町へ行ったら、学問を探すのだ。

それは書類に書かれている。その書類を見つけだしたら、強力な男となる。俺はその書類



- 14 -

を見つけだすまで探すつもりだ」。
アントンは同行者を横目で見た。脳天がいかれている人間を見つめているようであった。

そしてようやく同情して言った。「それはどこにもあるまい、哀れなファイテルよ」。
イッツィヒは親しげにアントンに迫って来て、続けた。「俺が言っていることを、誰に

も漏らすなよ。その書類は我らの町にあったのだ。ある者が臨終の老乞食から手に入れて、
強力な男に成り上がったのだ。この老乞食は、相手がその臥所で、寝ずの番をして祈りを
上げてくれていたある夜、渡したのだ」。
「おまえはその書類を持つ男を知っているのか」とアントンは好奇心を起こして尋ねた。
「俺がそいつを知っていたら、教えねえよ」とファイテルはずる賢く答えた、「しかし

その方策書を探すつもりだ。そしておまえさんが男爵の荘園、その馬、牛、鸚鵡、小娘、
つまり彼の娘が欲しいなら、昔からの馴染み故手に入れてやろう。俺のために学校で野郎
どもを片付けてくれたからな」。
アントンは同行者の厚かましさに立腹した。「ならず者にならないようにしろよ。お天

道様は見ているからな」と彼は怒って言って、道の反対側を行った。
イッツィヒはこの立派な忠告に煽られず、静かに口笛を吹いていた。かくて両旅人は長

いこと黙って歩んでいた。しかしイッツィヒは次の村では構わず語りかけて、同行者に再
び騎士領の名前や財産関係を教えた。そしてこの情報の会話が村ごとに繰り返され、それ
でアントンはすっかりその同行者の広範な統計的知識に驚くことになった。最後に両人は
黙って、最後の一マイルを一言も話さずに一緒に進んで行った。

3.

ロートザッテル男爵は、すべての世間から幸せ者と称賛されるばかりでなく、自ら自分
を幸せ者と思う数少ない人間の一人であった。彼はとても古い家の出身であった。一人の
ロートザッテルがすでに十字軍で東洋に旅していた。少なくとも一家には多彩なグラスの
ロココ調小瓶がオリエント製の瓶として保存されており、祖先の存在と十字軍の敬虔な時
代の思い出の証明となっていた。もう一人のロートザッテルはフス教徒に対して一群の山
岳の民を率いて、その一群と共に自らとその主君の名誉のために戦死していた。更に一人
がモーリッツ・フォン・ザクセンの軍の旗手となっていて、彼がロートザッテル・シュタ
イククビューゲル家系の始祖と見なされていた。その戦闘図がまだ宮殿の塔の部屋には掛
けられていた。ある別な男は三十年戦争のとき様々な軍に入り、独力で身を興していた。
家系の伝説では、彼はとても太った男で、大酒飲みであって、強力な雄弁者で、若干自由
な風紀の者であったと伝えられている。彼は一族の最初の者として、この物語が語られる
ことになる一帯にやって来て、何らかの方法でかなりの数の領地を所有するに至った。家
族の乳母達の間では昔から、この太った男は時折地下室の大きな塩漬けキャベツの樽の上
に見られ、そこに落ち着きのない霊として座り、呻いている、同時代の女性の操に対する
慄然たる不貞をした罰なのだという陰気な噂話があった。更にもう一人の先祖はウィーン
の皇帝の顧問官であった。現在の所有者のこの曾祖父はプロイセンの偉大な国王から注目
されて、それ以来好意的に話しかけられるようになっていた。祖父もその時代では企画力
のある大いに約束された騎士であったが、軍では何の月桂冠も得られず、諦めて、優美な
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レディー達の化粧室や緑のテーブルで月桂冠を探すことになった。同時に残念なことに彼
にとって自分の諸荘園は煩わしいものとなって、手放すことになった。ようやく彼の息子、
即ち現在の所有者の父親が、平凡な精神の単純な田舎貴族となって、長い訴訟の後、家族
の財産の瓦礫から立派な一荘園を救い出し、その荘園を自分の子孫のために借財のないも
のにしようと生涯尽力した。ロートザッテル家は以前から強力な数の子孫を残す評判であ
って、この家族のすべての中年のレディー達はこの数の独自性故に、 ー 普通はとても
尊重すべきものであるが、 ー この有名な家が九つ叉の伯爵冠とかそれどころか一つの
名目侯爵家の完結した冠をその夫の紋章の兜に見ることがないことの唯一の理由と釈明し
ていた。この家の古い慣習に対して父親は、ただ一人の息子を残すということを通じても
その謙虚な心を示していた。
この荘園の現在の所有者は、戦闘的家系の子孫にふさわしく、ある親衛隊に務めていた。

彼はそこで完成された貴族という評判を得ていた。彼は軍務で有能で、立派な戦友となっ
ていた。すべての騎士的訓練に通じていて、名誉に関することで信頼できた。彼は宮廷の
舞踏会のときいつも如才なく居合わせて、王妃に命じられるたびに、上品な所作で踊った。
性格の確たる男としても認められていて、本当に惚れて、愛らしい若いレディーの、貧し
い宮廷女官と結婚したとき、その女官が宮廷のカドリル[舞踏]から姿を消すことになって、
すべての男達の心はかなりの侘しさを感じたものであった。自分の夫人と一緒に男爵は分
別ある男として田舎に隠棲した。そして毎年をほとんど専ら家族のために過ごして、それ
で彼の連隊での借財はすべて支払われ、支出と収入が釣り合うという利点を得ることにな
った。彼の家は立派に建造され、彼の妻のつましい持参金は公園の建造に使用され、夫人
に大きな喜びをもたらした。男爵は立派な食事用ワインの貯蔵庫を有して、二頭の見事な
馬車用馬と二頭の上品な乗馬用馬を有し、毎朝農園を通って、午後はいつも野原に騎乗し
て、羊の群れを大いに世話し、上等の羊毛を立派に洗わせることに誇りをかけていた。彼
は徹底して正直な男で、今でも人目を引く美しい形姿を有し、威厳を持って登場する術を
心得、もてなしの良い主人役を引き受け、妻を恐らくは結婚後の最初の数ヵ月以上に愛し
ていた。要するに貴族の騎士領主のお手本であった。法外に金持ちの領主ではなく、五千
ターラーの男と呼ばれる者にほぼ当り、彼の立派な荘園を条件の良い時代、鋭いイッツィ
ヒが査定したよりも多分何倍も高い値段で売却できたことであろう。しかし彼は売却を正
当に大変な愚行と見なしたことであろう。二人の健康で、有能な子供達が彼の家政の幸せ
を完成させていた。息子は軍人として家系のキャリアを丁度始めるところであり、娘は上
流社会に出る前に、なお数年母親の翼の下で暮らす予定であった。
運命が家系の記憶を昔から一つの楯に描いて、揺り籠に結び付けたすべての人間同様に、

我らの男爵も大いに自分の家系の過去と未来を心にかける傾向があった。彼の祖父のお蔭
で、一人の乱れた精神がいると、勤勉な先祖が子孫のために集めた黄金の穀粒や名誉を散
逸させるに十分であるという悲しい経験を承知していた。それ故彼は自分の家をすべての
未来の没落から守ろうとして、喜んで自分の立派な荘園を長子相続として、そのことで軽
薄な孫達が、借金をしないようには出来なくても、借金を支払うことが難しくなるように
したかったことであろう。しかし自分の娘のことを思って、この一歩に踏み出すことは出
来ず、この愛しい娘から将来のロートザッテル家が不確かにならぬよう遺産を奪うことは、
正直不当のことに思われた。彼は自分の古い一族が次の世代で、役人とか小売り商の子供



- 16 -

達と同じ状況、つまり自らの努力でつましい生計を確保しなければならないという不愉快
の状況に至るであろうことを痛々しく感じていた。彼は自分の収入から貯蓄しようとしば
しば試みていた。しかし現状は実際それに適していなかった。いつでも一種贅沢に暮らそ
うと始めて、もっと上品な調度や、生活の無数のささやかな宝飾に心を向け始めた。そし
て彼が好調な時代にたまたま節約したもの、これは自分の妻の華奢な健康のせいで医師の
勧めにより必要なものとなったささやかな湯治旅行で再三支出されるのであった。自分の
家族の未来に対する考えが今日、自分の雑種の馬に乗って、大きなカスターニエンの並木
道を通って宮殿に向かっている時も頭から離れなかった。それは彼の魂の陽光の下で過ぎ
て行く小さな雲で、それは娘と一緒に彼に向かって急いで来る衣服がひらひら舞っている
のを見、自分の妻を認めると、瞬時に消え去った。彼は馬から飛び降りて、愛しい娘の額
に接吻して、満足げに妻に向かって言った。「干し草刈りに最適の天候だ。力一杯運び込
まれることになるぞ。荘園管理人が言っている。これほど沢山の餌を得たことはない、と」。
「運がいいですね、オスカル」と男爵夫人は言った。懇ろに彼を見上げていた。
「そなたを家に入れて以来、十七年間ずっと運がいい」と夫は心から慇懃に答えた。
「今日で十七年ですか」と男爵夫人は叫んだ、「夏の一日のように過ぎてしまった。私

どもはとても幸せでした、オスカル」。彼女は彼の腕にすがりついて、感謝して彼を見上
げた。
「でしたと過去形か」と男爵は尋ねた、「現在もそうだと私は思うぞ。これからもそれ

が続かないとは思えない」。
「幸福を口にして鬼に笑われないように」と男爵夫人は頼んだ、「時々かくも多くの陽

光は永遠には続かない気がします。運命の嫉妬を買わないように、謙虚に、欠乏に耐え、
断食したくなります」。
「まあ運命も」と上機嫌で男爵は言った、「試練にかけることだろう。我々には雷雲も

欠けていない。しかしこの小さな手で悪魔祓いをしよう。雷雲は去って行こう。家政や子
供達の腕白、時には亭主の暴虐に腹が立って、もっと良いことをと望むことはないか」。
「暴虐だなんて」と男爵夫人は叫んだ、「この幸せはあなたのお蔭です。いつも感じて

います。十七年経ってもいつもこんなに立派な亭主に恵まれ、美しい宮殿、大きな荘園に
囲まれて、誇りに思っています。大地のどこを歩いても私のものですもの。哀れな女官の
私が、簡単服と勤め先の主君様に頂いた宝飾箱と共にあなたの家に導かれたとき、自らの
家で女主人として支配し、愛しい夫の意志以外の他の人の意志に従わないということが何
という幸せかまず学びました」。
「そなたは私のせいで多くのことを犠牲にしてきた」と男爵は言った、「我らの田舎生

活が、亡き王妃の寵児であったそなたにとって、余りにわびしく卑小に思われないか、よ
く案じたものだ」。
「あちらでは召使いでした、こちらでは女主人です」と男爵夫人は笑って、言った、「私
の化粧道具の他には、私自身のものは何もなかったのです。いつも女官達の退屈な部屋を
回って、毎晩最後の役目を押し付けられて、そしてこれが永久に続いて、自らの人生なし
に永遠の気晴らしの中で年取って行くのか不安を抱いていました。これでよく物思いに駆
られたものです。ここでは私どもの家具の覆いは重々しい絹製ではありません。私どもの
広間には孔雀石のテーブルはありません。でも家にあるものは、私のものです」。彼女は
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男爵を腕で抱いた。「あなたは私のものです。子供達、宮殿、銀製のシャンデリアが私の
ものです」。
「新しいのは単に合金だが」と男爵は反論した。
「誰も分かりませんよ」と彼の妻は陽気に答えた、「そして私が陶器を見つめて、その

縁にあなたと私の紋章を眺めるとき、私どもの二皿の料理は宮廷の沢山のコースの料理の
十倍の味がします。全くあの盛大な宮廷の日々、宮内大臣の食卓ときたら、誰もが相手を
腹の中まで正確に知っていて、誰もが腹の中では無関心なのです」。
「そなたは足を知る素晴らしい例だ」と男爵は言った、「そなたのためと、子供のため

に、この荘園が十倍大きく、我々の収入も十倍そうであって、侯爵夫人よ、そなたのため
に一人の小姓を雇えて、家政婦の他に二，三の女官がいたらと思うぞ」。
「女官は御免です」と男爵夫人は頼んだ、「小姓に関しては、あなたのように心配りの

上手な騎士を有しているのであれば、一人も要りません」。
かくて男爵は心地良く二人のレディーと一緒に宮殿に向かって行った。レノーレはその

間彼の乗馬の手綱を手にして、馬に優しく語りかけて、出来るだけ埃を立てないようにし
た。
「向こうに見知らぬ馬車が止まっている、訪問客があるのか」と農園中庭に近付いて来

たとき、男爵は尋ねた。
「ただのエーレンタールです」と男爵夫人は答えた、「あなたを待っていて、すでに私

どもに仰山お世辞を並べられました。レノーレは勝手なことを言い放題で、潮時と思って
娘を連れて来たのです。陽気な殿方も不作法な娘の科[しな]で不安になったことでしょ
う」。
男爵は微笑した。「彼は商人階級の者ではいつでも最も好ましい」と彼は言った、「彼

の振る舞いは少なくとも反感を買わない。長い付き合いだがいつも信頼が置けると思って
きた。 ー 今日は、エーレンタ－ル殿、何の御用です」。
エーレンタールは仕事盛りの体格の良い殿方で、美しい顔と言うには余りに丸く、黄色

で、ずる賢い顔をしていた。彼は足にゲートルを巻いていて、シャツにダイヤモンドのブ
ローチを付けており、大きくお辞儀して、帽子を低く揺すって、並木道を男爵の方に向か
って来た。
「恵み深い旦那様、よろしく」と恭しい微笑を浮かべて答えた、「仕事の用ではなくて

も、男爵、貴方の農園に時々立ち寄ることをお許し頂きたく存じます。心からの喜びなの
です。貴方の農園中庭に伺候致しますと、仕事の疲れが取れます。すべてが順調で、良く
育ち、すべてが豊かで、馬屋、納屋が立派に設営されています。屋根の雀は貴方の許では
他の人々の雀よりも陽気に見えます。商売人として楽しくないものを多く、つまり借財で
無秩序になり、零落している人々を見ざるを得ないとき、貴方のような生活を目にするの
は快適なものです。何の心配もありません。少なくとも大きな心配はありません。心を喜
ばせるかくも多くのものがあります」。
「ご丁寧に、エーレンタール殿、何か大事なことでこちらにいらしているに違いない。

私と取引したいのですか」と男爵は上機嫌で尋ねた。
愚直な男にふさわしく頭を振って、不当な嫌疑を撥ね付けたいかのように、エーレンタ

ールは答えた。「仕事ではありません、男爵殿。貴方との取引は、人々が言うところのお
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世辞抜きのものです。立派な品に立派な金、いつもそれを守って来ました。それを神様の
加護を得て将来も守りたいものです。単に立ち寄っただけなのです」。 ー そう言って、
手をぞんざいに動かし、身振りで、単に立ち寄っただけなのだと強調した。 ー 「男爵
殿が売却予定の馬のことを尋ねようと思ったのです。値段を調べておこうと約束した者が
一人村にいましてね。男爵殿が時間がなければ、行政官と話しても片付くことです」。
「エーレンタール、一緒に来てください」と男爵は言った、「私は私の馬を自ら馬小屋

に連れて行こう」。
エーレンタール氏は女性達に何度もお辞儀した。これはレノーレによって同様に深い膝

かがめのお辞儀で返礼された。そして男爵の後を馬小屋の入口まで行った。そこで彼は恭
しく立ち止まって、男爵の馬と男爵自身が先に入るよう主張した。短い視察といつもの問
答の後、男爵はエーレンタール氏を牛舎にも案内し、その後エーレンタール氏は子牛も見
たいと熱望し、最後に養殖雄羊も視察させて欲しいと依頼を添えた。彼は経験豊かな商売
人で、彼が発声する歓喜は、若干職人風、大袈裟に響いたが、しかし彼が称えるものは、
本当に称えるに値するもので、男爵は称賛を心地良く聞いていた。
羊の視察の後、休憩がなされなければならなかった。エーレンタールはそれらの毛皮の

繊細さ、密度に余りに感銘を受けていたからである。「いやはや、この毛房ときたら」と
彼は夢想的に感激して溜め息を付いた。「今からでも来年の春にはどうなるか分かります」。
彼は頭を左右に振って、小さな目を太陽の方に瞬かせた。「男爵殿、貴方は幸せな男です。
御子息から良い便りがありましたか」。
「有り難う、親愛なるエーレンタール。昨日書いて来た。良い成績を送ってきた」と男

爵は答えた。
「御子息は父親同様になることでしょう」とエーレンタールは叫んだ。「第一級の騎士

で、金持ち、男爵殿は子供達の育て方を御承知です」。
「何も貯えないので、エーレンタール」と男爵はぞんざいに答えた。
「何を貯えるのです」と商人は平民的な行為を軽蔑して言った、「何を貯えるおつもり

です。長いこと貴方とのお付き合いの栄誉ある商人として敢えて述べることをお許し頂け
ますならば。何を貴方は貯える必要がありましょう。貴方はいつかこの老エーレンタール
が存命でなくなるとき、貯えがなくても若様に兄弟間で十五万ターラーの価値のある荘園
を、そして恵み深い御令嬢にその上、 ー そうですね ー 現金五万ターラーの持参金
を残されることでしょう」。
「それは違う」と男爵は真面目に言った、「私はそんなに金持ちではない」。
「そんなに金持ちではないですと」とエーレンタール氏は、そのようなことを主張でき

る人間の子すべてに（男爵を除いて）正直に怒って叫んだ、「いつでもそんな金持ちにな
るのは、ただ貴方次第なのですよ。男爵のように財産を有する人は、十年でその資本を何
の危険もなしに倍増できます。 ー 何故貴方は貴方の荘園に対する田畑抵当証券を受け
取ろうとなさらないのです」。
地方[州]の「田畑証券」は当時騎士領所有者の大きな信用機関で、騎士領の最初の抵当

権に対して資本を貸すのであった。支払いは、所有者を明記してあって、当時その地方一
帯で最も確実な保証券と見なされる抵当証券に従っていた。機関そのものが債務証書の所
有者に利子を支払い、債務者から利子の他に管理費と受理された借用の漸次の償却のため
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に更にわずかばかりの分担金を徴収するのである。
「金融はしない」と男爵は誇り高く答えた。しかし彼の胸中では商人によって鳴らされ

た弦が響き続けた。
「私の申している商売は、今日ではどの侯爵も手を出しているものです」とエーレンタ

ールは熱くなって続けた。「恵み深い田畑抵当証券殿がその荘園を受け入れたら、その殿
はいつでも立派な羊皮紙で五万ターラーを得られます。貴方はそのために田畑証券に対し
て4パーセント支払います。そして貴方がその抵当証券を金庫に保管なさっておれば、貴
方はそれで3,5パーセントの利子を得られます。ですから0,5パーセント田畑証券に余計に
支払うわけです。この0,5パーセントでその上資本が償却されるのです」。
「それは豊かになるために借金をするということだ」と荘園主は肩をすくめて反論した。
「失礼ながら、男爵、貴方のような殿方が五万ターラーを、つまり年に0.5パーセント

要する五万ターラーを用意なさっていたら、世界の半ばを購入できます。然るべき時に現
金かあるいは抵当証券を有していたら、荘園を安値で獲得する機会がいつでもあることに
なります。購入できる騎士領であったり、森林であったり、あるいは鉱山の配当、あるい
は堅牢な組合の株であったりします。あるいは男爵殿が自ら荘園に設備を設置できます。
山岳のフォン・ベルゲン氏のように砂糖大根から砂糖を作ろうとなさるとき、あるいはフ
ォン・レーバウ公爵のようにアメリカ風小麦粉[メリケン粉]を、あるいは貴方の隣人、ホ
ルン伯爵のようにバイエルン風ビールを作ろうとなさるときです。その際何の危険があり
ましょう。貴方は田畑証券から4パーセントで借用した資本の10パーセント、20パーセン
ト、あるいは50パーセントのターラーを得られましょう」。
男爵は思いに耽って宙を見ていた。商人が言ったことは、全く耳新しいことでも、未知

のことでもなかった。彼自身しばしば類似のことを考えていた。まさに、新しい産業の企
画の群れが農地から出現して、蒸気機関の高い煙突を通じて、新しく発見された石炭層、
金属層を通じて、新しい農業耕作を通じて、大きな額が獲得され、更に豊かな富が期待さ
れていた時代であった。田畑証券の最も高貴な土地所有者達は近代産業と古い農業の結合
の上にある拡大された株式企業の先端に立っていた。この商人の言葉には何も新しいこと
顕著なことはなかった。それでもその言葉は点火の稲妻として男爵の魂に襲って来た。時
機を得た瞬間であった。エーレンタールは自分がもたらした効果に気付いた。そして自分
の好きな情緒深い気分の言葉で結んだ。「貴方のような殿方に助言をする権利がありまし
ょうか。しかし抵当証券を用いてのこのような取引は我らの時代、貴族が子供達に対して
配慮できる最も堅牢なやり方であるとどの土地所有者も異口同音に言うに違いありませ
ん。老エーレンタールの墓の上にいつか草が生い茂ったら、貴方は私のことを思い出して、
仰有ることでしょう。老エーレンタールは単に単純な男であった、しかし結構なこと、家
族のために恵みとなることを私に助言してくれた、と」。
男爵は相変わらず宙を見ていた。彼が長いこと心の中に温めていたこと、これが突然固

い決心となった。商人に対して、軽快に、心を装って言った。「考えておくことにしよう」。
エーレンタールはそれで満足して、レディー達に辞去する許しを請うた。これは彼が世慣
れた情緒深い男としてめったに省略しないものであった。
この商人が馬車に乗って、レノーレが別れの際巫山戯た仕草で渡したブルボンローズ[バ

ラ]を機械的にボタン穴に挿したときの顔つきを、男爵が見ていなかったのは残念であっ
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た。エーレンタール氏も陽気な顔をした。しかし満開のバラに喜んだからではなかった。
彼は御者にゆっくりと田畑の境を行くようにさせて、道の両側に実った穀物のある耕作地
を満足げに見ていた。長く列をなして荘園の干し草馬車が彼の方にやって来た。馬車を止
めて、巨大な干し草馬車を通り過ぎさせるたびに、彼の馬は干し草をつまみ食いした。彼
の御者は振り向いて、舌を鳴らして叫んだ。「立派な餌だ」。
「立派な荘園だ」とそれからエーレンタール氏は深く考え込んで言った。

その間男爵夫人は園亭に座っていて、新しいジャーナル誌をめくっていた。それらは近
くの郡役所の町の書籍商が送って来たものであった。彼女はファッション銅版画を吟味し
ながら観察し、娯楽文芸の小品を楽しんだ。尋常でないやり方で金持ちになった人間の話
し、恐ろしいやり方で殺された別の人間の話し、東インドの虎狩り、発掘されたモザイク
画の床、忠実な犬の感動的描写、魂の不死についての慰めの多い考察、その他優雅なレデ
ィー達の目をさっと捉えることのできる類いのものであった。男爵の美しい夫人は読書の
間刺繍された足置台を揺すっていた。彼女の魂は半ば上の空で頁にあって、しばしば芝地
を越えて娘の方を見ていた。娘はまたポニーと戯れていた。ポニーに花々と新聞紙とでグ
ロテスクな首飾りと角のある帽子を合成していて、ポニーは口に入るかぎりの多くの花々
や新聞紙を食いちぎって、これらを潰そうとしてできないでいた。若いレディーが、自作
を誇りに思って、園亭に頭を向けて、母親の目が自分に向けられているのを知ると、近寄
って来る従者に馬を任せて、トンボのように母親の足許に飛んで来た。娘は足置台に腰掛
けて、ジャーナル誌を男爵夫人の膝に引き寄せて、戯けてファッション銅版画の紳士淑女
と会話をし始めた。これらの理想の男女は、周知のように、どの人間とも類似していると
いう長所を有するので、すべての人間は個別の特徴特性によって、珍しく小さな唇とか時
には額にある目とか頬にある目とかによって区別されるものなので、この若いレディーは
造作もなく、家に馴染みの者達との数多くの類似点を見いだして、挿絵をその観点で扱っ
た。母親は娘の子供っぽい冗談に微笑して、ようやく自分の考えを声に出して続けて言っ
た。「レノーレ、あなたは今生長した娘です。それでもまだとても幼い。あなたの教育を
子守女と聖職候補生の授業に任せて来ました。あなたがきちんとしたことを学ぶようそろ
そろ考えるときです。いいですか」。
「学習はこれで終わるだろうと思っていました」とふくれっ面をしてレノーレは答えた。
「あなたのフランス語の発音はまだひどいし、あなたの父親はスケッチの練習をして欲

しいと思っています。あなたはその素質があります」。
「私が描くのはただ戯画よ」とレノーレは叫んだ、「これらは最も簡単。長い鼻とか短

い脚を描けば、その少年は滑稽に見えるわ」。
「戯画を描いてはなりません」と母親は言った、「それはあなたの趣味を損ないます。

あなたを嘲笑的にします」。レノーレはうなだれた。「先ほど庭を通って行った若い男の
方は誰でした」と母親は咎めて、続けた、「あなたは父上のイチゴを上げましたね」。
「いつもそう叱らないで、お母さん」と娘は赤面して叫んだ。「あの余所の人は可愛い、
上品な若者でした。首都へ行くのです。父親も母親も亡くなって、気の毒だったの。それ
でもとても謙虚で、怒らないでよ」と彼女は迎合して母親の首に飛んで行った。母親の目
には怒りよりも愛情が読み取れた。
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母親は子供の口に接吻して、優しく言った。
「善良なやんちゃな娘ですね。今は父上を呼んで来なさい。コーヒーが冷めてしまう」。
男爵が園亭に入って来たとき、まだエーレンタールとの会話が頭を占めていたが、男爵

夫人が彼の両手を握って言った。「オスカル、レノーレのことが心配です」。
「病気なのか」と父親は当惑して尋ねた。
「健康で、芯から元気です。でも年相応というよりも大胆で、気ままです」。
「田舎で育って、頑丈な小娘になったのだ」と男爵は宥めて答えた。
「余所の人との交際で優美さや作法が欠けています」と母親は続けた、「変わった娘に

なると恐れて案じています」。
「まあその程度の不幸は大したものではない」と男爵は笑って言った。
「私どもの圏内の娘にとってこれほどの不幸はありません。 ー 社交で目立つものは、
やはり滑稽です。奇矯な本性という些細な特徴は将来全体を台無しにします。もっと自分
に注意するよう躾けなければなりません。ここ田舎ではそれを学べないと案じています」。
「あの娘を手放してみるべきかな、ひょっとしたら数年間、余所の人々の許で育てるべ

きか」と不承不承男爵は尋ねた。
「やはり仕方ありますまい」と男爵夫人は真面目に言った、「あなたに申し上げるのは

辛いことです。あの娘は同年齢の娘達に不作法で、女性達に思いやりがなく、男性達に余
りに大胆です。 ー レノーレのような性質の娘を宮廷で考えられますか」としばらく間
を置いて男爵夫人は尋ねた。
夫にはそれは考えられないことであった。ひょっとしたらそれは、侯爵の宮廷というも

のが素早く成長した少女が教材を持ち運んだり、意地悪遊びをする場所ではそもそもない
というせいであったかもしれない。
「彼女は変わることだろう」と彼はようやく反論した。
「彼女は変わらないことでしょう」と穏やかに男爵夫人は応じた、手を彼の肩に置きな

がら、「あの娘が父親と一緒に馬に乗って溝を越えたり、それどころか忍び猟に一緒に行
く限りは」。
「二人の子供を手放すことは耐えられないな」と父親は穏やかに母に言った、「それは

我々にとってとても辛いことだ。そなたにとって最も辛い、厳格な主婦のそなたに」。
「ひょっとしたらそうかも」と小声で男爵夫人は言った。彼女の目が潤んできた、「で

も私どものことを考えてはいけません。ただ子供達の将来だけです」。
男爵は愛しい夫人の動揺を見て、夫人を引き寄せて、決然として言った。「いいかい、

エルスベト、先の年にこの時期について話していたとき、我々はレノーレの教育を別様に
考えていた。冬の間は我々自ら町で暮らすつもりだった。そなたの目の許で娘は最後のレ
ッスンを受けて、社交に出る予定だった。そなたは娘と別れてはなるまい。すでにこの冬
首都へ移ることにしよう」。
びっくりして男爵夫人は起き上がった。「まあ、オスカル」と感動して彼女は叫んだ、

「でも、 ー 聞いていいかしら、このような滞在は別な面から見て、あなたにとって大
きな犠牲とならないかしら」。
「ならない」と男爵は陽気に言った、「冬を町で過ごすことが私にとって願わしいもの

となる計画があるのだ」。
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彼は話した。首都への引っ越しが決定された。

4.

二人の旅人が首都の最初の家並みに達したとき、すでに太陽は低く天に懸かっていた。
まずは個々の小さな建物で、それから花と咲く庭園の中に綺麗な避暑の住まいがあった。
それから家々が一層密になって、通りは両側が閉ざされて、埃や馬車のがらがらの音と共
に、我らの主人公の胸に不安の念が積もってきた。大小の通りの絡み合いの中、アントン
は、アントンのより上等の上着への敬意から彼の背後にいた同行者が、通りの角で大きな
声で右とか左と言って、導いてくれなければ、途方に暮れたことだろう。しかしファイテ
ル・イッツィヒは曲がった脇の露地や狭い歩道への顕著な偏愛を有していた。あちこちで
彼は自分の旅の同行者の背後で、戸口に立っているおめかしした娘達や、両手をポケット
に入れて通りをぶらつき回っている曲がった鼻と丸い目の若衆に厚かましく馴れ馴れしい
合図を送っていた。時折彼の挨拶は投げやりな頷きで返された。それは「良い奴だが、金
はないな」という意味であった。普通彼の愛想は冷たい軽蔑で受け入れられた。この軽蔑
は何もめぼしいもののない汚い脇道の歩道者も、優雅の町の一角の花崗岩の敷石上の口髭
の紳士も浮かべていた。ようやく若い二人は大通りへ曲がって行った。そこは柱状の正面、
上品な商店、身なりの良い人々の群れが、ここは裕福さが貧乏に対し決定的勝利を収めて
いる所であると明かしていた。彼らはこの通りの一軒の高い、威厳のある家の前で立ち止
まった。イッツィヒはその門を一種臆した敬意でもって指し示し、短く言った。「ここに
彼は住んでいる。あまえさんは直にここの人々のように誇り高くなるのだ。おまえさんが
俺はどこにいるか知りたかったら、ゲルバー露地のエーレンタールの店に尋ねたらいい。
お休み」。彼は不意に口笛を吹いて、振り返らず、通りをぶらぶら下って行った。
アントンは胸を高鳴らせて玄関に入って行った。胸ポケットの彼の父親の手紙を確かめ

た。彼はとても小心になっていて、彼の頭は重く、一瞬休むために座り込みたい気分であ
った。しかしこの家の中では休息があるようには見えなかった。ドアの前に大きな荷物馬
車が止まっていて、家の中では強大な樽や梱があり、背の高い肩幅の広い男達が前掛けを
し、ベルトに短い鉤を付けて、梯子の親柱を持っていて、鎖をがたがた鳴らし、樽を転が
し、太い綱で巧みな結び目を作っていた。その間を店員が耳にペンを挟み、手に書類を持
って、あちこち急ぎ、そして青い上っ張りの荷馬車の御者が、書類や樽や桶を仕事の作法
で受け取っていた。よく一切責任を帯びた人間達の行為を特徴付けているものである。こ
こは休息の地ではなかった。アントンは一つの梱にぶつかって、ほとんど鉄梃子でこけそ
うになり、革の前掛けの二人のアナク人[巨人族]が呼びかけてくれた「注意して」の言葉
で、かろうじて大きな油樽の下で潰されてしまう運命から免れた。
これらの動きの中心に、さながら太陽の如く、その周りに樽や労働者や御者を回転させ

従えて、店の若衆が立っていた。確固たる顔つきと短い言葉の紳士で、彼はその支配の印
として大きな黒い筆を揺すっていて、それで彼は樽に巨大な象形文字を描いたり、積み込
み人夫に動作を指導したりしていた。この男衆にアントンは消え入るような声で、店の主
人のことを尋ねて、この筆の柄の短い動きで、帳場へと通じる玄関の奥の部分を指示され
た。ためらいがちに彼はドアに近付き、大きな決心を要してそのノブを手で回して、 ー
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彼は後にこの時のことをよく思い出したのだが、 ー ドアが音もなく開いて、そして
彼が大きな仕事部屋の暗がりの中を覗いたとき、とても不安な気分がして、ほとんど敷居
から進めないほどであった。彼が入ってもほとんど人目を引かなかった。六人ほどの書記
が急いで青い紙片にペンを動かして、帳場と郵便局が閉まる前に間に合うよう最後の行を
書いていた。ドアの最も間近に座っていた男衆の一人が身を起こして、素っ気ない事務的
調子で尋ねた。「何の御用でしょう」。
シュレーター氏と話したいという希望をアントンがおずおずと説明すると二番目の帳場

から皺の多い額の大柄の男性が、シャツの襟を立て、かなり英国人風な風采でやって来た。
アントンは素早く顔つきを見た。そしてこの最初の一瞥で、とても不安げでとても須臾の
ものであったが、彼は十分な勇気をまた得た。彼はそのとき、これまでの間近な週にしば
しば憧れていたものの一切、つまり善良な心、実直な感覚を見いだした。それでもその主
人は十分厳格に見えて、最初の質問は短く、決然と響いた。アントンは素早く自分の手紙
を握って、自分の名前を名乗り、急いで途切れ途切れの声で、自分の父親が亡くなったこ
と、父はその御主人に臨終のときよろしくと申し上げたと語った。
好意的な明かりのようなものが商人の目に過って、彼は黙って手紙を開け、ゆっくりと

読み通して、動揺したアントンに手を差し出して言った。「ようこそ」。その後彼は、緑
色の上着を着ていて、右腕にグレーの袖カバーを付けた書記の男衆の一人に向かって言っ
た。「アントン・ヴォールファルト氏が今日から我らの店に入る」。一瞬六本のペンは走
るのを止めた。そして書き手は一斉にアントンの方を見た。しかし商店主は、アントンの
方を向いて続けた。「貴方は疲れているだろう。ヨルダン氏が貴方に部屋を案内する。今
日は休みなさい。詳しくは明日」。
この言葉の後、彼は軽く会釈して向きを変え、二番目の帳場へ戻った。そこでは同時に

六人のペンが青い紙片に取りかかっていて、今やとても素早く、それで古い時計がすでに
時刻を告げようと動いたので、びっくりしてペン先が逆立った。
ただ緑色の上着の男衆はグレーの袖を外して、丁寧に滑らかにして、それを書類の束と

一緒に事務机に仕舞って、アントンに、部屋まで自分の後を付いて来るように言った。再
びアントンは帳場のドアを通って進んだ。帳場にはただ十分間いただけであった。しかし
彼は別な男になっていた。彼の運命は決定された。彼は今や故郷を有し、店に所属してい
た。それ故彼は通り過ぎるとき、楽しげに馴染みの者の肩を叩くように、大きな梱を叩い
た。すると緑色の男衆は振り向いて、気安く何気なく「綿花」と言った。そして三歩先で、
通路を請いながら、巨大な樽を叩いた。それは明るい夏用ジャケットの太った請負人のよ
うに隅の方に悠然と控えていた。今度もまた緑色の男衆が振り向いて、同様に好意的に「干
しぶどう」と言った。今やアントンは鉄梃子に躓くことはもはやなく、いや彼自身力強く
足を動かして、一つの鉄梃子を除けて、動ぜず親しげに挨拶して、大きな男衆が上品に礼
をすると快適に感じた。殊に緑色の男衆がまた何気なくこう述べたとき、そう感じた。「積
み込み人夫長」。
中庭を通って、彼らは曲がった小道を奥の建物まで進み、そして外の三つの古びた階段

を上がった。そこでヨルダン氏は一つの部屋を開けて、アントンに向かって述べた。ここ
が多分彼の将来の住まいとなるであろう、ここは自分と仲の良い友の以前の住まいで、友
はこの店を去って、独立したのだ、と。それはとても小さな部屋で、家具は簡素で、新し
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くはなかったが、しかし清潔な白いカーテンと白いブラインドが窓の前にあり、書き物机
には美しい石膏の猫があった。それは黄色い革色で塗られていて、生きた猫のように見え
た。この猫は独立した同僚が後に入る人のために部屋に残していたのであった。
ヨルダン氏は帳場に急いで戻った。彼は鍵の一部を任せられていたので、帳場では最初

に来、最後に帰る責任者であった。アントンは一人っきりになった。彼のために急いで部
屋を住み心地良くする好意的な従者のお蔭で、彼が自分の服を整理し、丁度終わったとき、
階段で数多くの物音がして、彼の同僚達が店から部屋に帰って来ることが分かった。
再び緑色の男衆が現れて、彼に告げた。シュレーター氏は会議があって、今日はもう話

せない。しかし自分が思うに、新参者は然るべく挨拶するために、個々の男衆に訪問する
必要があろう。上等な身なりでなくていい、と。
アントンは同行者と一緒に階段を降りて行った。そしてヨルダン氏が一つのドアをノッ

クしようとしたとき、その部屋の住人が向かって来た。中等の背丈のほっそりして美丈夫
で、我らの主人公にとても畏敬の念を起こさせた人物であった。彼は身なりを変えていて、
短いズボンと折返し筒の長靴を履き、頭に騎手の帽子を被り、手に乗馬用鞭を持って、そ
れを元気に振っていた。
「若駒をもう指導しているのか」と折返し筒の長靴の貴公子は微笑して案内者に言った。
ヨルダン氏は厳かに立ち止まって紹介した。「ヴォールファルト氏です。新規の見習で、
たった今到着しました。 ー こちら、フォン・フィンク氏、大きな会社ハンブルクのフ
ィンク兼ベッカー社の子息です」。
「世界最大の魚油貯蔵等々の後継者だ」とフォン・フィンク氏はぞんざいに遮って言っ

た、「ヨルダン、十ターラー出してくれ。馬丁に支払おうと思うのだ。他のものと付けに
してな」。ヨルダンは、気安く自分の財布から一枚の現金証を取り出して、それを旗手に
渡した。旗手はそれを折り畳んでチョッキのポケットに入れて、その後若干丁重にアント
ンに言った。「貴方が、貴方のメルクリウス[商業の神]の祝祭的な顔から判断するに、私
を訪問したいのであれば、残念ながら今日家にはいない。新しい馬を買うつもりなのだ。
貴方の訪問は済んだことにしよう。大いに祝って感謝している。貴方の就職に対して祝福
するものだ」。彼は無関心に頭を頷かせて、階段をぎしぎしと降りて行き、中庭の敷居を
越えて行った。
アントンの快適さはこの男衆の冷淡な振る舞いで大きな打撃を受けた。彼はおずおずと

考えた。店の他の男衆も同様であれば、付き合いはとても難しいものとなろう、と。ヨル
ダン氏も、この騎手の顕著な振る舞いについて説明する必要を感じて、親しげに強調して
言った。「フィンクは我らの店に半分だけ所属している。ここには来たばかりで、父親に
よってニューヨークから引き抜かれ、こちらに派遣されたのだ。我らの許でまともになる
ようにとな」。
「ではまともではないのですか」とアントンは好奇心を起こして尋ねた。
「ただ野生すぎるのだ。スポーツが好きで、でも他はいい奴だ」とヨルダン氏は言った、
「他の男衆には私の部屋に来るよう頼んだ。貴方を皆に引き合わせたいから。そこで一杯
の紅茶を飲むことにしよう。明日個別の訪問を各部屋にしたらいい」。
ヨルダン氏の部屋は、帳場の男衆が一人であるいは二人で住んでいる奥の建物の小さな

住まいの中では最も大きな部屋であった。それ故、またヨルダン氏の愛想のいい心配り故、
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時折サロンとして利用された。その部屋はピアノと若干の肘掛け椅子を有する立派なもの
であった。窓辺には多く素焼きの像が掛かっていて、中には高貴な女性が中世の教会参詣
人、ローレライ、聖母として表現されていた。この部屋に男衆が座っていたり、立ってい
たりして、新人の到着を待っていた。アントンは上手く皆への紹介をやってのけた。個々
人の手を握って、その後皆に彼らの好意と親しい援助を頼んだのであった。自分は全く仕
事に慣れていず、まだ世の中に出たことがなく、人々との交わりも少なかったから、と。
この率直さは良い印象を与えることに成功した。その後穏やかな談話が始まった。ちょっ
とした冗談や当てこすりで薬味が付けられていて、これらは新参者にはほとんど理解でき
ないものであった。アントンは黙って振る舞い、個々の男衆の本性を理解しようと努めた。
簿記方のリーボルト氏がいた。年かさの小男で、上品な声と謙虚な微笑を浮かべていて、
この微笑で自分が勝手にこの世に存在することの許しを請うていた。彼は余り語らなかっ
た。しかし前の文で主張したことを、後の文では撤回するという特性を帯びていた。例え
ば、「この紅茶は薄すぎるとほぼ思うが、しかし勿論濃い紅茶はてても健康に悪い」等々
と。更にはピックス氏がいた。玄関での黒い筆を持った専制的な先導者で、決然とした男
で、すべての人間関係を小売り商売のように考える傾向があった。ひょっとしたら尊重に
値するものであるが、しかし卑小なものである。部屋で一脚椅子が欠けていると、彼は小
さなテーブルを蔑むように紅茶の側に持って来て、その上に飛び乗って、その晩ずっとそ
の上に馬乗りになっていた。更にはシュペヒト氏がいた。彼は大いに話して、誰もが論駁
することを強いて主張していた。彼は言った。中国の憲法は、英国の憲法とさほど異なる
ものではない、と。そして情熱を込めて、エスカルゴスープが亡きナポレオン皇帝の好物
料理であったという見解を主張した。更には痩せぎすのバウマン氏がいた。短く刈った髪
の、瞑想的人間で、日曜日ごとに教会へ行き、すべての伝道協会に金を支払い、彼の同僚
達が彼に面と向かって言っているように、将来いつか伝道師になるつもりであった。彼は
それをまだドイツと商会に対する一種子供らしい慣習で延期していた。現在は商会の利益
のために働いていた。アントンは全体男衆の間では上品な思いやりのある調子が流れてい
るのを喜んで察していた。彼は疲れていたので、しばらくして彼は辞去した。彼は誰に対
しても反論しなかったし、皆に対して礼儀正しかったので、彼の退去の後、彼は良い仲間
になる見込みがあると評価された。

その間ファイテル・イッツィヒは放浪者の無関心さと自国民の安心感と共に人々や通り
の混雑の中を歩いて行った。夕陽の赤い光は通りの石畳から家々へと昇っていて、窓の蛇
腹を次々に屋根まで昇り、夕方の薄暗さが河畔にある古い町の一角の狭い露地を満たして
いた。このような露地の一つに広大な正面の大きな家があった。下の窓は鉄棒で格子にな
っていて、二階は大きな鏡のガラスの枠を形成する白い縁が輝いていた。屋根の下の窓は
盲窓で、汚れており、あちこちガラスが割れていた。この家にとって感じの悪いもので、
老婆のジプシー風に見えた。乞食みたいな衣服に新しい多彩な布をまとっている風情であ
った。
この家の中へファイテル・イッツィヒは入って行き、ドアのおめかしした奉公人の少女

に彼は舌を鳴らして接吻を送った。その接吻を少女は飛んで来る雀蜂のように手のパント
マイムではね除けた。不潔な階段は白く塗られた玄関のドアに通じていて、その上には大
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きな真鍮の看板に「ヒルシュ・エーレンタール」の名前が読み取られた。ファイテルは呼
び鈴の太い陶製の握りを掴んで、鳴らした。初老の女性がしわくちゃの頭巾を付けて、細
い隙間を開けて、鼻先を出し、その用件を尋ねて、それから室内のドアを開けて、部屋の
中へ叫んだ。「イッツィヒ・ファイテルという人が来ています。オストラウからです。ヒ
ルシュ・エーレンタール様に会いたいとのことです」。室内から主人の声が響いた。「待
って貰おう」。そして食器の物音で、将来の百万長者に謁見を許す前に、夕食という家庭
の幸せをまず楽しもうとしていることが察せられた。給仕の女は不審げな視線を到着者に
向けて、ドアをまた閉め、彼を締め出した。
ファイテルは階段に腰かけて、凝然と真鍮の看板と白いドアを見つめて、真鍮のプレー

トの斜めに切られた角を賛嘆して、類似の白いドアで同様のプレートにイッツィヒの名前
はどのように映えるであろうかと考えようとした。その後そのまま、ヒルシュ・エーレン
タールほどの金持ちになるには自分にはどれほど欠けているか考察した。彼は自分の老母
が革の継ぎで彼のチョッキの裏地に縫い込んだ六ドゥカーテン貨幣を感じ取って、自分に
この金持ちの男が、若干儲けさせる機会を許した場合、毎日ではどれほど貯まるか計算し
た。ある若い伊達男の脚に空想で一足の長靴を考えて、その値段に没頭し、自分がその伊
達男に申し出ようと思う四グロッシェンに対し、その三倍の価値があるに違いない場合を
考えていると、玄関のドアが力強い手で開けられた。エーレンタール氏がこの哀れな男の
前に立っていた。これは今日の午後の男ではもはやなかった。従順な親しさは暑い日の終
わりの薔薇の香りのように消えていた。全く尊大で、自負に満ち、専制的であった。どん
なアジアの皇帝でも、彼がオストラウの子供を見下ろしたときほどに気位高く足許の被造
物を見下すことはできないだろう。イッツィヒは偉い男の立場の重要性を感じ、革の小袋
の中の六ドゥカーテン貨幣にもかかわらず、自らの塵の軽さを感じた。彼は高みへ急いで、
自分の親方の前にへりくだっていた。「ここにバルーフ・ゴルトマンの手紙があります。
エーレンタール様は仕事のためにゴルトマンに私のことを約束されています」とファルテ
ルは言い始めて、偉い男に一通の手紙を差し出した。
「私はゴルトマンに、使いものになるか私が吟味することになる人間を送って欲しいと

書いたのだ。まだ何も確定していない」とエーレンタールは高貴に言って、手紙を開けた。
「貴方が私を検分されますよう、やって来たのです」とファイテルは答えた。
「何故こんなに遅く来たのか、若者のイッツィヒよ。もはや仕事について話す時間では

ない」と主人は彼を叱りつけた。
「ヒルシュ・エーレンタール様に今晩のうちにも役に立つよう申し出ようと思ったので

す。明日早朝頼みたい仕事がある場合に備えて」。
「それについては明日早朝話せばいい」と苛立って主人は答えた。主人は新参者に対し、
彼という人間がどれほど取るに足りないか示すことが有利だと考えていた。イッツィヒは
完全にその振る舞いの合理性を理解した。そして自分の立場がこの締結すべき商取引にお
いてこれまで少しも有利でないと見て取ったので、もっと深くこの件に介入し、対抗して
改善しようとした。「ひょっとしたら明日早朝、市場の日にお役に立つかもしれません。
菜種を持って来る旦那方の大方の御者を存じておりますので」。
「菜種だと、菜種が私と何の関係がある。商売について何を語るつもりだ」とヒルシュ

・エーレンタールは更に怒って彼に向かって来た。
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しかし動じずに、ファイテルは続けて、自らを絹のネッカチーフのように飾り立てた。
「他に町にも詳しく、仲買人や下々の民を存じています。旦那様が家の内外でなさろうと
思うどんな仕事のお手伝いもできます」。そして自分の売り込みの仕上げを更に強めるた
めに、諦めた表情で付け加えた。「ヒルシュ・エーレンタール様の家に住もうとそんな大
それたことを思っていません。エーレンタール様が私のために家でのベッドを有しないの
であれば、寝床は近くのある旅館亭主の許で探すことにしましょう」。
エーレンタール氏はこの欲の無さにはなはだ心動かされて、この若者を今一度天辺から

下まで見つめて、もっと蔑んで尋ねた。「そなたの書類はまともなもので、私に警察沙汰
の心配をかけるものではないだろうな」。
ファイテルはこの重要な点に関して彼を安心させた。古めかしい大きな紙入れが突然魔

法のように彼のだぶだぶの上着の襞から飛び出て来た。そこから彼は自分の証明書を取り
出した。
エーレンタール氏は、巧みにその書類の黄ばんだ色合いを嫌がる素振りを見せて、その

書類を掴み、正確に署名、印章、一切を調べた。明かりに照らして見ることさえした。フ
ァイテルはその記録が引き受けられるか緊張して見守った。それが手に保有されれば、取
引は成立するはずだった。
エーレンタール氏が記録をぞんざいに手で量っていたとき、イッツィヒはへいこらと親

しげに微笑しようとした。「そなたを私の奉公人にしたら」と主人は言った、「私の家で、
私がそなたに委託すること、エーレンタール夫人が、あるいは私の息子ベルンハルト・エ
ーレンタールが言うことの一切をするのだぞ。朝には長靴を、私の妻の靴を磨く、料理女
がそなたに言うものすべてを台所に運ぶ、私の仕事では私がすることのすべての準備を行
う、すべての注文を伝えるのだ」。
「そう致します、エーレンタール様」とファイテルは謙虚に言った、「何でも致します。
私に満足されることでしょう」。
「朝食と昼食は料理女がそなたに与えよう。夕方七時には自分の好きなことをやれるよ

うになる」。 ー ファイテルはこの条件も同じように承諾して受け入れたが、ただこう
述べた。「朝、一，二時間自由になりませんか」。
「だめだ」とエーレンタールは無慈悲に言った、「私の奉公人が勝手な仕事をするのは

私には我慢がならん」。
ファイテルは、どんな状況下でも自分の勝手なことをすると決めていたし、エーレンタ

ール氏はファイテル同様にそのことを承知していたので、この微妙な点については更に触
れられることはなかった。
「報酬は毎月二ターラーとしよう。私がそなたの助けで仕事をしたら、そなたはそれで

自分の取り分が得られる」。
「この取り分はいかほどでしょう」とファイテルは素早く叫んだ。
「いかほどかな」とエーレンタール氏は厭々ながら尋ねた、「そなたに与えるものは十

分なものとなろう」。
「旦那様には十分なものでも、私には十分ではありますまい」とファイテルは大胆に答

えた。この大事な点に関しては決意が必要と感じたからである。
「そなたがそなたの見習い試し期間を過ぎた後、分かることになろう。四週間が見習い
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試し期間だ。この期間の後、そなたとそなたの取り分について話すことにしよう」。
これがファイテルが同意して要求できることの一切であった。彼は階段の段から彼の小

荷物を取り上げて、へりくだって言った。「エーレンタール様が私に更に古いズボンと上
着を贈って下さいますならば、結構なことに存じます。人前で恥になりませぬように」。
「上着もズボンもやれない」と主人は決然と答えた。
「それでは四週間後にズボンと上着を下さい。私の見習い試し期間が終わったとき」。

この要求は古物商取引所の相場によれば、三，四ターラーの贈り物に等しかった。それで
エーレンタールはこの要求を正当に高いと思った。彼はこの若者に、そして彼の立場の恭
順さと、彼の目の尋常でない厚かましさに、吟味の視線を投げかけて、この人間は使いも
のになるであろうと結論付けて、気前の良さを見せる気になった。「それでは四週間後か
もしれない」と結んだ、「そなたの夜の宿営所は角のレーベル・ピンクスの許にするとい
い。そなたがどこにいるか私に分かるように」。そう言ってエーレンタール氏は玄関とド
アを開けて中に叫んだ。「女房殿に、ベルンハルト、ロザーリエ、出て来なさい」。二つ
の部屋のドアと台所のドアとが開いた。主人の家族が現れた。その背後にしわくちゃの料
理女がいた。
エーレンタール夫人は黒い絹服の豊満な女性で、濃い眉毛とカラスのように黒い垂れた

巻き毛であった。彼女はまだ気に入られたいという欲求を持っていて、実際気に入られて
いた。事実、彼女に対して多かれ少なかれ上品に貴族の若様達はこのことを請け合ってい
た。彼らは時折朝の時間にエーレンタール氏を訪問して、彼と取引をしていた。この請け
合いはエーレンタール氏が締結すべき仕事に対して冷淡に振る舞うほどに、一層熱を帯び
たものになる慣習であったが、本当のことを言うと、エーレンタール夫人は単独手形の延
期を願っていない人々の許でも、とても堂々たるレディーと見なされていた。しかし彼女
の娘は実に美人であった。背丈があって、高貴な形姿で、輝く目をして、至純な肌色で、
湾曲のはなはだ少ない鼻であった。しかし息子は家族の中ではどうであったか。彼はほと
んど小さく、青白い皺の寄った顔で、曲がった姿勢であった。彼はまだ若者であることが、
彼の口許と明るい視線で分かった。更に彼はエーレンタール氏の息子たるにふさわしくな
いほどにぞんざいに着ていた。褐色の髪には夕方の今になっても羽根布団の羽根がいくつ
か見られた。家族は互いに黙ってファイテルを見つめた。その間エーレンタール氏は自負
心を持ってこう述べていた、つまり「こちらはファイテル・イッツィヒ。我らの奉公人に
採用した」。母親の高貴な気位、娘の不満そうな視線、息子のぼんやりした目は貧しい若
者によって、観察する科学者がプリズムで多彩な光線を分析するように、巧みに受容され
た。彼は即刻決断した。母親に対しては、とてもとてもへりくだることにし、娘に対して
は惚れることにし、ベルンハルトの長靴は下手に磨いて、この息子の上着のパケットの中
を、ブラシをかけるとき、貨幣が所有者の迂闊さのせいで襞に残ったままでないか、調べ
ることにした。
この紹介が済むと、エーレンタール氏はこう説明した。ファイテルは去ってよろしい、

明日の朝六時に家に来るように、と。玄関のドアは若者の背後で閉ざされた。今や彼は階
段に立っていた、仕事に採用されて、駆け出しの商人であった。彼は階段を下りるとき、
満足して微笑していた。明らかに彼はこの取引に満足していた。彼は偉大な殿方と商談を
競ったのであるし、利益を引き出したのである。というのは彼はどんな条件でも、たとえ
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衣服のおまけがなくても、採用されて欲しかったのであるから、四週間後に支払われる古
い上着とズボンを正当に自分の新しい店主の快適なご褒美と見なしたからである。「単に
夏のジャケットかもしれない」という考えが陰気な影のように彼の心に浮かんだ。「しか
しズボンはベルンハルトのものだろう。奴は今日の暑い夏の日にも羅紗のズボンを履いて
いた」。それで彼は安心して小荷物を角のレーベル・ピンクスの許まで運んだ。
レーベル・ピンクスは家の所有者で、一階では小さな火酒[ブランデー]店を開いていて、

多くの顧客を有していた。しかし明らかに、正直なピンクス自身の頑丈で、太った立派な
形姿も、彼の妻の厚いネックレスも、その堅牢な豪華さを火酒の商売からのみで得ている
はずはなかった。近隣の者達は、どうしてピンクス夫人はいつも大変貴重な鵞鳥を焼くこ
とができるのか、いや時には七面鳥の場合さえあることが時々不思議でならなかった。し
かし彼女の夫は決断力のある男であって、彼のしゃべり方は一切粗放で決然としていて、
彼は火酒を売っており、これはいつも大衆的志向の印と見なされているもので、その上彼
は金を尋常ならない利子で貸す術を心得ていたので、彼は近隣の卑小な職人達の間でとて
も尊敬され、恐れられていた。彼の評判は良かった。路上警察は通りすがりによく彼の店
で一杯のリキュールを飲んだ。彼は常にその勘定の支払いを拒んだ。彼は遅れずに税を支
払い、行政権者の友と、いや仲間と見なされていた。しかし本当はピンクス氏はすべての
花々から、悪の臭いのする花々からも、蜜を吸い込む術を心得ている幸運な者達の一人で
あった。彼は自分の家の二階に、豚の種に由来するすべてに憎しみを抑えきれない老若の
男達[ユダヤ人]への静かな宿を有していた。太古からの家系のこれらの男達は宿の亭主が
高い金を取らずに、パスポートを要求しない、安くて隠れた宿泊所を時に評価するもので
ある。彼らは普通夕方遅く宿にやって来て、早朝また町の露地や国道に忍び出るもので、
儲けはグロッシェン貨幣やペニヒ貨幣のつましい古着商や吝嗇行商人であった。こうした
定期的客人の他に、時折なお別の、彗星のように不定期の、すべての年代、性別、信仰の
者達が現れた。彼らは極めて静かに亭主と取引をして、夜彼らの顔の近くでマッチが燃や
されると嫌な顔をした。ピンクスの古い客人達はこのような性質の者達については勿論見
解を有していたが、しかしこの点についてうるさく多言を要したいとは思っていなかった。
この家にイッツィヒは暗がりの中、階段を上がって、不潔な壁に沿って行き、大きな錠

の付いた重たい樫のドアに行き当たり、このドアを力強く押して開けた。そしてほとんど
家の長さ全体に当たる乱雑な部屋に入った。中程に古いテーブルが劣等な石油ランプと共
にあり、その周りに若干の床几があった。ドアの向かい側は多くの小さなドアの付いた大
きな壁仕切りとなっていて、ドアは一部開いていて、壁仕切り全体は木製のコート掛けや
引出からなる狭い、個別に分けられた区画から成り立っていた。通りに面した小さな窓の
前には色褪せた巻き上げブラインドが垂れ下がっていた。その向かい側の長い側面には開
いたドアから夕陽が部屋に射し込んでいた。このドアは木製のバルコニーに面していて、
このバルコニーは客室に沿って家の外側に延びていた。
イッツィヒは小荷物を壁戸棚に投げて、バルコニーへ出て来た。ここにも別な客人を見

いださなかったので、彼はバルコニーから景色を眺め始め、その関心の度合いはネーデル
ランドの建築画家に劣るものではなかったろうが、ただその意図は同じとは言えなかった。
下の家の土台の方では一本の川が粘土の水を勢い良く押し流していて、細い水路となって
おり、この水路の両側に朽ちた木造の家々が枠を形成していた。ほとんどどの家でも、ど
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の階でも、類似の木製のバルコニーが築かれていて、日焼けした桁で支えられていた。時
々、三，四のバルコニーが上下に延びていて、そのときには上のバルコニーの床は下のバ
ルコニーの屋根となっていた。昔の時代、鞣し工達の立派な組合がこの通りに住んでいた。
当時木骨建築は滑らかで新しいものであって、明るい子羊の皮や山羊の皮が手摺に掛かっ
ていた。柔らかく、しなやかにして、名家の手袋やその奥方の革のバッグを造るためであ
った。今や鞣し工達は離れた町の一角へ引っ越して、動物の皮の代わりに貧しい人々の洗
濯物が木製のバルコニーに、砕けた彫刻作品の上や虫食いの梁の頭部の上に掛かっていた。
洗濯物の白や赤や青の色がまだ夕陽の中、奇妙に黒ずんだ木骨建築から浮かんでいた。明
かりは奇妙な具合にバルコニーの柱や突起部、枠縁の粗野なアラベスク模様、[黄色い]川
の中のあちこちから飛び出ていて黒い支柱に屈折していた。それは、画家や猫や哀れな奴
を除いて、どの人物にも不気味な場所であった。
貴公子のイッツィヒはすでに一，二度この家に来たことがあった。しかしいつももっと

多くの連れと一緒であった。今日、彼は、長い、屋根のある階段は自分のいるバルコニー
の端から下の川まで通じていることに気付いた。この階段の近くには隣家の類似の階段も
下へと通じていると見て取って、彼はこう察した。一方の階段を下って、もう一方の階段
を、ただ靴を濡らすだけで、上がることができるに違いない、と。夏の川の水位が低いと
きには、河畔の家並みに沿って更に進んで行くことが可能であろうと、彼は更に発見した。
そして日中とか夜にそのような散歩は有益であろうと思うような人間がいるか考えた。少
なくとも夜警人とか警察の廷吏をそこでは恐れる必要がないわけだ。このような考察で彼
の空想は刺激されて、彼は客室へ戻って、開いたままの壁戸棚に忍んで行き、そこの木の
壁を叩いたり、揺すったりして調べた。背後の壁も木製であり、空ろに響くのをびっくり
して発見した。この側にはこの家を隣の建物と隔てる壁があるに違いないので、彼はこの
空ろな響きを顕著なこと、異常なことと思い、まさに閉ざされていた壁戸棚に手をかけて、
背後の壁の木材に隙間があって、更に開口部がないか、調べようとしたとき、鈍いぶつぶ
つ言葉を耳にして、戸棚のドアから手を放すことになった。振り向いて見ると、 ー 大
して恥ずかしく思わなかったが、 ー 自分がもはや一人っきりでないのに彼は気付いた。
部屋の隅で、カフタン[前あき服]にくるまって、髪に黒い小さな帽子を被って、一人のガ
リシアの商人が藁布団の上にうずくまっていた。彼は自分の品を、手がかけられた壁戸棚
に収めていて、詮索者の調査に抗議する必要を感じていたのであった。イッツィヒはこの
余所者と会話をしようと試みた。しかしこの余所者は談話よりも睡眠を欲していたので、
イッツィヒは向かい側の隅にある別の藁布団に腰を下ろし、自分の活発な精神で計算しな
がら、仕事のことを考え、時折生気が溢れ、両手や脚をぶらぶらさせながらそこに座って
いた。すると夕闇がドアの間から侵入して来て、小さな石油ランプはぱちぱち言い始め、
消光の雰囲気となった。更に亭主ピンクス自身が、明かりを手にして、上がって来た。彼
は客人達の人数を調べて、水差しをテーブルに置いて、そして出て行くときドアを外から
閉めた。暗闇の中、イッツィヒは一個の乾パンをポケットから取り出して、ようやく同室
者のいびきを聞きながら、藁布団の上で、古い上着を被って、眠り込んだ。

同じ時刻、彼の旅の同行者は名門市民の家で臥所のキルティングされた布団にくるまっ
ていた。今一度疲れた目で室内を見回して、寝ぼけながら書き物机の上の黄色の猫が自分
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の小さな足を動かして、前足で顔をなで始めて、最後には両前足でそれどころか投げキス
をし出すのに気付いた。石膏のこのような尋常でない親しさについて深く考える間もない
うちに、彼は眠り込んだ。両青年の前に、夢の女神がよくその多彩な像を描くのが常の灰
色の紗の織物が垂れ下がって来た。アントンは自らが大きな商品の梱に座って、空中を飛
ぶのを見た。するとある若いレディーが腕を彼の方へ伸ばして来た。ファイテル・イッツ
ィヒは心地良く、自分が男爵になっているのを知った。男爵にヒルシュ・エーレンタール
が一つの喜捨を頼み込んでいた。彼は自分が老エーレンタールに自分の六ドゥカーテンを
贈り物として与え、エーレンタールが情けなく感謝しているのを見た。彼は自分のこの気
前の良さに夢の中で驚いて、それで彼は両手、両足をばたつかせた。
翌朝両青年のそれぞれが自分の活動を始めた。アントンは帳場の自分の席に座って、手

紙を筆写した。ファイテルは、エーレンタールの家族のすべての長靴や靴にブラシをかけ、
ベルンハルトの衣服のポケットを調べた後、見張り役として町の最大のホテルの前に立っ
ていた。そして田舎のある余所の殿方を観察していた。この殿方はエーレンタール氏との
仲が上手く行かず、自分の部屋に別の仕事相手を呼び寄せたのではないかと疑念を抱かれ
ていた。アントンは手紙の筆写を通じて、自分の仕事の文体と言語とに通暁して行った。
ファイテルは旅館の前で待機している間に、通りすがりの或る学生のアドレスを知る幸運
を得た。この学生は自分の銀製の時計を売る頃合いであると思っていた。
自分の最初の余暇に、アントンは宮殿と蔓植物、バルコニー、小さな塔を、記憶を頼り

に、町で手に入る最良の紙に描いた。彼はその絵を黄金の枠に収めて、それを自分のソフ
ァーの上に掛けた。

5.

アントンは最初の幾週、自分が配置された新しい世界に適応するために努力した。建物、
家政、仕事は古来から堅牢で立派なものであったので、もっと経験を積んだ世の紳士にも
畏敬の念を与えたに違いなかった。
仕事は商品取引であったが、それらは今やますます稀なものとなっているものである、

今というのは鉄道や電信が海洋と内陸を結び、海辺の町からどの商人であれ、その代理人
を通じて、ほとんどの商品が港に着く前に、陸地の奥深く販売させる時代であり、とても
稀なものとなっており、我らの子孫はこの種の取引をティンブクトゥ[マリ共和国の町]や
カフェルンクラル[南アフリカ]での市場の取引ほどにももはや見慣れぬものとは考えない
ことだろう。それでもこの古来からの広く知られた内陸取引は誇り高い、いや王侯的外見
を有していたし、もっと大事なことは、その関与者達間で、固い志操と確実な自負心とを
植え付けるように出来ていたということである。というのはかつて海は遠く離れたもので
あり、好景気はより稀なもの、より大規模なものであり、それ故に商人の視点もより広大
にならざるを得ず、その投機はより独立したものとならなければならなかったからである。
ある取引の意義はかつて商品の量に基づいており、商品は彼らが自らの金で買い付けたも
のであり、自己責任で備蓄したものであった。河畔の荷物置き場では長い倉庫に余所の商
品の大部分が備蓄され、小規模の部分は古い会社自身の地下室やドームに、多くの予備品
は近隣の倉庫や物置に置かれていた。田舎[州]の商人の大部分は商会の倉庫から植民地の
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商品や異郷の千もの立派な産物を手配していた。それらは我々の日々の需要となっていた。
しかしまた国内の境界を越えて、南方や東方にも、トルコ国境にまで会社の代理人は存在
していて、仕事のこの部分は、ことによると規則的かつ確実であることは少なかったかも
しれないが、目下商会の最も実入りのある活動と見なされていた。
かくて日々の交渉は新規の見習にとって、多量の様々極まる印象、あらゆる種類の人間

や状況を提供することになった。ほとんど毎日商品見本をもたらす海辺の地の代理人の他
に、また会社の金融を仲介し、手形を作り、販売する取引所のブローカーの他に、前方の
帳場を通って、朝から晩まで多様な民族の色々な行列が見られた。田舎から食料品商人が
やって来た。すべての種類の帽子を被った、教養と信頼性に関してどの段階の者も見られ
る家父長的男達であった。彼らは購入し、握手をして、仕事の昔からの馴染みとして扱わ
れることを望んでいた。更にはこの地方のあらゆる身分の荘園所有者がやって来た。彼ら
は栽培した商業作物、染料植物、薬味等々を提供した。それからポーランドのユダヤ人、
長い絹製のカフタンを着た黒い巻き毛の若者が来た。彼らは時に購入するが、しかし通常
彼らの国々の産物、羊毛とか麻、炭酸カリ、獣脂を売ろうと思っていた。彼らとの取引は
少しも仕事らしいものではなかった。彼らがやって来ると、いつも帳場の若者達の間で静
かな快活さが生じた。その間に乞食やあらゆる種類の困窮者、会社の仕事仲間、送り状を
要求する御者達、委託を受けたか、あるいは他の仕事の委託を告げる積み込み人、下僕達
がやって来た。アントンはこうした永遠のドアの開閉と問答に接して、自分の考えをまと
め、自分に課された単純な仕事を仕上げることに、とても苦労した。
まさに、ハンブルクの友好的会社の代理人であるブラウン氏が入って来て、自分のバッ

グからかなりのコーヒー見本を取り出した。この見本が店主によって検分される間に、こ
の小さな敏捷な代理人は、黄金の杖の握りをアントンの目の近くで揺すりながら身振りで、
海の嵐について報告し、それで蒙ったとされる損害について述べた。するとドアがきしん
で、貧弱な服の女性が入って来た。シュペヒト氏が立ち上がって尋ねた。「何の御用でし
ょう」。病んだ雌鶏の鳴き声に似た情けない音色が聞こえた。商人は素早くポケットに手
を入れた。鳴き声は快適な笑い声に変わった。「家の高さの波だぞ」と代理人は叫んだ。
ー 「千倍神様のお恵みがありましょう」と女性は笑い声を立てた。 ー 「五百五十

マルク、十シリングになります」とバウマン氏は店主に言った。
今やドアが激しく開けられ、強壮な男が腋に財布を抱えて、入って来て、大理石のテー

ブルの上に勝ち誇ったように財布を置いて、立派な行為をやっている男の身振りで叫んだ。
「俺だよ、ここに金はある」。早速ヨルダン氏が起き上がって、親しげに言った。「お早
う、シュテファンさん。ヴォルフスヴルクはどんな具合」。 ー 「恐ろしい穴が空いて
な」とブラウン氏が嘆いた。 ー 「どこに」とフィンクが尋ねた。 ー 「悪い町では
ないが、実入りが少ない」とシュテファン氏が言った。 ー 「勿論船の胴体にだ」とブ
ラウン氏は答えた。「七十五袋のキューバ[コーヒー]」とある店員の質問に対して店主が
解答した。
さてシュテファン氏が彼の町のニュースを語って、その中には鋳型玩具ピストルで自殺

したある見習の悲しい出来事も含まれていたが、そしてヨルダン氏が間近な仕入れに付随
する必須の前段を辛抱して聞き、付き合っている間に、またドアが開いて一人の召使いと
ブローディー出身の一人のユダヤ人が入って来た。召使いは商人[店主]に午餐への招待を
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告げ、ユダヤ人はフィンクの座っている隅へ忍んで行った。
「また何の用だい、シュマイエ・ティンケレス」とフィンクは冷たく尋ねた、「貴殿と

の取引は我々はする気がないと、もう告げてあるぞ」。
「取引不可ですか」と不幸なティンケレスはがあがあとひどいドイツ語で叫び、それで

アントンはかろうじて理解した。「私の持参するような羊毛はまだ国内では見られなかっ
たものです」。
「ツェントナー単位[百ポンド]いくらだい」とユダヤ人の方を見ずに、フィンクは書き

ながら尋ねた。
「申し上げましたでしょう」とユダヤ人は答えた。
「阿呆な話しだ」とフィンクは言った、「退出されたい」。
「水先案内人も役に立たないのだ」とブラウンは言った。
「商務顧問官殿によろしく」と商人[店主]は言った。
「彼はマッチで鋳型ピストルに点火したのだ」とシュテファン氏は天を仰いで叫んだ。
「何ですと」とカフタン服の男は叫んだ、「退出されたいとはどういうことです。退出

しては仕事になりません」。
「では貴殿の羊毛は幾らするのだ」。
「四十一と三分の二」とティンクレスは言った。
「出て行って」とフィンクは述べた。
「いつも出て行けと仰有らないでください」とユダヤ人は絶望して頼んだ、「幾ら支払

うか仰有ってください」。
「厚かましいな、何も払わない」とフィンクは言った。自分の手紙の新しい頁にかかっ

ていた。
「幾ら支払うか仰有ってくださいよ」とユダヤ人はまた頼んだ。
「貴殿が分別あるしゃべり方をしたらな」とユダヤ人を見つめながら、フィンクは答え

た。
「私は分別があります」とユダヤ人は小声で言った、「幾らです」。
「三十九」とフィンクは言った。
今やシュマイエは我を忘れて、黒い巻き毛を振って、神聖なものすべてに誓って大声で

言った、「四十一以下では出来ません」と。これに対してフィンクは「そのような大声を
出すのであれば、下僕に連れ出して貰わなければならない」と諭した。それでユダヤ人は
憤慨してドアの所へ行き、また頭を突き入れて、叫んだ。「それでは幾ら出されるのです」。
「三十九」とフィンクは言って、商人の興奮した仕草を、物理学者が蛙のガルヴァーニ

電気の痙攣を観察するときとほぼ同じ関心をもって見守っていた。三十九という数字はユ
ダヤ人の魂に新たな爆発を引き起こし、彼はまた進み出て、地獄の奈落に自らの魂をかけ
て誓い、四十一以下で自分が売るならば、自分はこの世で最も役立たずの屑だと述べた。
落ち着くようにとの再度のフィンクの警告は聞き入れられなかったために、下僕が呼ばれ
た。下僕が現れると、ティンケレス氏ははなはだ落ち着いて、一人で行けます、一人で行
きますと述べて、その後立ち止まり、四十と二分の一と言った。代理人と田舎者、帳場は
静かになって、交渉に興味を示して聞き入っていた。一方フィンクは哀れなシュマイエに
一種気安く提案した。「さっさと出て行きなさい。阿呆な話しだ、取引はしない」と。そ
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れに対しユダヤ人は反抗的に対応し、出て行った。そして再びブラウン氏が続けた。「こ
の嵐は稀にみる災難で、コーヒーは上がるに違いない」。そしてシュテファン氏は、マッ
チの発明以来自殺とか他の不祥事が増えたと証明した。そしてフィンクは、その間に差し
出された手紙に目を通している店主に言った。「彼は更に半ターラー増えたら、折れるで
しょう。三十九と二分の一でいかがでしょう」。
「幾つかい」と商人は尋ねた。
「百二十ツェントナーです」とフィンクは言った。
「買いなさい」と商人は言って、更に読み続けた。
新たにドアが開けられて、ざわざわ物音が続いた。アントンは売り手がかくも決然と出

て行った後で、羊毛をどうして購入出来るのか理解しようとして出来ないでいた。すると
丁度三人から四人の声が混じり合っているとき、全くこっそりとドアが開いて、ティンケ
レスがつま先立って、フィンクの席まで忍び歩き、手をフィンクの肩に置いて、物憂げに
親しげに言った。「更に幾ら出していただけますか」。
フィンクは向きを変えて、同じように親しげな微笑を浮かべて言った。「貴殿だから、

ティンケレス、三十九と三分の一、しかしただ条件はこれ以上貴殿が話さないこと、さも
ないと申し出を撤回する」。
「何も申しませんよ」とユダヤ人は答えた、「四十と言ってください」。
フィンクは憤激の動きをして、黙ってドアの方を示した。取引者は行ってドアの所で振

り向いた。
「今決まるな」とフィンクは言った。その後取引者は戻って来て、もっと丁重に言った。
「三十九と二分の一、それで買って下さいますならば」。
若干ためらった後、フィンクがついでのように述べた。「出来るかもしれない」。シュ

マイエ・ティンケレスは全く変貌して、商店の親しい友の素振りをして、時に店主の機嫌
を尋ねた。
そしてこの幕間劇の後、またドアがきしんで、新しい購入者、販売者がやって来て、人

々が話し、筆がぎしぎし言って、金が絶えず転がっていた。

アントンが今や属することになった家政も、彼にはとても珍しく強力なものであった。
家そのものは古い不規則な建物で側翼や小さな中庭や奥の家々を有し、壁や小さな階段、

秘密めいた通路で一杯で、思いもよらないもので、廊下や、壁龕、奥行きのある壁戸棚、
ガラス戸棚で満ちていた。全く人為的な建物で、数百年手が入れられていて、後の子孫に
とっては何とも難しく、不可解なものになっていた。それでも建物は全体的に見て、快適
に見え、その壁で人々と利害の世界全体をまとめていた。建物の下、中庭の下の空間全体
は地下室のドームとなっていて、そのドームの蛇腹まで品物が積まれていた。一階全体は
商店のもので、帳場室の他はほとんど商品置き場に他ならなかった。その上の表屋はホー
ルと部屋になっていて、そこに店主自身が住んでいた。シュレーター氏はほんのしばらく
結婚生活を送っていて、一年後に夫人と子供を亡くしていた。彼の両親の死後は一人の妹
だけが、店主に家族として残されたすべてであった。
厳格にこの商人は、自分の商店の古い慣習を守っていた。結婚していない帳場のすべて

の男衆は彼の家に住んでいて、彼の家政に所属し、昼には毎日一時に店主の食卓で食事を
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した。アントンが採用後の朝、シュレーター氏はただ彼とわずかな言葉を交わし、その後
はヨルダン氏と国内取引に任せていた。その時、正午の前数分間、アントンは二階の部屋
を指定され、家のレディーに紹介されることになっていた。期待を一杯に抱いて、彼は幅
広の階段の絨毯の段を上がって行き、召使いが開けて、彼を、一連の小部屋を通って、応
接室へ案内した。アントンは途中驚いて、調度の落ち着いた堅牢な輝きを、つまり大きな
壁鏡、重々しい織物、絵画、花台、石製や描かれた陶器の数多くの花瓶や果物鉢を見た。
従者はカーテンを開けた。そしてアントンは店主が彼を若いレディーに紹介し、こう言い
添えたとき、「私の妹のザビーネ」、滑らかな寄木張りの床の上で深いお辞儀をした。
ザビーネ嬢は上品な夏服の上に繊細な青白い顔を覗かせていて、漆黒の髪に包まれてい

た。彼女はアントンより年上ではなかったが、主婦の威厳と姿勢を保っていた。彼女は座
るように促し、彼の調度を親切に尋ね、何か欠けたものはないか聞いた。
「私の妹が皆を差配している」と商人はレディーに親しく視線を向けて言った。「何か

家政上の願いがあったら、ここで申し出なさい。彼女は家政を管理している立派な妖精だ」。
アントンはこの妖精を見上げて、おずおずと答えた。「これまですべてが私の慣れた家

よりもはるかに輝いて見えました」。
「貴方の生活はそれでも次第に単調に思われて来よう」と商店主は続けた、「この家は

厳格な規則通りに進んでいる。貴方には大いに働いて貰い、気散じは少ないと予想される。
私の時間ははなはだ詰まっていて、帳場がはねた後もそうだ。しかし貴方が何らかの援助
や支援を必要としたら、とりわけ私に述べてくださればいい」。
この短い謁見の後、彼は起き上がって、アントンを食堂へ案内した。その途中、彼は店

での見習の立場について会話をした。アントンは彼の同僚達がすでに用意して、簡素な身
繕いをして食事を待っているのに気付いた。ザビーネが入って来て、彼女と一緒に年輩の
レディー、家族の遠縁の女性が入って来た。彼女は令嬢の家政の手伝いをしていて、とて
も善良に見えた。帳場の男衆はレディー達にお辞儀をして、アントンは長い食卓の端の方
に、同僚の最も若い者達の間に腰かけた。彼の丁度向かい側にザビーネが座り、彼女の横
に彼女の兄が、別な側に遠縁の女性が座って、遠縁の女性の隣にはフォン・フィンク氏が、
そしてその後残りの皆が正確に店の位階と年齢順に座っていた。全体静かな午餐が摂取さ
れた。アントンの隣人はほとんど喋らず、抑えた声であり、会話はほとんど専ら店主によ
って主導された。ただ昨日の騎手だけがとても寛いで振る舞っていて、些細な滑稽な話を
し、他の人々の声や姿勢を上手に真似し、彼の隣人の女性、善良な叔母にほとんど過度の
慇懃さを示していた。要するにアントンは、敬虔と畏敬の念の一杯詰まった心で、一種率
直に驚いて、フィンクが食事全体を、あたかも自分一人のために用意されているかのよう
に、あたかも店主が店を経営しているのは、フィンク、つまり彼の無給見習が軽率な冗談
を言い、すべての出席者に大胆に語りかけるためであるかのように振る舞っているのを見
ていた。その際商店主自身は、この若い紳士を冷淡に扱っていると感じられるとアントン
は思い、更にフィンク自身はほとんど店主のこの抑制された流儀を気にしていないように
思った。黒い燕尾服の従者が大いに丁重に給仕していた。そして男衆達がお辞儀をして起
き上がり、椅子を除けたとき、アントンは食堂からこう確信して去った、つまり、自分は
これほど高貴に厳かに昼食を食べたことがなかった、と。
「皆とは上手くやって行けよう。ただこの紳士フィンクは難しい」とアントンは一日中
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自分に言っていた、「彼は余りに大胆で、気位が高い。それに彼は我らの店の皆が立ち上
がったとき、座っていた。彼はここには合わない」とこの新参者は、経験よりもむしろ本
能からの英知で結論付けていた。その時以来アントンは若干臆して、フォン・フィンク氏
を見ていた。しかし彼はしばしば彼の方を見て、彼のことを大いに気にせざるを得なかっ
た。というのは紳士というその本性が大いに彼に畏敬の念をかき立てたからである。高貴
に形成された彼の頭、上品な顔つきの細い顔、安定した姿勢と、動作や言葉における簡潔
な決然さといったものである。アントンは彼に話しかける勇気はほとんどなかった。フィ
ンクは彼にその機会を与えなかった。彼は新しい見習の存在を何も気にしていないように
見えたからである。ただ一度アントンがたまたま奥の家の階段でフィンクの前を登ってい
たとき、フィンクが話しかけた。「若旦那ヴォールファルト、この家はお気に召したかな」。
アントンは立ち止まって言った、立派な若者にふさわしい調子で、「大変気に入ってい

ます。見るもの聞くものが新鮮で、まだ全く正気の思いになれません」。
「貴方はこうした一切に慣れることだろう」とフィンクは笑った、「日々同じで、それ

が一年中変化なく続く。日曜日には一皿多くなり、どの食器セットの前にも一杯のワイン
が置かれ、貴方はそのためにフロックコートを着て、立派に尽くす。貴方は今や機械の歯
車に嵌め込まれたわけだ。貴方は一年中規則的に音立てて回ることが期待されている」。
「シュレーター氏の信頼を得るために、勤勉に働かなければならないと承知しています」
とこの小さな俗物は答えた。無給見習のこの反抗的志操に刺激されていた。
「徳操的な意見だな」とこの無給見習は軽蔑して言った、「数週間したら、哀れな若衆

よ、店の主人と、その手紙を書き、その顧客に応対する者どもとの間に何という広大な違
いがあるか悟ることになろう。このコーヒー経営者ほどに、その帝国で臣下どもをかくも
誇り高く、一人っきりで支配している侯爵はこの世にいない。ところで私の話しで混乱し
てはいけない」と若干上機嫌で彼は付け加えた。「店全体が貴方に私は信用できないと言
うことだろう。しかし貴方は私には期待の星の帳場人に見えるから、立派な助言を与える
ことにしよう。英語の教材を買いなさい。ここで錆び付く前に去るように心掛けることだ。
ここですべて学んだところで、まだ有能な男にはなれない、仮にそもそも有能な男になる
素質があるとしてもな。それでは良い晩を」。こう言って、フィンクは我らのアントンに
背を向けて、この騎手が採用した高慢な調子にまた立腹させたまま、一人にした。

多分我らの主人公はしばらくして、店の仕事のざわめきの最中、時や日々の永遠の単調
さを感じたことであろう。多分そのことで時折疲れたことであろう。しかし彼は不幸と思
わなかった。というのは両親のお蔭で、秩序や規則的勤勉さに慣れていたからで、この二
つの徳操で幾多の退屈な時間をやり過ごすことができた。
ヨルダン氏は実直に努めて、この見習に商品知識の詳細を教えた。そしてアントンが初

めて店の倉庫に足を踏み入れて、様々な素材や珍しい産物を個人的にすべての合成語と共
に知ったとき、彼の感受する感覚にとって一つの独自の詩の源泉が生じた。その詩は少な
くとも幾多の詩的感受と同等なもので、珍しいもの、見知らぬものが人間の魂に呼び起こ
すかのメルヘン的な魅力に基づいているある感受である。
店の最下層には大きな薄明かりのドームがあった。鉄棒のある窓で、かろうじて明かり

があり、そこには日々の交易のための商品見本、小さな予備品があった。樽や箱、梱もこ
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こに塊となって四方に置かれていて、ただ狭くくねった小道がその間を通っていた。地上
のほとんどすべての国々、人類のすべての種族が働いて、収集していて、我らの主人公の
眼前に有益なもの、価値あるものを積み上げていた。東インド会社の宮殿のような貨物船、
飛ぶようなアメリカの二本マスト帆船、オランダ人の古来からの方舟が地球を回って、筋
骨逞しい捕鯨船が南極や北極の氷原でその鼻先を磨いて、黒っぽい蒸気船や多彩な中国型
帆船[ジャンク]、一本の竹をマストとした軽快なマライ人の小舟、すべてが羽根を動かし
て、嵐や波と戦い、このドームを満たしたのであった。こちら靱皮製の筵はヒンズー教徒
の女性が編んだものであり、別の箱は勤勉な一人の中国人が赤や黒の象形文字で描いたも
ので、向こうの籐細工はコンゴ人の黒人がヴァージニアの農園の仕事で梱の上に紐で縛っ
たものであった。ここの染料木はメキシコの海岸の波で洗われた砂に転がされたものであ
った。かのゼブラウッドやジャカランダからの角材はブラジルの湿地の原生林にあったも
ので、猿や多彩な鸚鵡がその葉の上を飛んでいたものであった。袋や樽にはコーヒーの木
の緑色の果実がほとんど大地のすべての地から集められていて、粗い靱皮の籠には煙草栽
培の巻かれた葉や、棕櫚の褐色の髄、大農園の甘い葦からの黄色い結晶が見られた。百も
の様々な植物がその木材、その樹皮、その蕾、その果実、その幹の髄や樹液をこの箇所に
集めていた。恐ろしい形姿も怪物のように混沌の中から聳え立っていた。向こうにはオレ
ンジ色が一杯詰まった開けられた樽の背後に、 ー それは東アフリカ海岸からの棕櫚油
で、 ー 不格好な動物が休んでおり、 ー それはポーランドからの獣脂で、丸一頭の
雌牛の皮の中に収められているのであった。 ー その横には巨大な梱に詰められて、綱
や鉄輪で締められて、五百もの棒鱈があり、向かい側の隅には塊の象牙の上に巨大な鯨の
髭が見えていた。
指導者の説明が終わった後、更に数時間アントンは興味深く賛嘆して古いホールに立っ

ていた。ドームの蛇腹や壁の支柱は棕櫚の大きな葉に変貌し、通りのざわつく物音は彼に
とって遠くの海のざわめきに思えた。彼は海を単に夢の中でしか知らなかったが、海の波
が同じ拍子で海岸に、自分がしっかり立っている海岸に打ち寄せるのを聞いた。
自分がかくも安全に交流する異郷の世界へのこの喜びは、その日以来消えることはなか

った。多くの品物の独自性を理解しようと骨を折るたびに、この品物が由来する地方につ
いての、そしてまたこの品物を集めた人々についての、明確なイメージを読書によっても
得ようと努めた。
かくて首都での彼の人生の最初の数ヵ月は速やかに過ぎ去った。彼が余暇の時もこの活

発な会話を全世界と行うべきことにしたのは、彼にとって結構なことだった。というのは
フィンクは一つのことで正しかったからである。アントンは寄木張りの床の食堂での毎日
の昼食にもかかわらず、店の主人とその家族とは疎遠なままであった、やがて帳場の男衆
と家の人々との間に一つの柵が設けられているのに気付いたのであった。この柵は余所の
人々には気付かれないものであっても、鉄の柵のようにしっかりとあった。彼はとても分
別があったので、それに不平を言おうとしなかった。しかし時々そのことで抑圧された。
というのは青年の熱狂心で、彼は自分の店主を商人の理想として尊敬する用意が速やかに
出来ていたからである。この男の賢明さ、確実さ、情熱的簡潔さ、それに誇り高い実直さ
が、彼の心を夢中にさせた。彼は陶酔的親しみを込めて、彼の許に飛び込みたかったこと
であろう。しかし彼は仕事の時間以外ではほとんど彼の姿を見なかった。商人は夕方会合



- 38 -

やクラブに行かない場合、ただ妹のために過ごしていた。妹に対し彼は感動的優しさを示
していた。自分の妹のために商人は馬車や馬を所有していて、自らはほとんど利用しない
のに、妹のために夜会にも出掛け、自ら夜会を催していた。この夜会にアントンや彼の同
僚が呼ばれることはなかった。そのときは豪奢な馬車が家の前に止まり、モールの付いた
従者が飛ぶように階段を上下し、多彩な影が、表屋の照明の付いた窓辺に漂った。一方ア
ントンは屋根裏部屋にいて、自分が属しているその家政の輝かしい生活に憧れを抱いて眺
めていた。熱い憧憬であった。というのは我らの主人公は十九歳になるかならずの年齢で
あって、上流階級の着飾った社交を単に自分が読んだ本の虚妄の描写の中でしか知らなか
ったからである。すると彼に対していつも分別が、おまえは表屋には属していないと告げ、
自分がかくも素養の異なる数十人の同僚と一緒にこのような社交にしゃしゃり出た場合、
どのような仕儀になるか悟らせた。しかし古い主人たる分別が語ることは、若いレディー
たる欲望によっては必ずしも恭しく納得させられなかった。アントンは時折こっそり溜め
息を付いては、窓から自分のランプと本の許に戻って来て、カドリル[四組の踊り手の方
形の踊り]の誘惑の音楽を忘れようと努め、どこか熱帯地方の獅子吼と牛蛙のがらがら声
に聞き入った。

6.

ロートザッテル男爵は首都での自分の宿営所を自ら整えた。ただつましい大きさであっ
た。しかし家具の形態、単調な壁絵画のアラベスク模様、カーテンや絨毯のスケッチはと
ても趣味良く似合っていて、全体が立派な社交の中で、上品さと住み心地の模範として称
賛を受けていた。まことに静かに彼はこうした一切を準備した。とうとう新しく購入され
た馬車が住まいの前に止まり、男爵は夫人を外へ抱き下ろし、続く部屋の中を案内して彼
女の小さな化粧室まで連れて行った。そこは一面白い紗で飾られていて、天井は白い襞の
太陽であり、すべての壁に白い襞状の星があった。男爵夫人は、かくも細かい心遣いに歓
喜して、彼の腕の中に飛び込んだ。善良な主人は満足して、王様のような誇りを感じた。
速やかに家族は慣れて行った。農耕馬が荘園から必須の箱や長持ち、食料品の備蓄を運ん
だ。数日後、数多くの麦藁の茎が階段や床、絨毯から掃き清められた。そして家の外を覗
いて見、必要な訪問をしようという気になった。
地方貴族の大部分が冬の期間、首都で過ごす習慣であった。ロートザッテルは幾人かの

荘園の隣人、多くの知人、親戚を見いだした。どこでも声望ある家族と町で出会えて、喜
んでいた。そして数週間後には楽しい社交の大きなサークルの中に慣れ親しんでいた。身
分の低い貴族は、ドイツの支配者達が気前良く分配していたすべての肩書と共に、堂々た
るかなり閉鎖的な団体を形成していた。たとえこのささやかな民族の間には機知豊かな教
養の過剰が見られなかったとしても、互いに交際するときの社交的快適さが、ひょっとし
たらそれだけ一層多く見られた。男爵夫人はその安定した愛想の良さで、女性界の主要人
物となっていた。彼女の夫も、最初の数週は時に農園視察や森への散策の騎乗を行って姿
を見せないことがあったが、やがて若い頃からの友の間にいて、少なからず快適に感じて
いた。彼は貴族クラブの会員となり、ビリヤードの昔からの名手ぶりを発揮して、上品に
[トランプの]ホイストやロンブルをし、余暇には若干の政治をと少々の芸術を行った。か
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くて家族は快適で快活な冬の季節を過ごした。そして男爵と夫人は互いに何故もっと早い
年月にこのつましい上品な交替の生活を取り入れなかったのか不思議だと言い合った。
ただレノーレだけはこの移住に全く満足とは言えなかった。彼女は変わり者になるので

はないかという母親の心配を正当化し続けた。家族の数多くの年輩の叔母さん達に優美な
挨拶をすることが彼女には難しかった。もっと難しいのは、荘園の時から知っている近隣
の陽気な殿方や、彼女の父親の善良な友人達に、通りで出会ったとき、ここ町では自分か
ら最初に話しかけてはならないということであった。女学校の素養を家に持ち運ばなけれ
ばならないときの彼女の入れ物も苦痛であった。それは退屈なノートや教科書で一杯のバ
ッグとファイルの中間の代物であった。従者が彼女の教材を後から運ぶのを母親は好まな
かったので、路上を行くたびに、彼女はその代物を厭わしげに腕でぶらぶら振って、時々
立ち止まってはユーノーの女神然と大胆な視線で、市場の人々の群れや、殴り合っている
角の使い走りども、大都会の通りに蝟集している他の人間の集団を見ていた。あるとき彼
女がそうして通りに立って、自分の隷属の印としてのファイルを腕に、小さな雨傘を手に
していると、歩道を若い殿方がやって来るのを見た。これは何と彼女が庭園を案内し、池
を渡らせた者であった。彼女はそれを見て喜んだ。それは彼女にとって荘園での楽しい思
い出であり、ポニーと白鳥の群れの思い出であった。彼女の鷹の目が彼を見つけたとき、
まだ幾らか距離があった。彼は近寄って来たが、彼女を見なかった。彼女の母親が、路上
でどこかの殿方に語りかけることを彼女に禁じていたので、彼女は道で立ち止まったまま、
彼女の傘を強引に彼の前の舗石に押し突けた。アントンは仕事の外出であったが、目を上
げて、湖の美しい令嬢が眼前にいることに気付いて大いに喜んだ。彼は赤くなって帽子を
取り、令嬢は彼の輝かしい顔つきから、本のバッグにもかかわらず、自分の容姿が彼に以
前同様強力に作用しているのを見て満足した。
「ご機嫌いかがです」と小さな頭を後ろに反らしながら、彼女は威厳を持って尋ねた。
「とても元気です」とアントンは言った、「ここ町で貴女に出会えて何とも幸せです」。
「私どもは今こちらに住んでいます」と令嬢は打ち解けて言った。「冬の間、ベーレン[熊]
通り、二十番地」。
「ポニーはどんな具合か尋ねてよろしいですか」とアントンは恭しく言った。
「ポニーは家にいなくちゃならなかったのよ」とレディーは嘆いた、「ここで貴方は何

をしていらっしゃるの」。
「私はT. O. シュレーター商会にいます」とアントンは一回お辞儀をして答えた。
「では商人なの」と令嬢は言った、「何を商っていらっしゃるの」。
「植民地の品物や産物です。当地のこの部門では最大の仕事をしています」とアントン

は自負して答えた。
「貴方の世話をして下さる立派な人々を見いだしたのですか」。
「私の店主はとても良くしてくれます」とアントンは答えた、「身の回りのことは自分

でしなければなりません」。
「一緒に楽しめる友達の方もこちらにいるのですか」と令嬢は試問を続けた。
「何人かの知人がいます。でも私は仕事が多くて、余暇には勉強もあります」。
「貴方は少し青白いですよ」と彼を母親らしい気遣いで観察しながら、令嬢は言った、

「貴方はもっと運動をして、熱心に散歩なさらなければいけません。 ー 貴方とここで
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お会いできて光栄でした。貴方が息災に過ごしていると耳に出来たら、嬉しく存じましょ
う」と再び威厳を帯びながら、彼女は付け加えた。彼女は彼を更に一瞬見つめて、頭で挨
拶して、人混みの中に消えた。アントンは帽子を手にして、彼女を見送った。
レノーレはこの偶然の邂逅について、多言を弄する必要を認めなかった。ただ数日後男

爵夫人が夫に、「どの商店から家政に必要な品を買おうかしら」と尋ねたとき、レノーレ
は自分の本から目を上げて、言った。「ここ当地の最大の商会は、T. O. シュレーターで、
植民地の品物や産物を扱っています」。
「どこから知ったのかい」と父親は笑いながら尋ねた、「慣れた商人の口ぶりだな」。
「皆、女学校で習ったのです」とレノーレは反抗的に答えた。

男爵は社交の喜びにかまけて町の滞在の主要目的を忘れたわけではなかった。他の荘園
主が建設した工芸産業について入念な調査をした。彼は町の工場を訪ねて、熟練した技師
達と知り合いになろうと努めた。彼は一塊の報告を得て、機械や工場設備について若干の
知識を得た。しかし彼が得た報告はとても矛盾したもので、彼自身が得た見解はとても不
完全で、結局何も性急なことをせず、格別、かつ出来るだけ安心な収益率の商売企画が見
つかるまで待つのが最良と思った。
ここで黙してはならないことだが、この時期にまた家族の財宝が増えた。それは一つの

美しい金鍍金の真鍮金具のある小箱であった。鈍い金属のアラベスク模様のある繊維質の
木材で、とても手の込んだ錠があり、悪漢によって開けられるものではなく、盗人は箱全
体盗むしか手のないものであった。この容器の中に田畑証券の新しい白い抵当証書で四万
五千ターラーがあった。男爵はこの抵当証書を大変懇ろに眺めた。彼は最初の数日何時間
も開けられた小箱の前に座っていて、飽きずにこれらの羊皮紙の証書を番号順に並べて、
その純粋な白い輝きを喜び、資本の償却計画を練った。この小箱を安全性の顧慮故にまた
田畑証券の保管品としたときも、それへの思いは騎士男爵が静かに心に抱いたささやかな
喜びの一つであった。いや、この小箱の精霊は彼の家政でもさまよい出ていた。男爵夫人
は、夫がいつもに似合わず、時折貯蓄し始めたので、不思議に思った。例えば家計を上手
くやりくりする必要があると言って、数回桟敷席のチケットをキャンセルしたり、過ぐる
晩、十ルイ金貨賭けで儲かったと、一種嬉しそうに話したのである。分別あるレディーは
自分の夫が不慮の事故で金銭トラブルに陥っているのではないかと本気で案じた。しかし
彼は反対のことを請け合って、このような時彼の顔に浮かぶ満足げな微笑で、すぐにまた
彼女を安心させた。実際貯蓄へのささやかな発作は長く続かず、罪のない気まぐれに他な
らなかった。というのはすべての大規模なことでは男爵は普通に上品な体面を重んじたか
らである。そして彼の振る舞いは、全く自分の家族と裕福さに合致したものであった。
しかしまた実際、まさに今貯蓄することは不可能であった。町での生活、住まいの調度、

不可避の社交上の要請は、勿論支出を減少させることはなかった。
かくて男爵は冬の勘定の清算に荘園へ赴いて、とても不機嫌になって戻って来ることに

なった。彼は多額の勘定を払った。彼は、今年の支出は収入より大きかったこと、来年の
収益高では不足分を補うことにならないこと、ほとんど二千ターラーが不足しており、こ
れが用意されなければならないことが分かった。自分はこの金を白い羊皮紙から調達する
ことになるという考えが彼の心の打撃となった。そして敵のどんな弾の中をも悠然として
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くぐり抜けて行けるような男でも、この場合数千ターラーが現実の損害となって自分の荘
園に残るであろうと考えると、汗が噴き出て来た。自分の思惑が失敗であったことを理解
する分別は十分にあった。財産を年ごとのささやかな貯蓄で殖やそうと思うなら、自分の
支出を抑えなければならない。しかし彼は支出をかなり増やしていた。疑いもなくこの増
大は必然的なものであった。しかし増大と支出とが一緒になったのは不幸な偶然であった。
自分の少尉の日々以来、この善良な主人は、かくも痛々しい不穏を感じたことがなかった。
町から出ることは出来なかった。それには千もの理由があった。彼は数年契約で住まいを
借りていたし、突然出て行ったら、知人達は何と言うであろうか。愛しい妻やレノーレに
この犠牲を要求できたろうか。それで彼は怒りを自分の裡に閉じ込めた。彼は男爵夫人が
案じて尋ねると、自分の不機嫌を旅での風邪のせいにした。しかし数日自分は損失を蒙っ
た、自分は退歩したという考えに苦しめられた。以前彼は陽気であっただけに、それだけ
一層今打ちのめされていた。いや彼は町を散歩しているとき、富籤屋に入って、富籤を買
い、運よく損害を補ってくれないか試したことがあった。時折、殊に夕方、快活な社交か
ら帰って来たとき、彼は自らこの不機嫌を憫笑して、愚かなことと自ら叱った。不幸全体
は大したことではないのではないか、生きるか死ぬかの問題ではない、数年したらこの案
件は快適に片付いているかもしれない、と。ただ冷静な朝方になると、また退屈な考えが
やって来て、これを消すことができなかった。
このような日の朝、エーレンタール氏が、購入した穀物代を支払いにやって来た。従者

がエーレンタールの名前を告げたとき、男爵は胸の痛む思いに襲われた。この男が抵当証
書を受け取るよう助言したのであった。勿論彼は次の瞬間にこう自らに言った。この男が、
町へ移るよう助言したわけではなかった、と。しかしそれでも彼は恨みに思っていた。彼
の挨拶は普段よりももっと冷淡に響いたかもしれなかった。エーレンタール氏は立派な商
売人であったので、顧客の気分に一喜一憂していなかった。彼は金を数え上げて、大いに
恭順の素振りを示していた。男爵は素っ気ないままであったが、エーレンタール氏は去り
際に尋ねた。「恵み深い男爵殿、それで、抵当証書は届きましたか」。
「届いた」と不機嫌に男爵は言った。
「四万五千ターラーが」とエーレンタールは叫んだ、「この世に存在しないかのように

寝たままなのは残念至極です。男爵殿には一度数千ターラーを儲けるか否かどうでも良い
でしょう。しかし私どもにはどうでもいいことではありません。私はこの瞬間にも堅い商
売が、確実な商売が出来るのです。私の金は動けない。私はみすみす四千ターラーの儲け
を手放さなければならない」。
男爵は注意して耳を傾けた。商人はより大胆になって続けた。「男爵殿、貴方は私を数

年来正直な男として御存じです。私に資産がないわけでもないとも御承知でしょう。私は
貴方に提案をしましょう。抵当証書の一万ターラーを三ヵ月間私に貸して下さい。私はそ
の資本に対し、私自身宛の手形を貴方に出しましょう。これは現金のようなものです。こ
の仕事では四千ターラー儲かることになっています。儲かったものは、男爵殿と利子代わ
りに、これを折半します。貴方は危険な目には遭いません。そして一緒に仕事をします。
損を出したら、これは私だけが引き受けます。そして三ヵ月後恵み深い旦那様に一万ター
ラーを返します」。
商人のこの言葉は、多分読者の耳には大して刺激を与えないだろうが、男爵の耳には不
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愉快な露営での警報のように響いた。激しい緊張、荒々しい喜びが彼の中で湧いた。ほと
んど十分に平静でない調子で言った。「貴方が私の金でしようと思っている仕事、その仕
事はどのような種類のものか、とりわけ知る必要がある」。
金商売の男はこれを説明した。大量の木材を購入して欲しいという依頼を受けた。その

木材はこの地方上部の筏置き場にある。この商人は木材の量の見積もり、及び首都までの
移送の経費とこの木材が首都で有するであろう値段についての見積もりをポケットから取
りだして、男爵にこれが六週間から八週間でかなりの額の確実な儲けとなるであろうと説
明した。
男爵は注意深く多量の数字に目を通した。この見積もりが正しければ、儲けは明白であ

った。しかし彼は懸念を示した。「木材の所有者がこの仕事を自分ではせずに、このよう
な儲けを手放すのはどうしてなのだ」。
商人は両肩をすくめた。「仕事をする者は、必ずしも相手がなぜその商品をかくも安く

するのか尋ねません。困っているときには、二，三ヵ月が待てないのです。川が凍ってい
て、この男は二，三日のうちに金が必要なのです」。
「売り手の所有権は間違いないと保証できるか」と男爵は尋ねた。
「その男は保証できます」と商人は言った、「私が今晩までに金を用立てしたら、木材

は私のものです」。
困っている時の相手を利用することは、心では儲けを熱望していたけれども、貴族にと

って心痛むことであった。彼は品位を保って言った。「他人の損失を計算に入れることは
不適切に思える」。
「何故損失と思われるのです」とエーレンタールは熱く叫んだ、「彼は投機師です。今

彼は金が必要です。ひょっとしたらもっと大きな仕事をするつもりかもしれません。それ
で小さな部分の儲けを他人に任せなければならないのです。彼は現金一万ターラーで備蓄
のすべてを渡すと申し出ました。私が彼の木材で得られるよりも、彼が私の金でもっと儲
けようが、それは私の知ったことではありません」。
エーレンタール氏の言ったことは正しかった。しかし彼はただ若干のことを黙っていた。

木材の売り手は、不幸な投機師で、債権者達に追われていて、差し押さえを恐れていて、
差し押さえの面白くない展望を、自分の備蓄を他人に素早くこっそり売却して、得た金を
持って姿を消してけりを付けようとしていたのであった。ひょっとしたらエーレンタール
氏はこのことを知っていたかもしれない。ひょっとしたら男爵もこのような安直な儲け話
は裏があるに違いないと予感していたかもしれない。少なくとも彼は頭を振って、この件
は少しも合点が行かないと示していた。しかし彼はほとんど危険がなく、何の責任もない
のであった。彼は何年も前から裕福で几帳面と知っている安全な男に金を貸すのであった。
そしてそのことでしばらくすると、いつも休みなく心を苦しめている邪悪な霊から解放さ
れる見込みが得られるのであった。彼は余りに心が落ち着かず、ひょっとしたら一人の悪
魔を追い払うのに、悪魔達の親分のベルゼブブで追い払うことになるかもしれないと考え
る余裕がなかった。彼は自分の馬車への呼び鈴を押して、高貴にこう言った。「一時間し
たらその金を与えよう」。
エーレンタールは熱烈な風情でこの大きな好意に感謝して、即刻抵当証書に対する十分

に但し書きのある単独手形を書いて、卑下して辞去した。これははなはだ男爵の誇り高い
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頷きとは対照をなすものであった。
この日以来男爵は不安に期待しながら過ごすことになった。絶えず彼の商人との商議を

思い出さざるを得なかった。彼がお茶の席で夫人の横に座って、劇場やコンサートについ
ておしゃべりをしている時、彼の魂は休むことなく木材の棚の間をさまよい、あるいは長
い、転がる丸太に押し潰された。そして彼が娘の教科書に目を通すたびに、表紙や隅にエ
ーレンタールの数多くの顔が彼を眺めており、どの顔も彼に嘲笑的に笑いかけていた。彼
の狩用の馬に乗って行くと、馬の顔は奔流に向かって、騎乗者は陰鬱な視線を凍った川の
表面に注ぎ、氷の塊が下って流れ、高い春の水が土手の石にまで押し寄せているのを見た。
エーレンタールは長いこと姿を見せなかった。ようやくある晴れた朝、平身低頭を欠か

さずに現れて、バッグから大きな小包を取りだし、勝ち誇って叫んだ。「男爵殿、仕事は
成功です。ここに抵当証書をお返しします。ここに貴方の分の儲けが二千ターラーありま
す」。
男爵の手は素早く小包に向かった。それは彼が重い心で金庫から取り出した同じ白い羊

皮紙であった。更に一束の現金証書があった。この度は男爵はほとんど商人の言葉の洪水
を聞いていなかった。彼の心の重荷は取れた。また抵当証書を取り戻していた。家計の欠
損分は補われていた。エーレンタールは恵み深く解放され、羊皮紙は閉じ込められ、男爵
は今日強いて愛想の良い社交人の振る舞いをする必要がなかった。その日のうちに彼は男
爵夫人にトルコ玉の宝飾品を買った。彼女が長いこと心の中で願っていたものであった。
その日以来、男爵の家では明るい陽光が見られた。先週までの思い出があるとしたら、

ほんの些細な点に見られた。雑種の馬の頭は、以前奔流を求めたのと同様に、この日以来
奔流を避けるようになった。その騎乗者が通りでエーレンタール氏に挨拶されるたびに、
彼の心の中で幸運な商人に対する元気な反発心が見られ、彼が馬の高みから返す返礼は、
はなはだおざなりのものとなった。
しかし更に先の過去からの暗い影が男爵に射し込むことになった。彼は妻の部屋で新聞

を読んでいたとき、彼の目はある人相書に止まった。詐欺的破産で姿を消した木材商を追
跡している人相書であった。彼はその新聞を置いた。冷たい汗が額に浮き出て来た。勇敢
な騎士の彼は新聞をテーブルから持ち去って、彼の書斎の机の本の下に深く隠した。この
詐欺師の男が同一の男であったら、 ー エーレンタールはその名前を彼に告げなかった
が、 ー しかし貴族の自分が、自分の金、自分の儲けで他人の正当な権利金を奪い取っ
たのであれば、自分がある欺瞞の片棒を担いで、この支援のせいで支払いを受けたのであ
れば、 ー こう考えるとこれは自分の誇り高い心にとっては恐ろしいことであった。こ
の主人は部屋の中をあちこち歩き、両手を揉んだ。彼は書斎の机に急いで、儲けを包み、
追い払おうとした。自らどこへとも分からず、自分の心から遠くへ、家から遠く離れた所
へ棄てようとした。この儲けのほんの少しの部分しか残っていないことに狼狽して気付い
た。萎えたように彼は机の許に腰かけ、頭を両手に乗せた。彼は感じた、何かが彼の中で
折れた、案ずるに永久に、折れた。激しく彼はまた飛び上がり、呼び鈴を引いて、エーレ
ンタールを自らの許に呼び寄せさせた。
偶々、この商人は旅立っていた。その間男爵に親しげな声が語りかけて来た。これは人

間の胸の中で賢明に言葉を選んですべての憂慮を立派な明かりの許に照らし出す術を心得
ているものである。不安全体何と愚かなことであるか。奔流の上方には、木材を商う何百
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人もの人々がいよう。丁度かの詐欺師がエーレンタールの男に当たるというのは全く有り
そうにないことではないか。たとえこの場合であろうとも、自分自身の不正は、出来事全
体の中で、いかほどの程度のものであるか。小さい、全く小さい、商売人にとっては取る
に足りない。いやエーレンタール自身、売り手がその金を欺瞞のために使用したとしても、
何の責任があろう。全体、正直に合法的に購入されたものだ。 ー そのように絶えず男
爵の心の中で都合良く語られた。いや、何と苦労してこの主人は、こうした声すべてをま
ことに明瞭に聞こうと努めたことであろう。
ようやくエーレンタールが着いて、急いで男爵の許に駆け付けて来たとき、男爵は、商

人を本当にびっくりさせる顔で向かって来た。「貴方が木材を購入した男は何と言うのだ」
と主人は激しくドアの所で尋ねた。
エーレンタールは当惑して立っていた。彼も新聞を読んでいて、この貴族の心の中の動

きが理解できた。彼は勝手な名前を呼んだ。
「それで木材のある土地は何という名前だった」と二番目の質問がやや落ち着いて響い

た。エーレンタール氏は勝手な名前を呼んだ。
「貴方の言っていることは本当か」と男爵は深く息をして三度目に尋ねた。
エーレンタール氏は、自分が病人を目の前にしていると察したので、医師にふさわしい

穏やかさで彼を扱った。「男爵殿は何という心配をされているのです」と彼は頭を振って
言った、「私が取引をしたその男はそれで十分な利益を得たことと思います。多量の樫の
供給が記されていました。向こうの上方に住んでいる男は、百パーセントの儲けとなって
います。それに値したと思います。私が相手をした彼との取引は立派なもの、確実なもの
で、どの商人にも指を差されるものではありません。たとえ相手が劣等な男であっても、
旦那様、それを貴方が案ずるには及びません。貴方にその男と土地の名前を隠す理由はな
いことですし、その時その双方を貴方に告げなかったのは、取引者が貴方ではなく、私だ
からです。私は貴方から借用しました。私はその金を手数料と共にお返ししました。十分
な手数料です。本当です。私は数年前から貴方の許で沢山儲けさせて頂いています。だか
ら他の人を差し置いて、まず貴方に利益をと考えたのです。男爵何の心配をなさっている
のです。関係のないことで」。
「その通りだな、エーレンタール」と男爵はより親しげに言った。「その件がその通り

であれば嬉しい。貴方が取引をしたかの男が欺瞞者であったら、我らの関係はお仕舞いで
あったろう。貴方が私の意志に反して、欺瞞の片棒を担がせたら、貴方を許さなかったろ
う」。
エーレンタールは放免された。男爵は重い心労から解放された。彼はもっと詳しくかの

勝手な名前と見知らぬ村について調べようと決めた。しかし彼はそれを調べなかった。不
安が去ったので、その金の件を思い出すのが、とても辛いものになっていた。もはやその
ことは何も考えないように努めた。
彼は心の優しい、立派な殿方であった。エーレンタールもその意見であった。というの

は彼は階段を下って行くとき、思わず知らずつぶやいたからである。「男爵は良い人だ、
良い人だ」。

7.
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アントンはヨルダン氏とピックス氏との両上司の許にいて、やがて自分は一つの大きな
団体の小さな家臣である栄誉を手にしていると悟った。馴染みのない外部世界が極めて表
面的に店員という名前で一括している者達は、内部の通の者、彼にとって、とても多様な、
部分的に畏敬の念を呼ぶ官職や威厳であった。簿記係のリーボルト氏は商店の枢密の大臣
として第二帳場の窓辺で王座にあって、孤独な尊厳の中、神秘的活動をしていた。絶えず
彼は巨大な簿記に数字を書いていて、ほんの時たま、その数字から目を上げて、窓の格子
に雀が止まったり、一条の陽光が一方の窓の隅を黄色い輝きで染めたとき、見つめた。リ
ーボルト氏は、陽光は宇宙の太古からの法則に従って、どの季節であれ、窓の下枠の先端
までにしか達しないと知っていたが、陽光が簿記台帳に突然襲撃しかねないという思いを
禁じ得なかった。そしてそれ故陽光を猜疑心のある目で見つめた。
彼の隅での平静さと対照をなすのが、対角の隅の活動であった。そこには格別な板囲い

で、第二の尊厳者が支配していた。出納係のプルツェルで、鉄の金庫、重たい貨幣戸棚、
それに石製プレートの付いた大きなテーブルに囲まれていた。このテーブルの上でターラ
ー貨幣の音がし、ドゥカーテン貨幣の黄金の金属が響き、物音を立てず、朝から晩まで灰
色の紙幣が舞った。几帳面さを寓意の図象で油絵にしようと思う人がいたら、異議なく、
プルツェル氏を描くに違いない。そしてせいぜい古代風の衣装を暗示するに、プルツェル
氏の長靴に靴下を、帳場上着に白いシャツを覗かせるよう芸術的自由を得て描くことにす
ることだろう。すべてがプルツェル氏の心の中では鉄のように固い不動の位置を有してい
た。我らの主の神、会社、大きな金庫、螺旋状蠟燭、印章である。毎朝、この出納係がそ
の板囲いの場に入って来ると、彼は自分の職務を始めるに、まずチョークを手に取って、
テーブルに白い点を描いて、そのチョークが一日中置かれることになるそのチョーク自身
の居場所を印付けるのであった。彼はその重要な職務に一人でいたのではなかった。老い
た店の下僕が彼の伝令であり、この伝令が使い走りとして財布と紙幣を持って一日中町の
四方八方へ駆けて行くのであった。この伝令は独自の病があって、夕方頃にはとても暑そ
うに見え、個人的にキュンメル酒依存の状態にあるというのは本当のことである。しかし
この特性があるからといって、その忠誠や思慮がゆるがせになることはなかった。いやこ
の伝令の発明力は強化されることになった。というのはこの使い走りの上着ほどに多くの
秘密のポケットがボタンや留め金と共にある人間の服はなかったからで、彼がグラスを飲
むたびごとに、彼は紙幣を更に秘密めいたボタンの中へ隠したからである。
前方の帳場ではヨルダン氏が第一等の人物で、その皇国会社の総代官であった。彼は通

信係の貴族で、会社の第一等店員で、支配権を有し、時に店主からその見解を尋ねられた。
彼はアントンにとって、すでに最初の日にそうであった者、つまり忠実な助言者、活動の
手本、健全な常識そのものであった。
ヨルダン氏の指揮の下、手紙を書き、帳簿に記入する帳場の通信係の中で、アントンに

とっては、陽気なシュペヒト氏の他に、最も興味深い人物はバウマン氏で、異教徒の将来
の使徒であった。この伝道師は聖人であるばかりでなく、とても立派な計算家でもあった。
彼はすべての尺度や重量の換算に間違いがなかった。品物の値段を定め、店の計量器の世
話をした。彼はいかなる貨幣本位で黄金海岸のモール人の侯爵は勘定し、プロイセンのタ
ーラー相場はサンドイッチ[ハワイ]諸島ではいかがなものか正確に呈示する術を心得てい



- 46 -

た。バウマン氏はアントンの部屋の隣人で、我らの主人公の良き作法に魅力を感じて、す
ぐに彼に好意を向けて、夕刻にはたまに訪問してくれた。彼は他も者達とは距離を取って
いて、自分の計画についての他の者達の嘲りをキリスト教徒の忍耐で辛抱していた。
商店の外部では会社は更に何人かの高位の者を有していた。ビルンバウム氏は、関税係

であるが、ほんの時たま帳場に顔を出し、日曜日にだけ店主の食卓に姿を見せたが、正確
な男で、外の卸し市場を支配していた。彼は外国との仕事のための関税の支配権を有して
いた。これはT. O. シュレーターの名前を商店の関税免除証明書の下に置く重要な権利
であった。商店の男衆の一人が官吏の名前に匹敵するとしたら、この殿方がそうであった。
彼は実際、彼の上着のボタンを彼の親友達の税官吏同様いつも閉じていた。更に店の倉庫
係がいた。町の様々な倉庫を管理していて、保険を手配し、市場では国内産物の大きな購
入を行っていた。バルブス氏は上品な男とは言えなかった。生まれがとても貧しくて、学
校教育に欠けていた。しかし店主は彼を大いに尊重していた。アントンは彼が自分の母親
と病気の妹を給金で養っていると聞いていた。
しかしすべての中で最大の活動、戦闘的な、まことに絶対的軍司令官の活動を展開して

いたのはピックス氏で、国内取引の第一等の経営主任であった。前方の帳場のドアの所で
彼の支配が始まっていて、家全体を通じて延びて、外の路上にまで広がっていた。彼は田
舎からすべての日々の商いをしている小売り商の神であった。彼は、彼らの許で商店の上
司と見なされており、それに対し彼らの妻や子供達のことを案じて見せる心配りを示した。
彼は商会のすべての運送業を仕切っていて、六人ほどの家の下僕と同等の数の積込み人を
支配し、御者を叱り、一切のことを承知して飲み込んでおり、常に現場にいて、同時に小
売りの女に娘の出産祝いを述べたり、乞食を粗野に怒鳴りつけたり、下僕に命令を下した
り、大きな秤の指針に注目したりした。すべての高貴な殿方のように、彼も矛盾が我慢で
きずに、自分の見解を店主に対してさえも頑強に押し通した。それで我らのアントンは数
回驚くことになった。その上ピックス氏は商人として実に学問的意義のある特性を有して
いた。つまり彼はコーヒー山の小さな山ごとに、その豆はどこの国で育ったか言い当てる
ことができたし、更に店とその周辺に空いた隙間があると、大気と哲学とが真空を我慢で
きないように、我慢できないのであった。どこかに一つの隅が、小さな部屋が、階段下の
空間が、地下の穴蔵が見つかろうものなら、ピックス氏は樽や梯子や綱やありとあらゆる
素材とで引っ越して来て、彼とその一味が、巨人達が早速立てこもって、すると地上のど
のような暴力をもってしても、店主でさえもそれを追い払うことはできなかった。
「ヴォールファルトはどこだ」とシュレーターは前方の帳場のドアから廊下に叫んだ。
「屋根裏です」とピックス氏は冷淡に答えた。
「彼はそこで何をしている」と店主は驚いて尋ねた。 ー その瞬間家の上階で活発な

声が聞こえて来た。そしてアントンが階段をどしどし下りて来た。下僕と一緒で両人は葉
巻の箱を手にしており、彼らの背後には叔母さんがいた。少しばかり熱くなって、とても
カリカリしていた。
「上の方ではだめだと言うのです」とアントンは熱く、ピックス氏に言った。
「今やもう私どもの洗濯物干し場まで押し寄せようとしています」と叔母さんは同様に

熱く店主に言った。
「葉巻はここ下の方に置いておけません」とピックス氏は店主と叔母さんに説明した。
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「洗濯紐の下に葉巻があっては困ります」と叔母さんは叫んだ、「家のどこであろうと、
ピックスさんにはもう油断がならない。小間使いの小部屋にも葉巻を置かせたのですよ。
娘達は煙草の臭いが耐えられないと訴えています」。
「上の方が乾燥しているのです」とピックス氏は店主に言った。
「葉巻はどこか別の所に保管できないのか」と店主はピックス氏に遠慮がちに尋ねた。
「できません」とピックス氏は明確に答えた。
「叔母さん、屋根裏全体が洗濯物のために必要かな」と店主はレディーに尋ねた。
「半分あれば十分だと思います」とピックス氏が割り込んだ。
「貴方は一方の隅で満足して欲しい」と店主は微笑して決めた、「すぐに指物師に板囲

いを作らせなさい」。
「ピックスさんが一度屋根裏へ来たら、私どもの洗濯物はすべて押しやられることでし

ょう」と事情通の叔母は嘆いた。
「これは彼との最後の取り決めとしよう」と店主は彼女を宥めた。
ピックス氏は静かに笑ったが、叔母さんの証言では、反抗的なにんまりであった。彼は

二人の権威者が去ると、我らの主人公に早速命じて、箱を再び上に運び上げさせた。
しかしピックス氏が最も偉大になるのは、彼の親しい者達、商会の出張の店員がしばら

く商店に戻って来たときであった。すると国内取引が奥の店で一緒に行われ、地方のニュ
ースが披露された。そのときピックス氏は地方のすべての商売人について、その財産状況
や性情の有り様について正確な情報を展開して、簡潔な、しかし重みのある言葉で、どの
程度の信頼、信用をそれらの小さな商店に与えるべきか添えるのであった。それからポン
スが飲まれ、トランプのソロがなされた。このゲームはその王侯的性格故にピックス氏が
最も評価しているものであった。しかし彼はここでもすべての共同経営の商売を軽蔑して
いた。
しかし世間の目に、ピックス氏に対し最大の声望を与えていたものは巨人達で、彼らは

大きな秤の周りで彼の命令に従って対処する者で、ヘラクレス的力の、背の高い、肩幅の
広い男達であった。彼らが大きな樽を結んで、転がし、普通の人間達がポンド単位で扱う
ように、ツェントナー単位で扱っている様は、新人の見習にとっては古代の民の遺物に見
えるもので、この民については童話が、昔々ドイツの大地には塔のように高い岩の塊をビ
ー玉のように転がして遊ぶ民がいたと伝えているものである。やがてアントンは彼ら自身
は一つの部族に属しているものではないと気付いた。まず六人の家の下僕がいたが、皆生
来、等身大以上のタフな木材から出来上がっていた。彼らは全員商会に所属していて、黒
い筆の定期的臣下となっていて、彼らの何人かは店そのものに住んでおり、毎夜、順番に
見張りに立っていた。九時以降はプルートー、つまり令嬢のニュウファウンドランド種の
犬が、巨大な人物の横、黙って大きな樽の影の中に座ることになっていた。この家の下僕
は、たとえ大きくて強靭であっても、それでも幾多の点で死ぬべき定めの人間の息子達に
似ていると言えた。しかしその側らで商店の積込み人達は特別な団体を形成していて、彼
らは市門の前の卸し市場で主に寝泊まりをしていて、そこから積込みを町の大きな商品取
引に従って行ったり、運んだりした。この積込み人達は巨人達の中で最も強力な者達で、
彼らの個々の者は、他の職業ではもはや見られない肉体的力を有していた。彼らは町の多
くの商会と関係していた。しかしT. O. シュレーターの古くからの声望ある商店は、彼
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らが最も好んで降臨して、ささやかな現在と交流する現世の場であった。一世代以上前か
らこの商会の店主は、彼らの団体の第一の長であった。それで会社と被護民的関係が出来
ていた。シュレーター氏は新年になると最初に彼らの賀詞を受けた。そしてすべての巨人
の子供達の名親となった。この子供達は年が経過して、洗礼の時、役目の産婆の両腕を洗
礼盤にまで押し下げてしまい、その途方もない頭で聖職者に対し叫び声を上げて、聖職者
はその声を雷のように張り上げて、子供達から悪魔を追い払わなければならないのであっ
た。
これらの革の前掛けの一人がシュトゥルムで、彼らの長で、また最も背が高く最も力持

ちで、自分の服を両側の壁で傷付けることのないように、狭い奥の露地を避ける男であっ
た。荷物が重くて、彼の同僚では始末に負えないとき、彼が呼ばれた。すると彼は自分の
肩を押し当てて、どんなに大きな樽をも小さな丸太のように押し退けた。彼はあるときポ
ーランドの馬をその四本の脚を持って空中に持ち上げたという伝説があり、シュペヒト氏
は、彼にとってこの世で重いものは何もないのだと主張していた。彼の大きな体の上に生
来気の良い幅広の顔が輝いていた。この気の良さは彼の立場の男が有しなければならない
威厳によってのみ抑制されていた。
彼は会社と特に友好関係にあって、大いに可愛がっている一人の子供を有していた。こ

の少年はその母親を早くに亡くしていて、父親はこの若者が十五歳のとき、T. O. シュ
レーターに住み込ませた。彼自身が若者のために考えた独自の地位であった。このカール
・シュトゥルムは家の下僕達の中で大体、帳場におけるフィンクの立場で、無給見習であ
った。彼は革の前掛けをして、父親同様に小さな鉤を持っていて、自らの奉仕で多方面に
顔を出していた。彼は商会のすべてのメンバーの信頼を得ていて、家の隅々まで承知して
いて、すべての綱や紐、すべての釘や樽板を集め、すべての梱包紙を保存し、プルートー
に餌をやり、長靴を磨く従者の手伝いをした。彼はどこに樽があるか、板や古い商品の残
りがあるか、正確に指摘できた。釘が打たれるときは、カールが呼ばれた。追い入れ鑿が
行方不明になると、カールが持って来てくれた。叔母さんがハムやソーセージの冬の備蓄
を保管するとき、カールが最も良くこの大事な物の詰め方を心得ていた。そしてシュレー
ター氏が至急の注文をしなければならないとき、カールが最も信頼の置ける使者であった。
どんな仕事にも用意があり、いつも上機嫌で、どの件でもまごつかず、彼はすべての立場
の人の寵児であった。積込み人は彼を「我らのカール」と呼んで、父親はしばしば仕事し
ながら、誇らしげにこの少年に秘かな視線を送っていた。
ただ一点だけ父は息子に満足していなかった。カールは父親と背の高さと頑強さの点で

同等となる見込みがなかった。彼は赤い頬とブロンドの縮れ毛の可愛い若者であった。し
かしすべての巨人達の鑑定によると彼は将来ほどほどの中程度の大きさしか期待できなか
った。それで父親は彼を一種の小人として取り扱い、絶えず思いやり、憂わしげに見るこ
とになった。父親は息子に、重い貨物を積み込む際、手出しすることを禁じた。そして彼
は突然父親らしい感情にとらわれると、手を用心深くカールの頭に置いた。小人達の頭は
ただ卵の殻の厚さしかなくて、力強く押したら潰れるに違いないと定かならぬ恐れを抱い
ていた。
「この子が習うことはただ一つ肝心だ」と堅信礼の後、この少年を店に連れて行ったと

き、ピックス氏に言った、「つまり二つのことを学びさえすればいい、正直であることと、



- 49 -

使いものになるということだ」。この語りぶりは全くピックス氏の心に合っていた。そし
て父親は即刻その教えを、息子を蓋の開いた備蓄品の大きなドームに連れて行き、こう告
げることで始めた。「ここにはアーモンドがある、ここには干しぶどうがある。この小さ
な樽の干しぶどうが最も美味しい。試してみな」。
「美味しいです、お父さん」とカールは満足して叫んだ。
「そうだろう、リリパット人[小人]よ」と父親は頷いた、「いいか、ここのすべての樽

からおまえは好きなだけ食べていい。誰もそれを止めない。シュレーター氏もおまえに許
している。ピックス氏も許している。私も許している。これから、坊や、注意するのだ。
これから中に手を入れずに、これらの大樽の前にどれほど立っておれるものか試験を受け
ることになる。長く我慢できれば、それだけ結構だ。もはや我慢できなくなったら、私の
所に来て、言いなさい。もう十分だと。これは命令ではない。これはただおまえ自身と正
直さに関わることだ」。そう言って、老父は少年を一人だけにし、大きな三層縁の時計を
取り出して、少年の側の一つの箱の上に置いて行った。「まずは一時間試しな」と行きな
がら、言った、「出来なくても、何も問題はない。きっと上手くゆくだろう」。少年は反
抗的に両手をズボンのポケットに突っ込んで、樽の間を行ったり来たりした。二時間以上
経過してから彼はやって来て、手に時計を持っていて、父親に差しだし、叫んだ。「もう
いい」。
「二時間と三十分だな」と老シュトゥルムは言って、満足してピックス氏に合図した。

「坊や、もう結構だ。今から残りの一日はドームに行かなくていい。こちらに来な。この
箱に釘を打ち付けなさい。ここに新しい金槌がある。十グロッシェンしたものだ」。
「八グロッシェンのものだな」とカールは金槌を見ながら言った、「いつも金を払いす

ぎる」。
このようにカールは修業して行った。アントンが来てから最初の朝、カールは玄関で彼

の父に言った、「新しい見習が来たよ」。
「一体どんな奴だ」と老父は尋ねた。
「緑色の上着とグレーのズボンを着ている。中等の布地。俺よりもほんの少し大きい。

もう俺と話したよ。良い奴に見える。ポケットナイフを貸しておくれ。あの人の衣装戸棚
に新しい木釘を作ってやらなければと思う」。
「私のナイフか、小僧」と自分の息子を見下ろしながら、シュトゥルムは叫んだ、非難

する調子だった、「自分のがあるだろう」。
「壊れてしまった」とカールは不機嫌に言った。
「誰が買ってやったかな」とシュトゥルムは尋ねた。
「父さんだ、ゴリアト[巨人]父さん。赤ん坊が使うような情けない代物だった」。
「おまえの小さな手には重たいのは買えなかっただろうな」と父親は気分を害して尋ね

た。
「いつもそうだ」とカールは、父の前に出て言った、「聞いていると、いつも俺は、ズ

ボンをまだ上着と繋いで、後ろに白い尾を付けているおたまじゃくしの露地の少年扱い
だ」。
積込み人達は笑った。「おまえの父親に反抗するな」とシュトゥルムは言って、手を用

心深く息子の頭に置いた。
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「ほら父さん、見習だよ」とカールは叫んで、試すような視線でアントンを観察した。
アントンは今や彼にとって商店の財産目録に数えられていた。
ピックス氏はアントンを巨人に紹介した。アントンは、再び敬意を持って見上げながら、

この巨人に向かって言った。「まだ商店の経験がありません。まごついている時には、よ
ろしくお願いします」。
「何でも吸収することだ」と巨人は威厳を持って、答えた。「ここにいるのは私の坊や

だ、奴は一年でもう結構習得した。では父親殿は商人ではないのか」。
「私の父は役人でした。亡くなりました」とアントンは答えた。
「それはお気の毒に」とこの積込み人は暗い顔で言った、「しかし母親殿は貴方のこと

を喜ばれていよう」。
「母も亡くなりました」とアントンは再び言った。
「おや、おや」と巨人は悼んで、叫び、びっくりしてアントンの運命について思案した。
彼は長いこと頭を振って、ようやく小さな声で自分のカールに向かって言った。「もう母
親がいないそうだ」。
「それに父親もいない」とカールが同様に答えた。
「優しく付き合うのだぞ、リリパット人[小人]よ」と老父は言った、「おまえも孤児と

言えるからな」。
「そんな」とカールは積込み人の前掛けを叩きながら叫んだ。「こんな大きな父さんが

いたら、心配が絶えないよ」。
「そうかな。小さな大口たたきだな」と父親は言って、陽気に樽の箍を槌で叩いた。
その時以来カールは新人の見習に好意を示した。彼は朝アントンの靴底に十四番と書い

た後、その靴を特別丁寧に扱った。彼は彼の取れたボタンを服に縫い付けてやったし、ア
ントンが秤の許で仕事をするたびに、彼の側に好んで立って、若干添えたり、小さめの錘
を秤から除いたりした。アントンはこれらの好意に、友好的に父と息子に接して報いた。
よくこの利発な若者とお喋りをして、この機械工の幾つかの些細な素人芸に理解を示した。
クリスマスが近付いて来たとき、彼は帳場の男衆から小銭を集めて、職人道具の大きな箱
を購入して、それでカールはすべての存命者の中で最も幸せな者となった。
しかし商会のすべての男衆ともアントンは良好な関係にあった。彼はヨルダン氏の分別

ある判断に大いに敬意を払って、傾聴した。ピックス氏に対しては率直につべこべ言わず
熱心に務めた。シュペヒト氏からは政治的関連を教えて貰い、バウマン氏が打ち明ける伝
道師の報告をすべて読んだ。プルツェル氏からは決して前払いをお願いせず、自分の後見
人が送ってくれるわずかなものでやりくりした。そしてリーボルト氏に対しては何らかの
明白な真実を述べて、自分の活発な賛同を表して、力づけた。早速反論してこの真実を形
無しにすることはしなかった。商会のすべての大人の男衆と彼は良好な関係にあったが、
ただ一人とは上手く行きそうになかった。この一人とは店の無給見習であった。

ある陰鬱な午後、帳場は黄昏の中、灰色がかって、不気味に見えた。メランコリックに
古い壁時計が時を刻んでいた。入って来る者がいるたびに、湿った霧の大気の雲が部屋に
もたらされた。部屋は一層不快になった。そのときヨルダン氏が我らの主人公に、別な店
へ至急処理を頼むよう依頼することになった。アントンがこの支配人の事務机に近寄って、
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手紙を受け取ったとき、フィンクが自分の席から見上げて、ヨルダンに言った。「彼を是
非鉄砲屋へ送ってくだされ。あののんびり屋に私の銃を渡して貰おう」。
我らの主人公の顔に朱が差した。彼は急いでヨルダンに言った。「その委託は私にさせ

ないでください。その仕事は御免です」。
「そうかい」とフィンクは尋ねて、驚いて見上げた、「どうして御免なのか、おかんむ

り君」。
「私は貴方にお仕えしているのではありません」とアントンは怒って答えた、「そのよ

うにして欲しいとご依頼が私にございましたら、ひょっとしたらお受けするかもしれませ
ん。しかしこのような厚かましいご依頼は御免です」。
「単純な若造だ」とフィンクは不平を言って、更に書き続けた。
帳場の全員がこの侮辱の言葉を聞いていた。すべての筆が止まって、男衆が皆アントン

を見た。アントンはこの上なく興奮していて、若干震える声で、しかし目を輝かせて叫ん
だ。「侮辱されましたな。侮辱は誰からも甘受致しません。特に貴方からの侮辱は甘受し
ません。今晩釈明して頂きましょう」。
「私は誰も殴りたくない」とフィンクは騒がず言った、「私は学校教師ではない。鞭は

持っていない」。
「十分です」とアントンは死人のように青ざめて叫んだ、「釈明して頂きましょう」と

彼は帽子を取って、ヨルダン氏の手紙を持って飛び出した。
外では冷たい雨がしとしと降っていた。アントンはそれに気付いていなかった。彼は打

ちのめされた感じであった。より強力な者によって嘲笑され、若い無邪気な自尊心が致命
的に侮辱されたと感じていた。自分の全生涯が破壊されたように見え、自分が行路上寄る
辺なく、見知らぬ世界に一人っきりであると思われた。フィンクに対して彼は、半ば熱い
憎悪と半ば賛嘆のようなものを感じていた。この厚かましい人間は彼にとってこの侮辱の
後でもとても揺るぎない者、卓越した者に思えた。[彼自身はか弱い者に思えた]。彼の心
は重くなり、彼の目は涙が溢れた。そのような状態で彼は自分の委託を果たすべき商店に
着いた。ドアの前には自分の店主の馬車が止まっていた。彼は目を伏せて、急いで通り過
ぎ、見慣れぬ帳場で自分の不幸を隠す覚悟がほとんど出来ていなかった。彼がまた出て来
たとき、商店の玄関で店主の妹と出会った。彼女は馬車に乗り込もうとしているところで
あった。彼は挨拶して、その側を通り抜けようとした。ザビーネは立ち止まって、彼を見
つめた。従者はその場にいず、御者は御者席から別な側の下を向いて旧知の者と話してい
た。アントンは近寄って、御者に呼びかけ、馬車の扉を開け、令嬢を馬車の中へ押し上げ
た。ザビーネは、彼が閉めようとしていた扉を手で支えて、彼の狼狽した顔を問うように
見つめた。「どうかなさったの、ヴォールファルトさん」と彼女は小声で尋ねた。
「何でもありません」とアントンは唇を震わせて答え、お辞儀をして、馬車のドアを閉

めた。ザビーネはなお一瞬黙って見つめていて、それから彼に一礼して、引き下がり、馬
車は去った。
この出来事は大したものではなかったが、それでもアントンの考えを別の方向へ向けた。

ザビーネの問いかけと彼女の挨拶はこの瞬間彼の度胸のなさを祓うものであった。彼女の
感謝のお辞儀には敬意があり、彼女の言葉には人間的関与があった。問いかけと挨拶、店
の若い姫君に対して彼がなしたささやかな騎士的奉仕、これらは彼が子供ではなく、孤立
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無援でも、弱くも、一人っきりでもないということを思い出させた。いや、自分のつまし
い地位でも自分は他人の敬意を享受している、自分はその権利を有しているのであり、こ
の敬意を保持する義務があるのだ。彼は頭を上げた。そして侮りを耐えるよりもむしろ大
胆極まることをする決意を固めた。彼は片手を高く誓いのように保った。
彼は帳場に戻って来ると、決然として自分の報告を伝え、黙って行き、男衆の好奇の視

線は構わずに、席に着いて、仕事を続けた。
仕事がはねると、彼はヨルダンの部屋に急いだ。その部屋にはすでにピックス氏とシュ

ペヒト氏がいた。このような事例のたびに無関係の者達の間でよく見られる情緒的昂揚が
感じられた。三人の男衆は、運命の拳で殴られた哀れな代物を見るかのように、彼を疑わ
しげに見つめていた。若干当惑し、若干同情し、少しばかり馬鹿にしていた。アントンは
名誉の件での経験に乏しいことを考慮すると称賛するに値する態度で言った。「私はフォ
ン・フィンク氏から侮辱されました。私はこの侮辱を甘受するつもりはありません。貴方
ら御両人、ヨルダンさんとピックスさんは私の上司です。貴方らの経験には大いに敬意を
持っています。とりわけお尋ねしたいことは、この諍いそのものの中で、私は全面的に正
しいと仰有って頂けるかということです」。
ヨルダン氏は用心して黙っていた。しかしピックス氏はきびきびと葉巻に火を着け、暖

炉の側の木の籠に腰かけて、釈明した。「貴方は良い奴だ、ヴォールファルト。フィンク
は正しくない、これが私の意見だ」。
「私の意見もそうだ」とシュペヒト氏は同意した。
「貴方が我々に相談したのは結構なことだ」とヨルダン氏は言った、「諍いは収まって

欲しいと思う。フィンクは時々乱暴で、喧嘩早い。しかし根は悪くない」。
「侮辱をどのように収めていいか分からないのです、やむを得ないことをしなければな

らないのではと」とアントンは暗く叫んだ。
「諍いを店主の前にまで持って行く気ではないだろうな」とヨルダン氏は不同意げに尋

ねた、「男衆は皆そんなことは御免だろう」。
「まずそれは私が御免です」とアントンは答えた、「私はなすべきことを承知していま

す。ただ前もってフィンクは私に不当なことをしたと貴方らの承認を頂きたいのです」。
「彼は無給見習だ」とヨルダン氏は言った、「それで貴方に業務を頼む権利はない。ま

してや兎とか山鶉の個人的仕事の件ではいけない」。
「それで十分です」とアントンは言った、「ではヨルダンさん、ちょっと二人だけで話

して頂けますか」。彼はこのことを大いに真剣に話したので、ヨルダン氏は黙って彼の寝
室のドアを開けて、彼と一緒に入った。ここでアントンは支配人の手を取って、その手を
力強く握りしめ、言った。「大きなお仕事をお願いします。フォン・フィンク氏の許へ下
りて行って、明白に、帳場の男衆の前で、私に発した罵倒の言葉を撤回するよう要請して
ください」。
「彼には難しいことだろう」とヨルダン氏は頭を振って言った。
「彼がそうしないのであれば」とアントンは激しく言った、「私との剣かピストルでの

果たし合いを要求して下さい」。
ヨルダン氏の眼前に突然インク壺から黒い煙が上げって来て、この煙がかの昔話の恐ろ

しい霊に姿を変え、この霊がヨルダン氏を絞殺するという脅しを発したとしても、今この
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瞬間我らの主人公の眼前に立っている時ほどの狼狽を感じなかったであろう。「とんでも
ないことだ、ヴォールファルト」と彼はようやく叫んだ、「フォン・フィンク氏と決闘な
さろうとしている。彼はピストルの名手だ。貴方は見習で、半年前に店に来たばかりだ。
そんなこと考えられない」。
「私は高校三年生だったわけで、卒業資格を得ていて、商人になろうと思わなかったな

らば、今頃は学生なわけです。 ー 私の敵ともはや決闘ができないほど、この商売仕事
が低級なものであれば、この仕事は糞食らえです。私は今日のうちにもシュレーター氏の
許へ行って、退職を申し出ましょう」とアントンは目を怒らせて叫んだ。
ヨルダン氏はこの上なく驚いて、気立ての良い彼の弟子を見つめた。この弟子は突然空

想上の巨人となって彼の前にさまよい出ていた。「ヴォールファルトよ、そんなに怒るな」
と彼は宥めて頼んだ、「フィンクの許へ下りて行こう。ひょっとしたら万事上手く収まる
かもしれない」。
「私は帳場での撤回を要求します」とアントンは再び叫んだ、「撤回か名誉回復です」。
その間帳場の両男衆の動向を見守るのは、快いことであった。ピックスは賢明な軍司令

官としてその木製の籠を一気に寝室のドアの近くへ押し突けて、見たところ平然と座って、
ただ葉巻をくゆらせていた。一方シュペヒト氏はドアに思わず耳を押し付けていた。「銃
の撃ち合いだ」とシュペヒト氏は囁いた。この諍いが確かに引き起こそうとしている大き
な情動に陶然としていた。「いいかい、ピックス、恐ろしい災難となるぞ。皆が葬儀に行
かなければならない、誰も欠けてはならない。我々若い衆が死体を運び出せるよう、私は
願い出ることにする」。
「誰の死体だ」とピックス氏は驚いて尋ねた。
「ヴォールファルトに決まっている」とシュペヒト氏はまた低い囁く調子で叫んだ。
「阿呆な」とピックス氏は言った、「貴方は狂っている」。
「私は狂っていません。どんな当てこすりも許しませんぞ」とシュペヒト氏はまた囁い

て叫んだ。何も我慢しないというアントンの例に倣って決然としていた。
「そんなに耳許で叫ぶな」とピックス氏は動じずに言った、「何のことか分からん」。

この瞬間ドアが開いた。シュペヒト氏は離れた窓の所へ飛んで行き、切に雨の闇夜を見つ
めていた。一方ピックスは我らのアントンと握手して、大した男前だ、地方の部門はすべ
て味方すると述べた。 ー ヨルダン氏はフィンクの許に下りて行き、また直に上がって
来た。フォン・フィンク氏は家にいなかった。大方この騎手は能天気にどこかのワイン酒
場に出掛けたのであろう。アントンはその後言った。「私はこの件を明日まで延ばしませ
ん。私は彼に手紙を書きます。従者の手でこの手紙を彼の机に置いて貰いましょう」。
「それは止めなさい」とヨルダン氏は頼んだ、「貴方は今余りに立腹している」。
「私はとても平静です」とアントンは頬を熱くして答えた、「彼に対しただ必要なこと

を書きましょう。皆さん、どうか、ここで耳にされたこと一切他言は無用です」。
男衆はそう約束した。その後彼は自分の部屋へ行き、一通の手紙を書いた。その中でフ

ォン・フィンク氏に対し彼の不当を咎め、最終的に、剣かピストルかでアントンの傷付け
られた自尊心を回復させるよう選択を委ねた。その手紙は若い紳士に対し、十分に良く書
かれていて、フォン・フィンク氏の部屋のその螺旋状蠟燭の横に置かれたが、その前にシ
ュペヒト氏が更に階段で従者に対し、テーブルの上に白墨で三つの大きな感嘆符を描くよ
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う念を押していた。多分その印は聖なる秘密裁判の使者達が被疑者達の城門に傷付ける習
慣の木屑の箇所の代わりとなるものであったかもしれない。アントンはその夕べの残りを
自分の部屋で過ごした。彼はそこで落ち着かず、あちこち歩き、侮辱の場面や、予期され
る場面をドラマチックに描き、すべての種類の感情を味わっていた。それは初めての決闘
を前にした哀れな若者には不可避の感情であった。
その間ヨルダン氏の部屋では商会全員の大会議が開かれていた。ピックス氏とシュペヒ

ト氏は黙秘を約束していたので、神秘的、曖昧な暗示に終始していて、男衆の一部では、
殺人がすでになされたか、今この瞬間にも起こりかねないという見解が生じていた。よう
やくヨルダン氏が言葉を発した。「不和は秘密ではなく、この件は我々全員に関係するの
で、お互いに論評して、まずい結果を避けるべく全員が務めることが最良であろう。私は
フィンクが戻るまで、待機することにする。そして早速彼と話そう。しかしヴォールファ
ルトには、経験の浅い若者であるが、それでも精一杯立派に振る舞ったと評価してやらな
ければならないだろう」。皆が熱心に賛同した。その後関税店員のビルンバウム氏とシュ
ペヒト氏が決闘の様々な種類について活発な議論を展開し、シュペヒト氏がこう主張した。
ハンカチを使っての射撃の際には、決闘者達の目は絹のハンカチで縛られ、この者達はそ
の場で長く回転させられ、立会人がその杖で突いた時から、その後、好きな方向への射撃
が許されるのだ、と。バウマン氏はまず一同から忍び出て、アントンの許へ行って、心か
らアントンと握手し、乱暴な言葉のせいで二人の人間の生命を危険にさらすことのないよ
うに切に頼んだ。彼が立ち去った後、アントンは自分の机上に新約聖書の小さな冊子が開
けられているのに気付いた。そこには大きな折返しで神聖な格言が記されていた。「汝ら
を呪う者を祝福せよ」。アントンは丁度、これらの語句の意味を追う気分ではなかった。
しかし彼は聖書の前に腰かけ、子供の時分善良な母親にしばしば暗誦した金言を読んだ。
彼は心が次第に和やかになり、落ち着いてきて、この気分のままベッドに行った。
その間その恐ろしい出来事の噂は古い商店のすべての鍵穴、隙間、小部屋を通じて伝わ

った。
ザビーネは自分の宝庫にいた。それは、普通客人を通さない部屋で、ただ主婦にだけは

いつも秘かな心なごむ部屋となる所であった。四方の壁に樫の木や胡桃の木の強靭な戸棚
が立派な象眼細工と共にあって、中央には渦巻き模様の脚の付いた大きなテーブルがあり、
周囲に幾つかの古い肘掛け椅子があった。開けられた戸棚からはランプの明かりの中、ダ
マスク織りの無数の食器セットや、洗濯物やリンネル、多彩な布地の高い段、クリスタル
グラス、銀製の高脚杯、三世代以上前の趣味の陶器やファイアンス焼きが輝いていた。空
気は力強い香りで満たされていた。太古からのラヴェンデル[香料]、オーデコロン、新鮮
な洗濯物から匂ってくるものであった。ここはザビーネが一人で仕切っていた。他人の足
が入って来るのを彼女は好まなかった。戸棚から取り出されるものや、再び仕舞われるも
の、これを彼女は自分の両手で運んだ。ただ忠実な従者のみが、彼女の難儀な日々に手伝
う特権を有していた。時折副官のカール・シュトゥルムが、ある種の薔薇色のボール紙に
洗濯物の印として書き付けたり、華麗な数字を印付けたりした。
今日は遅くなってもまだザビーネは、白い洗濯物の置かれたテーブルの前に立っていた。

彼女は上品なダマスク織りの番号を総計していて、テーブルクロスやナプキンの数を数え、
分類し、大きな束を薔薇色のリボンでまとめて、それに番号カードを掛けていた。時折彼
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女は一切れを明かりにかざし、心地良げに織り工の技が織り込んだ白いアラベスク模様を
見ていた。その時暗い影が彼女の顔に過った。悲しげに彼女は幾つかの繊細なナプキンを
見つめていた。そこには数多くの小さな穴が、一列に三つか四つ穿たれていた。ようやく
彼女は従者を呼んだ。「フランツ、もう我慢ならないわ。二十四番もまた三枚ナプキンが
フォークで突き刺されている。男衆の一人が布地に刺しています。こんなこと必要ないの
に」。
「必要ありません」と親しい従者が苦しげに言った、「私自身が銀製フォークを管理し

ています。必要ないと最も良く承知しています」。
「男衆の誰がこんなに無茶なのです」とザビーネが厳しく尋ねた、「新人の一人に違い

ないわね」。
「フォン・フィンクさんです」と従者が嘆いた、「あの方は食事のたびに二回フォーク

をナプキンに刺します。そのたびに私の心臓が刺される思いがします、ザビーネお嬢様。
しかしフォン・フィンクさんには何も言えません」。
ザビーネはずたずたになったナプキンの上に頭を持って行った。「あの方と分かってい

ました」と彼女は溜め息を付いた。 ー 「でもこのままでは許されません。フォン・フ
ィンクさんのために特別な番号のを出しましょう。それを犠牲にすることにして、いつか
機会を見つけて、このような突き刺しを止めて頂くようお願いしましょう」。彼女は戸棚
に寄って、長いこと探した。難しい選択であった。粗放な製品ならば数ダース手放して平
気であったに違いない。しかし繊細な製品となるとどのセットも愛着があった。勿論どれ
も甲乙付けがたい。 ー 「これならいいかも」と彼女はようやく悲しげに言った、「こ
れらのものはいずれにせよ一枚ナプキンが欠けている」。彼女は今一度模様を見た。小さ
な孔雀で、それらが巧みに花輪の間を歩んでいた。そして従者の腕に番号を置いた。「フ
ォン・フィンクさんにはこの番号にしなさい」と彼女は命じた。
フランツは出て行くのをためらっていた。「あの方は寝室のカーテンも燃やしてしまわ

れた」と彼は落ち着かず、言った、「開き戸はもはや使えないでしょう」。
「真新しいカーテンだったのに」とザビーネは嘆いた、「明日早朝、カーテンを外しな

さい。 ー フランツまだ何かあるのですか。何か起こったの」。 ー
「いやはや、お嬢さん」と秘密めかして従者が答えた、「男衆の間では大騒動です。フ

ォン・フィンクさんがヴォールファルトさんを侮辱された。ヴォールファルトさんが怒っ
て、決闘となりそうだ、とシュペヒトさんが言っています。男衆は大きな不幸を恐れてい
ます」。
「決闘ですか」とザビーネが叫んだ、「フィンクとヴォルファルトとの間で？」。 ー
彼女は頭を振った、「シュペヒトさんの言葉を誤解したのではないかしら」と彼女は微

笑して付け加えた。
「いいえ、ザビーネお嬢様、今度は本気です。 ー 不幸が生ずることでしょう。ヴォ

ールファルトさんはとても怒って私の側を通り過ぎて行きました。お茶に手も触れなかっ
たのです」。
「私の兄はまだ戻っていないの？」。
「今晩遅くになります。委員会にお出でです」。
「分かった」とザビーネは結んだ、「誰に対しても話してはなりませんよ、フランツ、
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聞いていますね」。
ザビーネは再びテーブルの許に腰かけた。しかしダマスク織りのことは忘れていた。彼

女はじっと外の暗い中庭の無給見習の窓の方を見つめた。「あの方はナプキンを突き刺す」
と彼女はこっそりと嘆いた、「人間の胸を突き刺しても、それで良心の痛みを感ずること
もないのでしょう。哀れなヴォールファルトは痛みを感じているというのに。 ー あの
野蛮な客人、あの方は私どもの所にやって来た。花咲く茂みの上のつむじ風のように。あ
の方が打ち付けると、花々が地上に落下する。あの方の人生は乱暴、狼藉、騒動。あの人
の間近に近寄る者を、自分の強力な踊りに巻き込んでしまう。私をも、私をも。誇り高い
向こう見ずな精神のあなた。あなたは私の心も動揺させてしまった。私は努めて、毎日毎
日闘っている。でも再三あの方の魅惑が離れない。あの方はとても美丈夫で、輝いており、
とても珍しい方。毎日私は苛々する。毎日あの方のことを思い、案じ、心を痛める。いや、
母上、ここがそう、この場所で私は最後にあなたの足許に座っていて、ここであなたは私
に家の鍵を渡された。あなたは祝福して両手を、私の心臓に当てられた。『天があなたを
どんな打撃からも守りますように』とあなたは涙を流しながら、接吻して仰有った。愛し
い方、今や娘をお守りください。あなたはすべての思慮に対する、あなたの家の秩序に対
する、確かな義務感に対する私の手本です。私の高く鼓動する心を守り給え。あの方に対
して、あの方の誘惑的高笑いに対して、あの方の高慢な嘲笑に対して、私を強固にし給え」。
そのようにザビーネは祈った。長いこと彼女は家の善良な諸霊と厳かな対話を行って座

っていて、それから両目にハンカチを持って行き、決然とテーブルの許に歩み寄って、ダ
マスク織りを数え、積み上げ続けた。

アントンはすでに着物を脱いで、明かりを消そうとしているところであった、その時力
強くドアがノックされて、男が入って来た。この男はこの瞬間すべての存命者の中で、最
も予期していない者であった。それは乗馬の鞭を持ったフォン・フィンク氏で、ずぼらな
人柄の者であった。
「おや、貴方はもうベッドですか」とこの騎手は言って、近くの椅子に跨がって、座っ

た。「そのまま楽に。貴方は私に心の籠もった手紙を書かれた。ヨルダンが残りは話して
くれた。貴方に口頭で答えるために参上したのだ」。アントンは黙って、枕から陰気にこ
の敵を見ていた。「ここの貴殿らは皆とても有徳で、とても敏感な人達だ」とフィンクは
続けて、自分の鞭で椅子の脚を叩いた。「貴方が私の言葉をとても真に受けたのは残念な
ことだ。しかし貴方がかくも決然としていることは嬉しい。貴方のせいであの実直なヨル
ダンがまことの狼人間に変わっているぞ」と彼は微笑して付け加えた。
「それ以上お聞きする前に」とアントンは憎んで言った、「貴方は貴方の私への侮辱に

対し、他の男衆の前で名誉挽回を述べる意図がおありか聞かなければなりません。貴方に
よって加えられたこのはなはだしい侮辱の後で、もっと名誉の件に詳しい他の者でも、こ
のような釈明で満足するものか分かりませんが。私としてはそれで満足せざるを得ないだ
ろうと思われます」。
「それは正しい思いだ」とフィンクは頷いて言った、「貴方には満足して頂けよう」。
「この釈明を私に対し明日して頂けますか」とアントンは尋ねた。
「勿論だよ」とフィンクは無造作に言った、「私は貴方と決闘する気はない。喜んで会
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社のすべての通信員、支配人の前で、貴方は分別のある、有望株の若い男性であること、
私が不当にある人を侮辱したということ、このある人は、私より若くて、言い方は申し訳
ないが、はるかに青臭い人であるが、侮辱したということを釈明しよう」。
我らの主人公はこれらの言葉を入り交じった気持ちで聞いていた。確かに心はより軽く

なった。しかしフィンクの述べ方には再度はなはだ立腹させられた。彼はベッドから起き
ながら、決然と言った、「私はまだこの釈明では満足できません。フォン・フィンクさん」。
「おや」とフィンクは言った、「これ以上何を望まれる」。
「今この瞬間にも私の気に入りません」とアントンは言った、「貴方はまたしても、見

ず知らずの方への対応よりも、私に対してもっといい加減です。私は自分がまだ若くて、
ほとんど世間知らずだと承知しています。貴方は私より多くの点で凌駕していると思いま
す。しかしそれならば貴方は私に対し、好意的で愛想があれば、もっと素晴らしいと思わ
れます」。アントンはこれを一種感動して述べた、これを彼の敵は見逃さなかった。フィ
ンクは彼の開いた片手を気前良くベッド越しに伸ばして、言った。「また怒ってくれるな。
握手しよう」。
「したいのは山々ですが」とアントンは感動がこみ上げて来て叫んだ、「しかしまだ出

来ません。前もって言ってください。私が余りに若造で、取るに足りないと思われるから
といって、あるいは貴方は貴族であり、私は貴族でないからといって、私との諍いを軽く
済ませるのではない、と」。
「聞き給え、ヴォールファルトの若旦那」とフィンクは言った、「貴殿は必死に私の喉

元にナイフを突きつけている。しかし貴殿は貴殿の純白のシャツを着てかくも無邪気に私
の前に横たわっており、この点故に、私は自余のことをもし、貴殿に降参しよう。私のド
イツ貴族に関しては、この程度のものだ」、 ー こう言って、彼は指でぱちんとはじい
た。 ー 「これは私にとって大体一足の立派なピカピカの長靴、新しい光沢のあるハン
カチ程度の価値だな。しかし貴方の若さと一人の見習の有望株の品位に対する私の敬意に
関してならば、少なくともこう告白しておこう。つまり、今晩貴方に関して納得したこと
に従い、貴方に対してはこれから我々が関与する一切のあらゆる喧嘩のたびに、貴方の提
案するどんな殺人道具でも構わず、どんな果たし合いにも応ずるつもりである、と。これ
で貴方は満足できるだろう」。 ー こう慰めてフィンクは再度手を差し伸べて、言った。
「今度は同意できよう。今やすべて問題なしだ」。
アントンは差し出された手に自分の手を置いた。そして騎手は彼と力強く握手して言っ

た。「我々は今日率直に腹を割って話したから、休憩することにしよう。もう互いに話す
ことはないからな。十分にお休み、明日はもっと休むがいい」。そう言って彼は縁なし帽
を取って、頭で頷き、がたがたとドアから歩み出て行った。
アントンは、本当のことを言うと、こうした思いがけない平和的解決にとても満足して

いたので、彼は長いこと眠り込むことが出来なかった。バウマン氏は、寝室のベッドが同
じ壁の側にあって、フィンクが退出した後、壁にノックして自分のお祝いの表出を抑える
ことが出来ずにいたが、アントンはこの合図に早速同じようにノックして答えた。それは
寄せられた関心に対する彼の謝辞となるはずのものであった。
翌朝、帳場は店主が到着する十五分前に全員が揃っていた。フィンクが最後に現れて、

大きな声で言った。「輸出部門、それに国内地方部門のお歴々、紳士の諸兄、私は昨日こ
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こでヴォールファルト氏に対し、今となっては同氏から伺ったことによると率直に遺憾と
思われるやり方で対処してしまった。すでに私は同氏に私の釈明をしたが、同氏に対し今
日貴方らの眼前で今一度自発的に許しを請いたい。また同時に述べるが、我らのヴォール
ファルトはこの諍いに際し、全く賢明に対処をし、私は同氏と同じ仕事をしていることに
喜びを感ずるものである」。帳場は微笑した。アントンはフィンクに向かって行き、再び
彼と握手した。ヨルダン氏は二人の当事者と同じことをし、この件は片付いた。
しかしこの件は影響がないわけではなかった。フィンクがこの見習に与えた正直な償い

と、友好的和解の知らせは表屋にも届いていた。そしてアントンがフィンクと一緒に昼食
の食卓に現れると、レディー達の好意的好奇の視線が彼に注がれ、店主は友好的微笑を隠
さなかった。フィンクにも今日ザビーネは喜びに輝く目を向けた。そして彼女は彼に目を
向けるたびに、何か大きな謝罪をしているかのように思われた。

帳場の男衆の許で、ヴォールファルトの地位は突然全く別の地位となった。彼は皆から
一種の敬意を持って扱われた。これは普通見習には得難いものである。シュペヒト氏は彼
のことを自分に馴染みのすべての店員に対し、 ー 彼の馴染みの数は多かった、 ー
一人の現代のバヤール[フランスの騎士]、ヨーロッパの最後の騎士、人名勘定元帳の中で
の恐るべき古強者と説明した。リーボルト氏は、アントンが自分の味方であると気付いた
ときは、自分の意見主張に大胆になった。ピックス氏でさえ、この日以来この教え子に顕
著な敬意を寄せて、アントンが大きな秤の指針の許で行う吟味に対し、自分自身の吟味同
様にしっかりと信頼し、自分の支配権の印であり、自分の好みの王笏たる、黒い筆すら、
時折彼に任せた。
しかし最大の変化はフィンクに対するアントンの関係に現れた。というのは諍いの数日

後、アントンがこの騎手の後を追って奥の家の階段を上がって行ったとき、フィンクが階
段で立ち止まり、こう尋ねたからである。「私の部屋へ来ないかい。今日訪問してくれ給
え。葉巻を験そう」。
初めてアントンはこの無給見習の敷居をまたいで、ドアの所でびっくりして立ち止まっ

た。というのは部屋はとても変わっていたからである。上品な家具が無頓着に並んでいて、
苔のように柔らかい、厚い絨毯が床に敷かれていて、この絨毯の華麗な花々の上にはだら
しなく葉巻の灰が散らばっているのを、整頓好きなアントンは悲しげに見ていた。一方の
壁には大きな銃の戸棚があって、その上には外国製の鞍があり、その横にポンドの重さの
銀製拍車が垂れ下がっていた。もう一方の壁には高価な木材製の同様に大きな書棚が置か
れ、褐色の革綴じ本で一杯であった。そしてこの戸棚の上には巨大な羽箒、つまり巨大な
鳥の黒い翼が一方の壁から別の壁へと達していた。
「何と沢山の本を持っているのです」とアントンは喜んで叫んだ。
「今はもう関係のない世界の思い出だ」とフィンクは言った。
「それにこれらの翼は、これも貴方の思い出ですか」。
「そうだね。コンドルの翼だよ。私はこの狩猟品が自慢なのだ」とフィンクは答えて、

我らのアントンに一箱の葉巻を差し出した。「掛けなさい、ヴォールファルト、お喋りし
よう。シュペヒト氏は貴方を愛想の良い社交人と称えているが、その通りかな」。彼は我
らの主人公に足で大きな安楽椅子を押し付けた。アントンはこの柔らかなクッションに沈
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み込み、青い雲を天井に吹き付けた。一方フィンクは銀製のやかんのバーナーに点火した。
「貴方は最近私の気に入った、ヴォールファルトよ」とソファーにばたっと四肢を伸ばし
ながら、フィンクは言った。「馬は扱えるかい」。
「いいえ」とアントンは言った。
「猟はするのか」。
「それもしません」。
「音楽は嗜むのか」。
「ほんの少しです」とアントンは言った。
「それでは、全体、人間的特性を有すると言えるのかね」。
「貴方の意味ではわずかです」とアントンは苛立って答えた、「私は自分の気に入る人

を愛せます。良い友となれると思います。しかし私を誰かが高慢に扱ったら、私は立腹し
ます」。
「それは結構」とフィンクは言った、「その面の貴方は承知している。初心者としての

貴方のデビューは全く悪くない。貴方には光るものがある。貴方の出自を話し給え。どの
死すべき定めの人間の民族の出身であるか。何の因果でこちらのこの悲しい水車歯車装置
へ飛ばされて来たのか。ここではリーボルトのように誰もが結局、埃と諦めにまみれてし
まうか、良くてもせいぜいヨルダンのように几帳面な定刻屋になるかだ」。
「結構好意的運命でした」とアントンは答えて、自分の故郷と両親について話し始めた。
温かい気持ちで彼は自分が育った小さなサークルにつて、学校時代の冒険について、自分
が付き合ったオストラウ出身の何人かの奇妙な人々について語った。「それで貴方が一つ
の不幸と見なしているものは、私にとっては大きな幸運です」と彼は結んだ、「つまり私
がこちらに来たということは」。
フィンクは賛同して頷き、言った。「結局我々両人の間での最大の違いは、貴方は母親

を良く知っているが、私は母親を知らないということだな。ちなみにどこのねぐらで人が
育つかはかなりどうでも良いことだ。人はどんな状況下でも有能な若者になれる。 ー
私は自分の父の家に貴方よりも余り愛着を見いだせなかった者達と昵懇になって来た」。
「貴方は世間を多く御存じです」とアントンは思いやり深く言った、「どうしてそのよ

うな次第となったか、教えてください」。
「とても簡単だ」とフィンクは始めた、「私は叔父がニューヨークにいる。叔父はそこ

では相場師の貴族階級の一人だ。この叔父が私が十四歳になったとき、私の父に、私を荷
造りして送りつけて欲しい、自分は私を自分の遺産継承者にする意向だと書いて寄こした。
私の父は根っからの商売人だ。私は梱包され発送された。ニューヨークでやがて私は忌々
しい小さなやくざ者、ならず者になった。あらゆる種類の無茶をやった。純血種の馬の馬
小屋をすでにその年で所有していた、正直な若造なら、まだ公道でバターパンを食べたり、
紙凧で遊んだりする年頃でな。歌姫や踊り子達に金を支払い、白人や黒人の召使いを足蹴
にしたり、髪を毟り取って虐待した。それで私の叔父はこれらの自由な民に弁償金を支払
うために、十分用立てなければならなかった。奴等は私自身の気持ちを考えずに私を故郷
から拉致したのだから。今度は私が彼らの気持ちを考えない番だ。ちなみに馬鹿げたこと
をすればするほど、儲かった。やがて私は、海の向こう側で高貴な不作法を開発する若造
の中で最も悪評高い者となった。あるとき私の誕生日の朝六時にささやかな晩餐から家に
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帰ったとき、その晩餐では何人かの愛想の良いレディー達につれない男を気まぐれに演じ
たのだが、途中でこう思い付いたのだ。こうした営みには終止符が打たれなければならな
い、さもないと私自身が終わることになろう、と。私は家に帰る代わりに、港へ行った。
途中で買った水夫の服に体を収めて、正午になる前に、私は少年水夫として太い腹のイギ
リス人船長の下、出港した。帆かけて、何千マイルか行き、ホーン岬[南アメリカ最南端]
を回って、また陸地の別な側を上がって行った。バルパライソ[チリ]に我々が着いたとき、
私は船長に、航行に感謝していると述べて、乗員全員にごちそうをし、陸地に上がった。
まだポケットに持っていた二十枚の[スペインの]ダブロン金貨を基に、自分の手で一旗揚
げようと思ったのだ。私はやがて分別ある男と出会って、彼がその南米農場に連れて行き、
そこで私は牛飼い、カウボーイとして少なからぬ称賛を得た。およそ一年半そこの上方に
いて、快適な生活を送り、一種奉公の客人の待遇を受け、惚れられ、猟師として称えられ、
鞍上で大いに跳ね回った。何の不足があっただろうか。 ー しかしすべての喜びは儚い。
我々は丁度大規模な牛の屠殺を行っていて、熱心に働き、馬上から雌牛を屠殺場へ連れて
行く途中、突然二人の政府の役人が我らの祝典に乗り込んで来た。この二人が私自身を大
いに巧みに若牛の如く扱って、私を馬ごと中間に置いて、その鐙の間の私を速歩、駆歩で
首都へ連行した。そこで私はアメリカ人の領事に引き渡された。前もって私の叔父が大騒
ぎして私を追跡させており、私は父親の或る長い手紙からこの叔父が本当に私の行方不明
を心配していることが分かった。そこで私は決心して、叔父に好意を見せ、戻ることにし
た。私は領事と交渉して、次の船でヨーロッパへ渡った。この古い旧大陸に着いたとき、
私は父に、自分は商人になるつもりはない、百姓となると宣言した。このことでフィンク
兼ベッカー社は我を忘れ、私は自説を曲げなかった。ようやく契約が結ばれた。私はまず
二年間北ドイツの農園へ行った。それから数年間或る帳場に働く予定となった。そこで私
の奇想が収まるかもしれないと思われたのである。そんなわけで今ここの独房にいる。し
かし苦労は皆水の泡だ。私は父に好意を見せて、ここに座っている。父が大いに私のこと
で無益な心配をしていると私は承知している。しかし私は、父が私のことは仕方ないと納
得するまで、ただここにいるに過ぎない。そうなったら、私は百姓になるのだ」。
「我々の地で荘園を買うつもりですか」とアントンは好奇心を起こして尋ねた。
「いや違う、貴公」とフィンクは答えた、「その気はない。私は早朝から昼頃まで馬に

乗っていたい、自分の領地の境に達しないままにな」。
「それではまたアメリカへ戻るつもりですか」。
「それとも別な所だな、貴公よ、私は土地のえり好みはしない。その間、御覧の通り、

私はこの僧院に僧侶として暮らしているのだ」とフィンクは高笑いして言って、大きな瓶
からラム酒の塊をもっと少ない量の他の材料に注ぎ、その飲み物をかき混ぜて、アントン
が秘かに驚いたことにその炎の混淆物を快適に飲み込んだ。「いいか」と彼はアントンに
瓶を押し突けて叫んだ、「一気に調合し給え。陽気に話そうではないか、仲の良い仲間の
ように、仲直りした敵同士のようにな」。
この晩以来フィンクは我らの主人公を親しげに扱った。これは彼が店の他の男衆に見せ

るぞんざいなやり方とははなはだ異なるものであった。しばらくするとアントンは独房の
この僧侶の寵児となった。しばしばフィンクは彼を部屋に呼んだ。いやそれどころか四階
の革色の猫の至聖所にまで遠慮なく登って来た。一晩家で過ごそうという気分に丁度なっ
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た場合のことである。勿論この場合はしょっちゅうではなかった。アントンは直に気付い
た。彼の新たな友は、町では良く知られた、大いに噂されている人物であるということ、
また彼は上品な若者達を真の専制君主のように支配していて、貴顕氏の乗馬や、狩猟パー
ティー、その他有益な活動の際、指揮者となり、熱望される権威であること、これに気付
いた。彼は若くて、有能で、貴族であり、途方もなく金持ちであると見なされ、馬の蹄や、
銃身、金鍍金された紅茶スプーンと何らかの関係があるようなすべての事柄に関して名手
であり、なかんずく、彼は自分に近寄って来る誰をも軽快な増上慢で扱った。これは以前
から独立不羈とは言えない人間達の群衆の中では卓越した力の印と見なされてきたもので
ある。フィンクはそれ故社交に良く出ており、しばしば朝方になって店に帰って来た。ア
ントンは自分がすでに帳簿の前に座っているとき、時折彼が帰って来るのを耳にした。そ
れから一，二時間休憩を取って、帳場の自分の席に座る彼の友の生命力に彼は感嘆した。
午前の間ずっと疲れの痕跡を何も見せないのである。店の厳しい規則にフィンクは、前代
未聞の自由を発揮していて、時に帳場が開いてから一時間して登場したり、閉まる前に退
出したりしてこの点でも目立っていた。アントンは自分の店主がこの時々の勝手を大きな
犯罪と見なしているのか、それとも小さな犯罪と見なしているのか推察できなかった。い
ずれにせよ彼はこれに関し黙っていた。
かくて冬が過ぎた。アントンは目に著き印で、春がこの国に、そして夏が、やって来た

のに気付いた。御者達はもはや帳場に雪片を持ち込まず、雨粒や褐色の足跡を持ち込み、
時折一人の少女が菫の花束を持って、倦むことのない壁時計の近くに大胆に寄って来た。
それから太陽がリーボルト氏の元帳の前、窓の隅に戦闘的に輝いた。それから仲買人がや
って来て、野外の油料作物[オリーブ]の黄色い花々について語った。そして最後にブラウ
ン氏が現れて、手に最初の薔薇を持っていた。アントンが白鳥どもと共に湖面を渡ってか
ら一年が過ぎていた。彼は一年間その航行を思い出していた。

8.

相変わらずファイテル・イッツィヒは静かな隊商宿にその寝室を有していた。彼が到
着した日に泊まった宿であった。警察の主張によれば、誰もがどこかをその家としなけれ
ばならず、すべての分別ある夫人の見解によれば、ベッドのある所がその家であるとすれ
ば、ファイテルは珍しく、家にいることがほとんどなかった。彼はエーレンタール氏の仕
事から抜け出すことが出来るたびに、路上をぶらついて、自分に対し何かを売買する気が
あるように見える若い殿方の一人一人を待ち伏せるように狙っていた。そして通行人の素
振りから、この人が小さな商取引の魅力に関心があるかないか、正確に察知する能力を有
していた。いつも彼は若干の豪華ターラー貨幣をポケットに入れていて、優美にぞんざい
に魅力的に鳴らすことができて、この支払い能力に対し無関心でおれるのは単に鈍感な人
間に過ぎないのであった。彼は素早く一瞥するだけで、一枚の上着やチョッキのごく内密
な欠陥を識別することが出来、彼は自分の顧客に対し、一杯の魅惑的愛想の良い言い回し
を心得ていて、原則、成長半ばの高校三年生に対しても、ただ「恵み深い殿方がご丁重に
恵み深く許されますならば」としか話さず、この商売については永遠に、自らの卑下に目
立った色合いを与えることを至高の妥当性と心得ていて、極めて没趣味なお辞儀をして、



- 62 -

名手ぶりを発揮した。彼は古い真鍮を白雲母でまぶしいものにしたり、古い銀貨に最高度
の輝きを与えたりする学術を有していた。彼はいつも、着古した黒いフロックコートを買
う用意があって、これはすべての玄人が大胆で向こう見ずな性質の徴候と見なすであろう
ものであるが、彼はこの繊維質の布地に独自のブラシのかけ方で新品の輝きが生ずるよう
にする術を弁えていて、この輝きは、彼が見つけた哀れな学校教師や、背の良く伸びた堅
信礼の少年達、年季の明けた見習達といった顧客の目がまさに眩まされるほど十分に長く
続くのであった。彼はエーレンタール氏のために行う用件のたびに、それを別の用件と結
び付けて自分の利益としようとした。そのことで彼は素早く顧客を得て、これは灰色の髭
の古着商達の嫉妬を買うことになった。しかし彼は自分の仕事を古着だけに限定していな
かった。もっともこの古着商で彼は最初の数多くの成功を収めたのではあった。彼は馬喰
達の代理人となり、秘密裡の金貸し達と結託して、このような名誉面の男達に顧客を送り
込んだ。いや彼自ら金を貸していて、五十パーセント以上は決して受け取らないという非
凡な優しさを有していた。しかし彼はただ短期の貸し付けとしていて、支払い期日には現
金の代わりに心易く売り物になるものはどんな物でも料金として受け取った。この査定は
事情通として最も上手に自らがなしていた。その際彼は決して疲れないという有徳さを見
せて、一日中歩き回り、数グロッシェンのために十回同じ道を走り、国王のように一ター
ラー獲得しては喜び、すべての粗い言葉を、 ー 彼はこれをしばしば耳にしなければな
らなかったが、 ー プードルがその打撃を受け流すように、気にかけなかった。彼は自
らには享楽の時を許さなかった。彼の唯一の気晴らしは、自分が丁度抱えている用件の仕
事の数を指で数え、その儲けを勘定することであった。いかに彼は自身の消費が少ないか
珍しいものがあった。彼は夕方一片のパンを食した。これは彼が昼食のとき、エーレンタ
ールの台所から自分のポケットにくすねたものであった。薄いビールを一杯飲んだのは最
初の年ただ一度だけであった。それも暑い日のことで、荘園所有者に加勢して、一台の馬
車を売ったときで、二時間の活動で同じ二ターラー貨幣を稼いだのであった。自分の服は
仕事上のものであった。それ故夏と冬黒い燕尾服を着て、それに合った長ズボンを履いて
いた。いや、彼は黒いビロードのチョッキに金鍍金の鎖をかけることを有益と思った。そ
していつも同輩の許に紳士然として現れた。商売人は、誰も自分と取引することが恥ずか
しくないような恰好をしなければならないと正当に主張していたからである。こうしたす
べての理由から最初の一年の経過の後、すでに自分の六ドゥカーテン金貨が三十倍に増え
るのを目にする喜びを味わっていた。
エーレンタール氏の仕事では、彼はすでに不可欠な構成員になっていた。彼の炯眼は人

物、馬、穀物馬車を逃さなかった。彼は一度会った顔をすべて忘れなかった。毎日彼は有
資格仲買人であったかのように、株式相場表を暗記していた。相変わらず彼は使い走りと
いう、体裁の職というよりは有用の職に就いていて、相変わらずベルンハルトの長靴を磨
き、台所のドアの前で食べていた。しかし彼にとって、エーレンタール氏が形式上使って
いた小さな帳場での写字台と革製の椅子が必要となるであろうと分かっていた。これが彼
の憧れの目標であった。それは彼にとって楽園での一つの席であった。というのはまだ彼
は商売の奥義にまで達していなかったからである。誰か重要な顧客がエーレンタール氏と
商談するとき、彼は追い払われていた。直に彼は、この幸運に値するには自身まだ若干欠
けると察した。彼はドイツ語を達者に使いこなした。しかしそれには東部の訛りが感じら
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れて、より高度の文法というよりはむしろ喉頭[俗語]であった。彼は商売上の文や勘定書
を書いたが、しかし滑らかなものではなく、線もなかった。文字はいわばもつれたもので
あって、綜合文は穴が多く、繕われたものであった。簿記の秘法ときたら、彼はこの点で
は無邪気な子供であった。この欠如は彼の心を重くした。
その間彼は宿で声望ある男となっていた。レーベル・ピンクスさえも彼をはなはだ信頼

して扱った。この素敵な関係はファイテルの炯眼のお蔭であった。客室のかの板の壁と木
材の空ろな響きを彼は到着して日以来不審に思っていた。数週間かけて彼は、自分の調査
を続行する機会を窺っていた。ようやく彼は或る土曜日、体調がすぐれないという口実を
作って家に残っていた。亭主と客人達は威儀を正してシナゴーグ[ユダヤ教の会堂]へ歩ん
で行った。自分の戸棚の奥の壁の隙間を拡大し、何か覗くことにようやく成功した。その
何かは極めて驚くべきものであった。大きな、汚い部屋が見えた。そこは全体、トランク
や箱、欲しい品物の混沌で満たされていた。紳士服や女性服、ベッド、下着類、布地、多
彩なカーテンが大きく積まれて散らばっており、金属製の装置、十字架や杯、シャンデリ
アが薄暗がりの中、輝いていた。更に他の魅惑的推測を呼ぶ品もあった。これは彼の鋭い
目でも見分けることができなかった。アラジンが魔法の洞窟に最初足を踏み入れたときも、
この貴公子イッツィヒが発見したときほどの大きな興奮に陥らなかったかもしれない。彼
は再三隙間の所に戻って来て、神秘的な倉庫の埃っぽい薄明かりを見つめていたが、やが
て客人達がシナゴーグから家に戻って来た。彼は発見を自らの裡に仕舞い込んでいたが、
しかしその日以来鼠穴を前にしたイタチのように待ち構えていた。数回彼は夜、隣家の神
秘的部屋の中で物音を耳にした。あるときはひそひそ声を耳にすることができた。この際
威厳あるピンクスの低い声が疑いようもなく聞こえた。あるとき彼が遅く家に帰って来る
と、彼は隣家で樽や箱、束が小さなブリチュカ[ロシアの軽四輪馬車]に積まれているのを
見た。これは恥ずかしげに亜麻布で覆われていた。これはすでにソロモンの雅歌で王の番
人によって葡萄畑で止められないようにシュラムの乙女[Sulamith]が有益と薦めている処
置である。同じ夜に彼の宿の亭主の二人の寡黙な客人が姿を消した。彼らは明らかにポー
ランドの出身で、再び戻って来なかった。こうしたこと一切から彼はこう結論付けた。つ
まり亭主はあらゆる珍しい品物の一種の注文店、運送店を引き受けていて、これらの品を
十分な理由があって、昼よりも夜に発送しているのだ、と。 ー 我らのファイテルに明
かりが点された。品物は東方へ送られ、国境を越えて密輸され、ロシア帝国の奥深くまで
浸透してアジアの国境まで行く。そこで最後に熱心なキルギス人が、ドイツ人の仕立屋に
縫われたシャツやレース飾りの上着を着用する。ドイツで欠陥のあるものはすべて原則的
にロシア人のものとなるのだ。ファイテルは自分の発見を商売人らしく自制して利用し、
宿の亭主にそれを暗示することは、ピンクスが動揺して、彼を格別顧慮してもてなすよう
になる程度に抑えた。
活動的な一日の後、ファイテルは思いに吹けって、宿に戻って来て、通常の挨拶をしな

がら客室に入って来た。彼は静かに隅に腰かけて、思案して一人の文書の通暁者を求めた。
立派な文体と帳簿の秘伝を伝授するにふさわしい人物で、できるだけ安い報酬で、いやこ
とによったら、黒い燕尾服と引き換えに教えてくれる人物である。この燕尾服は、その裾
が、 ー 巨大な葬儀告知人のものであったもので、 ー 枝垂柳の枝のように大地に達
するが故に、彼が手放せないでいる代物であった。ファイテルが甲斐のない思案の後、見



- 64 -

上げると、テーブルの所に一人の余所の客人を見つけた。彼は手にペンを握っていて、こ
のペンをインク壺に浸けていた。この男は秘かに一人の商人と話していて、時々紙片に背
を曲げていた。多分秘密の交渉の決議を記録しているのであった。ファイテルはこの執筆
者を一杯予感して見つめた。この男の先祖は、モーゼの下、紅海を渡ったのではないこと
は明らかであった。この殿方は強壮で小柄であった。彼は赤らんで、神経過敏な鼻、丸い
初老の顔、もじゃもじゃの髪、古い鋼製の眼鏡を有していた。この眼鏡を彼は時折両耳に
押し突けていた。長く使用していたが、団子鼻に全く収めることができないでいたからで
ある。眼鏡のこの男性ははなはだ劣等な上着を着用し、時折錫の缶から嗅ぎ煙草を吸って
いることにファイテルは気付いた。その際この男はそのたびに独自の斜視で商売人を見つ
めていたが、一種の審問官風な目配せで、これは自分の顔に愛想の良い表情を与えようと
思いながら、出来ないでいる目配せであった。明らかにこの男は文書の通暁者であった。
ファイテルは彼に近付くことができるか待つことに決めた。ようやく交渉がまとまった。
商人は一枚の紙を受け取って、代わりに貨幣をテーブルに置いた。ファイテルの鷲の目が
見たところ八グロッシェンで、それをこの眼鏡の殿方はぞんざいにズボンのポケットに入
れた。商売人は離れて行った。この余所の男は、上機嫌で座っているように見え、小さな
瓶のブランデーから最後の残りをグラスに注いだ。ファイテルは彼に向かって行った。小
さな殿方は素早く不審げに見上げたが、しかしファイテルの丁重な所作を見ると、彼の赤
い顔に親しげな微笑が浮かんだ。そして彼の鋭い声が言った。「もっと近くに、お若い方。
私に相談があるのでしょう。御用は何かな」。
ファイテルはためらいがちに始めた。「貴方が当地に馴染みの方であれば、ちょっとお

願いしたいことがあるのですが」。
「はっきりどうぞ」と相手は励まして、自分のグラスを飲み干し、ファイテルを愛想良

い視線で見つめた。
「お尋ねしたいのですが、安い対価で、私の知り合いの男性に商売用の文書や書類の書

き方を伝授して下さる方をひょっとしたら御存じではないかと思いまして」。
「そうかい」とこのみすぼらしい殿方は尋ねた、「商売用か。 ー それでこの知り合

いの男性というのは貴殿自身でしょう」。
「隠してどうなるものでもありません」とファイテルは率直に答えた。「はい、私自身

です。しかし私はまだ初心者で、わずかしか支払えないのです」。
「わずかしか支払わない者は、わずかしか得られませんぞ。 ー 名前は何でしたかな」
とこの老人はその間無関心に尋ねて、缶を回した。
「ファイテル・イッツィヒと申します」。
「そうかい、親愛なるイッツィヒよ」と老人は続けた、「立派なレッスンは立派な金が

かかる。何の仕事をなさっている？」と父親らしい顔つきで更に彼は問うた。
「私はヒルシュ・エーレンタールの帳場にいます」とファイテルは自負心を持って説明

した。
余所の客人は注意深くなった。「エーレンタール氏は豊かな男で、賢い男だ。かつて彼

と大いに関係したことがある。立派な法律の知識を有している。貴方が商売の書式を習得
したいのであり、エーレンタール氏の許にいるのであれば」と彼は考量しながら続けた、
「ひょっとしたら助言できるかもしれない。その誰かがいるとすれば、報酬はいかほど支
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払うつもりかな」。
ファイテルは何かを呈示するのは無責任と思った。彼は控えて述べた。「そのようなレ

ッスンにはいかほど要求されるものか、私には分かりません」。
「それでは貴殿に有り体に述べよう」と眼鏡の紳士は説明した、「ひょっとしたら私自

身が貴殿にレッスンするかもしれない、ひょっとしたらしないかもしれない。そのような
授業は誰にでもするものではない。まずは貴殿のことをもっと詳しく知らなければならな
いであろう。しかし貴殿が私の気に入れば、レッスンをする気になるには、貴殿が初心者
であることを考慮し、更に貴殿が貧しいことを考慮し、また私が丁度暇で、実践よりも理
論を行う状況にあることを考慮して、貴殿が私に五十ターラー払えばだな。二十五ターラ
ーは最初の授業の前に、二十五ターラーは私自身が貴殿に書いて渡す借用書でだ、これは
四週間以内」。
「五十ターラー」とファイテルはびっくりして叫んだ。そして雷に打たれたかのように

床几の上に沈んだ。「五十ターラー」と機械的に彼の唇は繰り返した。彼の精神の歯車装
置はすでに停止していた。
「貴殿にとって多すぎるのであれば」と眼鏡の紳士は鋭い調子で尋ねた、「若いイッツ

ィヒよ、貴殿に述べておこう。第一に私は青二才は相手にしない、第二に私は自分の加勢
をこれほど安く呈示したことはない、第三に数週間この部屋に滞在したいという気が大き
なものでなければ、貴殿を相手にしていないであろうということだ」。
「五十ターラー貨幣」とイッツィヒは我を忘れて叫んだ、「二，三ターラー以上はしな

いであろうと思っていました。ひょっとしたら更に一枚のチョッキと一足の立派な長靴を
添えるかもしれないとしても」。老紳士は激しく眼鏡に手を当てた。 ー 「それに帽子
を一つ、これは新品同様なものを」とファイテルは素早く付け加えた。或る嵐がが吹き寄
せる気配がし、テーブルの上の帽子が傷んでいるのに気付いていたからである。
「失せやがれ、阿呆」と老公は勝ち誇って叱りつけた。これはファイテルが大きなデン

マークのドッゲ[大型番犬]を連れた若衆達を相手にするときにのみ我慢することにしてい
る勢いであった。「哀れな学校の学校教師を探すがいい」。
「それでは書式の先生ではないのですか」とイッツィヒは押されて、しかししつこく尋

ねた。
「違う、阿呆」と老公はぶつくさ言った、「エーレンタールが商売でこんなうすのろを

使っているとは思わなかった」と声高に独語して、彼は付け加えた。「私が書式の教師か」。
「貴方のお仕事はそれでは何なのです」とイッツィヒは侮辱されて尋ねた。
「おまえには関係ないことだ」と余所の紳士は決然と語って、哀れなファイテルを射抜

くように見つめて、席から立ち上がって、家のバルコニーへ出た。そこの隅の方に身を置
いて、衣装束のような風体であったが、大きな上着のポケットから一枚の文書を取り出し
て、熱心に読んでいた。
ファイテルは更に一瞬呆然として一人っきりの部屋にいたが、ようやく決心して、この

余所の男性についてピンクス氏から情報を求めることにした。彼は口実を設けて、ブラン
デーの店へ入って行き、できるだけさりげなくこの小さな紳士の名前と仕事を亭主に尋ね
た。
「貴殿は知らないのか」とピンクスは皮肉な微笑を浮かべて言った。この微笑はファイ
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テルに向けられたのか余所者に向けられたのかファイテルには分からなかった。「この男
性と知り合って損にはならないと肝に銘ずることだ。名前は本人に聞くがいい、私より確
かだろう」。
「貴方が私を信用なさらなくても、貴方の信用を得たいものです」とファイテルは答え

て、この余所者との自分の交渉を語った。
「それでは彼は貴殿にレッスンをしようとしたのか」とピンクスは驚いて尋ねた、そし

て太い頭を振った、「五十ターラーは大きな金だ。しかし何人かの金持ちの男なら、この
男が何を知っているか知っておれば、その百倍は出すだろう。そのことは言っておこう。
ちなみに貴殿が何を習うか、誰の許で習うか、わしには何の関係もないことだ」とピンク
スは乱暴に結んで、リキュールの瓶の許へ行った。
ファイテルは降りて来たときよりも、更に混乱して上がって行った。そして再び熟考し

ながら片隅に腰かけて、商売書式といった通常の事柄に何故かくも尋常でない金を要求で
きるのか思いを巡らせた。その間に亭主が上がって来て、テーブルに明かりを置き、この
余所者のために簡素な夕食を持って来た。自分の本性とは全く反対に、彼はこの客人に対
してはなはだ気さくで、客人のバルコニーに招かれて、その暗がりの中で短いやり取りを
行っていたが、その話題はファイテル本人であろうと、ファイテルは気付いた。
ピンクスがこの余所者と再び部屋に戻って来たとき、彼はファイテルに言った。「この

殿方は数週間こちらに滞在する。そしてそのことを人に知られたくないと思っている。貴
方は誰にも彼がここにいることを、たとえ誰に尋ねられようと、漏らさないでしょうな」。
「だってこの殿方が誰か知らないのだから」とファイテルは語った、「彼がここにいる

と誰かに話すわけないでしょう」。
「この若い方のことは信頼できますよ」とピンクスはこの余所者に述べた。これに対し

この余所者は無関心に頭で頷いた。亭主はこの度は明かりを点したまま部屋に残して、お
休みと挨拶して去った。この紳士は心地良く腰かけて、不快なピチャピチャという音を立
てて夕食を食べ、その際時々ファイテルを見た。およそ古カラスが黄色のひよこを見てい
る按配で、このひよこは青春の軽率さでその間近に敢えて近寄ったのであった。
老公が瞬きをしてこの獲物を見ている間に、若いイッツィヒは突然次の考えが頭を過っ

た、つまりこの途方もない要求をするこの不気味な人物はひょっとしたら選ばれた者達の
一人で、哀れな商人が間違いなく幸運、黄金、そして地上のすべての財宝を手に出来る諸
方策の所有者の一人ではなかろうかという考えである。彼はこう考えて熱くなった。確か
にこの余所者は全く金持ちで、幸せであるようには見えなかったが、しかしこの古い上着
を単にお忍びで着用しているのではないか、あるいは途方もなくけちで、あるいは彼自身
何らかの理由でこの諸方策の利用を許されなくなっているのではないか。ひょっとしたら
五十ターラーはこの秘伝の代償ではないか。ファイテルは今や世間知を十分に心得ていて、
一つの軟膏や一つの魔法の石を通じてこのような成果は得られない、そのためには学術が
必要であると見抜いていた。彼は他の人々よりも抜け目ないことが肝心であり、このよう
な抜け目のなさはその所有者にとって憂慮がないわけでないと気付いていた。いや彼には
無論こう思われていた。あたかも人は、この学術を利用したら、悪魔に身を任す危険に陥
るようなものであろう、と。しかしもっと詳しいことを知りたいという欲求が勝った。彼
の両手は熱病のときのように震えて、彼の青白い顔は、隅の方からまたこの余所者に近寄
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って、はなはだ熱心にこう語ったとき、火照っていた。「敢えて貴殿に質問をさせて頂き
とう存じます。私はすべての商売で幸運を得る術策を、つまりどんな種類の売買も最良の
値段で行える術策を習得できると聞いたことがあります。私どもの人々の一人が私に請け
合ったようなそのような術策があるのであれば、私は貴殿にただ伺いたい、これは貴殿が
その気になれば伝授可能である学術と同じものなのか、と」。
老公は皿を自分の許から押して、はなはだ目を瞬かせてこの若者を見た。「そなたは私

の実務で現れた極めて珍しい人間だ。そなたはとても愚かであるか、あるいは私が出会っ
た中で最も悪辣な俳優であろう」。
「いいえ、私は単に愚かであるにすぎません。でも賢くなりたいのです」とファイテル

・イッツィヒは言った。
「面白い奴だ」と老紳士は思わず述べて、眼鏡を押して、ファイテルを正確に観察した。
ファイテルは眼鏡の冷たい輝きでとても不気味な思いがした。長いこと吟味した後で、老
公は、パトロンの顔つきをして言った。「いいかね、そなたが術策と呼んだものは、法律
の知識に他ならない、法律を自分の利点へと利用する英知に他ならない。これを理解して
いる者は、この世で偉い男になる。この男の支障となるものは何もない。縛り首にならな
いからな」。こう述べて老公は笑った。ファイテルは普段顔の筋肉の機械的動きには大し
て注意を払わなかったが、我らのファイテル自身にも不安な印象を残す笑い方であった。
「諸法律を取り扱うこの術策を」とこの小さな殿方は続けた、「習得するのは容易では

ない。いいか、長い修練が必要だ。そして打てば響く頭脳と正しい瞬間での決然さと、と
りわけ学者達が性格と呼んでいるものが必要だ」。そう言って彼は更に微笑した。
ファイテルは、自分が人生の重要な岐路に立たされていることに気付いて、片手で上着

の自分の古い札入れを探って、一瞬震える手で掴んだ。この瞬間彼の哀れな魂を去来した
のは、 ー ほんの一瞬であったが、 ー 野蛮な、痛々しい情感であった。閃光のよう
に素早く痙攣して騒いだ。彼はこの瞬間オストラウの自分の老いた母親を思い出した。正
直な女性で、自分の金のネックレスを売って、彼の革のポケットに六ドゥカーテンを縫い
込んでくれたのであった。彼は彼女を眼前に見た。別れの際に涙ながらに祝福して、彼に
こう言ったのであった。「ファイテルよ、難儀な世界だ。正直に自分のパンを稼ぎなさい、
ファイテル」。 ー 彼は眼前に灰色髪の父親が臨終の床にあるのを見た。彼の白い髭が
痩せた体の上に垂れていた。 ー そして彼は深く息をした。五十ターラーのことも考え
た。この金を厳しい取引で獲得したときの大変な苦労を考えた。そのために何度走り回っ
たことか、どれほど辱められたことか、いや煩わしい者として何度も殴られそうになった
のだ。この最後の考えが魂を去来したとき、彼は激しく札入れを上着から取り出して、そ
れをテーブルに投げ、その上に固められた拳を置いて、きらきらする目で叫んだ。「ここ
に金があります」。 ー そして彼はこの言葉を発しながら、熱病のように興奮して、情
熱的な素早さで、自らこの瞬間に明確に、自分は何か邪悪なことに取りかかるのだと感じ
た。そして一つの重荷が知らずに自分の胸に沈殿して行くのを感じた。しかし彼は決然と
していた。しつこいユダヤの少年達に階段を下りて行くように指示する若い殿方達は、次
のことにほとんど思いが至らなかったのではないか、つまり自分らの嘲笑の言葉は哀れな
荒れた人間の心に一人の魔神を目覚めさせることになろう、この魔神が彼ら自身に後年悲
惨さや堕落を呼び起こす運命になろうものである、と。
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数時間後、明かりは深く燃え落ちていた。赤い炎の下、荒れた部屋に相変わらずファイ
テルは座っていた。口を開け、目を輝かせ、赤い頬をして老男性の講義に聴き入っていた。
老公は、これについて聴講することは大方の死すべき定めの人間にとって退屈なもの、つ
まり通常の借用証の書式について語っていた。
明かりは消えていた。この小さな殿方は新たな一本のブランデー瓶を空にして、長い語

りで疲れて、麦藁布団に眠り込んでいた。そして相変わらずファイテルは床几に座ってい
た。今日彼は自分の顧客のこと、支払った金のことを考えていず、黒い四方の壁に[空で]
借用証を書いていた。その借用証では発行者は多言を弄して可能な限りわずかの義務を負
うていた。そして貸与された金の受領証を書いていた。この受領証ではさりげない付加文
で、返却金の総額は自分の思いのままになるのであった。かくて彼は長いこと鉛色の黒い
闇に座っていて、大きな汗が彼のこめかみから滴って落ちた。それから彼は木製のバルコ
ニーへのドアを開けて、手摺に凭れて、薄明かりの中、下の水路を眺めた。水路はインク
の巨大な奔流のように流れすぎた。そして再び彼は借用証を向かい合った家々の黒い影の
中へ書き、受領証を暗い水面に書いた。最後に彼の疲れた体は消耗して瓦解し、彼は片隅
で眠り込んだ。熱い頭は木の壁にもたせ掛けられていた。冷たい一陣の夜風が水面を通り
過ぎた。下の方では水路が嘆くように、古い家々の木製の支柱や張り出し部にざわざわと
当たっていた。彼が影の中に描いたもの、これは動いた。彼が水面に書いたもの、これは
散った。しかし彼の魂は一枚の借用証を発行していた。この借用証はいつか利子や複利を
付けて彼から要求されることになる予定であった。風が呻き、嵐が訴えた。借用の荒々し
い警告であり、裁きの復讐の告知であった。

この夜以来ファイテルは毎晩急ぎ足で宿に戻った。商売書式のレッスンは規則的に進行
した。眼鏡の殿方は徹底的な教師で、手形法と抵当権条項の最も深淵な秘密が彼には明白
であった。彼は法律が有能な男には未定のままにしているすべての曖昧な箇所に通暁して
おり、法的な義務を迂回できるすべての抜け道に明るかった。彼の授業の方法は的確なも
のであった。彼はすべての発行されるべき証文のたびに、すべての商売上の義務のたびに、
通常の形式から出発し、自分の弟子にそれに関連する法律を教示し、自分の教えを諸範例
で明確に分かり易くした。それからまず法律のたびに、個々の事例のたびに、その義務に
対する自由な観点が得られるようなささやかな補助手段を暗示した。毎晩ファイテルは数
枚の貴重な処方箋を札入れに入れた。何の義務も負わない書式の記録と、更にまた、一見
そう見えないけれどもはるかに多くの義務を負うそうした書式の記録である。時折老公自
身がこのような芸術品を作成し、それを弟子に写させた。その後は自ら手書きの文書を丁
寧に明かりで燃やした。宿に余所の客人達が居合わせるとき、教師と弟子は片隅に引っ込
んで、囁き声でやり取りした。この囁き声は居合わせた者達から大いに尊敬されて傾聴さ
れた。というのはファイテルがその場合、この殿方から簿記や他の有益な事柄についてレ
ッスンを受けていると説明する習慣であったからである。
ファイテルが自分の教師の人柄について次第次第に知り得たこと、名前と運命について、

ここで簡潔に述べておこう。ヒップス氏は栄華の日々を経験していた。彼はかつて首都で
大いに繁盛した弁護士であって、数年のうちに広範な実務を行うのに成功していた。大都
会では仕事を行う顧客の許で、どの弁護士もやがて一種の評判を得るものだが、これは歌
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姫や踊り子の評判と変わらず同様に不安定なものである。しかしこの評判は人々の大きな
階層の中で談話の魅力的な題材として利用されるものでもある。この階層の許で、ヒップ
ス氏は当事者達の付き合いの中で極めて有能で傑出しており、不利な権利を立派な権利に
変える極めて断固たる大胆な男性と見なされていた。最初彼は極めて良心的な検事同様に、
不正を正義にねじ曲げることによって、のし上がる気はほとんどなかった。それに彼は自
分が劣等な件と見なす当事者達の代弁をするとき、心許ないという痛々しい感情を有して
いたし、自分の同僚達の極めて名誉ある者達とほとんど同様で、ただ若干懐疑心が少なく、
若干赤ワインを好むことが過ぎていた。この赤ワインの称えられるべき特性がやがて一つ
の弱点となった。彼は味わって朝食を摂るタイプの男で、辛辣な機知の紳士であり、食卓
での立派な社交人であった。彼は繊細な精神を有し、洒落た言い回しのパラドックスを喜
び、自分の敵から毟り取った髪を裂く[瑣末な議論をする]ことを好んだ。赤ワインを飲む
お蔭で、大いに金を支払うことに熟練してしまい、大いに収入を得なければならない状況
に追い込まれていた。狡猾さを喜ぶ虚栄のために、何度か彼は自分の輝かしい精神の全エ
ネルギーを劣等な事柄に奉仕し、この件を勝利に導く誘惑に屈してしまった。かくて彼は、
絶望的訴訟に成功を収める弁護士がしばしば経験する呪詛を受けることになった。つまり
劣等な件を弁護する必要のある者達が皆、彼の許に押し寄せたのである。長いこと彼はこ
のことを不快に思っていた。しかし彼自身が悪漢の実務と呼ぶこの営業から縁を切るには、
彼にはただ少しばかりふんぎりの力が欠けていた。次第に、全く次第に、劣等な件のお蔭
で、この件に自分の非凡な才を発揮しようと努めて、自ら劣等になった。ますます彼の困
窮は大きくなり、ますます誘惑に唆され、ますます彼の良心は小さくなった。
かくて彼はいつしか夙に内部が空洞になり、ほこり茸のように毒の塵で満たされた。外

見的にはまだ堂々と輝いて見えた。しばしば彼については、町での最大の実務を通じて最
も豊かな男達の一人としてキャリアを終えるであろうと予言された。その時、抜け目ない、
法律に通暁した彼が、災難に見舞われ、ある捜査を受けることになった。彼は単に絶望的
な手段でしか取り繕えないある件のことで法律に抵触してしまったのである。彼は判決を
下され、悪罵で罷免され、落ちた星として彼の同業弁護士の圏内から消えた。彼がまだ憂
慮や顧慮に関し有していたものは、その時から急速に失われてしまった。彼は現実にはほ
とんど財産を有さず、他人の所有物へのほとんど単に劣等な要求権と、絶望的な借用証、
希望のない記録書を有するのみであった。勿論それらを得るのに要した費用はわずかなも
のであった。それらの徴収が今や彼の人生の課題となっていた。というのは相変わらず、
沢山支出する困窮状態にあったからである。それ故数年間彼は永遠の訴訟屋、苦情家とし
て、法廷では良く知られた人物であった。彼はこれらの裁判で得たものを、劣等な社交の
中、粗放な官能と共に浪費した。彼は大酒飲みとなり、だらしない美食家となった。しか
しこのような不確かな収入も終わってしまった。彼の名前は次第に裁判文書から消えた。
そして彼の姿は下級のレストランにももはや見られなかった。しかし彼の活動は止まなか
った。彼は火酒居酒屋の訪問者、裏の弁護士へと沈んで行った。他の人々を裁判へと扇動
し、詐欺師や香具師の助言者となった。こうした静かな活動で彼は数年過ごし、多くの不
祥事を引き起こして、倒れていない地上の偉人達に対する自分の憤怒、卑俗な質となった
自分の欲求のはけぐちとした。残念ながら今となってもまだ、すっかり法律の目から自分
の姿を隠すことに成功していなかった。まさに今狼藉の実務のせいで彼は追跡されること
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になった。長めの旅という口実の下、しばらく姿を消すことが必要と思われた。それ故彼
はピンクス氏の許に宿泊した。彼は時にピンクス氏の顧客であり、法律顧問であった。そ
んなわけで若いイッツィヒに彼の受領書式を教える暇があったのである。
ちなみにヒップス氏は用心しないわけではなかった。彼は自分の弟子に何らかの詐欺紛

いを教えるたびに、これは商売書式の通常の直線の側にアラベスク模様のように懸かるも
のであったが、醜い微笑を浮かべて、こう述べることを欠かさなかった。「こうした一切
をそなたに語るのは、ただそなたが注意するためだぞ」。この言葉は常套句で、師弟にと
って陽気さの優美な源泉であった。これは、ファイテルが非凡な鋭利さを示すようになっ
て、こうした秘伝の使徒たるに十分な性格の要求をすべて備えるようになった後でも変わ
らなかった。
授業はこの老男性にとってすぐに心の欲求となった。いや彼の心からのものとなった。

というのは勿論、彼は善的なものをほとんど見いだしがたい劣等な人間となっていたけれ
ども、しかし彼が温かい血の人間の心の代わりに胸に抱いていた黒い鉱滓は、まだ完全に
燃え尽きてしまったわけではなかったからである。彼ははなはだ憎しみの欲求を持ってい
た。しかし同様に認知されたい欲求も持っていた。何年も経ってから今ようやく、自分の
知識を比較的長く話して披露し、精神を示し、別の人間に一種の尊敬を植え付ける機会を
得ていた。かつて彼は教養ある鋭敏な法律家であった。彼の知識に体系は荒れた生活では
なはだ瓦解していた。しかし若い野蛮人に畏怖の念を生じさせるものがまだ十分に残って
いた。そして一種メランコリックな喜びと共に、この非道の男性が数年来有していた極め
て高貴な感情と共に、彼はこの青年の前に自らの精神の封鎖されたドアを開けた。ファイ
テルの注意深さがはなはだ彼の気に入った。彼は彼を自分の被造物と見なし始めた。そし
て次第にこのユダヤ人の少年に愛着を見いだした。彼自身はこの愛着にシニックな機知を
投げかけていた。しかしそれでもこの愛着はこの惨めな男にとって一つの宝であった。と
いうのは人間の性情の善意は不壊であるからである。一人の人間がどんなに堕落しても、
その人間をすべて台無しにすることはできない。常に人間の生命力は、それが健康に、善
へと発展できる箇所を求めるものである。しかし堕落した魂にとって呪詛となるのは、善
なる人間的情感もその魂にとって不祥事、罪へと変わるということである。
急速にその老男性にとって自分の弟子は地上の何らかの他の人間よりも重要になった。

性急に彼は、この商売の若造が講義にやって来る夕刻の時を待つようになった。いや彼は
自分の夕食やブランデーの瓶から若干の残りをファイテルに残すようになった。そしてこ
のユダヤ人の子供が陰鬱な明かりの下、彼の前に座って、食欲旺盛に冷たい肉を食らうと
き、この老公は彼を黙って見つめて、このことを喜んだ。そしてあるとき、ファイテルが
厳しい天候で凍えて、熱を出して薄い毛布の下、麦藁布団の上に寝ていたとき、信じ難い
ことが起きて、この老公は羽根布団を、彼はこれを特権的人物として亭主から得ていたの
であるが、自身の寝台から運んで、この若者の上に広げたのである。ファイテルが感謝し
て彼に笑いかけると、この老公はまた喜んだ。
ファイテルは老公の心に生じた友情のこの火花に値した。というのはファイテルは、た

だ何らかの弟子が有名な教師に対して抱くような崇拝を老公に示したからである。彼は老
公に新しい衣裳を購入価格で提供しようと申し出て、似合う上着を強情に交渉した。その
上着を老公に出来るだけ安く用立てたかったからである。彼はいつもブランデー瓶を満た
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すべく散財する用意があった。彼の立派な師の弱点がここにあると知っていたからである。
彼は老公を自分のささやかな商売の内情通とした。いや彼は老公に時折、夕方、贈り物を
持参したし、上手く商売が行った日には、肉屋へ急ぐことさえあって、ヒップス氏のため
に嫌なタンソーセージを購入した。勿論こうした心の友情にも小さな棘がないわけではな
かった。老公は弟子に自分の辛辣な気まぐれの言葉を止めなかったし、イッツィヒは老公
が余りに多く火酒を聞こし召すと、老公に極めて無礼な名前を呼んだ。これは彼の心の中
の尊崇の念は不動のものではないということを示すものであった。しかし全体二人の名誉
ある男達はそれでも立派に調和していて、互いに不可欠であった。
ファイテルは老公が隠れて過ごす月日の間に、劣等な職人策略以外のことも学んだ。彼

はドイツ語をもっと正しく話し、書けるようになった。いや彼は時折、自分がヒップスの
ために小さな貸本屋の図書から借りて来なければならなかった諸本を読んだ。彼は楽しん
で、海路、陸路での冒険やアメリカの征服、その他、自分の空想が色々な商売と関連付け
る刺激的活動について読んだ。彼の師を通じて、人間や諸民族の生活について多くの知識
を得た。自分自身が生存していて、これまでほとんど自覚していなかったこの国について
も知識を得た。かくて彼は数ヵ月のうちに変化を遂げて、これはエーレンタール氏の目に
も留まった。
エーレンタール氏は次第に、ファイテルがそれほどグロテスクに見えなくなっているの

に気付いた。彼はより正しく話し、書くようになったし、とりわけ仕事の際に、知らず識
らずある種の安定性と法律的知識を獲得していた。これは彼のような見習にははなはだ稀
なことであった。エーレンタール氏はこの変化を家族の中で、およそ農夫が飼育動物の大
いに有望な発育外見を称える具合に論評した。そして三ヵ月が終わるとき、この若者に自
発的にこう告げた。長靴磨きとドアの前での食事は止めなさい、自分は彼のために商店で
一つの席を用意し、食費の他に若干の給金を認める所存である、と。
ファイテルは自分が長いこと待っていたこの告知を大いに自制して受け入れた。彼は謙

虚に感謝し、現在と未来、出来る限りのことをすると約束した。「ご主人様に更に一つお
願いがあります。大きな願いで、無下に却下しないでください。週に一度エーレンタール
殿の食卓で食事する栄を賜りとう存じます。私に多くの好意を寄せられましたので、この
点も考慮して頂きとう存じます。上品な人々と会食するとき、どのように振る舞うものか
立派な社交の中で知りたいのです。貴方が用意されるであろう私の食費に関しては自分で
支払います」。
エーレンタールは頭を振って、言った。この申し出に驚いていた。「まずは私の妻と話

してみなければならない。そなたが私の家で自らを教化することに嫌がらないか。私が話
してみるまで、待って貰おう」。彼は妻の許に行って、ファイテルの願いを述べた。素っ
気ない体裁で、自分には世慣れた紳士としてこの要求が尋常でないものに思えると暗示し
ようとした。勿論心の中ではイッツィヒの願いが許されることを願っていた。自分の商売
に如才ない男性を得ることは大事なことと思っていたからである。しかし彼は自分の主婦
にこの願望を述べる勇気はなかった。というのはエーレンタール夫人は彼自身よりもはる
かに多くの世慣れた素養を有していたからで、とりわけ上品な方面に関するすべての事柄
において偉大な権威であった。彼女は首都からの大きなメーター売り織物商の娘で、最新
のことに関する趣味を有し、紅茶や置き時計、家具素材、その他、教養ある人間と無教養
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の人間を区別する特性に関することすべてに精力的意志を有していた。予想に反し、エー
レンタール夫人はファイテルの願いを驚くことなく受け入れた。これは驚いたとしても不
自然であったろう。ファイテルはまことに法外に熱心な奉公と、個々の小さな場合の秘密
厳守と、最大級の丁重さでこの高貴なレディーの好意を獲得するよう心得ていたからであ
る。「その若者が私どもの家庭で自らを教化したいのであれば、これほど良い所はないで
しょう。あなたが仰有るように彼が店で使いものになるのであれば、人々との会食や会話
の仕方を知っていることも、あなたには有益でしょう」。
この決定の後、ファイテルは次の日曜日、鵞鳥の焼肉の日に、家庭に現れるよう要請さ

れた。そして彼が食事の用意の出来た食卓に、自分の臥所にある六枚のフロックコートの
中で最良のものを着用し、手に新しい帽子を持ち、木綿のシャツにカラーを立てて、胸あ
きのチョッキを着て、現れたとき、彼はエーレンタール氏の厳かな言葉で案内された。「若
きイッツィヒは私の商店に簿記係として採用された。もう家政を手伝うことはふさわしく
ない。今や我々が貴方を教養ある人間として扱うことがふさわしい。親愛なるイッツィヒ、
向こうの食卓の末席に腰掛け給え」。

9.

ある温かい夏の夕べ、フィンクが帳場が終わった後、アントンに向かって言った。「今
日一緒に来てくれるかい。私がこちらで造船させたボートを川で試したいのだ」。アント
ンはその準備ができた。若者達は馬車に飛び乗り、町の上方の河畔へ行った。そこには哀
れな小屋の水夫や漁師のコロニーがあった。フィンクは大きなカボチャの鉢のように水面
に浮かんでいる丸い乗り物を示し、そして憂鬱そうに言った。「あそこに容器がある。何
という化け物だ。私自身が模型を作ってやったのだ。キール・ボート[船底に錘がある]は
こちらでは前代未聞のものだからな。阿呆に手順を教えてやったのだ。それなのにこんな
カモメの卵を造りだしたのだ」。
「とても小さい」とアントンは陰鬱な予感がして答えた。
「貴公に言っておくが」とフィンクは船大工に咎めるように呼びかけた。船大工は近寄

って来て、敬意から帽子を取った。「我らの命は貴公の良心にかかっているぞ。あの代物
では間違いなく我々は溺れよう。機転が欠けるからこうなる」。
「若旦那」と船大工は頭を振って言った、「貴方の指示通りにボートを造ったのです」。
「阿呆ぬかせ」とフィンクは叱った、「罰として一緒に乗って貰おうか。一緒に溺れる

のが公平だと納得して貰おう」。
「いや、それは御免です、若旦那」とこの男はきっぱりと答えた、「この風ではその勇

気はありません」。
「それでは陸に残って、子供達に鉋屑で粥でも作ることだな。マストと帆を寄こしてく

れ」。フィンクは小さなマストを嵌め込んで、帆の帆脚索が滑らかに穴を通るか、ガイ・
ロープが締まるか検査した。すべての航海術の発明品は満足の行くものであった。それか
ら彼はマストと帆をまた取り上げ、それらをばたんとボートに置き、若干の鉄の棒をバラ
ストとして船底に投げ、舵を掛け、二本の長い漕ぐ櫂を持って、我らの主人公にその席を
指示した。その後、彼はその櫂を突き出して、水夫の力で二重叩きをして岸辺から離れた。
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彼はそのカボチャ船を水面で踊らせて、岸辺の船大工やすべての隣人達を大いに楽しませ、
自分に信頼を寄せてアントンが対座していてよろしいと、満足感を表明した。「キール・
ボートでは流れに逆らうことも可能なのだ」と彼は言った、「あのぼんやり者どもにその
ことを証明したいのだ」。その後彼はマストを再び嵌め込み、帆を解いて、弟子のアント
ンの手に三角帆の帆脚索を持たせ、どのように締めたり、緩めたりするべきか、教示した。
風は不規則な突風を吹き寄せていた。あるときは小さな帆を一杯に満たして、ボートの縁
を水面に近寄せた。あるときはマストにそよとも吹き付けなかった。「情けないぼろ船だ」
とフィンクは苛立って叫んだ、「どうしても流されて行く。次には転覆するぞ」。
「それならば、向きを変えたらどう」とアントンは気楽さを偽って言った。
「駄目だ」とフィンクは冷淡に言った、「いずれどうにかして陸に着くだろう。貴方は

泳げるのだろう」。
「鉛同然です」とアントンは答えた、「転覆したら、きっと川底でしょう。私を救出す

るのに、手こずると思います」。
「川に落ちたら、絶対私の体を掴もうとしてはいけない」とフィンクは彼に教えた、「こ
れが両人が底で安全でおれる、最良の方法だろう。私が貴方を高みに引き上げるまで、静
かに待つことだ。ちなみに上着と長靴は脱いでも、差し支えないだろう。寝間着姿の方が
川でももっと心地良いぞ」。アントンは命じられたように快く応じた。
「それで結構」とフィンクは言った、「結局ここを周回することは、情けない楽しみだ。
波もなく、風もなく、おまけに水もない。 ー また底に当たっている。突き放してくれ。
ー なあ、三等水兵君よ、このいやな岸辺が突然沈んで、我々が立派な海に浮かんでい

るとしたら、貴方は何と言うかい。水平線まで水で、波は向こうの木のように高く、力強
い風が両耳に吹き付けて、鼻が頬によじられるとしたら」。
「快適とは言えないだろうな」とアントンは案じて答えた。
「状況次第だな」とフィンクは言った、「まだましという有り難い状況は少ない。今の

状況でも我々と水の間にこの無益な樽板を有していることは、それでも有り難い運命だ。
しかし我々自身が体ごと流れの中にいるとしたらどうか。小舟もなく、岸辺もなく、家ほ
ど高い波の間にいたら」。
「少なくとも私はお陀仏だろう」とアントンは率直に驚いて叫んだ。
「しかし話しておくが、私の友人は、立派な友人で、危険なときに頼りとしている友人

だが、そんな目に遭ったのだ。その男はある栄光の夕べ、海辺をぶらついていて、泳ぐこ
とに決め、服を脱いで、水の中へ入った。楽しく海の中へ泳いで行った。波が持ち上げ、
波が谷へ落とした。水は快適に温かく、周囲では夕陽を受けて流れが、一万もの多彩な色
合いで煌めいた。波の上では昔からの天の黄金の色が燃えていた。その男は満足して歓呼
の声を上げた」。
「貴方自身がその男性だったのでは」とアントンは尋ねた。
「その通りだ。 ー かくて私はしばらく泳ぎ続けて、とうとう天の鈍い輝きで、波乗

りから陸地に戻る時と悟った。私は見回して、陸地を目指した。それで、ヴォールファル
トの若旦那、私が何を見たと思うかい」。
「一艘の船」とアントンは叫んだ、「あるいは一匹の魚」。
「違う」とフィンクは言った、「何も見えなかった。陸地は消えていた。私は黄昏の中、
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四方八方目を凝らした。私は出来る限り波から身を持ち上げた。水と空の他には何も見え
なかった。陸地から離れて行く奔流が私を巧妙に拉致していたのだ。深い海の中に私は流
されていた。アメリカとイギリスの間の大西洋にいたのだ。その限りではどこにいるか分
かっていた。しかしこの地理学的情報は私の状況下では頼りないと分かった。天は一層暗
くなった。波の谷間は黒い不気味な影で満たされ、波の山は一層高く隆起した。冷たい風
が頭上を過ぎた。そして天の赤みを帯びた灰色と、荒々しく回転する流れしか見えなかっ
たのだ」。
「恐ろしいことだ」とアントンは叫んだ。
「どんな坊主も哀れな人間が悪魔に助けを求めるのを許すしかない時であった。陸地は

どこにあるか、勿論空を見て分かった。今や生じて来た問題は、海の奔流が強いか、私の
腕が強いかであった。水の神の不埒な悪漢との熾烈な戦いが始まった。貴公らの水泳学校
の腕の振りでは成果は得られなかったであろう。アザラシの如く、野蛮人の如く、私は回
転し、抜き手差し手で前進して行った。かくてこの非常時に数時間耐えたのだ。働き通し
だ。厳しい闘いで、私の生涯で最強の闘いであった。その間に暗くなった。エメラルド色
の波は黒い流体のピッチの流れに変わっていた。ただ波頭だけはまだ漂白された髑髏さな
がら、白い波の泡の微光を発していた。これらが私の周りで上昇しては私に唾を吐きかけ
た。天は私の上に鉛灰色に懸かっていて、ただ時折個々の星が雲煙の背後に煌めいていた。
それが私の唯一の慰めであった。そんなわけで私は黒色と灰色の間を果てしなく泳いで行
った。相変わらずまだ大陸は見えなかった。私は疲れてきて、私の周囲の悪魔的暗がりの
せいで、時折無益な働きを止めようという思いに襲われた。雲の棚が一段と高くなり、星
々は消え、方向は疑わしくなり、私の姿勢は全く維持し難くなった。私はこの件が終わり
に近付いているのに気付いた。私の胸は喘ぎ、目の前では無数の火花が地獄への途上の蛍
のように踊った。そのとき、いいかい、私が半ば気を失って、波と共に下降して行ったと
き、私の足は何か、もはや水でないものを感じた」。
「底だ」とアントンは叫んだ。
「その通り」とフィンクは頷いた、「固い底だった。私は服の所から一マイル北の岸辺

へ流されていた。私はそこに撲殺されたオットセイのように倒れ込んだ」。彼は中断し、
アントンを試すように見た。「それでは準備はいいかい、三等水兵君」と彼は叫んだ、「ベ
ンチの下の両脚を出すのだ。一撃を与えて、岸辺へ向かうぞ。静かにしろよ」。
この瞬間強い突風が川面から吹いて来て、マストはぎいぎい言い、ボートは片面に傾い

で、その揺れが収まったときには、船底が高みに魚の背びれのように立っていた。アント
ンは、約束を守って、何も言わずに深みに沈んで行った。閃光のように素早くフィンクは
奔流に潜って、同様に約束していたように、自分の連れを自分の上、川の表面の方へ突き
上げて、大いに努力して浅い箇所へ彼を押して行った。歩いて岸辺へ達せられる箇所であ
る。「おいこら、私の腕を掴むのだ」とフィンクは喘ぎながら叫んだ。
しかしアントンは、約束に反して、かなり大量の水を飲み込んでいて、もはやかなり正

気を失っていて、ただ手で防御の動きをした。
「もう一度下降したい気に見えるな」と苛立ってフィンクは叫んで、元気のないアント

ンの体を掴んで、岸辺へ引きずって行った。
大勢の人々がここでは集まっていて、今や川辺へ押し寄せて来た。フィンクはこの若い
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水夫を腕に抱えて、彼に活発に語りかけ、また意識を取り戻すように努めていた。ようや
くアントンが目を開けて、そのことや若干の他の仕草で、市民社会での自分の地位をまだ
放棄する意図はないことを明らかにした。「どんな具合かい、ヴォールファルト」とフィ
ンクは言って、案じてアントンの青白い顔を見た、「貴方は余りに忠実に対応している。
ポンチョ[外套]に、ポンス酒だ」と激しく彼は人々に叫びかけた、「この殿方に外套一枚
と一杯のラム酒だ。これで貴方はすぐに回復する」。
一人の手回しオルガン弾きが、気安く自分の古い兵士用外套を体から脱いで、我らの主

人公はそれに包まれて、負傷した戦士のように船大工の家へ連れて行かれた。そこで彼は
安楽椅子の上に座らされた。
「カボチャ船は沈んだ、帆も、漕ぐ櫂も、一切が沈んだ」とフィンクは向かいながら罰

して船大工に語った、「その上、我らの上着もだ。この代物は何の役にも立たないと言っ
たろう」。
一時間フィンクは極めて親切に自分の犠牲者の世話をし、彼のために手ずから砂糖を一

杯のグロッグ[酒]の中でかき混ぜ、時折彼の冷たい手を握った。アントンがかなり回復し
て家へ帰れるまでになったとき、すでに暗くなっていた。彼らは船大工の衣服や靴での身
繕いを済ませて、帰り道自分達の装具について笑った。フィンクはまた通常の素っ気ない
態度に戻っていて、我らの主人公は青白く、しかし陽気に、丈の高い魚油塗長靴を履いて、
彼の横をよろめきながら歩いていた。「フィンクよ、聞き給え」と彼は警告した、「次回
私を行楽へ要請したら、粘土の水ばかりは御免だと仄めかしておきたい。まだ仰山残って
いる」。
「思いもしなかったよ」とフィンクが答えた、「素早く川半分の水を飲み込んでしまう

とはな。無邪気なものだ。まだ生涯でこんなに子供のように川底を歩く人間を見たことが
ない。御伽噺の世界の輩のようだ」。

次の日は日曜日で、店主の誕生日であった。この重要な日に男衆は正餐の後、数時間、
二階の各部屋に残った。従者がコーヒーや葉巻を差し出した。人々が食卓に着くと、叔母
さんがフィンクに言った。「町中が、貴方とヴォールファルトさんが恐ろしい危難に遭っ
たと噂で持ちきりですよ」。
「話しに値することではありません。恵み深いご夫人」とフィンクは軽薄に答えた、「私
はただ、ヴォールファルトの若旦那が溺れた際どのように振る舞うか調べようと思っただ
けです。私が彼を川に投げ飛ばすと、すんでのところで川底に沈んだままでいるところで
した。自分の救助のことで私を煩わすことが不作法と考えたのでしょう。このような丁重
な諦めは、ただドイツ人にだけ出来ることです」。
「でもねフォン･フィンクさん」と叔母さんはびっくりして叫んだ、「それは運命に挑

戦することではなかったですかね。考えるだけで、ぞっとします」。
「ぞっとするのは、ただこの粘土の下水溝の不潔さの方だな。こちらではこれを川と呼

んでいる。この川底に住んでいるのはとても汚れた水の精に違いない。しかしヴォールフ
ァルトはこの粘土を気にしない。水の精の両腕に夢中になって掴まって、丁度有名な閣下
[ゲーテのバラード漁師]の歌にあるように、『半ば水の精に導かれ、半ば自ら沈んで行っ
た』。彼はまだ必要ないのに、小舟の縁に両脚を投げたのだ」。
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「そのようにしろと教えられたのですぞ」とアントンは自らの弁解のために末席から割
り込んだ。
「そうだな」とフィンクは叔母さんに向かって続けた、「私は友人として振る舞ったの

です。彼は水を沢山飲んで、それで今日水位が異常に下がって、商店の亜鉛用小舟が上の
川の砂州に残ったままでいるのは、私の責任ではないのです。私は前もってありとあらゆ
る助言を与えました。川の中ではどのように振る舞うべきか委曲を尽くしました。上品に
川に落ちるにはどのような身繕いが必要かに注意を向けさせました。自分の兄弟にさえこ
れほど丁寧には出来ないでしょう。しかしすべては無駄だった。彼はピストルで発射され
たかのように川底に向かって、そこで鯉のように素早く突いていました。請け合いますが、
彼を再び粘土の中に見いだすのは、難儀な仕事でした。思うに彼はすでに、私が彼を見つ
けたとき、何人かの水の生き物達と懇ろな会話に溶け込んでいました。私に不快げに手で
合図しましたから。あたかもこう言いたげでした。邪魔をしないでおくれ。私はここで静
かな楽しみに耽っているのだから、と」。
「哀れなヴォールファルトさん」と叔母さんは驚いて叫んだ、「でも貴方らの上着が。

今朝家に警察の方が来られて、濡れた束を腕に持っていました。この方から初めて出来事
を知ったのです」。
「上着は今朝早く町の下の方で釣り上げられたのだ」とフィンクは言った、「カールは

まだ干したものか迷っていた。しかしヴォールファルトの長靴は世界の海へ行楽に出掛け
た」。
アントンは友人の流儀に怒りで真っ赤になっていて、食卓の上の隅を盗み見た。商店主

は楽しげなフィンクを陰気に見つめ、ザビーネは青白く、目を伏せて、座っていた。ただ
叔母さんが言葉豊かに、すっかり濡れた上着について率直に気の毒がっていた。
昼食は通常よりも更に厳かであった。焼肉の後、リーボルト氏が立ち上がって、難しい

労作を用意した。自分の高い立場のせいでその義務があった。彼は店主の健康を祝した。
彼は大いに苦心して、前文の決然たる祝意を、後文の控え目な表現で撤回しないように努
めた。しかし彼の祝辞でさえも、食卓の上部地帯に見られる一種の緊張を和らげることが
出来なかった。
食事が終わると、男衆はコーヒーを飲みながら、グループになって店主の周りに立って

いた。その際ピックス氏のように大胆な性情の者達は葉巻点火にも挑戦した。しかしアン
トンは極めて暇で、開けられた各部屋を覗き、壁の絵を鑑賞し、アルバムをめくり、この
ような行為で迫って来る退屈を健気に凌いだ。彼は真っ直ぐに絨毯の模様を観察し、心の
中で、ここかしこで大胆な五角形が模様の強制から逃れて、勝手に思いもしない箇所で出
現しないものか期待した。そんな風に彼は最後の部屋の入口に達し、そこで当惑して立ち
止まった。彼から数歩離れた所にザビーネが花卉台の許に立って、両手でテーブルの甲板
を握っていた。彼女の目から大きな涙の粒が花々に滴り落ちた。声のない嗚咽であった。
さながら内面の闘いで、その痩身の姿は揺さぶられていた。彼女は深い、長く抑えられて
いた痛みの勃発とエネルギッシュに戦っていて、このため彼は二重に感動した。アントン
は自分にこのような光景を目撃させてくれた偶然に狼狽した。それでもまた、温かい共感
を感じて、それで引き下がることを忘れていた。彼が向きを変えると、ザビーネがその物
音の方を振り向いた。素早く気を取り直して、彼女はハンカチで目を押さえて、すぐにア
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ントンの方を向いた。「ご用心なさい、ヴォールファルトさん」と彼女は懇ろに言った、
「貴方の友人の頓狂で、新たな危険にさらされないように。フォン・フィンクさんとの交
際が貴方の害となったら、私の兄はとても残念に思うことでしょう」。
「ザビーネお嬢さん」とアントンは答えて、レディーの湿った目を衷心から尊敬して見

た。「フィンクは高貴でかつ無茶です。彼は自ら危険を冒して私を水中から救出したので
す」。
「そうなのですか」とザビーネはアントンには必ずしも全面的に得心できない表現で叫

んだ、「フォン・フィンクさんは他の人々には神聖なものすべてを弄ぶことが好きです」。
この瞬間ヨルダン氏が急いで近寄って、令嬢に翼の所まで来るように頼んだ。それで彼

女はアントンの側を衣擦れの音と共に通り過ぎた。
アントンは強く興奮していた。ザビーネ・シュレーターは帳場の男衆の許ではある声望

があって、通常の会話の領域の上に置かれていて、奥の家ではほんの稀にしか彼女につい
ては話されないという幸せな状況にあった。若い衆の大抵は、彼らの同僚のからかいや時
折の告白から気付かれるように、彼らが滞在する最初の数ヵ月の間に情熱的に商店の令嬢
に惚れ込むのであった。その炎が養分の欠如から次第次第に下火になると、誰もが燃える
石炭の小さな塊を同僚の嘲りの前から自分の心の内奥な片隅に押し込み、そこで石炭はな
お保存され、微光を発し続けた。すべての男衆が彼らの商店の娘のためにどんな敵にも突
進して行く用意があった。すべての者に彼女は一人の冷たい聖女であって、その心は情熱
的弱虫には獲得できないものであった。しかし彼女の平静な態度は皆にとってとても快適
で、ピックス氏が彼女を気位が高いと名付けても、彼はこう付け加えることを忘れなかっ
た。「しかし彼女は善良な心を有する。彼女は有能な女将だ」。
ザビーネの全体が、帳場の人々が一致して認めるような人物か、この点についてアント

ンは判断できなかった。彼にとって若い女主人は月のように馴染みでいてそれでも離れた
存在で、月のようにいつも単に片面しか見えなかった。毎日彼は彼女の向かい側に座って
いて、離れて、彼女の顔の小さな卵形と黒い髪、彼女の美しい目の深い輝きを見、毎日同
じ調子の食卓会話の彼女の声を聞いていたが、それ以上彼女は何も彼女について知らなか
った。今突然彼はこの聖女が、奥の家で思われているほど平静で、無感情に生きているの
ではないと気付いた。ある偶然のせいで彼は彼女の静かな悲痛の内情通となってしまった。
かくも声もなく美しく耐えられていた彼女の痛みは彼の共感を情熱的に高めた。彼には妹
はいなかったし、多分時折妹といった存在に憧れたことであろう。今日彼は悲しんでいる
女性に真に兄らしい優しさを感じていた。彼は彼女をこの痛みから救い出すために自分の
命を差し出すことが出来たであろう。彼女の手を握って、彼女の頭を自分の胸に抱き、彼
女の泣いている目に接吻することを至高の幸せと見なしたことだろう。彼女の苦悶がフィ
ンクと何らかの関係があることが彼にとって突然明瞭になった。この両人が互いに神秘的
関係にあるに違いないことは彼にとってすでに長いこと疑い得ないものとなっていた。そ
してしばしば彼はフィンクが食卓で何か愛敬のあることを語ったとき、試すようにザビー
ネの顔を見ていた。彼が発見したのはただ、彼女の目はフィンクの座っている席を避ける
ということと、彼女はひょっとしたらこの騎手には他の男衆の一人によりも稀にしか話し
かけないということであった。今や彼は二階の女主人にとってのあらゆる痛みを予感した。
彼は精神の中で、荒々しい情熱がT. O. シュレーター商会の平静な輝きを越えて流出す



- 78 -

るのを見た。確かに彼はフィンクに対して無垢の青年が好んで大胆で経験豊かな同僚に抱
く献身的な愛着を感じていた。しかしこの場合彼の魂は友人に反対する党派に確定し、彼
はフィンクを正確に観察し、令嬢に対し、何らかの者、兄らしい庇護者、内情通となり、
彼女を痛みから解放するために役立つよう何でもすると決意した。この痛みのことでは彼
は感動と熱い共感とで一杯になっていた。

数時間後、ザビーネは窓の壁龕[ニッチ]に座っていた。膝の上に両手で組んで、彼女は
静かに宙を見ていた。赤みを帯びた夕陽が彼女の上に懸かって楽しい気分の微光を注いで
いた。彼女の心はこの気分ではなかったのであるが。兄は新聞を離して、自分の肘掛け椅
子から心配そうにこの不動の女性を見ていて、ようやくこっそりと彼女に近寄り、自分の
手を彼女の頭に置いた。ザビーネは起き上がって、兄をしっかりと両腕で抱いた。かくて
兄妹は立っていた。一方がもう一方に凭れて、互いに心のうちが分かっている二人の友人
であって、どちらも語らずとも、相手の動揺を解していた。店主は優しく彼の妹の巻き毛
を撫でて、苦しげに言った。「フィンクの父とはどれほど大きな商売の取引をしているか
承知していよう」。
「息子さんに」と見上げてザビーネが答えた、「あなたが満足していないのは分かって

います」。
「我らの社内に余所の人物を受け入れるのは、やむを得ないことだった。しかしそう決

めた時のことを後悔している」。
「フィンクに厳しく当たらないで」と妹は頼んで商店主の手に接吻した、「彼の本性に

は高貴な点も多くあるのですから」。
「彼に不当なことはしていない。しかし彼の生活が他人の救いとなるか、それとも災難

となるか、まだ分からない。彼の自負、大きな素質、利己心の反抗的力、これらは合算す
ると偉大な性格を形成するに十分な素材だ。しかし彼は何のために自分の力を使っている
か。無頓着に、荒くれた愚行のために今まで日々を過ごしている。我らの商店の規律が心
の中で煩わしいのだ。まだ多分に、劣等な貴族となって、自分の生命力を洗練された享楽
に浪費する可能性があるし、あるいはまた高利貸しの金融業者だ。アメリカの彼の縁者の
ようにな。これは金を結局刺激的玩具として扱い、厚かましく機転を利かして、他人の弱
点を利用して、他人の幸せの瓦礫から自らの御殿を建てる者だ」。
「フィンクは無慈悲ではありません」とザビーネは口ごもった、「ヴォールファルトへ

の彼の関係からも分かります」。
「彼は彼と戯れている。彼を川へ投げて、また川から救い出している」。
「違います」とザビーネは叫んだ、「彼はヴォールファルトの分別を尊重しています。

彼は、ヴォールファルトが経験は少ないけれども自分自身よりも豊かな情緒を有すると感
じています」。
「自分と私とを騙さないことだ」と商人は陰気に応じた、「どうしてそうなったか私は

承知している。立派に話し、軽快な冗談で一同の上に抜きん出る彼の確かな力、才能がい
かにおまえを魅了して来たか承知している。兄としての嫉妬心を覚えないわけではなくて、
この余所の男がおまえに及ぼす魔力を認めてきた。私は黙っていた。おまえのことを信頼
してきたから。私自身が彼の尋常でない幾多の点に魅了されてきたのだ。彼の苛酷さに不
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快を覚えたときでも、私は黙っていた。おまえが彼を避けるのに気付いたからだ。しかし
今は、いかに彼のやり方がおまえを相変わらず刺激して、いや不幸に導くと分かったから
には、今彼を遠ざけることが願わしいと思わざるを得ない。彼には我らの商店から出て行
って貰おう。おまえの近くからも離れて貰おう」。
「それはいけません」とザビーネは叫んだ、両手を揉んでいた、 ー 「駄目です、ト

ラウゴット、それはなりません。すべきではありません。私のせいで彼のためにと結ばれ
た関係を解かないでください。彼の過去が彼に及ぼした危険から彼を守る手段があるとし
たら、それはあなたの近くで生活することなのです。あなたの休むことのない活動、あな
たのお仕事の高い名誉、これを目にし、これに慣れることが、彼の魂にとって救いとなる
のです。いいですか、トラウゴット」と彼女は続けて、彼の手を握った、「私はあなたに
隠し事をしていません。あなたはひょっとしたら私自身よりも早く私の感情の愚かな弱点
に気付かれたことでしょう。しかし私は約束致しますが、この感情は私が読み終えた本の
ように思い出とするつもりです。私が弱かったことをどんな表情でも言葉でも明らかにし
ようとは思いません。彼に怒らないでください。あなたの圏内から追い出さないでくださ
い。私のせいで、怒って、そうしないでください」。
「彼が近くにいるとおまえは消耗戦に引き込まれると私は認めて良かろう、だろう」と

兄は尋ねた、「それでなくても、彼に対する我らの関係は十分に難しい。彼は言葉のどの
意味でも輝かしいパーティー[組み合わせ]に値する。彼の父が彼に関し、ある計画を有し
ていることは考えられることだ。彼自身がそれ以上に空想的に自分の将来について夢想し
ていたのは確かだ。彼の父親が私に、彼について、この制御し難い男について監督を任せ
たのだ。私が彼の考えている意味で行動するであろうと信頼しているからだ。私がおまえ
達両人の間の接近をただ黙って見過ごしていたら、父親に対する裏切りとなろう。たとえ
無邪気な好意でも、容易に、豊かな相続人を引き留めておきたいという願望を我々が有す
るかのように解されるであろう。彼自身、高慢であって、容易な勝利に慣れていて、彼が
まずこのような考えを抱くであろうし、おまえの弱さ、そして私の勘定高さと彼が名付け
るであろうものに勝利したいと思いかねない。彼がそのことで高笑いし、冗談を言うのが
聞こえる気がする。いいかい、ザビーネ、これには私の誇りが我慢ならない」。
「トラウゴット」とザビーネは頬を赤らめて叫んだ、「私があなたの妹であるというこ

とを忘れないで下さい。私は市民の娘です。彼がすっかり私どもに属することは決してな
いでしょう。私もあなた同様気位があります。いつも私は彼と私の間には溝があると感じ
ています。とても広く、深いもので、どんなに愛してもその溝を埋めることは出来ないで
しょう。私を信頼して下さい」と彼女は涙ながらに頼んだ、「私はもはや自分の表情のこ
とであなたを悲しませはしません。あなたが愛せない彼に対し、もっと思いやって下さい。
彼の本性の嫌な部分に耐えて下さい。これまでの彼の運命を考えることです。世間に放り
出され、どんな欲望にもおもねる状況にあって、いつも余所者の間、愛もなく、故郷もな
く、そんな風に育ったのです。多くの点で堕落しています。しかし彼の魂の根本では高貴
で、すべての卑俗なものを目の敵にしています」。再び彼女は腕を兄の首に巻いて、頼む
ように彼を見上げた、「私を信頼して、彼に対しもっと思いやって下さい」。
「彼にはここにいて貰おう」と商人は言って、感動して妹の潤んだ目を見た、「しかし

私の愛しい妹の他に、彼の本性の影響が心配な者がまだ一人この店にいる」。
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「ヴォールファルトね」とザビーネが陽気に叫んだ、「彼は私が守ります」。
「おまえは多くを引き受けている、おまえは我らの男衆の後見人だ。それでは彼もお気

に入りの一人か」。
「彼は優しくて、正直です。彼は全霊であなたを頼りにしています。一方のフィンクが

減らず口をたたいている時、今日どんなに誠実に覗いていたことでしょう。彼は度胸があ
ります。それは保証できます。フィンクとも対等でしょう。たまたまフィンクが彼を侮辱
したあの時、彼と出会いました。本当に感動的に見えましたよ。その時以来彼を心に入れ
ています」。
「どれほどその心に入れていることやら」と商人は冗談を言って、叫んだ、「まずもっ

て最初は大きな調度部屋だな、祖母の胡桃の戸棚と何ショック[六十単位]もの白い亜麻布
だ。それからつましい側の部屋に厳格な兄がいる。それから」。 ー
「それから控えの間にその他の者すべてです」とザビーネが彼を遮った。
「そうだな、そこに今や我らのお気に入りも住んでいるようだな」と兄が続けた。
ザビーネが頷いた。「彼は私の見習ですもの。彼はすでに父親のときから私どもの商店

の子供です。今彼は一ダースの上等のワイシャツを欲しています。カールが私に告げまし
た。叔母さんと私はそれを手配したいと思います。それを機会があり次第郵便で送らなく
てはなりませんよ。彼はこの店からのこのような突然の贈り物には慣れています。叔母さ
んに彼宛に神秘めいた手紙を書いて貰いましょう」。彼女は叔母さんの手紙のことを考え
て、心から笑い、紅茶ナプキンを引っ張り、カップの三つがすべて一列に並ぶまでカップ
を揃えた。
「それで揃った」と商人は叫んだ、「今やまた本来のおまえだな。ラインは非の打ちど

ころがない。ナプキンの先端の釣り合いは見事だ」。
「人にはそれぞれ喜びがなければなりません」とザビーネは言った、「男の方々は私ど

もに不安な思いをさせることしかしません」。

同じ時フィンクはアントンの部屋に足を踏み入れていた。歌を口ずさみながら、表屋で
の不穏な嵐を予感していず、本当のことを言えば、自分がそこで引き起こしている感情に
かなり無頓着であった。「いいかね、私は貴方のせいで不興を蒙っているぞ」と彼は楽し
げに叫んだ、「偉いさんは私を身の毛がよだつほど無視しておった。黒髪の姫は一日中視
線を恵んでくれなかった。尊敬に値する人々だ。しかし絶望的なまでに平凡だ。このザビ
ーネときたら、根本的に情熱があって、気位が高く、立派な品質だ。しかし彼女も永遠の
単調さの中で干涸らびている。蠅が一匹頭に止まると、びっくりして、右脚をよじったも
のか、左脚をよじったものか、どちらが上品か迷ってしまう。 ー ヴォールファルトよ、
貴方がこの帳場の寵児[ミニヨン]となりそうなのは有り難い。私は貴方の邪悪な霊と見ら
れている。構うことはない。明日は一緒に水泳練習場に行こう」。
そしてそのようになった。この時以来フィンクにとってこの年若な友に自分の技芸を教

えることが一つの楽しみとなった。彼自身が彼に水泳を教え、時に馬に乗るよう主張した。
そして兄弟のように叱りながら、借用馬で馬術の練習を強制した。いやその友情は拡大し
て、彼自身が借用老馬に乗って、 ー これは大いに彼の嫌うことであったが、 ー 練
習のためにこの教え子に自分自身の立派な馬を貸した。彼はアントンと一緒に的を射た。
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そしてそれどころか狩に招待する脅しまでかけて、アントンがこれには猛烈に抗議するこ
とになった。
アントンは彼の友人に大いになついて、報いた。彼は自分が多くを尊敬し、称賛できる

一人の同僚を見いだせて幸せであった。そして自分が親しい友として他の多くの者達より
も大事にされていることが自分の自負心にはなはだ快適であった。フィックはひょっとし
たらそのことで得られるものがより少ないとは言えなかったかもしれない。最初気まぐれ
と見えたものは、すぐに必需のものとなった。大きなコンドルの翼の影にいたり、あるい
は黄色く塗られた猫の宿泊所に一緒に座って、一日の印象について、世間話やその他のよ
しなしごとについて至福のお喋りに耽るのは、両人にとって幸せな夕べであった。そのと
きフィンクは小さな少年のように生意気に語ったり、茶番を行ったりした。そしてアント
ンは恍惚として、経験豊かなこの同行者の力強い考えや大胆な表現の後を追った。すると
開けられた窓から彼らの笑い声が中庭の暗闇まで深く浸透して響いた。それでもじゃもじ
ゃ毛の老プルートーは、自らを家の代官と見なし、誰からも商会の声望ある相棒と見なさ
れていたが、その微睡みから目覚めて、勢い良く吠えて、彼らの上機嫌への自分の同意と
した。それは両人にとって幸せな時であった。彼らの信頼から、初めて両人にとって、心
からの青春の友情が花開いた。
それでもアントンは、フィンクと令嬢に関し、微かな不穏の念と共に観察することを止

めなかった。決して彼は自分が予感として感じていることについて自分の友と話さなかっ
た。しかしいつも表屋で何かが起こることを、結婚とか、フィンクと店主との間での一つ
の決裂が、あるか何か異常なことが生ずるであろうと期待していた。しかしそのようなこ
とは何も生じなかった。長い食卓での厳かな昼食は不易に経過したし、この友人や彼に対
するザビーネの表情と振る舞いは不易に変わらなかった。あたかも商売の真面目で勤勉な
活動は、家庭でのすべての異常な出来事、すべての情熱、すべての急速な変化を店の一同
の生活から遠ざけているように見えた。不機嫌、不和、享受、陶酔、これらはすべて、仕
事の絶えざる均一な流れの中で抑え込まれていた。

10.

また一年が過ぎ去った。この見習が入店して以来、二年目が経過した。そして再び薔薇
が花咲いた。アントンは帳場が締まってから赤いセイヨウバラの大きな花束を買って、ヨ
ルダン氏のドアをノックし、花に対して趣味を有する彼のサロンを飾ろうとした。丁度彼
が見習に入った最初の日同様にすべての同僚が部屋に集まっているのを見て、びっくりし、
一瞥して、自分が入った時、自分を除く一同だけの厳かな雰囲気が皆の表情に見て取れる
のを感じた。ヨルダン氏は彼の許に軽い当惑の表情を浮かべて向かって来て、一時間だけ
集会に来るのを遠慮して欲しい、見習の彼には聞かせられない重要な件が話し合われるの
だと頼んだ。親切な男達はこれまで、彼が身分に関し同等でないと感じさせることはほと
んど稀にしかなかった。それ故この追放は少しばかり彼を落胆させた。彼は花束を自らの
部屋へ持って行き、諦めてテーブルの中央に置き、本を取って、時折向こうの薔薇の束を
眺めた。薔薇は早速熱心にその薔薇の輝きを小さな部屋の片隅にまで広げようと苦心して
いた。
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その間サロンでは厳かな会議が開かれていた。サロンの主は定規でテーブルを叩いて、
議事を開始した。「御存じのように、同僚の一人が店を去りました。シュレーター氏は、
それ故、今日私に告げました。自分はこの者の代わりに我らのヴォールファルトを国内地
方取引の通信員として採用する意向である、と。しかしヴォールファルトの従来の修業期
間はようやく一年後に、あるいは我らの取引の商習慣によれば、それどころか二年後によ
うやく終了するものなので、このような慣例からの異例の簡略は帳場の同意なしには考え
られないと仰有っています。それ故お尋ねしたい。貴方らはヴォールファルトに対し、我
らの見習として貴方らが有する諸権利を、彼の利となるようすでに今放棄する気があるの
かどうか、そして彼を同僚として我らの商会に迎える気があるのかどうか、と。貴方ら全
員の御意見を私にお聞かせ願いたい。更に一言添える義務があると感じますが、シュレー
ター氏自身は我々のヴォールファルトのことを、新しい地位に就くのに完全にふさわしい
と考えておられる。私も店主がこの最終決断を我々に委ねているのはとても礼にかなって
いると考えております」。
ヨルダン氏のこれらの言葉の後、すべての議論の前に先行する感銘的な静けさが生じて

いた。ただピックス氏は自分が馬乗りになっていたソファーの肘掛けから起き上がって、
言った。「とりわけ私は我々が一杯のグロッグ[酒]を作ることに賛成する。誰かお茶用に
やかんを取って来て欲しい。グロッグは私が作ろう」。こう宣言して話し手はまた騎乗の
姿勢に戻って、一本のマニラ、一種の葉巻に火を着けた。これは同僚とやり合う時いつも
彼が好むものであった。
他の男衆は沈黙を楽しんで保ち、厳かにお茶の準備を見守っていた。誰もが自らの市民

的身分の重要性、人間と同僚としてのその地位を感じていた。
やかんの周りのアルコールの炎が燃え上がり、まだ誰も言葉を発しないとき、司会者は、

議論を何らかの方法で促進する必要性を認めて、尋ねた。「どのように決めようか。下か
らの順番でしょうか、上からの順番でしょうか」。
「イギリスの海軍では、私の知る限り、最も若い者からまず聞かれるそうだ」とバウマ

ン氏が述べた。
「イギリス海軍式だな」とピックス氏が決めた。
シュペヒトが居合わせる同僚達の中では最も若かった。「フォン・フィックス氏がいな

いと私はまず言わざるを得ません」と彼は言って、興奮して見回した。
皆が口ごもって言った。「彼は家にいない。彼は無給見習だ」。
「彼は我々店の者ではない」とピックス氏は言った。
「彼自身協議することを拒否するだろう」とヨルダン氏は言った、「彼は商店に採用さ

れている者ではないから」。
「この場合、私の意見と致しましては」とシュペヒト氏は続けた。自分の最初の意見が

受けた皆の反対で若干気分を害していた。「ヴォールファルトは、私自身と同様、四年間
見習を続ける義務があります。あるいはせめて三年、C. W. シュトルンプフ兼キニーゾ
ール社の許での我らのバウマン同様三年間です。しかし彼は良い奴で、皆の見解によれば
店で使いものになりますから、私は、一度例外を設けて、すでに彼を今同僚として認める
意見でもあります。しかしこの際には用心して、自分は本来まだ見習のはずなのだと彼に
気付かせておくようお願いしたい。それ故提案しますが、現に今見習としてしているよう
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に、我々に後一年お茶を出す義務を課します。その上に、自分の以前の身分を忘れないよ
う同僚の各人のペンを三ヵ月おきに切る仕事が適切だと考えます」。
「阿呆なことを」とピックス氏は不平を言った、「貴方はいつもとんでもないことを思

い付く」。
「どうして私の思い付きがとんでもないのです」とシュペヒト氏は怒って叫んだ、「そ

んな言い草は我慢なりません」。
「お静かに願います」とヨルダン氏は言った。
次の同僚達ははっきりした具合に同意を述べた。バウマン氏は大いに熱を込めていた。

ようやくピックス氏が紅茶やかんのコックを握って、言った。「諸君、長く話す必要があ
ろうか。彼の商品の知識は悪くない。まだ若造だということを考えても、彼の振る舞いは
素晴らしいし、従僕達は彼に敬意を払っている。私の顧客に対してまだ余りに優しく、丁
寧だ。しかし他の人々をあしらうことが皆に出来るわけではない。ソロ[トランプ]は下手
で、彼のポンス酒の飲み方は大したものではない。彼はそんなところだ。しかしこの後の
方の特徴は決め手となるものではない。それで今日から彼が同僚となることに異存はな
い」。
出納係は語った。「ある者が二年で修業を終えるのは普通ない。しかし店主が望んでお

られるのであれば、私は反対しない。店主の意志は結局尊重されなければならないから」。
皆がリーボルト氏を見た。皆の注目で彼は不安になった。彼が判定を述べたときの責任

が感じられたからである。勿論彼は賛成するつもりだった。しかし賛成しなかったらどう
なるか。自分が今反対したら何というスキャンダルが生ずることだろう。ヴォールファル
トはどんな風に自分を見、同僚達や店主自身どんな風に見ることだろう。かくて彼は自分
の襟を引っ張って、丁重に両方の側に微笑して、力強い演説の発声前のように咳払いをし
て、その後自分の拒否権がもたらすであろう結果を考えて混乱し、内気に萎縮して、同僚
達が下すであろう結論すべてに同意すると宣言した。
「一件落着」とヨルダン氏は言った、「私も賛成する。更に理由を述べると、ヴォール

ファルトは入って来たとき、我々他の者より年をくっていて、年齢と教養の点で不足なも
のは何もない。それ故私は我らの満場一致を喜んでいる。シュレーター氏は我々が同意す
る場合、見習に前もって知らせることを許された。このことを即刻行いことを提案したい。
彼を下に呼ぶことにしよう」。
「それが良い、それが望ましい」と皆が叫び、バウマンが早速上がって行こうとした。
しかしそのときシュペヒト氏が飛び上がって、同僚バウマンの道を塞いだ。「我々は子

豚どもではない」と彼は叫んで、遮るようにドアの所で両手を広げた。「我々は野獣では
ない。無闇に駆けよって、新しい同僚を群れの一匹のように受け入れることはしない。切
にお願いしたい。仕事の名誉を考えて欲しい。我々の中から二人を派遣員として出すこと
が必要で、少なくともポンス酒が用意されなければならない。ヨルダンは彼を演説で迎え
る必要があろう」。
この提案は喝采を得て、リーボルト氏とピックス氏が新入りを下まで案内するよう選ば

れた。しかしシュペヒト氏は目を輝かせて部屋を見回し、テーブルをしっかり整え、椅子
を両側に半円に並べて、グラスや瓶を持って来て、金鍍金の刀を帯びている張子[パピエ
マシュ]の緑色の騎士をテーブル中央の煙草箱の上に置いた。それから彼は絨毯を運んで、
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それをドアと集会の間に広げて、その上にヴォールファルトが祭壇前の花嫁のように立つ
ようにした。その後彼は雄弁の限りを尽くして、同僚達の部屋から一山の明かりやランプ
を集めた。最後に彼はブラインドを降ろして、多彩なカーテンを閉じ、まず人為的薄明を
作りだし、その後尋常でない輝かしい明かりと激しいランプの臭いを生じさせた。かくて
彼は他人の助けを借りて、他人はまず彼を見守り、それからやがて彼の熱意に押されて、
手伝っていたが、サロンが実際異様な神秘的外観を呈するようにした。この時ようやく彼
は派遣員を上に行かせた。そしてローマで恐ろしい敵が侵入して来たとき、物音を立てず
に椅子に座っていたローマの元老院の畏怖する景観が暗い記憶として彼の頭に過ったの
で、彼は情熱的に、円形に椅子の上に黙って不動に座っているよう、残っている者達に説
得した。しかしドアが開いて、まだ何も予感していないヴォールファルトがびっくりして、
両案内者に囲まれて、現れると、案内者のうちピックス氏は実用的配慮からアントンの砂
糖入れを、リーボルト氏は厳かに大きな薔薇の花束を持って来ていたが、その時シュペヒ
ト氏の空想の中でローマの元老院が消えて、缶や贈り物を持って一緒に入って来る聖なる
三人の国王[東方の三博士]、クリスマスの贈り物、キリスト教の祝祭が彼の中で強まって
来た。彼は恍惚となって椅子から飛び上がって叫んだ。「全員、起立」。
命令をこのように変更したため、彼は残念ながら自らの効果を阻害してしまった。とい

うのは単に男衆の一部の者のみが、この例に従ったからである。残りは、ヨルダン氏がア
ントンの前に進み出て、率直に懇ろにこう言うまで、座ったままであった。「親愛なるヴ
ォールファルト、貴方は二年間我々と働いた。貴方は努力されて、仕事の知識を獲得され
た。我々は皆この期間貴方を好きになった。慣習上の修業期間を貴方の場合例外的に短縮
するというのが店主の意志であり、我々皆の願いである。シュレーター氏は貴方を明日か
ら帳場員として採用する御意向である。我々は喜んでこのことをすでに今日お知らせした
い。貴方の幸せを我々は心から願うし、我々に同僚としていつも変わらぬご厚誼をこれま
で同様賜りたくお願い申し上げる」。このように善良なヨルダン氏は語って、自分の教え
子に手を差し出した。
アントンは一瞬凝然として立っていて、それから両手で差し出された右手を握って、幸

せに感動してヨルダン氏の首にすがった。同僚達が彼の周りに押し寄せ、このサロンの歴
史では例のない握手と抱擁が生じた。再三アントンはある者から別の者の許へ行き、次々
に濡れた目でその腕を掴んだ。シュペヒトは自分の儀式が新採用者の活発な感受で台無し
にされるのを悲しく思わず見ていた。バウマンは、両手を膝の上で絡ませて、満足して片
隅に座っていた。ピックスは我らの主人公に五分間のうちに二回自分の葉巻を差し出して、
ヴォールファルトがようやくそのうちの一本に火を着けると、明かりを彼に差し出すこと
さえした。皆が上機嫌であった。同僚達は喜んでいた。自負心を持って何か重要なことを
贈ることが出来たからである。そしてアントンは、かくも多くの友情を得て、至福であっ
た。友人のシュペヒトが彼に強いたクッション付きの椅子に彼は神々しく座っていた。彼
の前には騎士が立っていて、その金鍍金の刀と共に薔薇の茂みから祝福を贈っていた。彼
の周りには同僚達がいて、今日は皆彼に楽しげなことを言おうと努めていた。英雄のよう
にピックス氏は立ち上がって、アントンの健康を祝して乾杯した。彼は、決して彼の場合
先にも後にも見られない雄弁さで、こう描写した。アントンはいわば乳呑み児として自分
の許にやって来た。筆入れ[ペナール]と桂皮[カネール]の区別も真鶸にコーヒー沸かしが
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おぼつかないような按配であった。そして大きな秤の助力で、これが彼の揺り籠と見なさ
なければならないだろうが、それに積込み人の助力で、これらが乳母役を果たして、更に
他の何人かの協力を得て、話し手としては謙虚にその名を挙げることはしないが、かくも
短い間に、未熟者がかくも顕著な生長の成果を上げることになった、と。その後アントン
が立ち上がって、彼の同僚達の健康を祝して乾杯した。彼は自分が初めて帳場のドアを開
けたとき、当時どんなに不安であったか語った。彼はピックス氏に、自分に道を示した時
の黒い筆を思い出させ、シュペヒト氏に彼の常套の問い、「何の御用でしょう」を、そし
てヨルダン氏には、新入りを部屋まで案内するために、彼が当時仕舞い込んだ覆いの袖を
思い出させた。この三人の男衆の有名な付属品を当てこすったのは最高の喝采を得た。今
や乾杯が次々に生じた。そして皆が驚いたことに、物静かなビルンバウム氏、つまり関税
店員は生来尋常でない才能を有していて、三杯目のグラスの後では、二行かそれどころか
四行韻を合わせて話せることが分かった。ますます一同は陽気になった。ますます祝典ら
しく明かりが輝き、ますます赤く両頬やテーブルの薔薇が火照っていた。
ようやく遅くなって同僚達は別れた。アントンは自分の友人のフィンクに幸運を知らせ

ずにはベッドに就きたくなかった。彼は急いで帰宅者を迎えて、彼に階段で月光の中、大
きな出来事について語った。フィンクはその乗馬鞭で陽気な8の字を空中に描いて、言っ
た。「表屋がそのことを思い付いたのは結構なことだ。このような慣例無視は我らの僭主
には予想できなかったな。今や君は一年早く海をわたり大きな世界に達している」。
翌朝店主は新しい店員を最後の帳場の奥の部屋、商店の至聖所に呼んで、微笑しながら

アントンの感謝の辞を聞いていた。「私がそのように行動したのは」と彼は言った、「貴
方が有能であるからであり、また貴方が店に入って来たとき、私に渡した手紙が貴方への
信用を保証していたからだ。今から貴方が自分独自の活動で生活を支えて行くことが出来
れば、貴方は嬉しいことだろう。貴方は今日から去って行った者の地位に就くし、その給
料を得ることになる」。
最後に昼食のとき、レディー達も新しい商売人にお祝いの挨拶をした。ザビーネはテー

ブルの下の端、アントンが椅子の背後に立っている所にまでやって来て、そこで衷心から
の言葉で彼を迎えた。従者は今日すべての男衆に一本のワインを食器セットの前に置き、
商店主はグラスを上げ、幸せなアントンに目配せしながら、真面目に親切に言った。「親
愛なるヴォールファルト、これは貴方の立派な父親を思い出してだ」。
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第二の書

1.

ある日曜日の朝アントンはクーパーの『モヒカン族の最後』を熱心に読んでいた。窓辺
では最初の雪片が出陣踊りを舞っていて、黄色の猫の避難所へ押し寄せようと努めて、出
来ないでいた。そのときフィンクが急いで部屋に入って来て、すでにドアの所で叫んだ。
「アントン、君の持ち衣裳を見せてくれ」。彼は衣装棚を開けて、上着や他の服を大いに
真剣に点検し、頭を振って、検分の結果をこう述べた。「私の仕立屋を君の許に送ること
にしよう。新しい服を測って貰いなさい」。
「そんな金はないよ」とアントンは笑って答えた。
「阿呆な」とフィンクは応じた、「仕立屋が君の好きなだけ掛けで売るよ」。
「しかし私は掛けで何も買いたくはない」とアントンは答えて、快適にソファーの上で

居住まいを正して、強力な助言者に対し、上手な家政の弁論をした。
「今回は例外としなければならない」とフィンクは決めた、「君はもっと人々と交わる

べき時となっている。社交に出なきゃ。私が君を案内しよう」。
アントンは赤くなってまた立ち上がり、熱心に叫んだ、「そうは行かない。フィンク。

私はここでは全く馴染みがなく、確固として大きな社交に出るだけの地位をまだ得ていな
い」。
「まさに君が社交への勇気がないからこそ、人々と交わるべきなのだ」とフィンクは咎

めて言った、「こうした情けない内気さは、出来るだけ早急に克服されなければならない。
この内気さは、教養ある人間が陥りうる最も愚かな欠点だ。君はワルツが出来るのかい。
カドリル[方陣の社交ダンス]の一回転はどんなものか分かっているだろうな」。
「数年前オストラウでダンスのレッスンを受けたことがある」とアントンは答えた。
「どうでもいい。君は今一度ダンスのレッスンを受けるべきだ。フォン・バルデレック

夫人が昨日こう打ち明けられた。幾つかの家庭がその巣立つ三月の雛どもにダンスのサロ
ンを設立する意向だ、この雛どもが猛鳥から安全に飛ぶ術を学べるようにだとな。ダンス
のレッスンはこの恵み深い夫人の家で行われる予定だ。夫人が自らの雛どもを、市場のた
めに、仕込むつもりだ。これは君の役に立とう。君をそこに案内しよう」。
アントンの魂はこの押し突けに激しい警報を発し、彼はびっくりしてソファーでまた居

住まいを正して、この瞬間に能う限りの冷静さで言った。「フィンク、それはまた君のと
んでもない思い付きの一つだ。私がそれに応ずるのは不可能だ。フォン・バルデレック夫
人は当地の貴族階級に属している。そこでのダンスの一行はきっと同じ出自のものだろ
う」。
「確かにそうだな」とフィンクは頷いた、「純な青い血で、すべてのレディー達の先祖

の母親達が例外なく、侯爵夫人トゥスネルダのナイトキャップをしずしずと運ぶ栄誉をド
イツの原生林の中で有していたものだ」。
「ほら見ろ」と我らの主人公は言った、「どうして私をそんな社交に連れて行こうと思

いつけるのかね。君のせいで、私は拒絶されるか、あるいは更にひどいことに、思い上が
った扱いを受けるという苦い思いを味わうことになるのだぞ」。
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「いい加減にしろと言いたいね」とフィンクは怒って叫んだ、「まさに君とか君の同類
こそが、そこに集まるであろう社交界の最大分子として、頭を昂然と上げる権利を更に有
するのだ。そしてまさに当の君達が、無器用な振る舞いを通じて、内気さとかへいこらを
通じて、田舎貴公子家庭の思い上がりを生んでいるのだ。どうして君は自分が他の誰かよ
りも劣等だと思うのだ。このような劣等感が君の魂の片隅にでもあるとは思いもしなかっ
た」。
「それは違う」とアントンは怒って答えた、「私は自分を実際より劣等と思ってはいな

い。しかし私が、何らかの理由で私とは会いたくないような他の人々の社交に押しかけた
いと思うならば、それは馬鹿げていて、僭越であろう。帳場で働いているからと言って、
そんな理由で一人の男を低く見るような人々との交際は、まさに私の自負心が許さないの
だ」。
「しかし君に言っておくが、君の人柄は良き人々にとって不快ではない。それは保証す

る」とフィンクは説得して言った、「君は社交を知らないし、一切を余りに難しく考えて
いる。男衆の欠点だな。私は家柄のこの夫人に若干重く見られている。 ー 補足してお
くと、これを自慢しているわけではない。 ー 彼女に頼まれたのだ、私の知り合いのう
ち何人かの若い男達を連れて来て欲しい、と。私が君を案内する。この件は全く問題ない。
この件をもっと仔細に見てみろ。ダンスレッスンとは何か。これはすべての参加者のふく
らはぎ改善のための一種の株同盟だ。君が君の関与分のレッスン料を他の皆と同様に払う
のだ。マズルカで君が伯爵令嬢を回すか、市民の娘を回すか、ウエストはウエストだ、お
てんばどもは皆ダンスが好きなのだ」。
「そうは行かないよ」とアントンは頭を振って答えた、「不適切だと感じられる。その

感じに従いたい」。
「君に一つ提案しよう」とフィンクは苛立って言った、「君は近日中に私と一緒にフォ

ン・バルデレック夫人の許に訪問する。私は君をT. O. シュレーター商会の帳場からの
アントン・ヴォールファルトと紹介しよう。君はダンスのレッスンについて何も言及しな
くていい。この良きレディーが君を受け入れるのを君は待つことになる。このダンスの母
親が虚栄心以外の何ものでもなかったり、ほんの少しでも君に高慢さを見せたり、自らダ
ンスのレッスンを始めないようであれば、君は完全な自由を発揮して、拒絶を続ければい
い。これには何も断固反対ではないだろう」。
アントンは躊躇い、熟慮した。この件は、フィンクが述べたようには少しも単純なこと

には見えなかった。しかしもはや冷然と吟味し、選ぶ男ではなかった。数年前から彼は魂
の奥底に一つの願望、高貴な者達の自由で、堂々たる、華麗な人生への憧れを隠し持って
いた。表屋でのダンスの音楽を聞くたびに、貴族界の営みについて読むたびに、また一人
っきりでいるときに、とてもしばしば、彼の中で優しい思い出が、花の公園の中の塔のあ
る高い宮殿が、彼を白鳥の池を越えて渡してくれた貴族の子供が生き生きとしてきた。今
や再びその像が生じた。彼の詩学が数年の仕事の間添えて来た黄金の光の中で輝いた。彼
は飛び上がって、経験ある友の提案に同意した。
その後一時間して仕立屋が、フィンクに案内されて来た。そしてフィンクが通ぶりを発

揮して新しい装いの細部を自ら決めた。仕立屋がアントンに劣らず畏怖の念を覚えるよう
な通ぶりであった。
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午後十一月の太陽が通りの舗石の雪を拭い取っていた。フィンクは珍しく見える若干の
書類を胸ポケットに仕舞って、暇な散歩者として町の賑やかな通りをぶらついて、鋭い視
線で、警察が獲物を探すように見回していた。ようやく彼は満足そうな顔つきで、向かい
側の通りの歩道に目を向けて、そこに二人の上品な殿方を見つけた。彼らは彼同様、二人
っきりで日曜日の散歩者の平民的群れの中を縫っていた。フォン・ツェルニッツ少尉とフ
ォン・テンヒェン氏で、二人とも大変企画力のある、難点のない振る舞いの人物であった。
「おや、フィンクではないか」。 ー
「今日は、諸君」。
「何でそんなに物思いに耽って路上にいるのだ」とフォン・テンヒェン氏が尋ねた。
「人を探しているのだ」とメランコリックにフィンクは答えた、「二，三の誠実な仲間

で、この退屈な日曜日、明るいうちから一本のポートワインを飲もうという十分に堕落し
た輩でな。その前にちょっとした仕事をして私の証人となって欲しいのだ」。
「証人か」とフォン・ツェルニッツ氏は尋ねた、「教会の裏で決闘でもする気かね」。
「違う、見上げた騎士殿」とフィンクは答えた、「御存じのように、この種の不作法は

卒業した。小さなランツァウが私のピストルの撃鉄をはじき飛ばして以来な。今はおとな
しいものだ、難儀な商売人で、フィンク兼ベッカー商会の健気な息子だ。公証人の調書の
ため証人を探している。至急作成しなければならないのだ。公証人は確保しているのだが、
しかし通常の裁判所証人は今日日曜日九柱戯投げに出払っている。貴方らがこの不幸な午
後、十五分間公証人の許にいて、残りはイタリア人酒場で過ごす加勢をしてくれるならば、
有り難い」。
満足してこの殿方達は同意した。フィンクは彼らを馴染みの公証人の許に案内して、公

証人に、二人の証人の前で譲渡文書を発行するように頼んだ。この譲渡は早速行われなけ
ればならず、この件は極めて重要だからの旨述べた。彼は、立派な、英語で記載された文
書を渡した。それにはニューヨーク州のある郡の弁護士会長が、文書として、フリッツ・
フォン・フィンク氏が領地ファウリングフローアの、その土地、大地、並びにその上に見
られる建物、木々、河川、すべてそこに付随する使用権の所有者である旨明記されていた。
その後彼は公証人に対して、自分はすべての文書上自分に権限がある所有権を、目下T.
O. シュレーター商会所属のアントン・ヴォールファルト氏に委譲し、そのための支払い
は完全に済ませていると述べた。最後に彼は切に公証人に、この記録を至急発行するよう
に、そしてこの件全体秘匿を厳守するように頼んだ。公証人はそれを約束し、両証人はこ
の交渉の署名をした。出て行くとき、彼はこの二人の証人にも同様に、いつもの流儀より
ももっと真面目に、この記録を固く秘密とするよう、特にアントン・ヴォールファルト氏
自身に対して秘密の誓いを破ることのないよう要請した。両人は若干好奇心を示しながら
これを約束した。そしてフォン・ツェルニッツ氏はこう述べたい気持ちを抑えることが出
来なかった。「フィンクよ、貴方がここで貴方の遺言を作成したのではないと願うぞ。遺
言の件ならば、貴方から貴方の銃を遺贈されていたら、貴方に感謝したかったところだ」。
「貴方が銃を存命のフィンクから受けたいなら」とフィンクは答えた、「フィンクは貴

方に対しとても幸せな思いをすることだろう」。
「何だって」と気の良い少尉はほとんど驚いて叫んだ、「そんな意味ではなかったのだ。
良心の咎めなしに貰ったものか分からないぞ」。
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「いずれにせよ貰って欲しい」とフィンクは親しく言った、「私は銃に飽きた。貴方の
手の許にある方が結構だろう」。
「高価な贈り物だな」と少尉は良心の咎を感じて口を挿んだ。
「古い銃だ」とフィンクは言った、「明日つべこべ言わず貰い給え。今日は一緒でなく

ちゃな。一緒にフェローニの許へ行こう。領地の秘密の譲渡に関しては、これは全く私の
一存とは言えないのだ。ある種の政治的秘密が隠されている。貴方らにも言えないのだ。
それにこの件自体私にも全体が明瞭であるわけではないから、言えないのだ」。
「その貴方が譲る荘園は大きなものなのか」とフォン・テンヒェン氏は尋ねた。
「荘園だと」とフィンクは尋ねて、天の方を見た、「荘園なんかではない。一つの地表

で、山と谷、川と森、勿論アメリカの小さな一部だ。ヴォールファルト氏のこの所有地が
大きいかとなるとな。貴方らは何が大きいと思っている。この大地で大きいものとは何か。
アメリカでは土地所有のサイズは、ドイツの片隅の尺度とは別なものだ。私個人としては
二度とこのような所有を自分の所有物と呼ぶことはないだろう」。
「しかしこのヴォールファルトとは誰だい」と別な側で少尉が尋ねた。
「すぐに面識を得ることになろう」とフィンクは答えた、「田舎出身の可愛い少年だ。

珍しい運命に包まれているのだが、彼自身この運命については目下の所、何も知らないし、
何も知ることを許されていない。しかし仕事の話しは十分だろう。私はこの冬、貴方らと
ちょっと計画している事がある。貴方らは年をくった少年だ。しかし今一度ダンスのレッ
スンを受けなければならんぞ」。
こう言いながら彼らはイタリア人のワイン酒場へ入って行き、フェローニの深いお辞儀

で迎えられ、ポルトガルの重たいワインの魅力の調査にすぐに没入した。

フォン・バルデレック夫人は、田舎貴族の家庭や幾人かの高官や将校からなる最良の社
交界の支柱であった。このレディーのどのような長所がこのような尊敬に値する地位に導
いたのか言うのは難しかった。彼女はとても高貴とは言えず、とても豊かとは言えず、と
ても上品でもなく、とても機知豊かでもなく、とても悪口好きでもなかったが、しかしこ
うしたすべての特性の若干を持っていた。彼女は私生活ではいつも出来るだけ原則を保っ
て、要求の強い者達に決して強く出ないという自尊心を有していた。こうした絶えざる節
度のせいで彼女の公の声望は高められていた。彼女はとても幅広い知人を有し、田舎のす
べての家庭の縁組み、親戚と親しく、すべてのひときわ上品な家柄の中で招待されるべき
者達の間の第一の席を占め、未亡人として自らほどほどの家を確立していた。この家では
猟師の雄鶏の飾りと二頭の太った青毛馬とが上品な飾りとなっていた。フォン・バルデレ
ック夫人はいつでも正規のレディーで、人物や出来事を自分が生きている社会の偏見に従
って、正確に判断する術を心得ていた。それ故彼女の判断はいつでも大いに尊重されてい
た。その他彼女は愛想に欠けていなかったが、彼女が生き甲斐としていた社会は多分その
ことを裁判の昔からの天使ほどには彼女に対し高く評価していなかったであろう。この天
使は天にあって人間の行為について帳簿をつけて、ついでに言えば、その神聖な仕事の商
習慣に従って、天の帳簿に地上の貸方と借方の代わりに、羊[善人]と山羊[悪人]の言葉を
書く習慣で、すべての貸す側は右頁に、しかし山羊は左頁に置くのである。 ー フォン
・バルデレック夫人は若い娘を有していて、彼女にとてもよく似る見込みがあって、大き
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な諸部屋の二階に住んでいた。そこでは年月順に、多くの幕の下稽古やドラマ的上演や活
人画が演じられてきたのである。
この影響力のあるレディーは、まさに一人の仕立屋の夫人と親密な協議を行っていて、

自分の娘の難点のない胸に最良の光を当て、それでいてダンスのレッスンのとき何の反撥
も招かないように、胸の切り込みをいかほどにしたらいいか考えていた。そのとき彼女の
寵児フィンクが告げられた。急いで彼女は娘と仕立屋の夫人、服を脇に置いて、客室に、
自分に対してもはや法外な敬意を要求しない居心地良い主婦として現れた。
この前の夕べの社交の出来事や、ポンタク伯爵令嬢の長い垂れた巻き毛が導入として話

されながら、フィンクは、家の娘が刺繍した眠るピンシャー[番犬]に対して客として足を
動かしつつ、その床几を虐待していたのであるが、 こう述べた。「私は貴女の依頼を果
たしてきました、発起人のご夫人、差し当たり三人の殿方を連れて来ます」。
「どなたですの」と家のレディーは期待を一杯にして尋ねた。刺繍されたピンシャーの

受難を忘れ、自分の同盟者ににじり寄った。
「まずは、フォン・ツェルニッツ少尉です」とフィンクは言った。
「立派な獲物ね」と恵み深い夫人は喜んで叫んだ。というのはこの少尉は人々が機知豊

かな将校と呼ぶ者であり、家庭のアルバムや失われた愛し子に対し可愛い詩を書き、活人
画の段取りに傑出していて、いつかどこかのポケット判に短編小説を書いたという噂を得
ていたからである。「フォン・ツェルニッツ氏は愛敬のある社交人です」。
「その通り」とフィンクは言った、「しかしポートワインには強くない。二番目はフォ

ン・テンヒェン氏です」。
「古い家系ですね」と家の夫人は述べた、「でも彼はちょっと野蛮ではないですか」と

彼女はおずおずと言い添えた。
「とんでもない」とフィンクは言った、「この家系はいつも多くの原則を有して来たの

です。彼は少しも野蛮ではありません。ただ時折相手を野蛮にさせる特性があります」。
「それで三人目は」とレディーは尋ねた。
「三人目は」とフィンクは言った、「ヴォールファルトという人です」。
「ヴォールファルト」と恵み深い夫人は訝しげに尋ね、訪問者を落ち着かず見つめた、

「その家系は存じません」。
「そうでしょう」とフィンクは冷淡に答えた、「有名、無名、多くの人がいて、皆の面

倒は見ておれません。ヴォールファルト氏は数年前に田舎からこちらにやって来て、差し
当たり、商売の秘密を若干の観照によって吸収しようとしています。彼はシュレーター商
人の店で、丁度私と同様に働いています」。
「でも、フィンクさん」とレディーが口を挿んだ。
フィンクは支障を受けず、肘掛け椅子を後ろに引いて、天井のアラベスク模様の灰色の

方を見つめた。「ヴォールファルト氏は珍しく面白い若者です。特別な事情があるのです。
彼自身は私が会った中で最も謙虚で健気な男です。彼はこちらの田舎の片隅からの出身で、
亡き役人の息子です。しかし彼についてはある秘密が言われており、この秘密については
彼自身まだ知りません」。
「でも、フォン・フィンクさん」とレディーはまた口を挿もうとした。
フィンクは熱心に天井の渦巻装飾を眺めていて、続けた。「彼はすでにこの瞬間アメリ
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カのある国土の所有者であり、その所有権の文書は私の両手を経ています。内密に言って、
彼自身この所有については何も知りません。この件は差し当たり彼にも深い秘密とされな
ければなりません。思うに、彼は将来百万長者以上のものになる見込みがあります。 ー
貴女は、ちなみに、亡き大公を御存じでしたか」。フィンクは片手で天の一方向を意味

深に指さした。
「いいえ」と恵み深い夫人は好奇心を起こして言った。
「アントンは実に」とフィンクは続けた、「彼にそっくりだと言っている人々がいます。
貴女に語っていることは、ちなみに私の秘密です。私の友の彼はこうした関係すべてにつ
いて、彼の将来を決定するかもしれないこの関係について、全く存知していません。知ら
れているのはただ亡き皇帝は最後の旅の折、オストラウの田舎に滞在して、かなり長いこ
と当地の聖職者とこっそりと熱心に話し込んだということだけです」。
この最後の知らせは大方本当であった。というのはアントンが同じことをしばらく前に

この騎手に、子供時代からの思い出についてよく言及するように、語っていたからである。
彼はその上更に彼の故郷の聖職者は先の大戦で従軍牧師であって、皇帝が「貴方は従軍し
たのか」と、そしてしばらくしてその後「どの連隊に」と尋ねたと付言したのであった。
フィンクは、この小さな出来事について詳述する必要を認めなかった。しかしフォン・

バルデレック夫人はこの不誠実な仄めかしである種の好奇心を刺激されて、ヴォールファ
ルト氏を家に受け入れる用意があると表明した。
「更に一つお願いがあります」とフィンクは身を起こしながら言った、「私の友につい

て貴女にお知らせしたこと、これは、善意の妖精の方」 ー この妖精は七シュタイン[重
量単位]の重さがあったが、 ー 「私ども二人の間の秘密にして頂きたい。貴女の思い
やりにお任せします。これは他人の口に上がるとすべて、私とヴォールファルト氏に対す
る軽口になりかねないものですから」。彼はその名前をとても皮肉に発したので、レディ
ーは神秘的な、帳場に身をやつしている殿方はやがてアリューシャン列島やクリル列島の
王子として、あるいは何らかの別の前代未聞の風格を帯びて登場するであろうという見解
に至った。
「でもどのように」と彼女は別れ際に尋ねた、「その殿方を私どもの知人に紹介したら

いいでしょう」。
「ただ私の最良の友としてです。どのような観点でも彼を保証します。我々のサークル

が氏を気持ちよく受け入れたら、我々のサークル自体極めて楽しいことになろうと確信し
ています」。
フィンクは路上に出ると、無遠慮に口ごもった。「この老いた人物は鴨のように餌に寄

って来て、私の嘘の尻先に潜ってくる。この哀れな若者は立派な人々の子供としては見下
げられてしまったことだろう。今や人々は、何らかの余所の権力者が、名誉なこととして
へいこら有り難がる権力者が、この若者に関与していると思いたがることだろう。今や人
々は丁重に彼を扱って、私の若造は魅惑されることだろう。ロング･アイランドのあの古
い岸辺の砂穴が、その朽ちた鳥小屋がいつか私の生涯でこのような冗談の役に立とうとは
思いもしなかった」。
フィンクが撒いた種は、育ちやすい大地に落ちた。フォン・バルデレック夫人は利口な

夫人としてダンスのレッスンの際、自分の些細な個人的利害にも注目していた。彼女はと
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もかく何と言っても母親であり、実際他ならぬフォン・フィンク氏自身を狙っていた。彼
女の娘は十五歳で、フィンクは彼女の娘の将来の夫として願わしく映ずるに違いないすべ
ての特性を有していた。彼はどの観点からも尋常でない結婚相手であって、それ故彼女は、
彼が自分の娘を幸せにするに違いないと確信していた。彼女は長い経験から、このような
個人的レッスンは、経験豊かな、若干高慢な殿方達にとても若いレディー達を最上の明か
りの許で見せる立派な手段であると知っていた。しかしただその主要な難点は、この種の
殿方達がそもそもこの種の楽しみ事に参加の意欲を示すかどうかにあった。彼女は全くも
ってもっともな不安、フィンクがダンスのレッスンに関心を示すかの不安を抱いていた。
彼女が驚いたことに、彼は一冬の間ずっと彼女の家でワルツを行う用意があると、かなり
熱心に表明したし、いやそれどころかオイゲーニエ嬢が彼を前もって贔屓の踊り手として
受け入れることを条件としさえしたのである。それ故凱歌を上げた母親はまさに入念にダ
ンスの服の切り込みに張り切っていたとき、フィンクが自分の被保護者のアントンを彼女
の許に推薦したのであった。ひょっとしたら彼の尋常でない推薦がなくても、一つの犠牲
を行って、帳場の人間をダンスのレッスンに引き受けようとしたかもしれない。しかしこ
の悪太郎の仄めかしはとても歓迎すべきものであった。確かに彼女自身途方もない状況に
ついて若干の疑念を抱いていた。というのはフィンクのやり方は、決して本気で信用でき
ない具合であったからである。しかし彼女の母親としての愛は、得体の知れないもの、不
足のものにも重きを置くように仕向けた。彼女は親しい家庭に殿方達の収穫を知らせに急
ぎ、ヴォールファルト氏を若干の秘密めいた仄めかしで飾り立てた。彼女の言い得たわず
かな事柄が、突然別の側から、個性ある二人の殿方の同様に秘密めいた仄めかしで証明さ
れることになったので、彼女自身ここには尋常でない出来事が隠されていると固く信じた。
数日後、立派な社交界に、ダンスのレッスンのとき途方もない財産を所有する市民階級の
殿方が登場することになるという噂が流れた。この殿方のためにロシアの皇帝がアメリカ
でとてつもない領地を買ったそうな、と。

数日後アントンはフィンクによって恵み深い夫人の家へ案内された。新しい燕尾服で、
正規の光沢のある革手袋をはめて、その内面の平安を破壊しようと取りかかっている陰鬱
な諸力の犠牲の子羊であった。その諸力は恵み深い夫人の家に潜んでいて、入って来るア
ントンの胸をすでに家の門で締め付けた。その諸力は玄関のドームでぶらぶら揺れて四角
のランタンの上に座っていて、階段の木製の手摺に両手を広げて掛かっていて、手摺の大
きな弓状穴からその霊の舌を嘲笑的に笑って彼に突き出していた。フィンクは不愉快そう
な視線で、彼の犠牲者が重苦しさの赤面の微光を発しているのを見て、更に彼にささやい
た。「この連中の前で赤面することはない」、そして従者に見下すように自分のコートを
投げ与え、友を恵み深い夫人の目の許に案内した。夫人は実際、フィンクが予言していた
ように、徒に愛想が良かった。好奇心を起こして、一種の人間的関心を抱いて、彼女は可
愛い内気な若者を眺めた。若者は誠実な表情をして彼女の前に立っていて、完全に、彼女
の威力を全身で受けとめようとしているように見えた。
アントンは彼女に深くお辞儀をして言った。「恵み深い奥様、貴女が私のことをお怒り

にならないと私の友が請け合いましたので、それだけを頼りに敢えて、恐縮しつつ直にま
かり出た次第です」。レディーは優しく微笑した。あるいは悪太郎のフィンクがこの事態
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を把握していたように、彼女はにやりと笑って、答えた。「フォン・フィンクさんは、貴
方がこの冬定期的に私どもの小さなダンスの練習に客人として現れてくださるという希望
を私に抱かせて下さいました」。
その後アントンは赤面を抑えることが出来ず、はなはだ幸せに見えることになって、こ

う請け合った。「この余所の社交でお邪魔にならないという見込みが得られるのであれば、
喜んで参加しましょう」。
邪魔ではないと熱心に述べられた後、オイゲーニエが入って来て、アントンは令嬢にも

紹介されて、十五歳のレディーが余所の殿方によく見せるような小生意気な一礼を受けて、
十五分後にはこの家庭の優美さに全く夢中になって、師傅のフィンクと共に階段を下りて
行くことになった。無邪気なこの少年は満足して友人の腕を掴んで、友人に路上で真面目
にこう確言した。「上品な人々と交際するのがこんなに簡単だとは、私は思いもしなかっ
た」。
フィンクは何か自らの裡で口ごもった。この見解を承認するものであると同時にその反

対でもあり得る表現であった。そして言った。「君には全体満足している。君は新しい燕
尾服にもかかわらず、透明なバティスト織りの服の中に裸の小さな天使の如く座っていた。
まあ裸の本性というのは君に全く似合っていないとは言えない。ただ忌まわしい赤面はこ
の冬卒業しなければならないぞ。黒ネクタイには周知のように赤面は勿論まだ我慢できる。
しかし白ネクタイの上となると見ておれない。卒中症のアモールのように見えてしまう
ぞ」。
これに対しフォン・バルデレック夫人は彼女の観点から神秘めいた青年の欲のなさを全

く感動的なものと思って、娘がきっぱりと、「フィンクは全く別な男で、こちらがはるか
に私の気に入ったわ」と発したとき、彼女は頭を振って、微笑して言った。「いいえ、そ
れは分かっていないのよ。この余所の人の動作にあるのは、一種の貴族、生来の優美さで、
全くほれぼれとする一種の魅力です」。

ダンスのレッスンが厳かに開始される大いなる日がやって来た。帳場が終わると、急い
でアントンは着替えて、フィンクを迎えに、フィンクの部屋に入った。この師傅は吟味す
る視線でこの初心者の服を調べた。「君のハンカチを見せてみな」と彼は言った、「カラ
フルな絹か、恥ずかしい。ここに私のが一つある。若干これに香水をかけな。君の手袋は
どこだ」。
このように教えて友は、男爵夫人の照明された家の前まで案内した。
アントンが奥の家の階段を下りて行くとき、ヨルダンの部屋のドアが開いた。シュペヒ

ト氏が長い首の端の頭を階段の上に突きだして、同僚のアントンに好奇の視線を送った。
「出て行くぞ」と彼は部屋に叫び返した、「前代未聞のことだ。世間が存在する限り、

このようなことはまだ起きなかった。あそこにはただ貴族のみがいる。珍しいお話しとな
ろう」。
「結局、招待されたのだから、行って構わないだろう」と気の良いヨルダン氏は言って、
同僚達の沈黙の非難に応じた。誰も何か異論を述べられなかった。ただピックス氏がソフ
ァーから怒って叫んだ。「彼がこのような招待を受けるとは、気に入らないな。彼は帳場
の者であり、我々の一員だ。おしゃべり騎兵の間では何も結構なものを学べないだろう。
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目を細めたりとか、お追従を言ったりとか、これもまだましな方だろう」。
「このようなダンスの社交では珍しいことが生ずるそうではないか」とシュペヒトは叫

んだ、「極めて軽佻で、恋愛沙汰に決闘の毎日だ。しかしヴォールファルトはいつもこの
ような事柄に妙な癖を持っていたぞ。次にはある朝、彼はピストルを腋に抱えて出て行く。
どんな様で帰って来るか、言えたものではない。歩いては帰って来られない。これは確か
だ」。
「阿呆ぬかせ」と怒ってピックスは答えた、「そこでは他の人々同様そう喧嘩はない」。
「それに彼はフランス語を話さなければならないぞ」とシュペヒトは絶えず続けた。
「何故ロシア語ではないのだ」とピックス氏は叫んだ。
ここでピックス氏とシュペヒト氏は、フォン・バルデレック夫人のサロンで共通語とさ

れている言語のことで諍いとなった。しかし同僚の皆が一致していた。ダンスのレッスン
のこの訪問はヴォールファルトにとって極めて大胆な、厄災の多い一歩であり、言い難い
不幸を招き、全ての人間的秩序を乱すであろう、と。

「彼は出掛けてしまった」と叔母さんは従者とのある打ち合わせから戻って来ながら叫
んだ。
「これはまた友フィンクの悪戯だな」と店主は言った。
ザビーネは自分の手仕事に目を落としていた。「嬉しいわ」と彼女はようやく行った、

「フィンクが自分の友に楽しみ事を教えるために自分の影響力を利用しているのだから。
フィンク本人はダンスは好きではないのよ。個人的にはこのサークルは自分の楽しみとい
うよりも一つの犠牲ね」。兄は妹を験すように見つめていた。彼女はこっそりと兄に目配
せした。「ヴォールファルトが人々と一緒になれて、安堵しています。男衆皆の中で彼は
いつも家にいます。ほとんど毎晩私がベッドに行くとき、彼の許では明かりが点っていま
す。他の男衆は以前から親戚や良い友達がいます。彼は全く一人っきりで、この家が持っ
ているものの他は何も縁がないのです。一年中このように暮らすのは辛いことです」。
「彼はこれまで健気に耐えて来た」と店主は言った、「これが続くか、見守ることにし

よう」。
「でもどうしてこの社交の中に入れたのでしょう ー」と叔母さんは叫んだ、「考えて

も御覧なさい。フォン・バルデレック夫人ですよ ー」。
ザビーネは指貫でテーブルの甲板を叩いた。「フィンクが根回ししたのよ」と彼女が言

った、「彼の素敵なところです。感謝して彼に明日、店長は真剣な顔をしているけど、彼
の好物を出しましょう」。
「ではハムにブルゴーニュ風ソースですね」と叔母さんは叫んだ、「でもヴォールファ

ルトはこうした正装の許、どのように振る舞うのでしょう。道楽者達とどう付き合うつも
りかしら。太刀打ち出来ないわよ。少なくてもお金がなければ」。
「その心配は彼がすればいい」とザビーネは楽しげに答えた、「私どもの知ったことじ

ゃない」。

「彼は出掛けてしまった」とカールは夕方、父親に言った、「小さなエナメル塗りのピ
カピカの長靴。私が取って来たんだ。フォン・フィンクさんは彼が靴を履くのを止めさせ
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た。新しい帽子に、頭の天辺から足先まで新品なのだ。それで上品な人々の許で踊るとき
のような按配」。
「おまえもダンスに行きたいのかい」と父親は尋ねた。
「いや」とカールは答えた、「でもその人達が踊るのを見てみたい」。
「『青い月』ホールを覗いてみな。日曜日ごとに見られるぞ。上品な人々の場合と変わ

らない。ただ上品な連中は若干もっと用心深く握って、その上手袋を着けている」。
「それでは明日は服に結構な埃が付いていることだろう」とカールは言った。
「埃っぽい楽しみ事だな」と巨人は肯った、「回転がある、跳躍がある。まず一方の側

で回るのだ。その後相手の側で回る。自ら地上に浮こうとする、いつも不可能な事なのだ
が。熱くなってきて、一杯か二杯飲むことになる。最後に接吻ポロネーズが踊られる。結
婚したい者には、これは必須だ。おまえがまだと言うのなら、それまでにはまだ何年も時
がある」。
「ヴォールファルトさんもまだその年じゃないよ」とカールは答えた、「奴さんが今銀

製の馬具付きの二頭の白馬を連れて令嬢と結婚したら、素敵なお話しじゃなかろうか」。
「いや、白馬は役には立たないだろう」と父親は頭を振って言った、「ダンスと共に始

まって、結婚式で終わるのだ。私の場合もそうだった」。
「親父さんを見てみたかったな」とカールは叫んだ。
「そうかい」と巨人は叫んだ、「私は昔、独楽のように踊ったものだ。ワルツにホプサ

ーにロシア風ワルツをな。祖父踊りでは私にかなう者はいなかった」。
カールは父親を、頭を振りつつ見つめた。「そうなのだ」と巨人は思い出に耽って続け

た、「地面が固くて、上手な相棒がいたら、楽しい仕事だった。 ー 市民組合で大きな
舞踏会が開かれ、私は招かれた。ヴィルヘルムが一緒だった。奴さんは当時まだ華奢の少
年だった。今日のことのように覚えている。私は青い上着に青いボタンを付けていた。そ
してホールの中央にいて、私の周りで踊っている一同を見ていた。そのときおまえのお母
さんが目に留まった。いや可愛い娘で、人形のように座っていた。その横には父親が、錠
前師の親方然と座っていた。『今晩は、ハンス』と錠前師は私に呼びかけた、『おまえさ
んも来ていたのか』。
『覚えていたのです、おやじさん』と私は言って、近寄った。この人形を見れば見るほ

ど気に入った。『これは私の娘だ』と錠前師は言った、『娘をもう忘れたのかい。二年間
田舎のおばさんのところにいたのだ』。 ー 『可愛くなったものだ』と私は言った、『丸
っこくて、可愛い。彫り込んだようだ』。少女は赤くなった、私も熱くなった。『それじ
ゃ』と錠前師は言った、『これと踊りたいなら、いつでもいいぞ。ただ乱暴に握っちゃい
かん』。 ー 『優しくします』と私は言って、踊りに誘った。我々二人は対照的に見え
たことだろう、小さな娘っ子と私だ。人々は笑ったかもしれん」。
「それじゃ嫌な思いがしたかもしれない」とカールは叫んだ。彼は向かい合って座って

いて、両腕を組んでいた。
「嫌みな笑いではなかったのだ」と老父は言った、「おまえの母親は最初の踊りが済ん

だ後、人々が笑っても、何とも思わないと私に告げた。いや、私とは上手く踊れると言っ
た。勿論彼女と一晩中踊った、今やようやく本格的にだ。そして最後の踊りのとき、彼女
のせいで更にヴィルヘルムと一悶着あった。というのは私が彼女と踊るのを見て、彼も彼
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女と一緒に踊る気になって、そして私が彼女にお世辞を言って、彼女の周りを回っている
のを見、思案して、外のホール前の花屋の娘から一束彼女のために買い、一束は自分のた
めに買っているのに気付くと、彼もまた二本の花束を買い、彼女の周りをアトリの雄のよ
うに回ったからで、それで結局私は彼を脇に引っ張って行き、言ったのだ。『いいか、ヴ
ィルヘルム、どの馬車でも、どの樽でも、どの貨物でも、私が手を付ける所におまえの手
を付けてよろしい。しかしここの錠前師の娘に触れてはいかん』。 ー 『何故だい』と
彼が尋ねた。『何故かって』と私は言った、『それは我々が友達だからだ。ヴィルヘルム、
おまえに一発お見舞いしたくないし、人々の前で殴り倒したくないのだ』。『覚えていろ
よ』と彼は言った、『おまえはずるい』。そこで私は乗り気になっているのに気付いた。
その日以来私は惚れてしまった。それがどんなものかおまえも知ることになろう。気分が
落ち着かなくなって、雑然としてくる。熱くなってくる。歌い始めて、手紙を書き、新し
い上着を買う。誰もがそんな具合になる。それで私もそうなった。六週間して、それから
結婚式だ。おまえの祖父が、積込み人は皆招待すると主張した。婚礼の前の晩[騒ぐ]、我
々積込み人は一緒のドイツ・カドリルを踊った。私が先陣だ。家全体が揺れたぞ。しかし
災難は生じなかった。ただシャンデリアが壊れた」。
「それや、大変だ」とカールは叫んだ、「見て見たかったな。私がいなかったのは残念

だ」。
「分かっちゃいねえ、小男だな」と父親は言った、「おまえがいるはずはないだろう。

当時まだおまえの姿、形はなかった。勿論まずは準備段階だな」。
「ヴォールファルトは余りに遅く帰って来ないようにしないと、シュレーターさんはご

機嫌が悪いぞ」とカールは言った。

一方フォン・バルデレック夫人のサロンの両開きドアが従者によって開けられた。フィ
ンクとアントンは照明のされた一並びの部屋に入って行った。各部屋に大勢の上品な紳士
淑女が紅茶を飲みながら、騒然と両開きドアを開閉しながら、動いていた。若いレディー
達の母親や縁者がダンス教室の開会式への列席に招待されていた。フィンクは更に友人の
耳許で囁いていた。「出来る限り傲慢に振る舞うのだ、皆阿呆な奴等だ」。 ー そして
この無抵抗の男を家の主婦の眼前に連れて行った。
アントンは丁重に迎えられ、お辞儀をし、その不安の余り、彼が進み出た一同の視線が

好奇心を剥き出しにしたまま彼に釘付けになっているのに気付かなかった。「貴方をポン
タク伯爵夫人に紹介しましょう」と彼の親切なパトロンの夫人は言って、深呼吸をしてい
るこの被保護者を、痩せた長身の年齢不詳の夫人の足許へ案内した。この夫人は紳士淑女
に囲まれて、一段と高い席から睥睨していた。「親愛なるベティー、こちらヴォールファ
ルトさん」。アントンはこの不安の時に、親愛なるベティーが長い羊皮紙のようにかさか
さの鼻をし、唇は薄く、実に厳しい嫌な顔をしているのに気付いた。彼は二本の刺すよう
な視線が彼の顔にあちこち食い込むのを感じ、頭を、半ば挨拶として、半ば戦争捕虜の降
伏として下げた。伯爵夫人は彼のお辞儀の際、背を伸ばしたまま座っていて、その高みか
ら無関心な声で尋ねた。「貴方はフォン・フィンクさんの友人ですか」。
「畏まりました、伯爵夫人」とアントンは答えた。
「貴方はこの町ではまだ長くないのでしょう」。近くのすべての会話が止まって、十人
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以上の目が哀れなアントンを刺した。
「それでも数年経っています」とアントンはまた答えた。
「それではいわば外国人ですね」とベティーは情緒的会話を続けた。
「私はこの地方に生まれて、育ちました」とアントンは答えた。
「あらそう」とレディーの唇から急に漏れた、「どこの出身」。
「オストラウからです」とアントンは、頭を上げながら、素早く答えた。尋問は圧迫的

となった。何故かは彼には分からなかった。そして彼の内気さは、怒りが生じたので、消
えていた。
「私の友は、誇り高いご夫人、半分スラブ人です」とフィンクが、丁度の時に割り込ん

で、言った、「彼は自分のドイツ人の出自が疑念に付されますと、激しく抗議致しますが
がね。その代わり、いつか立派なイギリス人になるという見込みがあります。今この瞬間
彼は私と同じく、眼前でのお恵みを頂戴致したく存じています。貴女の慈しみを彼には教
えておきましょう。貴女は丁度他人の性質をお調べになるという貴女の才覚の一端をご披
露されました。どうぞ今私の友に、他人の至らなさを大目に見るという貴女の寛大さを適
用してください。私ども皆が貴女に感嘆している寛大さです」。 ー 女達は微笑した。
殿方の何人かは横を向いて、笑いを隠した。ベッティーは、より大きな猛鳥に自分の獲物
を奪われた猛鳥のように、羽根を逆立てて座っていた。
アントンは急いで、この一同の視線から遠ざかった。彼は別な片隅に逃げ込んで、静か

に一行を観察して、自己紹介の緊張から解き放たれようとした。そのとき軽くバティスタ
織りの布が彼の腕を軽く叩いた。そして大胆な少女の声が尋ねた。「ヴォールファルトさ
ん、昔馴染みをもうお忘れですか。私がまず挨拶する羽目になるのは、これで二回目です」。
アントンはすぐ横を向いた。彼の前に背の高い細身の体が、ブロンドの髪の毛と大きな

濃くて青い目と共にあって、微笑して彼の顔を見ていた。アントンの表情に歓喜の様が明
瞭にあったので、レノーレは思わず彼に親しげに頷いて言った。「貴方がここにいらっし
ゃるのは嬉しい。殿方は皆私には見知らぬ人ばかり、でもどうしてここにいらっしゃるの」。
アントンはこれをほとんど言葉にならぬ言い回しの気分で説明した。何年もそれと知ら

ずに、自分の屋根裏部屋で制約のないまま支配して来ていた令嬢を目の当たりにして茫然
としていた。何と彼女は近年の間に大きく豊かに美しくなっていたことか。軽くて白いド
レス、髪には見たこともない花の花冠があった。力強く目が歓喜の顔に輝いていた。その
姿勢は侯爵夫人の姿勢であった。
素早く両人は熱心な会話に移った。お互いに会うのは三回目であった。しかし両人は何

年も一緒に暮らしたかのように、多く話すことがあった。
「今日は皆と踊り尽くしましょう。ダンス教師のことは気にしないで」と最後に令嬢は

言った、「それが一番好き。 ー 貴方はもうこれ以上私とだけ話してはなりません。別
のレディーとお話ししてください。私は母親の許へ参ります。音楽が始まったら、私のと
ころへいらしてください。貴方を母に紹介しましょう」。
そのように彼女は彼に恵み深く目配せして、威風堂々とホールを通って女性達の群れの

中へ歩んで行った。
今やアントンは社交のすべての恐怖に平然となった。彼の不安は消えていた。快適な感

激に彼は襲われた。これらの明るい服の、多彩なリボンの人々、彼の周りで跳ねたり、根
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付いたように立っている人々が何ほどのものか。これらの人々は彼にとって一群れの小鳥
や草原の植物のようにどうでも良くなった。彼は素早くフィンクを探して、一ダースの殿
方に自分を紹介して貰った。その際紹介された者の一人の名前も覚えていなかった。その
後でまたフィンクに頼んで、若いレディーの一人一人の許へ行った。
「この家の娘と話したのかい」とフィンクは尋ねた。
「いや」とアントンは陽気に言った。
「急げ、愚か者」とフィンクは警告した、「ひどい扱いを覚悟しな」。
「全く平気だよ」とアントンは、友の腕を取って、友の耳に囁いたとき、オイゲーニエ

令嬢の前に立たされていた。
令嬢は長く等閑にされた後、ただ待たされて、アントンに対して冷たかった。苦労して

彼が幾つかの短い返事を得ているとき、フォン・ツェルニッツ少尉が彼女に近付いて来て、
幸い彼女の後ろお下げ髪を見ることになった。
この敗北も彼は全く平気であった。彼の間近ではフォン・バルデレック夫人が支配して

いて、片方の目で一同を、もう片方の目で自分の娘を、名付け難い第六の感覚で、これは
コウモリが格別優れて所有するそうであるが、フォン・フィンク氏を観察していた。すぐ
にアントンが彼女に近寄って来て、薔薇色の人物、褐色の毛髪と銀色の穀物穂先を有する
ように見える人物と引き合わせて欲しいと頼んだ。
「ラーラ伯爵令嬢のことですか」と家のレディーは尋ねた。
勿論アントンは肯って、お辞儀した。ラーラであろうが、ターラ[風袋]あるいは添量で

あろうが、彼にとって今この瞬間全くどうでも良かった。伯爵令嬢は彼を訝しげに見つめ
た。しかし彼が気持ちを込めて温かく彼女の心に対して、予期されるダンスのレッスンの
喜びについて、サロンの何とも結構な飾りについて、何と素敵に広間の飾り付けがなされ
ていることか、そして前日どこかの新聞で知ったパリでの新しい冬の庭園について語りか
けた。彼は彼女に噴水について、ガラスのドームについて、黄金の格子と熱帯植物の付い
た人造岩について、観客を喜ばせるためにその間で飛び跳ねる小さなイモリについて描写
した。すべて熱を込めて話し、それで小さな薔薇色のレディーは次第次第に溶けて、とう
とう彼が蜥蜴について話し出すと、同様に動き出して、彼女の方から、かつてある岩の上
で見た二匹の火蜥蜴について、その時襲われた驚きについて、物語った。彼女がアントン
に、両蜥蜴は足を組んで岩の上に座っていて、ビールを蓋付きコップから飲んでいたと話
しても、彼にとってこれは自然の夜の領域からの自然の出来事のように思えていたことで
あろう。丁度アントンがまた蜥蜴からカボチャの大きな展覧会について話題を変えたとき、
これは数週間前町が開催されたものであったが、そのときティンパニーが轟き、トランペ
ットが響いて、薔薇色の服と銀色の穂先が彼の視界から床へと消え、彼はすぐに回転して、
自分の話しを終えないまま、当惑した令嬢を後に残していた。
向こうでは彼の女王が母親と会話していた。母親は、今や背の伸びた娘の姿よりも小さ

くなって、娘を見上げざるを得なくなっていた。アントンが男爵夫人の前へ進み出たとき、
彼の戦闘的反抗心は消えていた。かつてとても彼を驚かせた言い知れぬ高貴な本性の、繊
細な面影がそこにあった。最近の時の経過で、男爵夫人の美貌は減じていなかった。今ア
ントンがまじまじと見つめている間近さのため、彼女の姿が彼に及ぼす魔力は高められて
いた。経験豊かな夫人はアントンを一瞥して社交の新参者と分かった。彼は過剰な敬意を
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示して接近して行った。彼が腕に持っていた帽子は、圧力で羊毛のようになっていて、プ
ードルの皮で張られたかのように見えた。
「こちらはヴォールファルトさん」とレノーレは推奨する手の仕草で言った。「こちら

が、この方のせいでかつて私が怒られる羽目になった当の方です。いいですか、殿方、私
が貴方に初めてお会いしたとき、母に叱られたのですよ。長く一緒に私どもの庭園にいま
したから」。
「それは遺憾なことです」とアントンは言いがたい苦しみの表現で答えた、「男爵夫人、
いかにそのとき恵み深い御令嬢の御配慮で私が幸せな思いをしてか御存じないでしょう。
私は余所の人々の所、定かならぬ未来に向かっていました。彼女の好意的言葉で私は勇気
を得ました。それ以来しばしば一人っきりのときこれらの言葉が私の未来への良き予言と
して思い出されたものです」。
「お上手に仰有いますね」とレノーレは彼を真っ直ぐに見つめながら叫んだ。
男爵夫人はアントンの熱弁を驚いて聞いていて、気持ちの昂ぶったこの踊り手の男を今

や好奇心を抱いて眺めていたが、かすかな不快を覚えないわけでなかった。しかしレノー
レは母親と話し始めたアントンを遮って、落ち着かずに言った。「人々が歩み寄っていま
す。踊らなくちゃ」。アントンは彼女の手を指先で握って、彼女を踊っているカップルの
輪の中へ案内した。
「彼のワルツはまあまあだな。若干小市民風で、回転が多すぎる。しかし姿勢を保って

いる」とフィンクは口ごもった。
「ひときわ上品なカップル」とフォン・バルデレック夫人はアントンとレノーレがワル

ツで側を過ぎるとき、フォン・ラートザッテル男爵夫人の間近で叫んだ。
「娘は余りに彼と話しすぎる」とフォン・ロートザッテル夫人は夫に向かって言った。

夫はこの瞬間彼女の許に寄って来ていた。
「誰とだい」と男爵は尋ねた、「あの若者は誰だ。あの顔はまだ見覚えがない」。
「フォン・フィンクさんの仲間の一人です。家柄の者ではないけど、アメリカかロシア

に豊かな親戚がいるそうです。レノーレのアントレとしては気に入らないわ」。
「まあ」と男爵は言った、「元気の良い若者の風貌をしている。こうした子供の楽しみ

事にはこのような若者が、ここのサークルに見られる擦れた少年よりも相変わらず好まし
い。年若の者達は、自分達や踊る娘達共々楽しむが、ベンノ・テンヒェンときたら、少女
達を赤面させたり、あるいは鉄面皮にさせたりして楽しむのだ。レノーレはとても溌剌と
見える。私はホイスト[トランプ]に行く、馬車が必要となったら、私を呼びなさい」。
アントンは自分や踊る娘について話されている一切を聞いていなかった。たとえ周りの

一同が町の最も高い教会の塔の大きな鐘のように大声でざわついても、彼は耳にしなかっ
たことであろう。地球は彼にとってとても小さくなっていた。踊る娘との間のサークルよ
りも大きなものではなく、まだ何かその外部にあっても、それは闇、荒涼、無であった、
ただ自分が腕に支えてよろしいもの、それが彼のすべての感覚を虜にしていた。美しいブ
ロンドの髪が、かくも彼の頭の間近にあって、彼は自分の巻き毛で、彼女の巻き毛に触れ
ることができ、彼の頬に触れる彼女の温かい息、彼女の柔らかな手を覆う明るい手袋の言
い知れぬ魅力、彼女のハンカチの香水、ドレスの先に固定された赤い[木の]花、これを彼
は見、感じていて、他は何も感じていなかった。彼女が踊りながら信頼して彼の腕によっ
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て巻き付けられ、彼女が踊る間、楽しげに彼を見つめ、彼が息も付かず彼女を抱き留め、
自分の手からゆっくりと彼女を離すとき、腕輪が直され、彼女のとても愛らしいハンカチ
が一瞬口に止まるとき、何とすべての彼女の動作は魅力的だったことか。彼女の目の親し
げな挨拶は何と魅惑的で、アントンが彼女の気に召す何事かを話したとき、彼女のかすか
な微笑は何と蠱惑的であったことか。
そして彼は幸い彼女の気に入っていた。彼女は彼に言った、彼の話しはとても愛らしく、

彼によく似合っている、と。いや、彼の喋ったことは、どうでもいいことであった。彼が
ニュージランドや日本の天皇について話していても、ひょっとしたらそれに劣らず成功を
収めていたことであろう。というのは彼の話す事柄ではなく、彼の話しぶりが、彼の目の
静かな敬意、彼の声の震える調子、これが媚びるように踊る娘の魂へ侵入して来た。
ティンパニーは止み、トランペット奏者は楽器を下ろした。地球は明かりのない混沌の

中へ解き放たれた。「残念」と、最後の譜面が鳴り終わったとき、レノーレは叫んだ。
「この幸せはお蔭様です」とアントンは令嬢を席まで案内するとき、言った。
彼が今やざわめく波の間の舵のない船のように余所の人々の間をさまよっているとき、

フィンクが彼に寄って来て、言った。「おい、小心者の追従者よ、甘いワインを飲んだせ
いか、それとも本性策謀家[ドン・ファン]なのか。どこでロートザッテル嬢と知り合った
のだ。知り合いだとは一言も聞いていないぞ。いい体しているし、美形だ。頭がおかしい
のか」。
アントンはこの瞬間彼の友に、自分は心底軽蔑していると宣言できたことであろう。こ

のような粗野な表現はただ全くの野人からのみ生じ得るものである。
「おかしいだと」と彼は答えて、敵意を剥き出しにした視線でにらんだ。「おかしいと

いう者は、自らがおかしいのだ」。
「まあ、まあ」とフィンクはびっくりして言った、「私はそんなひどい頭ではない。私

はあの娘を、あるいはもっとふさわしく言うと、あの若い令嬢を、とても好感を抱いて見
ている。あるいは教養ある人間の言葉で真実を言うと、並外れて愛敬がある。他にちょっ
と恩義がないのであれば、あの令嬢を、その名前をたった今敢えて口にしたが、私の心の
女神と宣言するに吝かではないだろう。勿論ただ遠くから指を銜えて見ていたのだが」。
フィンクは劣等な者ではなかった。彼は表現が時に乱暴であったが、心底ではまっとう

な感情と誠実な情緒を有していた。それ故アントンは彼の腕を掴んで、力強く押して、言
った。「その通りだ」。
「そうかい」とフィンクはまたいつもの調子で続けた、「まあ、君の出だしは順調だ。

君とか臆病者と一緒よりは、むしろ一本のマッチを持って火薬樽と一緒にいたいんだが。
ちなみにオイゲーニエ嬢に次のダンスをお願いすることを忘れるなよ。肘鉄をくらうぞ。
もう予約があるからな。これまでは上手に乗り切っている、続けることだ、若造」。
アントンは、彼の教師に花を持たせるべく続けた。多分彼は陶酔していた。しかし甘い

ワインよりも更に強い酩酊によって陶酔していた。音楽、踊りのざわめき、彼の周りの楽
しげな物音が彼の感激を押し上げた。彼は一晩中安定感がある、いや度胸があると感じて
いた。そして若干の小さな違反は別にして、日々蠟燭や奉仕の従者に囲まれている者のよ
うに振る舞った。彼は注目された。彼は見慣れぬ男として若干センセーションを引き起こ
した。彼の神秘的縁戚についての不分明な噂が、母親達が吟味しつつ審判しつつ集い座っ
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ているある片隅から別の片隅へ広がった。彼は確信していた、この陽気な無邪気な自然の
振る舞いは全く独自の自負心の結果である、と。彼は中年の夫人達の好意を得ていたし、
やがて個々の殿方の好意も得ていた。
そしてようやくコティヨンとなった。汝、すべての踊りの中で最も長く最も珍しい踊り

よ。汝は半ば戯れであり、半ば踊りである。汝が個々のカップルを輪の中に誘い込むとき、
魅力的で、汝が、邪魔を受けずに少しばかり隠れてカップルがお喋りするのを許すとき、
更に魅力的になる。汝は現在の種族には、時代遅れで小市民的と見なされていると仄聞す
る。移り気な世紀よ。学問と政治は、汝ほどに人類の多様な欲求に十分応えられるような
新しい物を何も発案していない。子供みたいな心情が見られ、ピラミッドとして屹立しよ
うとする。蛇のようにとぐろを巻こうとする。あちこち走り回って、老いた殿方を賭博台
から特別回転[ツアー]へ引き込もうとする。椅子に座ったまま、三人か四人の若いレディ
ーをつれなく袖にして立ったままにさせようとする。踊る気に襲われて、突然飛び上がり、
どこかのレディーを掴んで輪の中へ誘い込もうとする。誰もそれを引き留められない。よ
り高く努力する性情の者が見られ、感情とか野心、意地悪さ、人間嫌悪を有している。そ
のすべての者に汝は気に入られている。汝は、すべての殿方に、一度以上心に適う踊り手
の女性を求める権利を与える。汝はすべての淑女に、極めて優美なやり方で仄めかすこと
を許し、二，三の殿方がその高度な敬意を享受する。汝は勤勉な騎士に、蝶ネクタイや勲
章を与え、祝福されたレディーの胸に大量の花束を結び付ける。しかし汝はまた辱められ
た殿方に歯ぎしりしながら走り回らせ、どこかの代わりの踊り手の女性を求めさせる。汝
は社交の寵児を明らかにし、また名のない者、好まれない者を更に一層孤独にし、打ち棄
てられた者にする。汝が始まると母親達の視線は不安げになる。多くのおばさん達の鼻は
とんがってくる。汝、子供っぽい、陽気な果てしない踊りよ。何と多くの幸福者を汝は作
ったことか。何と多くの静かな涙を汝は流させたことか。何と多くの新婚カップルを汝は
引き合わせたことか。何という嫉妬の苦しみを汝は生じさせたことか。勿論また汝は果て
しない埃も舞い上がらせ、無数の身繕いを冴えないものにし、多くの憤怒の敵意を生み出
した。そのような具合に汝は花盛りのときそうであった、若者の喜び、母親達の大きな案
件、疲れた父親達の恐怖、そしてただ音楽家にとってのみ一つの嫌悪であった。
この多面的な踊りが近付いて来たとき、アントンはまたレノーレの近くに来ようとした。

彼は彼女に踊りを請うた。
「貴方は私と踊るだろうと分かっていたわ」と彼女は率直に言った。彼は彼女に椅子を

持って来て、彼女の側におり、至福であった。そして彼が一回転[ツアー]で誰かレディー
を招待し、このレディーに、輪の中の一つの籠に置かれている何かをプレゼントし、その
後で一緒に踊るという課題を得ると、彼は世間に、彼の心の中に何らかの位置を占める可
能性のある女性は他ならぬ方だと精力的宣言をすることになった。彼は籠から贈り物を取
って来て、踊り手の女性が席に戻るまで待って、それから赤い蝶結びを渡した。それは両
人にとってこの偉大な晩全体の中で、最大の瞬間であった。
その後に続いたことは単に不分明な夢の相貌であった。彼はフィンクと腕を組んで、ホ

ールをぶらつき、彼や他の殿方と共に色々な事を話し、笑う声を耳にし、家のレディーの
前で感謝を口ごもり、お辞儀するのを目撃した。一人の従者がパルトー[オーバー]を渡し、
その後ポケットに手を入れて、彼の手に若干渡したように思われた。すべてのこうした出
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来事は影のようで、明らかではなかった。ただ一つ彼がなおはっきりと覚えているのは、
絹のカピュションとそれに一つの総の付いた白いレディーコートで、この総ときたら、言
いようもなく恍惚たるものであった。今一度大きな一杯に見開かれた目から輝くように一
つの視線が彼に注がれた。そして彼は彼女の唇から更にかすかな囁き声、「お休み」とい
ったものを聞いた。その残りはまた何でもない事で、彼はフィンクの横、階段を下りて行
き、友人の嘲笑的語りをただ片方の耳で聞いていて、自分の小さな部屋にたどり着き、ラ
ンプを点して、自分は果たして本当にここに住んでいるのか見回し、ゆっくり脱いで、ま
だベッドの中でも、こうした素晴らしことを体験したのか訝しく思っていた。そしてよう
やく疲れて眠り込んだ。そして家の霊である黄色い猫が、自分の礎盤から高く起き上がっ
て、平和な部屋の中へ侵入して来た見知らぬ映像や感情の長い列に対して頭を振ったのは
一つの夢であった。

2.

この偉大な夕べ以来、ダンスのレッスンは規則的行事となった。アントンが入門の煉獄
をくぐり抜けてから、彼はやがて紗のドレスや高貴なレディー達、刺繍された紋章のクッ
ションに慣れてきた。彼自身サークルの有益な一員となった。それもすべての徳操の中で
も市民階級の徳操、秩序や義務感を通じてであった。その次第はこうである。このサーク
ルは普通のダンス教室ではなかった。というのは参加者の全員にダンスの芸の初歩は前提
とされていたからである。むしろ目標は、若干の新しい踊りを練習すること、ついでに友
好的家庭の和を快適な作法で出現させることであった。やがて明らかになったことは、勿
論この快適な作法はフィンクの心にかなっていたが、しかし新しいダンスの練習に関して
は、彼とか彼の仲間も何人かは情けない生ぬるさでしか遂行しなかったのである。彼はし
ばしばダンスのレッスンの終わり頃にやって来て、サロンを単に年若なレディー達をから
かい、年増の美人達と一時間お喋りするための機会としてしか考えていなかった。彼はダ
ンス教師を驚かせたことに次の原理に従っていた。つまりダンスで通常の進歩が期待でき
ないときには、ギャロップの単純なステップがどんな場合でも十分に結構で、我らの踊り
の唯一の楽しみは、規則的に拍子から外れて、また戻って来るということにあるというも
のであった。「それではフォン・フィンクさん」とダンス教師は嘆いた、「それはもはや
踊りではありません。芸がありません」。
「芸なんて必要ないよ」とフィンクは言った、「我らの踊りに芸が何の関係があろうか。
貴方が若者に教えることは、想像上の中心を廻る社交的な回転に他ならない。そんなのは
退屈だ。だから彗星の軌道を行くのだ」。彼はこの見解に忠実であった。彼は有り難く約
束してやった不幸な犠牲者に、踊っている者達の列の拍子から外れるように強いて、広間
の隅から別の隅へ追いやり、また拍子に連れ戻すのであった。彼の気まぐれ次第に見えた。
この風変わりな考え方に対して、この考え方は残念ながらこのサークルには多くの信奉

者が見られたが、ヴォールファルトは喜んで自分の義務を果たす男性の規則正しさを見せ
ていた。彼は定刻に現れ、どんなステップもこなし、どんな踊りも踊った。彼はいつも上
機嫌で、等閑にされた若いレディーと約束することを喜びと感じていた。フィンクやその
仲間の無配慮ではすぐに男性の踊り手が不足したので、アントンはしばらくするとサロン



- 103 -

の無欲な支柱となり、ダンス教師の寵児、若いレディー達の親しい友となった。この友の
お蔭で、広間の明るい縁から薄暗い中央へ導かれるという秘かな願望が叶うのであった。
彼自身はこのレッスンの時、至福の男性であった。彼の表情に浮かぶ神々しさは、老若の
レディー達に何か尋常ならざるものと目に留まった。ある者達は、彼は善良な少年である
という確信を強めた。別な者達は、彼は知られざる王子であるという反論されない確信を
強めた。彼自身は、自分が何故かくも幸せなのか最も良く承知していた。すべての彼の考
え、動きは、静かに彼女に対し、自分の心の異論の余地ない女神に対し関連していた。第
三の女性とのすべての他の踊り、すべての会話は、彼が自分の心の筆で一人の名前の周り
に書いている社交的飾りにすぎないと見なされていた。彼の奉仕は聞き届けられていない
わけでなかった。彼は彼女によって昔馴染みの友のように扱われていた。彼女はこっそり
彼に頼んだ、あれこれの踊りを自分と踊って欲しい、と。いやあるときはそれどころか、
新参の従兄弟のせいで、自分の権利を断念するように頼まれた。彼女が喜んだことに、ア
ントンはこの出来事を果てしなく悲しみ、別のレディーを要請することなく、静かにこの
踊る男性を見つめていたのである。彼女がホールを去るまで決して彼は離れなかった。そ
れから彼はドアから遠からぬ所に立って、更に最後の任務、一揖、彼女の輝かしい一つの
視線を得るのであった。彼女の目もまた、ホールに入るたびに、黒い上着の殿方の輪の中
に、アントンの褐色の頭部を見つけるまで探した。それからようやく彼女は照明された部
屋で居心地良く感ずるのであった。
殿方の多くともアントンは友好的関係になった。フィンクはフェローニ亭に早速彼を案

内した。確かに新しい知人達に関し幾多のことが気に入らなかった。彼らの判断は時折、
彼自身の思いよりも粗野であった。そして彼らの何人かは、心底教養がないのではと疑わ
れた。しかし彼らの話す流儀や振る舞い方は畏敬の念を与えるものがあった。とりわけ彼
らの周りのある種騎士的雰囲気、サロンの香りとか馬小屋の臭いといったもの、それに多
くのワイン酒場の匂いがそうであった。アントンは無邪気な気分を発散しており、力強い
フィンクの間近の知人であり、時に独自の意志を示したので、例えば真夜中過ぎに最後の
一本が提案されると抗議したり、不在のレディーへの高慢な批判には敬虔に真面目に弁護
したので、それで彼はダンス教室の他の殿方の間で立派な奴という評判を得た。
最初の週の頃すぐに、アントンは自分の崇拝する踊り手の女性が、最も強烈な人間的情

熱を喚起する状況にあるのを知る機会を得ることになった。サークルの年若なレディー達
は勿論皆一つの心、一つの魂であった。しかし自ずと了解されることだが、何人かの者は
静かに別の者達が我慢ならなくなっていた。それでグループが生じた。やがて二つの大き
な同盟が生じて、その同盟の中、個々人はあちこち揺れたが、しかし全体としてはしっか
りまとまって、秘かに相手のグループに反感を抱くようになった。かくてある晩あるグル
ープのすべてのレディーが自分達の舞踏会の花束の中央に白い椿を付け、その花束から人
目を引く明るい淡褐色のリボンを垂らすという次第になった。このため必然的結果として、
反対のグループが次の晩、花束に赤い椿を挿して現れ、緑色のリボンをそれに巻いた。褐
色派の先頭にレノーレがいた。緑派の頭目はオイゲーニエで、この家の娘であった。打ち
明けて言うと、緑派は耐え難かった。彼女達は正当でないのに厚かましく要求した。嘲笑
的で、褐色派よりも年上であるというムードを演出していた。フルダ・ヴェルナーとメヒ
ティルト・フィオレリがその前の冬首都[君主の居城]に行ったことがあり、宮廷舞踏会で
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踊ったことがあり、ファニ・マレシャルクが活人画でゲノフェーファ[シューマン作]を演
技したことがあったからである。このとき彼女の小さな弟と獐鹿の子は側にいて、紐で木
製の芝地ベンチに結ばれていたもので、そんなわけで彼女達は厚かましかったのである。
褐色派にはテオーネ・ラーラと魅力的なヒルデガルト・ザルトがいた。二人は親密な女友
達で、いつも腕を組んでいて、同じ舞踏会ドレスを着用し、冬の最初には互いに決して離
れないと誓っていた。これは実現するには唯一の難点のある誓いであった、つまり彼女達
の両親は、夏の間、田舎の両対角的な片隅に住んでいたからである。両人は陶酔的な性質
で、すべての感情を互いに共有していて、両人とも歌い、両人ともピアノを弾き、両人と
も同じ詩人を愛し、両人とも顎髭の殿方に対し言い知れぬ嫌悪感を抱いていて、両人とも
二羽の仲睦まじい小鳥のように一緒に止まっていて、ある殿方の振る舞いについての感想
とか、あるワルツのメランコリックな前奏の印象を互いの耳に囁くのを無上の幸せに感じ
ていた。この両人はやがてレノーレ・ロートザッテルに親密に寄って来た。レノーレとヴ
ァレスカ・パニン、それにオルターンス・ルルーが褐色派の中心を形成していた。レノー
レの立派な体格はこの忠実なグループから、兵士達の間の頭目の姿のように傑出していた。
ダンスが終わると、自ずと褐色派が集合するようになった。カドリルで互いに踊るとき、
彼女達はこっそりと花束をあげて、互いに挨拶した。
勿論アントンは褐色派であった。頭から足先まで褐色派であった。そして彼が自分の情

緒に関し明白な告白をし、ある晩褐色と白のストライプの舞踏会チョッキで現れたとき、
彼はコティヨンの最初の回転[ツアー]でこの派のすべてのレディーから約束を受けること
になった。これはサロンの端にいる名誉レディー達の許でも人目を大いに引く出来事であ
った。実直な物語作家にとって、遺憾なことは、フィンクが緑派に数えられていたという
ことである。必ずしもそうではなかったのであるが。彼は褐色派が主張したように、緑派
の踊り手の女性をとてもぞんざいに扱っていたからである。しかしオイゲーニエ・バルデ
レックが彼の奉仕を優先的に要求していたので、アントンが詫びながら述べたように、こ
の緑色の影響から完全に身を引くことは彼の友にとって不可能なことであった。さて次の
ようなことが生じた。
テオーネ・ラーラは一冊の日記を有しており、その日記に自分の情感を黒いカラス羽根

ペンにより小さな細い文字で記していた。すでに先に述べた二匹の蜥蜴の話しの他に様々
の、彼女の心をかつて感動させた事柄、自然や人間、サークルについての自分の見解を記
していた。それは彼女の最高の宝であった。天上的時間に彼女はヒルデガルト・ザルトに
この日記の秘密を打ち明けた。両人は互いに接吻をして、大いに泣き、この日記について
永遠の友情を誓った。この時から両人は日記を共同で使うようになった。彼女達の最も親
密な感情、極めて内緒の意見がその中に記された。レノーレが彼女達にとても親切であっ
た或るサークルの夕べの後、彼女達はレノーレにも自分達の心を打ち明けて、少なくとも
日記の数ページを見せた。その日以来レノーレも時折、何か記入する特典を得た。しかし
彼女の巧みさは、感情を描くというよりも、むしろ顔や滑稽の男どもを描く点にあったの
で、彼女は若干の諷刺画を挿入した。そして詩を作ることのできたヒルデガルトがそれぞ
れの像に対して若干の詩行を作った。この貴重な日記は他の誰も覗くことを許されなかっ
た。誰もこの至宝を見たり触れたりしてはならなかった。テオーネは決して身辺から離さ
なかった。日中も夜も彼女は自分の許に置いていた。夜にはそれは枕の下にあった。小間
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使いの娘が彼女に着付けをするとき、彼女はそれをこっそりと上のコルセットの中へ差し
入れて、自分の温かい無邪気な心臓の許に置いていた。それは全く小さな薄い日記、赤色
染料の絹で装丁されていた。ヒルデガルトが彼女を懇ろに見つめたり、レノーレが舞踏会
の花束で彼女の腕を叩くとき、彼女はこっそりと指で胸を示した。この晩彼女はこの日記
をまたいつもの場所に押し込んで、最初の踊りの間、彼女はそれを明確に感じていた。カ
ドリルの後、日記が消えたと感じた。
日記は消えていた。もはや彼女の許になかった。踊りの間に床にまで滑り落ちたに違い

ない。何故そういうことになったか、彼女自身にも、すべての関係者にも永遠に暗い謎の
ままであった。 ー 彼女はほとんど気を失いそうになった。かろうじてヒルデガルトを
脇に呼び、彼女にこの恐ろしいことを告げることが出来た。ヒルデガルトはレノーレを呼
んだ。三人は打ちひしがれて互いに立っていた。同盟の至宝が失われた。他人の手に落ち
たのか、いや恐るべきことを考えると、ひょっとしたら緑派の人々の手に落ちたかもしれ
ない。最後の頁にはいずれも悪ふざけの意見が記されていて、すべての殿方がそれに登場
し、確かに別の名前であったが、フィンクはツァイシッヒ[真鶸]、テンヒェンはヌスクナ
ッカー[胡桃割り]と呼ばれたが、しかしこの暗号は解読できないと誰が保証出来よう。そ
れからどういうことになろうか。没落だ、ダンス教室の破滅だ、家族観の不和、すべての
人間的同盟の解消だ。テオーネは狼狽して座っていた。彼女は一瞬服毒を考えた。それか
ら逃亡を、踊りのあるすべての国々から遠く去ることを考えた。レノーレが最初に気を取
り直した。「探しましょう」と彼女は叫んで、ヒルデガルトの腕を掴んでいた。「ひょっ
としたら広間のどこかにまだあるかもしれない。私は中央を、殿方の足許を探すから、あ
なたはレディーの席の下を探して」。
そのようにして彼女達は一緒に広間を通って行った。表面的には遊歩しながら、心の中

は地獄で、一見互いにお喋りしながら、心の中は泣いていた。時折退屈な殿方が話しかけ
て、立ち止まり、応えるように強いた。その間不安が飛んで頭の中を駆け巡った。「今ひ
ょっとしたら別の殿方が見つけるかもしれない」。彼女達は緑派のグループを通って行っ
た。そこでは四方を向いて立ち止まり、微笑し、親しげなことを口にしなければならなか
った。オイゲーニエ・バルデレックの許に来たとき、彼女はもう一つ踊りを付加すること
が都合良くないか尋ねた。その間彼女達は日記には紛れもなく彼女の肖像が次の署名と友
に記されていると考えざるを得なかった。「生意気で、思いやりがなく、大胆なE[オイゲ
ーニエ]B[バルデレック]」。彼女達はやって来た、嫌だ、嫌だ、それもフィンクの間近に。
フィンクについてはフォン・テンヒェン氏と一緒に葡萄の木に止まっている恐ろしいスケ
ッチがあった。その銘はこう。
一羽の真鶸と胡桃割りがたらふく飲んだ。
真鶸は歌った、私の嘴はとがっている、
私の羽根は黄緑で、私の機知は青緑。
胡桃割りは嘆いた、私はとても空ろだ、
これがどういうことか分からない。
かくて彼女達は二回広間を回った。三回目はもはやその勇気はなかった。彼女達は何も

見つけられなかった。悲嘆のうちに彼女達はテオーネの許に戻った。
「ただ一つだけ手段がある」とレノーレは叫んだ、「ヴォールファルトさんはどこ」。
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ヒルデガルトは彼女を押し止めた。「殿方に頼むつもりはないでしょうね ー」。
「保証します」と誇り高くレノーレは言った、「彼は誠実です。どこにいます」。
「あそこでフォン・バルデレック夫人と話しています」。二人の探索女性はゆっくりと

アントンの側を通り過ぎた。彼は確かに二人に背を向けていたが、二人が近付くと、思わ
ず音楽の方を覗く気になった。彼は振り向いた。レノーレが彼の前に立っていて、彼を思
案げに見つめて、彼はフォンバルデレック夫人との会話を中断し、二人に御用ですかと言
った。「ヴォールファルトさん、赤い絹製の小さな本、これくらいの、これがここのホー
ルでテオーネ・ラーラの許から消えました。私どもにとっては大事なものです。どうか見
つけだしてください」。
「印刷物ですか」。
「いいえ、手書きです。貴方も中を覗いてはなりません。私どもの秘密が書かれていま

す。見つけても中を覗かないと誓ってください」。
「誓いましょう」とアントンは厳かに答えた。
「有り難うございます。どうぞ、ご注意ください」。
アントンは人混みの中へ急いで、次の十五分間探索を続けた。床には何もなかった。席

にも何もなかった。従者の誰一人何も見つけださなかった。本は消えていた。深く同情し
て、彼はレディー達に悲しい知らせを伝えた。新しい踊りが始まった。テオーネは頭痛の
余り、身を起こすことが出来なかった。彼女の心の内奥の神殿が開かれて、その内容が市
場に投げ出された。すべての彼女の感情が剥き出しのまま誰彼の目の前に置かれていた。
すべての彼女の秘密が粗野な外部世界の共有財産となっていた。レノーレはこの災難をむ
しろグループの観点から感じた。褐色派は立ち直り難い敗北を喫する危機にあった。それ
に今は踊りだ。それは火山の上の踊りのようで、床は燃え上がる溶岩で、今にも爆発が続
きかねなかった。同盟者達が自分達の運命について思いを巡らすほど、自分達の展望は恐
ろしいものとなった。というのは相変わらず本[日記]の中に書かれているひどい言葉が新
たに思い浮かんだからである。
ダンスが終わると、フィンクがヒルデガルトの前を通り過ぎながら、足で床を叩いて、

彼女に向かってこう言う事態が生じた。「この床は空ろに響く。これがどういうことか分
からない。ひょっとしたら足許には消えた宝物があるのかもしれない」。
ヒルデガルトはレノーレと病気の仲睦まじい小鳥の許へ駆けよって、我を忘れて叫んだ。

「フォン・フィンクさんは知っている」。褐色派のリボンは片隅に集まって、少女達は鳩
首して、協議した。ようやく決定された。この表明ははなはだ動揺を招くが、しかし災難
の決定的なものではない、と。
しかしこの最後の未決定も失われることになった。というのはフィンクの振る舞いは顕

著であったからである。彼は今日自分の緑派を蔑ろにして、すべての褐色派の女性に言葉
をかけ、テオーネの許に腰を下ろしたからである。彼女はジュリエットの瀕死の床の残酷
さとキャピュレット家の没落をすでに三度味わい尽くしており、もはや涙を押し止めるこ
とが出来なかったのである。彼は彼女と会話を始め、彼女に返事を強い、彼女の青白い風
貌を嘆き、部屋が暑いと罵った。彼は彼女が失神するほどに苦しめて、最後に自分の悪魔
的復讐を、フルダ・ヴェルナーに注意を向けさせて、こう尋ねて、締めくくりとした。「あ
の黄緑のドレスはお気に召しますかな。真鶸のように見えませんか」。 ー 彼の次の犠
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牲者はレノーレであった。彼女は自分の群れの中で相変わらず侯爵夫人の誇りを抱いて立
っていたが、剥脱された侯爵夫人の誇りであった。彼女の忠実な友すべての前で、フィン
クは彼女に語りかけた。彼女はかつて自分の人生で経験がないほど彼に対して丁重であっ
た。彼女は自分のハンカチをしっかり握って、彼の微笑を静かに耐えるために、レースが
裂けた。万事はすべて順調であったが、彼が通りすがりのフォン・テンヒェン氏に会話の
途中こう呼びかける瞬間が来た。「ベンノ、貴方は胡桃を割るのが好きか」。
やはり緑派の一員のベンノ・テンヒェンはびっくりして言った。「いや、レノーレ嬢が

胡桃を一つお与えになったら、私には固すぎるのではないかと案じている」。
今や決定的になった。疑いの余地はなかった。フィンクは本を持っている。褐色のリボ

ンがざわめき揺れた。褐色派は、灰鷹に襲われて、驚いている雛の群れに似ていた。ただ
レノーレだけは気丈で、決然としてフィンクに向かって行った。「貴方は本をお持ちです、
フィンクさん。私の友の女性の一人がなくしました。そのことをとても嘆いています。そ
の内容は他人の目にさらしてはならないものです。この社交に大変な怒りを引き起こしま
しょう。私にその本を返して頂きとう存じます」。
「本ですか」と好奇心を起こしてフィンクは尋ねた、「一体どんな本です」。
「しらばっくれて」とレノーレは言った、「貴方が所有していることは、皆に明らかで

す。引き起こされる結果について申し上げた後で、一時でも所有なさろうとするのは信じ
難いことです」。
「所有していたいな」とフィンクは頷いた、「貴女の厚いご好意で、私の思いやりは信

頼して頂けましょう」。
「それは不作法以上のことです」とレノーレは叫んだ。
「その本を持っていたら、不作法以上のことになるのであれば、この上ない喜びと申せ

ましょう。貴女、あるいは貴女の友の女性の一人のものである本を、ひょっとしたら貴女
の筆跡か、貴女についての他の思い出が記されているかもしれない本、それを見つけたら、
私は決してお返ししません。それがどこにあるか知ったら、それを盗みましょう。そして
入手したら、私はそれを一行一行暗記します。そして貴女にお目にかかる栄誉のたびに、
貴女に若干の箇所を口頭で述べて、お褒めに与りとう存じます」。
レノーレは更に一歩彼に近寄った。彼女の目は燃え上がっていた。「そんなことをなさ

ったら、フォン・フィンクさん」と彼女は叫んだ、「貴方の行為は無礼ですよ」。
フィンクは彼女に親しげに頷いた。「熱くなっている様はとても可愛い、御令嬢。しか

し私のような能天気な小鳥に何故礼儀を要求なさるのです。自然はその天分を様々に分配
しています。何人かには詩を作る才能を与えています。他の者はスケッチをする。私は天
分としてとがった嘴を有します。私はそれを使うのです。礼儀正しい真鶸を見たことがあ
りますか」。彼は高笑いをして向きを変え、ベンノ・テンヒェンの腕を掴んで、彼と一緒
にドアの方へ行った。
レノーレはアントンの許に急いだ。「フォン・フィンクさんは本を持っています。お願

いです。取り戻してください。彼は拒みました。彼にこれ以上読まれてはなりません。テ
オーネの破滅となりましょう」。
アントンは急いで外套を掴んだ。友人の後を追った。友人はすでに路上にいた。「フェ

ローニ亭だ、アントン」とフィンクはベンノ・テンヒェンの腕の許で彼に呼びかけた。
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「少し内緒で君と話しがある」とアントンは彼の反対側で言った。
「今はだめだ。褐色派の大使君」とフィンクは叫んだ、「君の出しゃばることではない」。
「フリッツ、お願いだ」と彼に体を寄せて、アントンは頼んだ、「本を出し給え。娘達

は不安の余り息絶えそうになっている」。
「そうなればいい」とフィンクは言った。
「どの娘も今夜一睡もできないぞ」とアントンは叫んだ。
「それならなお結構、我らもそうしよう。皆フェローニ亭へ来ればいい。家で余りに不

安だというのであれば。我々は朝まで一緒にいよう。おい、アントン、今夜は私を連れず
に一人こっそり家に帰ってはならん。ずっといるのだ、それもはらはらしてな」。
「本とは何の話しだ」とテンヒェンが反対の腕で尋ねた。
「内密にな」とアントンはこっそり頼んだ。
「とんだ混乱よ」とフィンクは答えた、「皆ばらしてやる」。
「後生だ、黙って」とアントンは頼んだ。
「君の振る舞いいかんで判断しよう」とフィンクは言った、「君がいなくなったら、他

の者達に本をすべて読んでやる」。
かくして彼らはフェローニ亭に着いた。アントンは、自らフィンクに飛びかかって、フ

ィンクから力ずくで本を奪ったものか考えた。しかし成功は覚束なかった。真面目に頼ん
でも今日は全く徒労に終わりそうであった。ただ策謀だけがなんとかなる。彼がこれにつ
いて沈思している間に、殿方達は小さな奥まった部屋、いつもの飲み会の部屋に陣取って
いた。アントンとフィンクの他に、更にツェルニッツとテンヒェン、小男のランツァウ、
ヴェルナー某、バルデレックの従兄弟（これは目の突き出た若者で、本[日記]では雨蛙と
いう名で暗示されている者である）、それに二人のトロンカ、これはトロンカ・ハムの家
系ではなく、長子相続の別の家系の者で、老長子相続者の息子達であった。
「何を飲もうか」とフィンクは尋ねた。
「各自が自分の飲み物」とツェルニッツが答えた。
「とんでもない」とフィンクが叫んだ。
「ただ貴方の途方もない白のブルゴーニュ酒は御免だ」とグイード・トロンカが叫んだ、
「先の最後の飲み会のときから今日になっても私の血管はロープのように腫れている」。
「それではゼクト[発泡性ワイン]にポーター[黒ビール]だな。正しく半分ずつ」とフィ

ンクが提案した。
「結構毛だらけ」と小男ランツァウが叫んだ。
「同じように途方もない代物だ」とツェルニッツが嘆いた。
「酒造長、御亭主、頼むぞ」と殿方達は叫んで、注文がなされた。
その間アントンは絶望的手段を思い付いた。彼は出て行って、ボーイに一ターラー渡し

て、小さな奥の部屋の暖房を過度に、殿方が苦情を言っても、絶えず石炭を投入するよう
頼んだ。彼自身は出来るだけ暖炉から離れて、フィンクが鉄の円塔のすぐ側に寄るのを喜
んで見ていた。やがて暖かさがフィンクにとって不快になるに違いない。すると彼は上着
を、このような場合いつもするように脱ぐだろう。すると赤い本を彼の目前で上着のポケ
ットから取り出すことが可能になる。
「貴方に大きな出来事を敢えてお知らせすることにしよう」とテンヒェンは始めた、「貴
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方はトロンカのアリスを見たかい、フィンク」。
「いや」とフィンクは注ぎながら言った、「それは馬かい、それとも女性かい」。
「勿論馬だぞ」とテンヒェンは叫んだ。
「バーカ、今日は乗馬服は家に置いておけ」とフィンクは言った。
「しかし、まじ本気なのだ」とテンヒェンは叫んだ、「グイードは持ち馬競馬に申し込

んだのだぞ」。
「解約金を払った方がいい」とフィンクはグイード・トロンカに話した、「そして家に

いることだ。どんな速歩馬でもあのアイアスには地上では勝てない」。
「明日私のアリスを見て欲しいのだ」とトロンカはまた頼んだ、「私は貴方の判断を聞

きたい」。
「貴方は新しい恋人役を見たかい」とツェルニッツはアントンに言った、「輝く目をし

ている」。
「衣装が素晴らしい」と別のトロンカがフィンクに呼びかけた。
「あれは兎唇だぞ」と雨蛙が厭わしそうに叫んだ。
「今度はまた誰だい」とフィンクは尋ねた。
「ゼッピだ。緑目の化け物だよ」とまた雨蛙のバルデレックが声を上げた、「貴方はも

う全然劇場へ行かないのか」。
「行かない」とフィンクは答えた、「しかし私は私の馬丁を送ろう。貴方が参考になる

話しを持った馬丁と感じたら、ただ彼だけを頼りにしたらいい」。
温かくなってきた。アントンは殿方達にサービスする義務を感じた。彼はフォン・ツェ

ルニッツ氏に方言での滑稽話を頼んだ。彼にこの少尉が最近話して聞かせたものであった。
彼は雨蛙の高笑いに賛同した。彼は年長のトロンカを唆して、兎と鴫[しぎ]とに死をもた
らすことになったある冒険を語るように誘った。彼は玉杓子を取って、グラスを一杯にし
た。
ますます温かくなった。殿方達は不満げに椅子を動かし、ボーイを呼んだ。
「直に収まります」とボーイは宥めた。
「少しも温かいとは思わない」とフィンクは平静に言った、「逆だ。もっと足してもい

いぞ」。
しかし暑さは耐え難くなった。殿方達は怒って、フェローニ自身が呼ばれた。アントン

は窓を開けることに抗議した。踊りでまだ汗ばんでいるから、と。フィンクは温度を快適
なものと見なして、上着を着続けていた。
アントンは絶望的気分になった。とうとう彼は最終手段に訴えて、自らの上着を脱いで、

友に同じような決意を促した。早速フィンクも同じことをし、上着を丁寧に椅子の上に畳
んで、アントンを微笑して見つめた。アントンはとても注意深く彼の動作を見守っていた。
「本は上着にはない」とフィンクは彼に頷きかけた、「甲斐のないことだ。別なことを

考えろ」。
アントンは窓を開けた。「もう何もしない」と彼は諦めて、言った、「君はずるすぎる」。
「我慢しろ」とフィンクは言った。ツェルニッツは結構な機知を飛ばした。テンヒェン

は踊り子達について嘘の小話をした。小男のランツァウは酩酊していた。ようやくフィン
クがテーブルを叩いた。「注意されたい。隠そうと思っていたのだが、しかし出来ない。
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天まで届けだ」。
アントンはかっとなった、「お願いだ、フリッツ」。
「お静かに、暖房屋君」とフィンクは叫んだ、「いいか、諸君、私は今、褐色派の秘密

の日記を手に入れた、そしてそれをめくってみた」。
「でかした、話してみろ」と殿方が皆叫んだ。
「きっと詩があるんだろう」とツェルニッツが叫んだ。
「とてもご立派なナンセンスが書かれていることだろう」とテンヒェンが叫んだ。「小

娘達の空想と意地の悪さが」。
アントンはいきり立った。
「勿論中にはナンセンスがある。詩は立派なものには見えない。いいかい、ツェルニッ

ツ、貴方は小さなラーラとどうしたのだ」。
「何もないよ」と少尉は訝しげに言った、「二，三回彼女と踊った。それがすべてだ」。
「それに違いない」とフィンクは思案げに続けた、「哀れなテオーネ。伯爵令嬢が貴方

に寄せた小唄を読んだ。まあ、結局貴方は悪い奴じゃない。しかしこのようにのぼせて一
人の男について話せるものか信じられない思いがしたな」。
「見せて欲しいな」とツェルニッツが熱心に頼んだ。
「ここでか」とフィンクが非難して尋ねた、「この野蛮な徒党の前でか。今日私には可

愛く思えた不安の余りのラーラのことを、貴方が必ずしも好いていないとしても、哀れな
娘の純情をここでさらしものにする理由とはならない」。
「その通りだ」とツェルニッツは言った、「しかし我々二人だけの間でなら、見せてく

れよう」。
「そうだな」とフィンクは言った、「御承知の通り、私は膝小僧よりも長いスカートを

履いた被造物には皆関心がない。私がどうでもいいと思うものが世にあるとすれば、バタ
ーの中か服の中の魚[小娘]だ。しかし連中の権利は真理に照らし出されなければならない。
日記を互いに持ち歩くような娘達は心のきれいな者達だ、一つの不作法な見解も見られな
い」。
彼は従兄弟バルデレックの方を向いた、「貴方の従姉妹についてはどの頁でも細やかな

愛情を込めて話されている。感動的であると共に甲斐のある愛情と呼ばれなければならな
いだろう。最も厳しい判決は私に下されている。私は真鶸だそうだ」。
「その冊子はかなり退屈な類いのものだな」とベンノ・テンヒェンは言った。
「まあな」とフィンクは答えた、「ヒルデガルト・ザルトが貴方について何と書いてい

るか、関心がなければ、退屈な代物だ」。
「良いことは書かれていまい」と好奇心を起こしてベンノが答えた。
「そうだな」とフィンクは言った、「貴方については、貴方の知人にはとても悲しく思

えるに違いない調子で話されている。貴方は偉大で物静かだとか。貴方の顔は男性的力の
模範らしい。女流詩人は貴方を知識があって、才気煥発と見なしている。彼女は問うてい
る、このような男性は余りに重要な方だから、軟弱な小娘には関心がないかもしれない、
と。そこで皆にお尋ねするが、ヒルデガルト・ザルトのような機転の利く娘が、貴方を静
かに崇拝するほどに血迷うものであろうか、と。というのは貴方はこの前飲んだときはと
ても面白い奴だが、ベンノ、しかし私が少女であって、自分の理想を探すとしたら、私は
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貴方よりもむしろ胡桃割りを私の偶像に選ぶだろうからな」。
テンヒェンは口を歪めた。
「我々については何と書いてあるのか」とフォン・ヴェルナー氏が尋ねた。緑派の一員

で、四人の美しい姉妹の兄弟、ロートザッテル家の隣人、若い貴族で、しかし裕福、家系
間の嫉妬の中で生長していた。
「貴方については少ない」とフィンクは答えた、「ただ二行だ」。彼は本を取りだして、

覗き込み、探した。 ー アントンはテーブルの下で拳を固めた。 ー 「天の手痛い采
配、レノーレは愛、その心を隠そうと努めて空しい。愛しい人は敵側。いや、ゲオルク.
W.すぐ点となり、三個の感嘆符だ」。フィンクはその本をまた仕舞った。アントンはほっ
とした。これは本に書かれているはずはない。それに彼はフィンクの鼻翼が激しく動くの
を見た。これは彼が悪ふざけをするときの、紛れのない印であった。
ツェルニッツはグラスを押し退けて、叫んだ。「我々が娘達の思いについてこの部屋で

お喋りするのは、不謹慎だ」。
「私も同じ意見だ」とベンノ・テンヒェンが熱く叫んだ。
「私もそうだ」とゲオルク・ヴェルナー。
「貴方はその本を封印して、返却しなければならない」と蛙が語った。
「いや、情感一杯の紙片よ」と至福の気分でフィンクは叫んだ、「汝らの豊かな髪の頭

は繊細な手で撫でられるが故に、汝らの心は優しい。私がこの本からこの反対のことを読
み上げたとき、汝らの顔を見てみたいものだ。 ー いやはや、誰もシェークスピアを知
らない」。
「ラーラ伯爵令嬢とヒルデガルトは余りに繊細だから、貴方が意地悪く覗きたかったも

のは記していまい」とツェルニッツは叫んだ。
「ロートザッテル嬢は確かに誇り高いが」とヴェルナーは叫んだ、「しかし私について

は、真実以外の何かを言っている根拠はない。私はいつも彼女を静かに有能な娘と思って
きた。いつか立派な若者の妻となるにはふさわしい娘だ、と」。
フィンクは同意して頷いた。それから彼はその本を持ち上げ、天井の方を見つめた。「何

故私は即刻この罪に汚れた大地からより高い者達の許へ導かれないのか。私は熾天使だ。
しかし誰も気付かない。誰も信じようとしない。最も女達が信じない。ほら、アントン、
この本を受け取れ。暖炉の暑さのせいではなく、説得でもなく、強制でもなく手放される。
踊る殿方達の自由意志の決定で、読まれることなく返却されるのだ」。
アントンはその本を受け取った。フェローニ亭の執筆室へ急いで、一枚の紙片に書いた。

「フィンクは若干の頁を読んだ。彼は黙っているつもり、他は誰も一行も読んでいない」。
その紙片に封をして、本を封筒に入れ、これをフェローニ亭の人々の一人を通じて、夜遅
く、ラーラ伯爵令嬢の家へ送った。その際、明白な、一連の約束を強調した命令が添えら
れ、使者はどのような状況下であれ、夜警人や門番を通過して家の中へ入り、寝室の側ま
で迫って行くよう託された。寝室では、アントンが正当に推定していたように、テオーネ
は今やその黒髪の巻き毛を涙の奔流で滴る紐に変えていたのである。
酒宴は過ぎて行った。暑い部屋、強い酩酊、大方の殿方達の一種の思慮深い本性のため

に、飲み会はフィンクが考えていたよりも早く終わった。ようやく彼は立ち上がって、寝
ぼけた酒造長を起こして、アントンに言った。「勘定を支払ってくれ」。フィンクは一緒
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に家に帰るとき、こう発した。「安心しろ、トーニ。勿論本から読み上げたものは全部嘘
だ。本当はすべて邪悪なものが中に集まっていた。小雉鳩の一同が思い付くかぎりのな」。
「分かっていた」とアントンは満足げに言った、「次のレッスンでは君の連れの殿方達

は立派なお追従をすることだろう」。
「二，三の者は、私が今日割り振った恋人と結婚することだろう。私は今や取り持ちに

本腰を入れようか」。
アントンは気分を害して黙っていた。「安心しろ」とフィンクは快適に続けた、「君も

縁組みへの同意をしなければならんぞ。私の連れの殿方達をどう思うかい」。
「まあ」とアントンは言った、「彼らの言うことは、しばしば平凡に見える。しかし自

信と確かな姿勢を有している。この姿勢は手放したときでも、失われていない」。
「そうか」とフィンクは言った、「まあな。奴等はその徒党の中で、従姉妹や脚の拍車

と徒然に暇つぶしをして、発育不全になっている。奴等は全体的に考えれば、楽しみたい
ならば、それじゃいけない手本となっている。奴等のだらしのなさは楽しくない。彼らの
陽気さは貧弱だ。数年したら奴等は気が抜けて、劣等な果汁のように味わえなくなる。こ
のテンヒェンはすでに酸っぱい。君に次の機会、奴等の酔っぱらった姿を見せてやりたい
と切に願っている」。
「そんなだらしないこと言わないで」とアントンは頼んだ。
「哀れな若造だな」とフィンクは言った、「ドアを開けて、私の財布を返してくれ」。
「君は今日また大変な額を支払ったよ」とアントンは言った、「そんなに大盤振る舞い

しないでおくれ。他の者達がいじける」。
「騒ぐな、アントン」とフィンクは答えた、「私は奴等に対し大きな顔をしているだろ

う。威張り賃を払うのは公正なことでもあるのだ」。
「私の分は支払わないで欲しいね」とアントンは言った。
「そうだな」とフィンクは応じた、「君には自分の分は支払うという特権を与えよう。

君が私の家の鍵を持って、私が着替える間、私の所で葉巻を吸ってくれたら嬉しい。 ー
何時だい」。
「二時頃になるかな」と非難を込めてアントンは答えた。
「それでは我々がきっと最後の者だろう。私が来た頃、この古い家はこのような過激に

は耐えられなかった。私が最初明け方この巨大な鍵を錠に差し込んだとき、古い壁が崩れ
るのではないかと恐れたものだ。今や皆慣れたな。犬も下僕も店主も。私はしばしば、単
にこのように恐ろしく俗物的な家の規則に逆ねじを食わせるために、ただ長く外出したり
するのだ」。

ヒルデガルト・ザルトは、湿っぽい涙の夜の後、明け方、ようやく就寝の準備をしてい
たとき、テオーネ・ラーラからの一通の手紙で起こされた。その前半部分はテオーネが黒
いカラスの羽根ペンで、自分にはこの世で居場所がもはやないという展望を語っていたが、
後半部分でこの展望は訂正されて、ヒルデガルトとレノーレとを次の午後ココアに招待し、
日記が無事救出されたこと故親密なお祝いパーティーを開きたい旨記されていた。
褐色派の会合では、男性の目を通じての日記の不浄化が活発に議論された。フィンクに

覗かれたことは恐ろしいことであった。しかしヴォールファルトもこの日記を両手にした
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のだし、彼も目を通したのではとはなはだ案じられた。レノーレはこう確信していた。ヴ
ォールファルトは覗いていない、と。これに対しヒルデガルトは主張した、彼は男だし、
男なら、最良の男でも、このような秘密厳守は不可能であろう、と。かなり長い議論の末、
彼を験すことになった。「彼が覗いたのであれば」とレノーレは言った、「まずはタイト
ル頁を見たはずよね」。
「タイトル頁は見ても構わなかったことでしょう」と一人の褐色派小鳥が口を挿んだ。
「私は日記を開くことを禁じました」とレノーレは言った、「どの頁も見ていないと思

うわ。私の質問に何と答えるか、皆で聞いて貰いましょう」。
アントンが次のダンスのレッスンの時現れると、レノーレが褐色派の先頭に立って向か

って来た。彼女の表情は苦しげで、褐色派は皆、頭を垂れて、同様に悲しげに見えるよう
努めていた。「まあ、ヴォールファルトさん、何てことをなさったの。貴方がテオーネ宛
に送った本は、彼女の日記ではなかったのよ。ある殿方のメモ帳でした。誰かの札入れか
らの」。
「おかしいな」とアントンは狼狽して叫んだ。
「すぐ最初の頁に二十九日の勘定が、燕尾服についてで、三十日は一本の赤ワインと二

本の新しい拍車です。この本では役に立ちません」。褐色派は皆頭を振って、悲しげに下
を見ていた。
アントンは詫びようとした。「フィンクが赤い本をチョッキのポケットから取りだして、

それを私の手に渡したのです。私はすぐに封をして送りました」。
「それではフォン・フィンクさんが本を取り替えたのに違いありません」とレノーレは

続けた。「何故中を見なかったのです」と彼女は非難を込めて尋ねた、「少なくともタイ
トル頁を」。
「それは許されなかったのです」とアントンは叫んだ、「私は一瞥もしないと約束した

のですから。フィンクを呼ぼう」。
「待って」とレノーレは叫んだ、「ちょっとだけ。彼は覗きましたか、覗いてないです

か」と彼女は勝ち誇って自分の群れに向かって尋ねた。
感嘆した「覗いてない」がすべての唇から発せられた。「ここにいてください、ヴォー

ルファルトさん、貴方が返却されたのは、当の日記でした。私どもの何人かが、一人の男
性が、たとえ貴方であろうとも、日記を読まずに手渡しできるものか、疑念を抱いたので
す。私は貴方なら大丈夫と言いました。私は女の友人達にそのことを丁度証明したのです」。
「立派なご信頼に感謝します」とアントンは喜んで叫んだ。
「健気で正直なこと一切に関して、貴方を信頼致します」とレノーレは言って、衷心か

ら信頼して彼を見つめた。
これはサークルの中で偉大な夕べであった。アントンは最後のコティヨンに至るまで若

いレディー達の輪に取り囲まれた。レディー達は彼を感動的親密さで扱った。多彩なリボ
ンが殿方達に分配される時が来ると、彼の燕尾服の蓋は上から下まで一杯になって、彼は
大陸の多彩な侍従長に見えた。
しかし更にもっと偉大なことが生じた。緑派は瓦解しそうになった。ツェルニッツ、ゲ

オルク･ヴェルナー、小男のランツァウは今日褐色派とのみ踊った。ヒルデガルト・ザル
トも胡桃割りの側で恐ろしい半時を過ごした。胡桃割りはワルツの間、彼女を騎士的作法
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で、いや言うなれば、感情を込めて扱い、かくてこの上ない困惑に陥れた。それどころか
レノーレは雨蛙、つまりゲオルク・ヴェルナーと小男ランツァウの丁重な襲撃に耐えなけ
ればならなかった。二人は共に突然、レノーレは自分らの真面目な忠誠にふさわしいのだ
という確信を抱いていた。オイゲーニエ自身、今日褐色派に率直に心を開いていた。彼女
はレノーレの腕に凭れて、別れの際感情を溢れさせて、テオーネの両頬に接吻した。フォ
ン・ヴェルナー夫人はロートザッテル男爵夫人の横に腰掛けて、これからの日々、自分と
自分の娘達の訪問を告げ、自分のゲオルクを連れて来ることへの許しを請うて、絶えずこ
う話題にした。つまり自分の子供達は次の夏、ダンス教室のお蔭で、レノーレと親密な関
係になれたことを大変幸せに感ずることだろう、と。要するにダンス教室の外観全体が変
わった。自分達の殿方達の心変わりに立腹した緑派のレディー達を除いて、皆が、情緒豊
かな、隣人愛がさながら溢れる気分の中にいた。この気分の対象は褐色同盟のレディー達
であった。当惑して褐色派は自分達の立場の変化、即ちバルデレック嬢の愛想、すべての
敵の殿方達の真面目な忠誠を認めた。いや、自分達の幸せの享受に至れなかった。胸の中
で彼女達は悪しき良心の針が刺すのを感じていた。その周りを大きな円を描いて、訳知り
の男、フィンクの恐ろしい形姿が動いていた。彼が一言発すれば、この信じ難い周囲の魔
法を壊せるのである。 ー その晩ずっと彼は日記のすべての関与者達から遠ざかってい
た。ようやくレッスンが終わるとき、彼はレノーレに近寄って来た。「オイゲーニエ嬢は
今日とても愛想が良くないか。貴女に認めるが、彼女には思いやりがない。しかしこの些
細な不作法ももしかしたら歳月の経過のうちに全く反対の性質に変わるかもしれない」。
レノーレは彼を当惑して見つめた。「一緒にテオーネ・ラーラの許に来てください」と

彼女はようやく言った、「フォン・フィンクさんは私どもの感謝に値します」、彼女はそ
こで叫んだ、「日記のことはこれまで通りに黙っていてくださるようにお願いしましょう」。
「そうすることにしよう」とフィンクは答えた、「ただ一つ条件があるな。犠牲者を一

人得なければならない。ある葡萄の木の下に詩を書いたレディーを知らなければならない。
私は自分が憎むことが出来て、時に悪し様に発することの出来る誰かを得なければならな
い。貴女等の鋭い機知の記録を私の手に落としてしまうような軽率さの報いを受ける誰か
さんだ。その一人を名付けられたい。そうしたら他人には一切日記から引用しないと自発
的に約束致そう」。
グループでは不安な動揺が生じた。誰もが復讐心の強きインディアンの獲物になること

を恐れた。レノーレは、恐怖の余り青ざめたヒルデガルトを見た。そして熱く言った、「私
がスケッチを描きました。その下に私の女友達に詩を口述筆記させたのです。貴方が読ま
れたのでしたら、お許し願います。それ以上はできません。今私に対し復讐をなさるおつ
もりでしたら、貴方の憎しみに耐えるよう努めましょう」。
「結構」とフィンクは微笑して言った、「私は復讐しよう。貴女を今日から憎むことに

しよう。ちなみに、すべての感情な中で最も儚いもの、少女達の友情が、その対象の不幸
な者達を英雄的な犠牲者へと駆り立てることが出来ると私は知り得て快適な思いがしてい
る。 ー いや、ヒルデガルト嬢、ベンノ・テンェヒエンは気立ての良い子と思いません
か。彼の姿、形も悪くない。若干たらふく過ぎると仰有るかもしれません。しかしまさに
このたらふくの本性が彼と彼の家系を立派に見えるものにしています」。
この幸せな晩の最後の結果は、褐色派の新たな会合で、ヴォールファルトの誠実な騎士
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奉仕に対し尋常ならざる報酬を行うという決定であった。かなり長く考えた末に、テオー
ネが女友達と一緒に華麗な財布を鉤針編みすることで一致した。すぐ翌朝絹と真珠が購入
された。レノーレは、自分の加わるために、鉤針編みの技法を自ら習うつもりであった。
すでに財布の最初のキャップが褐色と黄金色に輝いたとき、諸事件が起きて、その完成が
実現しないことになった。

3.

現世を越えた力のせいで、人間の子供には張り詰められた情感の幸福が長く屈託なく続
くことはないというのは悲しく身につまされていることである。その天上的力はこの件を
とても巧妙に設計していて、ある弦の糸巻きが高く巻かれると、ほとんどいつも我らの内
部の別な弦は緩んでしまう。かくて当然不協和音が生ずる。この劣等な待遇をアントンの
魂も経験した。
まず生じたのは、帳場が、アントンの生活での変化を批判的視線で見続けていたという

ことである。すべての種類のいぶかしさの思いが奥の家の様々な部屋で見られた。しかし
すべての点で、アントンがダンス教室を訪れるようになってから、彼は顕著に、それも彼
の不利となるように変わったと一致していた。現実にはこの変化は大きなものではなかっ
た。確かにアントンは余暇を以前ほどには同僚と一緒に過ごさなくなっていた。彼は多く
の晩、家の外で過ごし、いつか店の仲間と一緒にいるようなときには、多分にもっとぼん
やりしているか、いや他の男衆の馴染みの些細な欠点に対し、余り大目に見ないようにな
っていたかもしれない。彼は分別を利かせて、突然の社交上の成功に舞い上がらないよう
に努め、同僚に自分のアバンチュウールの退屈な話しをしないように心掛けた。しかし彼
は時に、自分が熟知しているが故に見通している自分の周囲の作法や振る舞いと、自分が
新人であるが故に畏敬の念を抱いている恵み深い夫人のサロンでの作法や振る舞いの間で
の比較を行ってしまうことを禁じ得なかった。帳場の人は彼の口数が少なくなったことを
高慢と解し、彼の頻繁の不在を不適切な軽薄と解し、かつては店の寵児であった彼が、ま
さにそれ故に、今やとても厳しく判決を受けるという状況になった。彼自身は節度ある者
達のより冷めた態度や、極端な者達の目に付く冷淡さを愛想のない扱いと感じた。かくて
彼が外出のきっかけのない晩には、ほとんどただフィンクと一緒に過ごすようになり、数
週間後には両人二人が貴族的党派として他の男衆に対峙する事態になった。
アントンはこの状況によって、自身が口にしようと思う以上に圧迫を感じていた。彼は

そのことを自分の仕事机、自分の部屋、それどころか表屋での昼食の際に感じた。彼に同
僚の一人が語りかけることは稀になった。ヨルダンが情報を求めるとき、もはや彼に聞か
ず、バウマンに聞いた。出納係が朝食のとき、先の帳場に現れると、もはやアントンの席
に近寄らなくなった。そしてシュペヒトが席から向きを変えて、商人間の通信のとき、周
りの者達に目立つ質問をするようなとき、彼は確かに以前よりしばしばアントンに向けて
発したが、しかしアントンにとっては、シュペヒトが耳許にこう叫びかけると、自分の状
況の改善には見えなかった。「フォン・ベルク氏が連銭葦毛の馬を有するのは本当かい」
とか「フォン・バルデレック夫人の許ではエナメルの長靴か靴を履かなければならないの
か」と。最も強力にアントンは彼のかつての保護者ピックスによって扱われた。この男衆
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のエネルギーが、過度の寛大さを発揮して弱められることは決してなかった。そして判然
としない理由によって彼は現在のアントンに対し、帳場や、大きな秤、ソロ[トランプ]に
対する一種の裏切りを見ていた。自分の誕生日を出来るだけ厳かに祝うのが彼の慣習であ
った。その日彼は自分の親しい者達を、夕方自分の部屋に招待した、アントンはその最初
の列にいた。そしてこの日には例外的にテーブルにワインと一個のナップクーヘン[鉢形
ケーキ]が置かれた。このケーキは彼が自ら菓子屋に注文し、次第に大きくなる関係者達
の間で渡すように努められていた。今週また彼の誕生日が近くなっていた。アントンは、
ピックス氏が最近彼に対しとても寡黙に振る舞っているけれども、しかしその晩は彼の許
で過ごすよう準備していた。それ故フォン・ツェルニッツ氏からの招待をすでに断ってい
た。帳場の時間となる前早くに彼はピックス氏の部屋へ行き、同氏にお祝いを述べた。ピ
ックス氏はこのお祝いをとても冷淡に受け入れて、その晩の招待を彼にはしなかった。食
後アントンは巨大なナップクーヘンに出会った。これは菓子屋の見習の助力で、ゆっくり
と奥の家の階段を上に運ばれたもので、帳場でのシュペヒトの発言から、今日同僚が皆こ
の日のお祝いに参加するよう要請を受けていると知らされた。この日ピックス氏は自分の
出現[生まれること]で創造の穴を一つ埋めたのであった。皆が招待されていた。ただアン
トンとフィンクは別だった。
正当にアントンはこの拒絶を一つの不作法と感じた。しかしこの不作法を多分必要以上

に深く感じていた。そして余計なことにシュペヒトが彼に親しくこう打ち明けたのであっ
た。少尉達と付き合って、フェローニ亭でだらしない食卓に座るような若い男衆は、堅気
の商人にとって適切な仲間ではないとピックスは釈明を行った、と。この晩彼が一人っき
りで自分の部屋に座って、自分の許で同僚達の楽しい語らいを耳にしていたとき、不安な
圧迫された気分に襲われた。最近自分の余暇のときに埋めてくれた輝かしい光景のどれ一
つとして、最良の優しい光景のものでさえ、自分の周りのこの不機嫌の熱い雲を突き破っ
てくれるに十分力のあるものでなかった。
彼自身自分に満足していなかった。そして自分に対して、自分を責め苛む告発を集めよ

うとしていた。自分は別人になっている。自分は必ずしも仕事時間怠けていない。しかし
自分の活動は大して楽しくない。この活動はしばしば自分にとって重荷となっている。彼
は自分の手紙で重要なことを失念することがあった。それどころか二，三度値段を書き間
違っていた。ヨルダンは彼に短い注意をして手紙を差し戻したことがあった。店主が最近
全く彼のことを構っていないことに彼は気付いた。ザビーネは数日前階段でいつもより素
っ気なく挨拶したではないか。そして最近叔母さんが自分の夜の休みが妨害された、誰か
がとても遅く、物音高く家の玄関を開けたからと嘆いたとき、同僚達が非難一杯に彼を見
ていたのであった。誠実なカールでさえ、最近のダンスのレッスンの前に皮肉にこう尋ね
ていたと、アントンは今や思い出した。彼も家の鍵を手許に持っているのか、と。このよ
うな気分でアントンは自分の書き物机の許へ行き、小さな出納手帳を調べ始めた。彼は最
近の週、支出を記入していなかった。不安げに彼はペンを握って、勘定や記憶を集中させ
て、怠っていたことを取り戻そうとした。自分の借財は合計すると、自分の両親の小さな
遺産を取り崩さないと消却できない額になっていると発見して驚くことになった。彼はと
ても不幸に感じた。高い調子が夙に長く彼の中で響いていた。運命は一つの弦では最も繊
細なメロディーを奏でてくれた。今や別な弦が唸った。不協和音はもっと大きくなる筈で



- 117 -

あった。

同じ晩、店主は会合から不機嫌に家に帰って来た。彼はザビーネの挨拶に短く答え、強
い足音を立てて部屋の中をあちこち歩いていた。
「どうしたの、トラウゴット」と妹は尋ねた。
兄は妹の椅子に寄って来た。「フィンクが自分の被保護者をフォン・バルデレック夫人

に対しどのように紹介したと思うかい。おまえは彼の友情を喜んでいる風であった。彼は
砂上楼閣を造り上げて、無邪気なヴォールファルトをならず者の山師に仕立てていたの
だ」。その後彼は中年の将校がアントンの状況を問い合わせて、その際明るみに出たこと
を語った。
「フィンクがこの没趣味な御伽噺を作り上げて、ヴォールファルトも承知していたとい

うのは確かなことですか」とザビーネはおずおずと尋ねた。
「フィンクの関与は疑い得ない。その奸計は彼にとても似合っている。これは軽薄な、

僭越な仕方だ。何にも敬意を払っていないし、友の評判にすら注意していない」。
ザビーネは椅子に凭れて、機械的に頭を頷かせていた。いや、その通りだ、またしても

彼女の心が彼に対し抗った。「まあ、悲しいこと」と思わず彼女は言った、「でもヴォー
ルファルトには罪はありません、トラウゴット。それは確かです。このような嘘を付く人
ではありません」。
「明日調べることにしよう」と商人は言った、「彼のためにも、おまえの言う通りであ

ればと願う」。
翌朝店主は前の帳場を通って、アントンに自分の許、小さな奥の部屋に来るよう呼んだ。

これは珍しいことであったので、アントンは何か胸騒ぎがした。店主は彼の後ろのドアを
閉めて、彼の前、革の椅子に真面目に腰掛けて、厳しい表情で始めた。「親愛なるヴォー
ルファルト、町で広まっている若干の噂について、貴方と話す義務があると私は思う。人
々は貴方を秘密の出自の金持ちの若者と思っており、アメリカに大きな所有を有し、高貴
な人々が静かに貴方に関心を寄せているという噂だ。貴方もこの噂は耳にしたことがある
と思っており、貴方がこの噂を論駁するために何をしたか知りたいと願っている」。
アントンはびっくりしたが、しかし決然と答えた。「私はそのような噂については何も

知りません。他人から何度か私の財産について奇妙な当てこすりを耳にしたことがありま
すが、いつも論駁して来ました」。
「明確にきっぱりと論駁したのか」と厳しく商人は尋ねた。
「そうしたと思います」とアントンは正直に答えた。
「そのことで貴方自身の性格がいかがわしいものになるのでなければ」と店主は続けた、
「暇な無駄話に罪は余りなかろう。しかし貴方自身が何らかの理由でこの噂を広めるため
に一役買っていると世間は疑ってかかっているのだ。一人の商人の評判として、その商人
が自分には権利がない低級な手段で信用を得ようとしているという嫌疑ほどひどいものは
ないのだから」。
アントンは立ち尽くしていた。
商人は続けた、「その上この無駄話は貴方の両親の良い評判を貶めている。というのは

人々は貴方がある高貴な男の私生児であると思いたがっているのだから」。
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「私の母にあんまりです」とアントンは叫んで、両手を揉んだ。涙が彼の両目から溢れ
た。彼はとても興奮したので、店主は時間をかけて、彼を静めなければならなかった。よ
うやく優しく彼は言った。「親愛なるヴォールファルト、落ち着きなさい。今や貴方の課
題はこの話しが嘘であることを証することだ。そのためには落ち着いた男らしい振る舞い
が必要だ」。
「そのようなことは極めて心外です」と相変わらず我を忘れてアントンは叫んだ、「つ

まり貴方でさえもひょっとしたら私がこの嘘を広めたかもしれないとか、威張るためにそ
の嘘に甘んじていたなどと思われるとしたら、心外です。お願いです、私を信じてくださ
い。私は今この時までそのことを知らなかったのです」。
「そう信じよう」と商人は好意的に言った、「しかし貴方はこのようなお話しの余地が

生ずるような幾多のことをしたのではないか。貴方はずっと貴方の身分の若者に対しては
普通とてもぞんざいに扱うようなサークルに出入りしておった。貴方はここかしこで、貴
方の財産を明らかに越えるような、いずれにせよ貴方には不似合いな支出をしておったの
ではないか」。
アントンは地球の表面よりは地球の中心にいるのがはるかに快適であるような暗い感情

に襲われた。「いや」とようやく絶望的に彼は言った、「貴方の仰有る通りです。私は不
当なことをしてきました。私の環境を越えていました。そのことをずっと感じていました。
数日前決算をしてみて、借金をしていると気付いて以来」、 ー ここで商人はほとんど
気付かれることなく微笑した、 ー 「私は自分が邪道に陥っていると気付きました。た
だどう引き返すべきか分からなかったのです。今やためらうことはありません」と彼は悲
しげに続けた、「私が今や分別正しく振る舞うか、貴方に見て頂きとう存じます」。
「フィンクが貴方をフォン・バルデレック夫人の社交に案内したのだろう。私はそう思

っていた」と微笑して店主は言った、「ひょっとしたら彼は噂についてもっと知っている
かもしれない。貴方を現在とても不安にしている噂について」。
「貴方の目の前で彼が証言するよう、つまり私はこうしたすべての陰口について何も知

らず、多分軽率なことはしたが、低俗なことはしていないと証言するようお許しください。
フィンクは私の友で、私の振る舞い全体を承知しています」。
「それで貴方が落ち着くのであれば」と店主は言って、フォン・フィンク氏を呼び寄せ

た。
フィンクは入って来るとき、興奮したアントンを見て驚いて言った。店主が眼前にいる

ことを左程気にかけていなかった。「どうした、泣いているではないか」。
「中傷のことだ」と商人は真面目に語った、「商人としての堅気さと自分の家族の品格

が打撃を受けている」、そして短く、何のことか話した。
フィンクは笑って叫んだ。「子供だな。人々の暇な無駄話を何で気にする必要があろう」。
「この無駄話を気にしないわけに行かないのだ。貴方が彼を案内したサークルとの付き

合いで生じて来た話しだから」。
「ここシュレーター氏の前で私のために、とりわけ君にお願いしたい。つまり私はこう

したこと一切何も知らなかったと証言して貰いたい。このようなことが私について言われ
るかもしれないと分かっていたら、フォン・バルデレック夫人の社交に私は一歩も脚を踏
み入れなかったであろうと、君は十分に承知していたろう」。
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「彼には全く罪はありません」とフィンクは店主を納得させる善良さで言った、「無邪
気で罪のないこと、隠れてそっと咲いている菫のようなものです。この滑稽な話しで誰か
に咎があるとしたら、それは私です、その他このようなことを広めた愚かな人間どもです。
アントン、安心し給え。君にとってこの件が辛いのであれば、すぐにまた何でもないよう
にしよう」。
「私は今一度フォン・バルデレック夫人の許に行って、もはやダンスのレッスンを受け

ることはできないと伝えることにしよう」。
「私もそれが最良の手段と思う」と商人は言った。
「そんなことが役に立つかな」とフィンクは賢明に述べた。
「少なくとも私は自分の責務を果たしたことになろう」とアントンは叫んだ。
「お好きなように」とフィンクは言った、「ダンスは習ったわけだし、粋に帽子を被る

ようになっているぞ」。
正午頃商人は自分の妹に向かって言った、「おまえの言う通りだった。ヴォールファル

トは大筋では罪がない。フィンクが大胆に陰謀全体を仕立てたのだ」。
「分かっていました」とザビーネは叫んで、激しく刺繍の針を動かした。 ー 「出来

ることなら、トラウゴット、今度は新たな無茶が生じないようにしないと」。
「彼らがお話し自体を片付ける必要がある」と商人は答えた、「どのように仕上げるか

見物だな」。

アントンは一日中、無心になりたい者のように働いた。そしてただごく必要なことしか
話さず、夕方には反抗的に三つも階段を上がって行き、決心を固めた男のように身繕いを
した。
フィンクは一日中彼を不審げに見つめていて、こう自問していた。「この若造は何をす

るつもりか。最初の決闘に出掛けるような振る舞いだ」。彼がアントンの魂を除くことが
できたら、ひょっとしたら、この若者の心を食い尽くしている痛みを知って、感動したか
もしれない。それは傷付けられた単なる誇りとか、山師やペテン師のように見えるという
羞恥でもなかった、というのはこの二つの感情は、より大きな悲痛、つまり自分の愛しい
踊り子の娘から別れなければならないという考えの下位にあったからである。
フィンクは三つの階段を飛び上がって、アントンの部屋に入った。アントンはすでに身

繕いをしていて、フィンクは友の青白い顔を見た。その顔は今日いつもより二，三年年取
って見えた。フィンクは彼の手を握って、尋ねた。「私のことを怒っているのか」。
「君や他の人を怒ってはいない」とアントンは興奮して言った。「いいかい、噂話がど

うして生じたか知ろうと思わない。君が私や世間の人々に冗談をしかけたのかもしれな
い」。
「君に対してではないよ」とフィンクは言った。
「いずれにせよ君は無駄話を承知していて、私には何もそのことを言わなかった。それ

は結構なことではない。今君にそのことを言っておくが、しかし根に持つことはない。こ
の無駄話については二度と互いに話さないことにしよう」。
「いいか」とフィンクは言った、「思うに君は無駄話を余りに悲劇的に考えているぞ」。
「ほっといてくれ」とアントンは続けた、「ただ今日だけは私の方法でやりたいのだ」。
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「何をするつもりかね」。
「聞かないで欲しい」とアントンは言った、「何をしなければならないのか、はっきり

分かっている。行かせてくれ」。
「止めはしないよ」とフィンクは気立て良く言った、「しかし一つだけ言っておく。君

が人々の前で行う行為は何であれ、人々をただ面白がらせるだけだ。君が興奮して行うほ
ど一層そうなる」。
「任せ給え」とアントンは言った、「冷静に行うつもりだ」。
照明された部屋は大きな社交場となっていた。小さな舞踏会化粧室、多くの照明の輝き、

すべての家庭の母親達、幾人かの父親達が見られた。幾つかの練習された踊りが座興に供
せられる予定であった。彼らが一杯の広間に入ったとき、フィンクは案じて友を見たが、
アントンは狼狽して見えながら、しかし精力的に前進して行った。彼はフィンクから離れ
て、すでに最初の踊りを予約していたレノーレの許に早速近寄った。令嬢は今日この上な
く魅力的に見えた。彼女は新しい舞踏会の服を着ていて、大きな目は喜びで輝いていた。
彼女は踊り相手の男性に数歩歩み寄って、親しげに非難して言った。「遅れたじゃないの。
舞踏会がすぐに始まります。貴方と前もって少しお喋りしたかったのに。父も見えている
の。貴方を紹介しようと思って。 ー どうなさったの。 ー とても厳かに見えるわ」。
「恵み深いお嬢様」とアントンはお辞儀して答えた。「今日はとても悲しい気分です。

次に貴女と踊る栄誉を有せないのです」。
「どうして駄目なの」とこの若い女性は驚いて尋ねた。
「お聞きください、お嬢様。私はこの社交に長くはおれません。今日来たのは単に、貴

女とこの家のレディーに私の辞去のことで詫びを申し上げるためです」。
「でもヴォールファルトさん」とレノーレは叫んだ、両手を叩き合わせていた。
「他の人々の意見よりも私には貴女の好意的意見が大事なのです」とアントンは赤面し

て言った、「とりわけ貴女に対してまず申し開きしたいと存じます」。
「でも申し開きの必要はありませんよ。何のことか分かりません」と若いレディーは叫

んだ。
アントンは今日店主から聞いたことをざっと語って、自分の噂話について何も知らなか

ったのだと熱心に請け合った。「そのことは喜んで信じます」とレノーレを信頼篤く言っ
た、「父も多分暇な無駄話だと申していました」。 ー 彼女はここで口を噤んだ。とい
うのは父親がこう付言したのを一瞬思い出したからである。このヴォールファルト氏はま
ことに善良な男かもしれない、しかし社交に適した人物ではない、と。「人々が貴方につ
いて語っていることを知ったから、ダンスのレッスンからすっかり身を引くおつもりです
か」。
「その通りです」とアントンは言った、「もしここに残れば、私は侵入者、あるいはそ

れどころかペテン師と見なされる恐れがあるからです」。
レノーレは小さな頭を反らして、侮辱を感じて激しく言った、「それでは去られるがよ

ろしい」。
これは我らのアントンの辞去を妨げる最良の手段であった。彼は立ち止まって、踊り相

手の女性を懇願するように見つめた。
「何故去らないのです」と令嬢は更に激しく尋ねた。
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アントンはとても青ざめた。彼は深い痛みと共に怒ったレディーの顔を見て、震える声
で言った。「少なくとも私のことは悪く思わないと仰有ってください」。
「貴方のことなんか思わないでしょう」と鋭い冷たさでレノーレは叫んで、脇を向いた。
哀れなアントンは一瞬破滅したように立っていた。それは彼の未経験な魂を震撼させた

辛辣な痛みであった。彼が十歳年を取っていたら、ひょっとしたらこの激しい怒りをもっ
と好意的に解釈していたかもしれない。自分はまだ終えていないと考えて、彼は力をまた
取り直して、直立して進み、誇り高い足どりで、フォン・バルデレック夫人が出迎えの挨
拶をしているサークルに近付いて行った。そこには選び抜かれた社交のレディー達が皆揃
っていた。背丈の高い、痩せた伯爵夫人が、一杯の紅茶を飲みながら座っていた。オイゲ
ーニエの母親と、その横に大きな男性の姿があった。アントンは、誰にも言われなかった
が、この立派な殿方は、レノーレの父親に違いないと分かっていた。彼がこの家の女性の
前に進み出て、お辞儀をした瞬間、彼の視線は社交全体を見渡していた。それ以来何年も
経過した。しかし未だにこの瞬間は彼の記憶に残っていた。今日になってもなお彼は各人
の服の色合いを覚えており、ロートザッテル男爵夫人の花束にあった花々の数を数え上げ
ることができ、いや、なおも伯爵夫人が飲んでいた絵付きカップの図柄を思い浮かべるこ
とができる。家の主婦は我らの主人公のお辞儀を気さくに微笑して受けとめ、何か親しい
言葉をかけようとした時、アントンが彼女を遮って、感動の余り震える声で、しかし広間
に通る大きな声で、自分の演説を始めた。数語発するとその場が静まった。「恵み深い奥
様、私は今日、町が私が金持ちであり、アメリカに財産を有し、高貴な貴顕氏が秘かに私
に興味を抱いていると噂されていることを知りました。私はこうしたことすべてが真実で
ないと釈明致します。私はオストラウ出身の亡き会計係ヴォールファルトの息子です。私
は両親から真っ当な、恥ずかしくない名前の他には何の遺産も受け継いでいません。私は
ここで申し開きをすることが、私の良き両親の思い出と私自身に対する責務と考えます。
恵み深い奥様、貴女は余所の、取り柄のない人間に対し、かくも親切に家に迎え入れ、こ
の冬のダンスのレッスンに参加するよう要請するという御好意を示されました。私は今日
耳にしたことを聞いた以上、もはや参加できません。これ以上ダンスのレッスンに参加す
れば、私について広められている嘘を放置することになりましょうし、それどころか貴女
の家での待遇を悪用するペテン師の疑いを抱かれかねません。それ故貴女の御好意に対す
る私の衷心からの感謝を申し上げ、私に対し芳しくない思い出を残されぬようお願いしま
す」。
この演説は語られるべきサークルにとっては若干熱の籠もりすぎたものであったが、し

かし効き目はあった。数秒間深い沈黙が生じた。伯爵夫人は硬直してそのカップを膝と口
の間の空中に持っていた。この家の夫人は当惑して目を伏せていた。
アントンは深くお辞儀をして、ドアの所へ行った。
すると硬直したグループの中から素早い足音で、明るい形姿が辞去する男性の後を追っ

て来て、両手で彼の両手を握った。アントンはレノーレの泣いている目を見て、涙ながら
に優しい声で彼にこう言うのが聞こえた。「御機嫌よう」。それから彼の背後でドアが閉
まって、すべてが終わった。
アントンはゆっくりと家へ帰った。あたかも自分は背後の家に行ったことがなかったか

のように、彼の心は静かで落ち着いていた。彼は目の前に落下して来る大きな雪片を見た。
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そして歩行者達が柔らかな雪の上に痕跡を残しているのを見て喜んだ。彼は痛みを感じて
いたが、辛辣なものではなかった。彼は誇り高く昂然として、屈託のない散歩者が考えそ
うなことをすべて考えていた。両親のこと、今日店で書いた手紙のこと、店主のこと、そ
れにまたフィンクが帳場から追い出した馬鹿げたティンケレスのことを考えた。しかし彼
の耳の中ではずっと一つのメロディーが、こうした考えのすべての側ら響いていた。それ
はレノーレの言葉、「御機嫌よう」であった。

恵み深い奥方のサロンでは、彼が部屋を後にしてから生気が戻っていた。耳に聞こえた
最初の言葉は、娘を自分の許に呼び寄せる母親の責める声で、娘は先の場面で思わず人目
を引く役を演じたのであった。「レノーレ、我を忘れていますよ」と母親はこっそりと苦
悶の声で言った。
「構わないよ」と男爵は機敏に声高く言った、「父親がすべきであったことを、娘が済

ませた。あの若者の振る舞いは健気だ、我らの敬意を惜しんではならない」。
しかし残りのグループの間ではざわめきが生じて、活発な対話の糸口となった。「まる

でお芝居のよう」とこの家のレディーは微笑を取り繕って言った、 ー 「でも誰が言っ
たのかしら、 ー」。
「そう、誰が一体言ったのだ、 ー」とフォン・テンヒェン氏が口を挿んだ。
皆の目がフィンクに向けられた。
「貴方が仰有いましたよね、フォン・フィンクさん ー」とフォン・バルデレック夫人

は始めた。自ら威厳を持って立ち上がっていた。
「その通りだ」とフォン・ツェルニッツ氏が口を挿んだ、「噂には何か本当のことがあ

る、誓って。私自身公証人の文書では証人の役を果たした」と彼は後先考えずに、口に出
した、「説明されたい、フィンク」。
「説明を私も求めなければなりません、フォン･フィンクさん」と主婦は過敏になって

続けた。
「私にですか、恵み深い奥様」とフィンクは不当な目に遭っている正当な者の落ち着き

ようで言った、「私がこの噂について何を知っていると仰有るのです。私自身精一杯反駁
して来ました」。
「そう、貴方はそうなさった」と何人かの声が聞かれた、「しかし貴方のなさりようは」。
「仰有ったでしょう」とフォン・バルデレック夫人が割り込んだ。
「何ですと、恵み深い奥様」と動じないフィンクは冷静に尋ねた。
ー 「このヴォールファルトさんは秘密めいた具合に、 ー あの ー 皇帝と関係

があるのだ、と」。
「そんなこと考えられません」と極めて真剣にフィンクは答えた、「これはしょうもな

い誤解です。私は貴女にこの方の人物を、当時まだ貴女の御存じではなかった人物を描き
ました。その際偶然の類似性に言及したのは有り得ることです」。
「しかし財産の件は何なのだ」とフォン・テンヒェンが割り込んだ、「貴方自身支配権

を彼に譲渡したぞ。この売却は珍しい状況下で行われた。貴方はこの件を誰にも漏らさな
いよう我々に要求された」。
「貴方らが私の秘密を良く守ってくれて、どこでも今でも社交全体の前で漏らされるの
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で」とフィンクは高笑いして反論した、「それで貴方とツェルニッツのお蔭で明らかにこ
のとんだ噂が広まってしまっている。ご注意されたい、我が立派な諸君。私の友ヴォール
ファルトはかつて陽気な気分のとき、アメリカに土地を所有したいと表明されたのだ。そ
れで私は冗談を行って、彼にクリスマス、ニューヨーク近郊のロング・アイランドに私が
有する或る所有地をプレゼントした。この所有地は、諸君、灌木が育った砂浜であって、
そこには海鳥を射るために木造の鳥小屋があるのだ。この件については黙っているよう貴
方らに頼んだのは、真っ当なことなのだ。しかし貴方らがこの些事からある楼閣を作り出
して、それで一人の愛敬ある男が我らの社交から去ることになったのは、残念なことだ」、
更に続けたとき、彼の顔にはある冷たい嘲笑が浮かんでいた、「貴方らが皆同じ残念な思
いなのは喜ばしいことだ、貴方らは、何らかの余所の貴顕が一人の男に関心を寄せている
といった噂故に、サロンに出入りする男の資格を決めるようなそんな俗な軽輩根性を軽蔑
していて、いかにも結構なことだ。しかし我々は今日の舞踏会を釈明で始めたからには、
私も、アントン・ヴォールファルト氏は亡きオストラウ出身の会計係ヴォールファルト氏
の嫡子であって、これに関する誤解が更に言及されるようであれば、その都度私の間近な
友人に対する侮辱と見なす用意があると釈明しておきたい。 ー さて、今恵み深い奥様、
新たに貴女の御好意を頂きとう存じます。私はオイゲーニエ嬢と最初のカドリルを約束し
ていました。これ以上待っていることは出来ない気分です」。
フォン・バルデレック夫人の中では、しばらく傷付いた自負心と母親としての気遣いが

戦っていたが、最後には、立派な性質の女性の場合予想されるように、母親らしい気遣い
が勝った。彼女は、フィンクを非難して見つめながら、小声で言った、「私どもをからか
ったのではないでしょうね」。 ー しかしフィンクは頭を振って、大変率直に答えた、
「真心を感ずる所では、からかいはしません」。その後彼はオイゲーニエを踊りに誘った。
脚を踏み出すとき、フォン・ツェルニッツ少尉が彼に言った、「貴方は我々をからかわ

れた、フィンク。遺憾ながら、これについてはなお貴方に釈明を求めなければならない」。
「気を確かに持って、何も挑戦なさらないで頂きたい」とフィンクは応じた、「我々は

お互いに賭けて撃ち合って来た。それでお互いに向き合うとなったら、阿呆な話しだ」。
フィンクははるかに社交で最良の射手であってので、結局ツェルニッツ氏はフィンクの

言う通りだと納得した。数週間のちょっとした緊張関係を別にして、これは静かな晩、二
本目のブルゴーニュ酒のとき握手で調停されたのであるが、この件は更に尾を引くことは
なかった。 ー それでもアントンの退去以来、フィンクがダンス教室に見せていた関心
は薄れて、テオーネ・ラーラもレノーレも彼の当てこすりを不安に思う必要はなくなった。
というのは彼がサロンに現れても、彼は家の娘と若干の年増な女性に忠誠を捧げることで
満足していたからで、彼は萌え出る青春の娘達にもはや関心を示さなかったからである。
しかしアントンは落ちた星のように社交から消えた。彼は二度と社交に現れなかった。

フォン・バルデレック夫人は、幾らか後になって、一度は自分の家に受け入れた若者をま
た時に招待して、彼や他の者達に、噂の彼故ばかりでなく、本物の彼故にも、その出現は
作法に適っていると示すことが都合いいと気付いた。 ー そして地方貴族の何人かの他
の家庭もそのように考えていた。しかし述べたように、この招待は若干後になってから行
われ、アントンは不在を詫びたので、彼のことはすぐに、社交の多くの重要人物にもよく
見られるように、忘れ去られた。偉大な文書の先の証人達、つまりフォン・ツェルニッツ
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氏とフォン・テンヒェン氏は、しばらくなお路上で彼に出会った際、語りかけることがあ
った。それから更に一年間彼らは彼に挨拶した。最後にもはや彼らも彼のことを忘れた。
我らのアントンにとってそれは大事ではなかった。彼は今や熱心に店の仕事に励んだ。

翌朝すぐに彼は小さな帳場のドアをノックして、店主の至聖所へ入って行った。彼は昨日
フォン・バルデレック夫人に向かって述べたことを語り、こう言い添えた。「私は二度と
社交場へ参りません。最近自分の義務を完全には果たしてこなかったことをお許しくださ
い。今日からもっと丁寧に行います」。
「貴方のことを嘆くいわれはない」と商人は優しく答えた、「貴方の状況を整理するの

に必要な額を言いなさい」。アントンは良心的に書き留めた借金のメモをポケットから取
り出した。シュレーター氏は出納係を呼んで、その額をアントンに支払わせて、アントン
の借金を書き留めさせ、この件も片付いた。
フィンクは翌日アントンに向かって言った。「君は派手な振る舞いで出て行ったな。君

の振る舞いは立派なものとの社交の中年の殿方達からの証言を得ているぞ」。
「誰が言ったのだい」。フィンクはフォン・ロートザッテル男爵の表明を述べたが、そ

の際アントンの顔に濃い赤が射すのを気付いていない振りした。「しかしな」とフィンク
は続けた、「君はこの件をかくも極端に進めなかった方が、利口であったと思うぞ。君を
個人的に好きになった何人かがいるのに、社交全体を避ける必要があろうか」。
「私の行為は」とアントンは言った、「自分の本能的思いに従っている。もっと年を経

て、世間を熟知している別人ならば、ひょっとしたらもっと巧みに始末したろう。この件
では君の助言に従わなかったけれども、怒らないでおくれ」。
「件ごとに」とフィンクは階段を下りながら考えた、「自らの意志を通すやり方が、各

人各様なのは珍しいことだ。この少年は一晩で自立した人間となった。今や運命がこの少
年にもっと大きな出来事をもたらそうと、きっとすべてを品良くでやり遂げることだろ
う」。
アントンにとっても彼の友にとっても、二人の関係がこの出来事で妨害されなかったの

は、良い兆候であった。いや、内的充実もあった。フィンクは彼の年若な友にもっと敬意
を払うようになった。アントンはもっと自由に振る舞うようになって、フィンクに対して
も自らの意志を通した。年若の男の正しい判断は、次第に年長のフィンクがかなりルーズ
な悪戯を控え、自らの高慢さを抑えるよう導くことになった。アントンは帳場での自分の
義務を極めて正確に果たすようになり、仕事への意欲は果てしなくなり、同僚に対する機
転は以前よりも大きなものとなった。フィンクはそのことで、それと知らずに、彼の方で
も、以前よりも規則的に店に現れるようになり、仕事時間をもっと良く守るようになった。
ただフィンクが彼の友と決して話さない話題があった。アントンがいつもその話題を考え
ているのは分かっていたのだが、それは優しさと度胸とを示したかのダンス教室の若いレ
ディーのことであった。

4.

この夏ほど男爵の荘園で、花々がかくも豊かに花咲き、小鳥達がかくも陽気に囀った
ことはなかった。冬の季節、家族は地方貴族の大きなサークルと結ばれて、お茶の時間や
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バレー教室での知り合いが今や青空の下に散らばっていた。ほとんどいつも宮殿へは訪問
があった。町からはフォン・バルデレック夫人がオイゲーニエと一緒に、時には雨蛙も、
ツェルニッツ、ベンノ・テンヒェンも、フォン・ヴェルナー夫人の荘園からは夫人が一人
の息子と四人の娘と一緒にやって来た。テオーネとヒルデガルトは数週間、レノーレの客
人となった。彼女達は自分達の誓いを守る手段を見つけられず、今や少なくとも友人の地
でまた一緒になっていた。時々この家は、客人達を泊めるのに小さすぎるように見えた。
宮殿のすべての部屋と丸い芝地に娘達の可愛い姿がはしゃぎ回っていた。彼女達は配役を
割り振って、芝居を読み、一緒に極めて優しく、高度な感情を味わい尽くし、踊り、第三
者の男性をはね除けたり、荒い男性から追いかけられたりした。若い男性達がいつか退屈
して来て、娘達の気まぐれが理解できなくなると、娘達は小舟に乗って、漕ぐ櫂を握って、
陸地から湖の中の人手の届かない所に移って行った。櫂がそっと流れの中ではねて、月が
公園の木々の上に昇ったとき、何とそこでは甘美に語られたことか。小舟の周りでは睡蓮
がその白い頭部を水面に出していた。睡蓮の敵ども、白鳥は休息地に飛び立っていて、睡
蓮は嬉しげであり、月の映像が小さなさざ波の先で震え、小夜啼鳥が茂みで声を上げ、温
かい風の息吹が花咲く灌木の香りを湖面に放っていた。それからテオーネとヒルデガルト
は二重唱の歌を歌い、フルダ・ヴェルナーは首都での優しい思い出を語り、オイゲーニエ
は、湖の岸辺をあちこち走りつつ、何とか力尽くでも小舟を得ようと知恵を絞って空しい
不幸な男達について、小馬鹿にした意見を述べた。
しかし最も華麗な時は、日曜日の夕方であった。そのときは冬のサークルが継承され、

順番にロートザッテル家の宮殿、ヴェルナー家、バルデレックの持ち回りとなった。踊り
がないときは、冗談の茶番がなされた。仮装がなされた。外套やショール、ネッカチーフ
で若い人々は滑稽な恰好をし、このような事柄では名手であってツェルニッツが素早く活
人画を造り、父親達や母親達は観客となった。あるいはドラマ的場面のシャラード[字謎
遊び]が演じられた。それは即興であったり、個々の役割が小さなメモに記され、上演の
際そのメモを手に持ったままであったりした。一週間ずっと娘達は可愛い単語を考え、ど
のように演技するか考えた。古典語がその際上演されて、例えばReferendarius[伝奏官]で、
Reh[獐鹿]、Fee[妖精]、Wettrennen[競走]、そしてDarius[ダリウス王]が登場し、ベンノ
・テンヒェンは死せるダリウスとして床に横たわり、美しいフルダ・ヴェルナーはアレク
サンダー大王として両手を揉みながら彼の背後に立った。その後レノーレが全体の役とし
て鼻に眼鏡を置き、文書を腕に抱えて登場し、犯罪を犯したことになっている雨蛙につい
て、彼女の記録を読み上げた。 ー
そして立派な言葉、Parthenia[乙女]が演技されることになった時ときたら。まずは古

代からの厳かなEhepaar[夫妻]、それから退屈なTee[お茶]、それから内気な恋人男性で、
彼は毎日自分のレディーに愛の告白をしようと思いながら、決して出来ずにいて、いつも
座ってばかりで、それで結局レディーは溜め息を付いて告白を叫ぶのであった、Nie, Nie
[駄目、駄目]。それから別な愛情告白で、内気な百姓娘が恋人男性、オットー・トロンカ
に結局小声のJa[いいわ]を囁かなければならない。 ー テオーネ・ラーラは百姓娘とし
て可愛らしいが、ただこのいいわを発言出来ず、彼女は恥ずかしがってしまった。 ー
そして最後にまたレノーレが全体の役として現れて、ギリシアの乙女[処女]として現れ、
雨蛙に胡桃割り、それに小男のランツァウが野蛮人として黒髪の橇用毛皮をまとって、彼
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女から、いやはや、乱暴な仕打ちを受けたのであった。
この時期何とレノーレは幸せだったことか。確かに少しばかり風変わりな点が残ってい

た。母親は時折大胆な思い付きや、力強い叫び声に頭を振った。美しい娘の口からこうし
た声が漏れた時である。勿論レノーレは殿方達が不足するといつも男役として踊った。彼
女は娘達が行う幾つかの決然たる行為の際の統率者であった。あるときは娘達一行を或る
眺望の地点まで一マイルほど案内して、それから近くの村の居酒屋に入るよう強いて、牛
乳と黒パンを夕食として味わい、夕方遅くヘトヘトに疲れた娘達を干し草用荷車に乗せて
戻って来た。彼女が借りたもので、彼女はそれに立って、自ら御者となった。彼女は年若
の殿方達を絶えず姉御風に、バターパンを手にしている小さな少年のように扱った。少年
達から馬の話しをして貰って、あるドラマ的場面では、母親が驚いたことに、自ら殿方役
で登場し、乗馬用鞭を手にして、羊毛の小さな髭を付け、その髭を愛らしくひねるのであ
った。しかしその際とても可愛く見えて、男爵夫人も真面目に怒ることが出来なかった。
荘園で家族の新生活に完全には満足できない人がいるとしたら、それは男爵夫人であっ

た。彼女の夫には気散じと忙しさが生じて、先の年月の澄みきった平穏な快活さは彼の魂
から消えたように見えた。今の夏となっても彼はしばしば町へ乗り物で出掛けて、幾晩も
クラブで過ごし、妻を娶ることを避けた陽気な連隊の戦友達が彼をしばしば主婦の部屋か
ら彼らの喫煙の部屋へ誘った。彼はエーレンタールと交渉し、かつてはほとんど縁のなか
った声高な社交が気に入っていた。それは男爵のほんのわずかな変化で、ただ妻の目にの
み明らかなものであった。そして男爵夫人もこの変化を悲しむことは不当なことであると
分かっていた。
しかしこの時期彼女にも大きな喜びがあった。オイゲンが将校試験に合格して、自分の

肩の飾り紐を見せに訪問すると伝えた。母親は彼の部屋を新たに整備させ、父親は中に銃
用戸棚と新たな猟師装具の準備をプレゼント用にした。オイゲンがやって来る時間となる
と、男爵は到着が待ちきれず、彼は鞍を置かせ、息子を出迎えに隣村まで騎乗して行った。
国道に小さな砂塵が上がって、騎乗者の接近が告げられ、父親が軽騎兵少尉の細身の体を、
更に愛する夫人とそっくりの顔を目の当たりにすると、彼は若者のように飛び降りた。息
子も同時に同じ事をし、両騎士的形姿が互いに軍用道路で抱擁し合ったのは、好ましい眺
めであった。彼らが並んで宮殿に馬を進めると、堂々たる眺めとなった。
「連隊から良い知らせもあります」とオイゲンは喜びの問答の最初のやり取りの後、始

めた、「まずは大佐から父上によろしくとのことです」。
「彼はかつては素敵な少年だった」と父親は言った。
「今は彼は不平家です」と息子は言った、 ー 「我らの昇進は格別なものです。ヴァ

ルドルフは去らなければなりますまい。胸がますます悪くなって行きます。バルドゥイン
・トロンカは配置換え希望です、騎兵隊長とすごい喧嘩をして。もっとこの話しは詳しく
語る必要があります。それにシュタリンガーは臨終の床の伯父さんの長子相続権を得ます。
奴はとんでもない金持ちになります。二万の収益があると言われています」。
「それは誇張だ」と父親は言った、「その長子相続権は我らの荘園より左程大きなもの

ではない」。
「いずれにせよ彼は去勢雄馬を曹長に贈ることでしょう」と息子は言った、「彼は食卓

にすごい額を約束した。 ー 父上私の鹿毛の馬はいかがです」。彼らは中庭の前で止ま
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った。少尉は馬を先に進めた。男爵は通として調べて、一般的に承認を表明した。馬小屋
の前で彼らは今一度立ち止まった。「女性陣が驚くぞ」と男爵は言った。馬丁が馬を引き
取ると、父親と息子は、我慢ならず、一瞬にして馬小屋に入って行った。まず彼らは男爵
の騎乗の馬を吟味し、それから農耕馬の列に進んで行った。パトロンの表情で、少尉はあ
れこれの馬を叩き、個人的に馴染みの馬の首を叩いて、軍人的簡潔さで有能な点について
決定的判断を述べて、父親を喜ばせた。下僕達が恭しく周りに立っていた。父親と息子は
熱を帯びて、互いに早速スポーツの逸話等を語った。男爵は老練な馬乗りとして平静さを
保ちながら、少尉は若々しい情熱を傾けて、父親の経験済みの英知の前で、自分の陽気に
青臭い知識を披露出来ることに心底喜びを感じていた。レノーレのポニーの許で父親と息
子は同時に家の女性陣のことを思い出して、急いで馬小屋から宮殿の方へ向かった。
薔薇の園亭の所で男爵夫人は自分の息子を抱擁した。一方レノーレは愛撫しながら彼の

肩を叩いた。 ー 今や宮殿で真の喜びが始まった。両親の目は、若い騎乗者の背丈の高
い姿を見るたびに輝いた。彼の表現や仕草の一つ一つがまだ馬場を思い出させるとき、男
爵夫人は好意的微笑で耐えた。というのは昔から馬小屋は、騎士がサロンの好ましい作法
に上達する前に通過する控えの間に相当するからである。娘達のサークルの中でオイゲン
は早速支配権を得て、少なくともすべての陽気なレッスンのとき、彼は彼女らの贔屓の同
伴者となった。彼は周囲に訪問を行い、招待し、招待された。楽しい祝典が続いた。

こうした多彩な営みは快適であったが、男爵はただ一つの事情で被害を受けていた。つ
まり彼はもはや金が意のままにならなくなっていた。二十年間可能であったことが、今や
完全に不可能と分かった。町での冬の宿営、彼の社交的交際範囲のかなりの拡大、息子の
肩章、レノーレの紗のドレスやレース、それどころか分担金さえあった。この分担金は自
分の抵当権の年ごとの利子として用立てなければならないもので、田畑証券の利益となる
ものであった。こうしたものを一切合算すると、彼は苦しくなった。荘園の収穫が時に苛
立たしく待たれ、すぐに入用とされた。収穫はそれで一層充実することはなく、一層確実
になることもなかった。以前の時の幾つかの分別ある計画が遂行されないまま残った。男
爵は自分の荘園の境界の不毛な砂地に松を植える計画を持っていた。この改善のために些
少の費用でさえ、彼には負担となった。黄色の砂は溝を作られぬまま年中陽に晒された。
再び彼は、一度ならず、自分の愛しい担保証券の入った可愛い手提げ金庫を開けて、美し
い羊皮紙の個々の番号を取り出す状況になった。再び彼の額は曇り、再び不穏な落ち着き
のなさに普段威厳のある彼の本性は襲われた。しかしそれはもはや以前の時の悩ましい不
安ではなかった。彼はすでに商売での小さな実践を経験していた。そしてこの件をもっと
冷静に見つめた。この難儀から抜け出す道はあるに違いない。最悪の場合、彼は更に一冬、
あるいはせいぜい二冬、町で過ごすことになる。レノーレの教育が済むまでのことだ。そ
れが済んだら精力的に農業に戻るのだ。これは大した費用の犠牲とはならないと彼は感じ
た。それから自分の産業計画を練りだし、立派な家主としてただ子供達の将来を考えた。
しかし彼は時にエーレンタールの助言を求める決心をした。この男は全体として多分正直
な男であろう、商売人として貴族の男性に対してそのように振る舞って来ている。肝要な
ことは、この男が男爵の状況をかなり正確に把握していることであった。男爵はこの男に
対して、余所の男に告白するときに遠慮するに違いないような気後れを感じなかった。
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いつものように今回もこの商人は丁度の時に現れた。彼のダイヤモンドのブローチは輝
き、男爵夫人に対する彼のへりくだった挨拶は以前よりも滑稽であって、荘園に対する彼
の称賛はまことに切りがなかった。男爵は上機嫌で農園を案内して、とうとう言った。「助
言して欲しいのだが、エーレンタール」。
エーレンタールは目を瞬かせて、男爵をずる賢く見つめた。
中庭の建物を通って類似の通行をしてから、わずか数年しか経っていなかった。しかし

時代ははなはだ変わっていた。当時この商人は自分の助言を誇り高い男爵にとても注意深
く、甘く包んで差し出していた。不作法な子供に薬を投入する按配であった。今や同じ亭
主がすでに助けを求めて彼に寄って来ていた。
男爵は出来るだけ軽快な調子で続けた。「私は今年、以前の年より大きな支出となって

しまった。担保証券さえ分担金を払う必要がある。私は自分の収入を増やす方策を考えな
ければならない。このためにはどうすればいいか、貴方の考えをお聞きしたい」。
商人の目が輝いた。しかし彼は然るべく謙虚に答えた。「何をなすべきか、私より男爵

殿が良く御存じでしょう」。
「貴方の商売ではいかん、エーレンタール」と男爵は用心深く口を挿んだ、「私はまた

貴方と組んでやるつもりはない」。
頭を振ってエーレンタールは答えた。「私が良心を持って男爵殿にお薦めできるような

商売はざらにあるとは申せません。恵み深い旦那様は四万五千ターラーを担保証券で所有
されています。かくも利子の少ない証券は何のためでしょうか。この証券で五パーセント
の確実な抵当権を購入なされば、そのうちの四パーセントを田畑証券に支払います。そし
て百分の一ターラーが利益として残ります。貴方の金庫にとっては年に四百五十ターラー
の利益です。その際もっと大きな利益も得られるのです。五パーセントの確実な抵当権の
幾つかは、現金で支払えるような購入者にとって大きな利益還元の購入として提供されて
います。貴方がひょっとしたら四万ターラー支払うとします、ひょっとしたらもっと少な
いかもしれません。それでも四万五千ターラーの五パーセントの利子を得られるような立
派な抵当権が得られるのです」。
男爵は答えた。「私の考えもそのようなものだ。しかし貴殿らの商人の手になる市場で

出回っているそのような抵当権の確実性に関して、これが劣等に見える。それ故私はそれ
に参入できない」。
エーレンタールは、自分に個人的に当てはまるこの非難のすべての破片を、拒絶の手振

りではね除け、このような手段での不正な取引に怒って言った、「私は抵当権での仕事は
好きではありません。そのような商人の手の中にある市場では、男爵殿なためにあるもの
はありません。貴方は信頼出来る男を頼りにしなければなりません。貴方には立派な仕事
上の知識を持った弁護士がいらっしゃる。ひょっとしたらこの方が確実な抵当権を世話出
来るかもしれません」。
「それでは抵当権の手持ちはないのか」と男爵は調べる調子で尋ねたが、エーレンター

ルの助けで労が少なくなることを静かに願っていた。
「ありません」とこの商人は極めてきっぱりと言った、「しかしお望みでしたら、内密

に調べてみましょう。いつでも何か見つかるものです。貴方の弁護士も確実と思われるも
のを貴方に告げることでしょう。このような弁護士はただ購入前の交渉で[値引きの]勉強
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はしないものです。弁護士の場合、同じ抵当権でも満額支払うことになりましょうが、商
売人を通じたら数千[ターラー]分の利益が得られます」。
男爵の心の中でこの利益はすでに最大の重要事となっていたので、彼は静かに心を決め

ていた。彼はとても用心しようと思っていたが、出来ることなら、弁護士を通じて金を支
払うよりは、むしろすでにある抵当権を買うつもりであった。商人に対して彼は言った。
「急ぐことはない。何か適当なものがあったら、私に教えて欲しい」。
「努力してみましょう」と商人は控え目に言った、「しかし男爵殿もこの仕事では調査

に乗り出されたら、最良だと思います。私は普通抵当権の仕事はしませんので」。
この表明は真実ではなかったけれども、しかしその目的は達成された。というのはこの

商人の冷静な無関心が、男爵の彼への信頼をかなりの程度高めたからである。しかしエー
レンタールは急いで荘園から去ろうとした。彼は今回上等な毛の跳ね雄山羊も等閑にして、
屋根の上の雀どもの丸い眺望も見過ごして、御者に文句を言っていた。御者が余りに悠然
と進んだからである。「蝸牛の角に手綱を結んだ方が、貴殿よりももっと早く走るのでは
ないか」と彼はがみがみ怒って、そして自分の席で前後に揺すっていた。
御者はうんざりして馬に鞭を入れて、肩越しに粗野な言葉を返した。「貴方の馬にもっ

と多くの燕麦を与えたら、蝸牛よりは早くなりましょう。二メッツェ[量単位]の燕麦だ。
石だらけの道でもギャロップさせて見せますぜ」。
男爵は翌日町へ出掛けて、弁護士に、抵当権獲得のために必要な準備をするように頼ん

だ。彼は弁護士に、割引で抵当権を得たいということを隠さなかった。
分別のある法律家は、そのような割引を断念するよう切に諭した。確実な投資は額面以

下のものでは得られる見込みがないであろうから、と。まさにこの助言を聞いて、男爵は
抵当権を得る際、自分の判断に従おうという気に更になった。
その後数日して、男爵の許に、強壮な背の高い男が、赤らんだ輝かしい顔で面会を求め

て来た。首都からのピンクス氏なる者であった。この立派な宿の亭主は、男爵の仕事部屋
に案内され、急いで自分がお邪魔したことの詫びを述べた。自分は恵み深い旦那様が金を
投資すると耳にしました。まことに確実な、極めて推奨に値する抵当権を承知しています。
近隣の田舎の大きな領地で四万ターラーのもの、外国に住んでいる裕福なザミンスキー伯
爵の所有地です。抵当権の設定されている荘園はすべて可能な利点を有しています。三，
四の荘園で、それに二千モルゲン以上の森があります。これは報告者の誓った言葉によれ
ば、純然たる原生林です。四つの村が牛馬の夫役と手仕事の義務を負っており、四つの村
の百もの職が領主に現金を支払うことになっています。要するに、最大の侯爵にとっても
恥と思えない所有地です。この四万ターラーの抵当権はその質権によれば元々十万ターラ
ーのすぐその後のものです。この抵当権の裏にはまだ五つか六つのより小さな、いずれに
せよかなりの資本[借金]が登記されています。この抵当権は現在ザミンスキー伯爵自身が
所有しています。伯爵はこの抵当権をその商売人に販売のため譲渡しました。この立派な
物件は、ピンクスの秘密めかした暗示によれば、九十パーセントの代償で、つまり三万六
千ターラーで得られるかもしれないものであった。この領地が近隣の田舎にあって、農業
がまだ多くの古代からのやり方であるのは不都合な点であります。しかし境界まではせい
ぜい二マイル離れているだけで、間近な郡中心都市とは国道があり、世間と結ばれていま
す。要するにこの抵当権を偏見なく見てみれば、お得なものと見えないようなものは何も
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ありません。ピンクスとしては、このような宝は、購入者が男爵のようなかくも傑出した
やり方ですべての高度な徳操を一身に体現しているようなお方でなければ、どこかの余所
の購入者に持ちかけようとは毛頭思わなかったことでしょう。
荘園主はこのような称賛に対して、経験を積んだ男にふさわしく威厳を身って振る舞っ

た。退出する前にピンクスは厚い書類の束を、記録文書そのものであるものを、革バッグ
から取り出して、これを男爵の前のテーブルに信頼篤く置いた。男爵には暇な折り、自分
のすべての証言に間違いがないか吟味して頂きたい、と。
翌朝男爵は記録文書を持って弁護士の許に出掛け、文書に目を通すよう、そして必要な

調査をするよう頼んだ。彼自身はその後エーレンタール氏の白く塗られた門の黒い階段を
登った。
エーレンタールは自分の出会った幸運に舞い上がった。彼は素早くナイトガウンを脱ぎ

捨て、男爵殿が自分の許で朝食をなされば無上の光栄でございますと主張した。男爵は十
分に人が良くて、これを無下に断らなかった。彼は家のひときわ上品な派手な部屋に案内
されて、内心陽気に多彩のカーテンの人目を引く色合い、ソファーの赤いフラシ天、清潔
でない床、壁の数多くの劣等な油絵を眺めた。これらの絵は厚い絵具の塊で、多分古道具
店で購入されたもので、どこかの不潔な大陸からの黒っぽい木立を描いたものであった。
美しいロザーリエ[娘]はしばらくしてから自ら烏のように黒い垂れた巻き毛をして、絹服
の衣擦れの音をさせながら、入って来て、深くお辞儀をして、朝食の食卓に座った。娘の
可愛い仕草と父親の平伏した本性の対照を観察することは、男爵にとって静かな楽しみで
あった。善良な男爵は、夕方夫人とレノーレとのお茶の席で、この贅沢さと無器用さの奇
妙な組み合わせについて報告する様を思い浮かべて、すでにその時を心待ちにした。彼は
ソファーに座って、優しい微笑を浮かべて、商人を見つめた。エーレンタール氏は彼の向
かい側に座っていて、やはり喜んでいた。彼の口も出来る限り丁重に微笑していた。家の
美しい娘に幾つかの丁寧な言葉をかけてやった後、男爵はようやく言った。「親愛なるエ
ーレンタール、貴方はピンクス氏を御存じかな」。
娘はこの仕事の話しの仄めかしを聞いて、姿を消し、父親は自分の席で真っ直ぐに姿勢

を正した。「はい、存じています」と彼は冷静に言った、「彼は取るに足りない商人です。
正直な男とは思っています。大したものではありませんが、ポーランド向けの商売をやっ
ています」。
「貴方はこの方に何か、抵当権を買いたいという私の意向を話したのかな」と男爵は更

に尋ねた。
「何で私が話しましょうか」とエーレンタールは答えた、「彼は貴方の許に抵当権のこ

とで伺ったのですか」と彼は頭を振って尋ねた、「それでは私がその件について話した別
の商人から耳にしたのでしょう。ピンクスというのは小者です。貴方に対して一体どんな
抵当権を示せましょうか」。ここでエーレンタールは手の動きで、いかにピンクスは小者
であるか暗示し、目を高く上げて、さながら男爵の果てしのない高さを暗示しようとした。
男爵はその後、交渉人が彼に提示した抵当権が如何なるものであったか語り、伯爵の荘

園や状況について尋ねた。
エーレンタールは詳しいことを知らなかったが、しかし立派な商売人がかの地方から町

にやって来ていると思い出して、この男を探し出し、男爵の住まいに送ることを申し出た。
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このことを男爵は受け入れて、立ち上がった。エーレンタールは階段を下りて、玄関の
所まで彼を見送った。そして別れ際に言った。「男爵ご用心下さい、抵当権には。かなり
の額です。多くの劣等な抵当権があります。また立派な抵当権もあります。幾多の商人達
によってその物件を推奨するために色々なことが盛り込まれます。レーベル・ピンクスに
ついては、彼は小者に過ぎません。仕事は大きなものはしていません。しかし私の知る限
りでは正直な男です。貴方が抵当権について話されていることは立派に見えます。しかし
呉々も男爵殿、ご用心下さい」。
男爵はこれらの沢山の言葉を聞いても要領を得なかったので、自分の住まいに戻り、余

所の商売人の到着を苛々しながら待った。この商売人はほどなくして現れた。今回はレー
ヴェンベルク氏とか言う者で、その姿形は、エーレンタールやピンクスの似合いの一人で
あった。ただ両者よりも若干痩せていて、田舎からの男として重い籐の杖を握って、手に
縁なし帽を持っていた。彼はワイン商と称して、当該の荘園や伯爵の状況にとても詳しく
思われた。彼は語った。現在の所有者はまだとても若い者です。外国に暮らしています。
この若者の亡き父親が若干放漫な農場経営をしました。これに対し現在は整然と行われて
います。この遺産継承人については良い事が言われています。荘園には幾つか資本[借金]
が記されていますが、この家系は資産があって、その所有が危機にあるとは考えられませ
ん。これらの荘園はまだ高度な耕作段階にはありません。しかししずれにせよ、多くの実
入りがあります。自分としては若い伯爵はこれに適した男となろうと期待しています。彼
の述べたことはすべて誇張ではなかった。まことに冷静で分別があるように聞こえた。全
体は決定的に有益であった。この余所の男が男爵の許を辞去すると、男爵はこの取引をす
る決心を固めていた。何も等閑にしないために、彼は更に知人達の一人の許に行って、調
査をした。彼が知ったものは、大したものではなかったが、しかし不都合なものはなかっ
た。肝要なことは、この家系がとても古くて、その田舎で声望のある家系であって、亡き
ザミンスキー伯爵が乱暴な農場経営をしたということであった。彼は家に戻る前に、エー
レンタール氏の答礼訪問を受けた。エーレンタールはこれらの荘園の羊の毛は勿論上等の
ものとは言えないという報告をした。これに対し、男爵は彼に伝えた。自分は決心する前
に、とりわけ自分の弁護士の鑑定を待つつもりである、と。

エーレンタールの小さな帳場は住まいの家の一階にあって、玄関から唯一の入口しかな
かった。エーレンタール氏が帳場に入ったのは夕方頃であった。そこではイッツィヒが白
い便箋の帳簿を前に退屈して座っていて、彼の親方の到着を待っていた。エーレンタール
は大いに興奮していた。彼は杖をテーブルに置いたが、しかし帽子を取るのを忘れて、落
ち着きなく部屋の中をあちこち歩いた。
イッツィヒは考えた。「旦那はどうしたのだ。今日こんなにそわそわして、どうしたの

だ」と。そのときエーレンタールはイッツィヒの前に来て、熱く言った。「イッツィヒ、
貴方が私の許でパンを得て、貴方の教養のために供している昼食に値する人間であるかど
うか、その真価を見せてくれ」。
「何をしたらいいのです」とファイテルは言って、自分の席から起き上がった。
「まずはレーベル・ピンクスを私の許に呼ぶのだ。それから私に一本のワインと二個の

グラスを用意してくれ。それから去りなさい。今日貴方の用はない。しかし行って、調べ
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てくれないか。市場の所に住んでいる法律顧問官のホルンは今日田舎[州]の外のロスミン
の誰宛に手紙を書いたのか、今日書かなかったとしたら、明日誰宛に書くか調べて欲しい。
五個のターラー貨幣を与えよう。それで調査しておくれ。今晩にも返事が出来るなら、そ
の他に一ドゥカーテン[金貨]を与えよう」。
ファイテルは内心輝いた。しかし冷静さを装って答えた。「私は法律顧問官の書記達に

ついては誰も知りません。知り合いになるには時間が必要です。明日の夕方返事致しまし
ょう。ドゥカーテンは明日まで取っておいてください」。
「誰か分かったら、いつでも来てよろしい。真夜中過ぎでもな」とエーレンタールは彼

の後姿に叫んだ。
イッツィヒは階段を駆け上がった。キッチンで一本のワインを注文して、それから猟犬

として通りに走り出た。
しかしエーレンタール氏は帽子を頭に被ったまま、両手は背中に置いて、相変わらず帳

場な中をあちこち歩いていた。そして頭をパゴダのように頷かせていた。それで彼は部屋
の薄明かりの中、太った黒い幽霊のように見えた。刎ねられた頭をしっかりと肩に保てな
い幽霊である。
ファイテルは途中自分自身と活発な議論を行っていた。「どうしたのか」と彼は問うた、

「大きな仕事に違いない。私には秘密というわけだ。私の役目はピンクスを連れて来るこ
と。ピンクスは数日前エーレンタールの許に来ていた。その翌日彼は田舎のロートザッテ
ル男爵の許に出掛けた。だから仕事は男爵に関するものだ。エーレンタールは誰かに一杯
のワインを振る舞うつもりだ。ピンクスがワインということはない。別人に違いない。男
爵自身ではないだろう。貴族を彼は帳場には入れない。貴族は上の赤いフラシ天の許でな
ければならない。 ー ピンクスが男爵とこの仕事に関係があるとしたら、ただツグミに
対する罠を仕掛けるためであったろう。今晩来る者、私には会わせない者、それが仕掛け
人に違いない。 ー エーレンタール本人は何だ。彼が今日男爵と一緒に下りて行ったと
き、彼の言うのが聞こえた。『ご用心下さい』と。従って老公は追い立て役だ。エーレン
タールが追い立てるとなると、大きな絶妙な仕事に違いない」。独白がここの箇所に来た
とき、ファイテルは宿の前に達していて、彼は宿の亭主に依頼した。亭主は店から小部屋
に急いで、より上等の上着を着た。それから更に独白は続いた。「法律顧問官の事務所で
手紙を運ぶ書記は、七時に郵便局に行くので、その手紙のアドレスを読むことが出来れば、
五ターラー節約出来ることになろう」と彼は更に考えた、「しかし駄目だ」と彼は困って
付言した、「手紙は束となって郵便の穴へ投げ込まれる。郵便局員は素早すぎるから、逆
さまのアドレスは読めないだろう。 ー しかしどうにか手があるかもしれないぞ。手紙
類を郵便局に運ぶのは普通若い人間だ。ひょっとしたら出来るかもしれない。出来なけれ
ば別のやり方だ。ある法律家の一人の書記を知っている。奴はすでに私から幾つかのグロ
ッシェン貨幣を貰っている。書記達は互いに皆顔馴染みだ。彼に二ターラー与えたら、彼
は自分の同僚から手紙の記録を世話してくれるかもしれない。三ターラー浮くわけだ」。
ファイテルはこの決心を固めた後、弁護士の家へ行き、誰かを待っている具合に立ち止

まって、事務所の建物が目に入るようにした。面会時間の終わる直前の時間で、流行る公
証人の許で相談していた幾人かが階段を下りて来た。ようやく急ぐ足どりが聞こえて来て、
若い男が手紙の束を抱えて家から飛び出て来た。ファイテルは歩幅を大きくして、彼の後
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を行き、次の角で方向転換をして、この書記の前に立った。彼は自分の帽子に手を触れた。
「貴方は法律顧問官ホルンの事務所の方ですか」。 ー 「そうだ」と書記は急いで言っ
て、更に進もうとした。
「私は田舎からの者で、三日前から法律顧問官殿からの至急便を待っています。顧問官

と面会するために今日出て来ました。ひょっとしたら貴方自身郵便局で私宛の手紙を渡せ
るかもしれません」。
不審そうに書記は彼を見つめて、尋ねた。「貴方のお名前は」。ファイテルはポケット

に手を入れて、素早く八グロッシェン貨幣を取り出して、言った。「お若い方、私は不正
なことを考えていません。私はただ、貴方の御厚意で私宛の手紙があるか見せて頂きたい
のです」。
「貴方のお金を受け取ることはできない」と短く書記は答えて、更に行こうとした。「貴
方のお名前は」。
「オストラウからのベルンハルト・マグデブルクです」と素早くファイテルは言った、

「私の伯父宛の手紙があるかもしれません」。
「中には貴方宛の手紙はありません」と書記は答えた、素早くアドレスを識別していた。
ファイテルの目は手紙に釘付けになった。手紙を燃やし尽くしかねない目つきであった。

しかし両目で書記の手の動きに付いて行くことが出来なかった。そこで彼は素早く手紙の
束を握った。怒った書記が反対の側から彼を掴んで、「貴方は何ということをなさるので
す。とんでもないことをなさる」と叫ぶ間に、彼はざっと急いで宛書きを読み、平静に落
胆して手紙を戻し、帽子を手にして言った。「有り難う、私宛のものは何もない」。怒っ
た書記は彼を止めようとした。「貴方は何でこんな厚かましいことをなさるのです ー」。
「郵便局が閉まりますよ」とファイテルは上機嫌で言った、「私はこれから自ら法律顧

問官殿の所へ行きます」。こう言って彼は素早く家の方へ向きを変えて、書記から逃れた。
書記は一瞬この厚かましさに茫然として立ち止まっていたが、ようやく遅れた時間を取り
戻すべく郵便局へ急いだ。
ファイテルの素早い観察能力にもかかわらず、記憶出来たアドレスはほんのわずかなも

のでしかなかった。「ひょっとしたらこれであのドゥカーテン金貨の分は得られたかもし
れない」と彼は言った。「得られなくても、問題なかろう」。彼はゆっくりと家々の側を
迂回しながら帳場へと戻って、ドアの側に立ち、聞き耳を立てた。立派なピンクスが語っ
ていたが、しかし小声であった。ファイテルはわずかしか理解出来なかった。ようやく声
が次第に大きくなって来て、両殿方の間での喧嘩のように聞こえた。
「ただの一回に対して何故そんな大金を要求なさるのか」とエーレンタールは怒って叫

んだ、「貴方には騙された、貴方は信頼出来る男と思っていたのに」。
「信頼して貰いたいのだ」とピンクスの声がその間に響いた。「しかし四百ターラー貰

わないと、仕事にはならない」。
「どうして仕事にはならないと言えるのです。この仕事全体何が分かっているのです。

この仕事が分かるとはおかしな話しだ」。
「私は良く分かっているから、男爵の許に行って、私の承知していることを告げて、男

爵に四百ターラー払って貰うことも出来るのだ」と大声でピンクスは叫んだ。
「貴方は劣等な人間だ」とエーレンタールは怒って叫んだ。「[貴方はスパイだ]。巣穴でピ
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ーピー鳴く鼠のように厭わしい。貴方は誰を相手にしているか御存じか。私を相手にそん
なことを仰有るとは」と彼は次第にに怒りを募らせて続けた、「貴方の信用を剥脱して、
仕事仲間の皆に貴方を劣等な奴と触れ回すことに致しますぞ」。
「私は男爵に、何と貴方は劣等な人間が、注進することに致します」とピンクスの方は

怒って叫んだ。
この言葉の際にドアが開かれた。ファイテルは一つ飛びで階段の影の中に入った。
「貴方には明日早朝まで熟慮の時を与えよう」とピンクスは出て行きながら帳場に叫び

返して、走り去った。
ファイテルは至極悠然と帳場に足を踏み入れた。彼の店主は、檻の中の野獣のように小

さな部屋の中をあちこち突進していて、ファイテルに少しも気付いていなかった。「この
レーベルがこのような裏切り者になるとは神も仏もない。奴は市場で何でも喋り散らすだ
ろう。私は破滅だ」とエーレンタールは嘆いて、両手を打ち合わせた。
「何故貴方を破滅させるのです」とファイテルは尋ねて、自分の帽子を事務机に投げた。
「ここで何をしている。何を聞いたのか」とエーレンタールは怒って彼に叫んだ。
「すべて耳にしました」とファイテルは冷たく言った、「両人とも叫んでいて、玄関で

聞こえていました。何故貴方は私に仕事のことで秘密になさるのです。貴方の計画を私に
教えて下さっていたら、レーベルはもっと安く片付けていたことでしょうに」。
エーレンタール氏は凝然と大胆な若者を見つめて、ただこうとしか言えなかった。「ど

ういうことだ」。
「私はピンクスの正体を知っています」とファイテルは続けた。今や演じられることに

なる芝居の共演者となる覚悟であった、「貴方が彼に百ターラーお与えになったら、彼は
貴方に忠実な男となって男爵に立派な抵当権を売りつけることでしょう」。
「抵当権について何故知っているのか」とエーレンタールは驚いて発した。
「私は助ける気になれば、貴方のお役に立てるよう十分に承知しています」とファイテ

ルは答えた、「私を信用して頂ければ、貴方をお助け致しましょう」。
エーレンタール氏は相変わらずびっくりして彼の簿記係の顔を見つめていた。彼は自分

よりも助手の方がもっと冷静な血と決然さとを有しているかもしれないと漠然と感じた。
とうとう喜びと不安の混じった声で叫んだ。「貴方は健気な人間だ、ファイテル。ピンク
スを連れ戻して来て欲しい。彼に百ターラー与えよう」。
「手紙の宛書きも読みました。法律顧問官が郵便で出した宛書きです。その中には法律

委員ヴァルター宛の手紙があります」。
「そうだと思っていたのだ」とエーレンタール氏は喜んで叫んだ、「でかしたぞ、イッ

ツィヒ。レーベルを呼んで来なさい」。
「法律顧問官の書記に五ターラー払うことになります。それに一ドゥカーテン金貨を頂

きます。合わせて八ターラーと五グロッシェン半」とその場から動かず、ファイテルは続
けた。
「構わないぞ」とエーレンタールはぞんざいな手の仕草で知らせた、「お金は与えよう。
しかし、とにかくピンクスに会わなければならない」。
ファイテルは急いで家に向かって、飛び出した商売人を探した。この商売人は自分の部

屋に戻っていて、部屋で彼も興奮してあちこち動き回り、エーレンタールに言われたすべ
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ての当てこすりを憤慨して反芻していた。
ファイテルはドアを開けて、元気に言った。「ピンクス、エーレンタールからの使いで

す。貴方は百ターラー受け取って、私の旦那を助けてやって下さい。貴方が彼の弱みを握
っていて、男爵の許で彼を売るつもりなら、私は貴方の弱みを握っていて、警察に貴方を
売ることになります」。
ピンクスは立ち止まって、ファイテルに向かって唇にしていた悪態を抑えた。「私は正

直な男だ」と彼は反抗して叫んだ、「警察を恐れるいわれはない」。
「警察は、貴方が隣の家にどんな倉庫を持っていて、誰からその品を買ったか尋ねるこ

とでしょう。しかし貴方を売る気はありません。エーレンタールは貴方に百ターラー差し
上げることでしょう。貴方は今から貴方の家の一室と一ベッドを私に安値で提供し、これ
から私を若造と見なさず、貴方と同じような商売人と見なして頂きたい」。
ピンクスはびっくりし、打ち負かされ、捕らえられた。彼はしばらくまだ罵っていて、

両手両足で、自分に抵抗を許さない敵対的雰囲気に対し戦っていた。彼はしばしば自分の
正直さを誓って、エーレンタールに対する強い苦情を交えていたが、道徳的憤激の涙は次
第により小さく、より短くなって、最後に彼の心の中で優しいさざ波が生じた。すべての
平和的立派な価値に対し恭順の印であった。
ファイテルは、暖炉に凭れて、この変化を冷静に待っていて、今やこの和解した者を勝

ち誇ってエーレンタールの許に連れ戻した。ここで両人の立派な男達は互いにまず憎悪に
満ちた視線で見比べて、それからお互いに握手して、お互いに敬意を保証し合った。一方
ファイテルはまた和平の守護霊として側に立ちながら、両人を或る感情を抱いて眺めてい
た。その感情は尊敬とは真逆のものであった。ピンクスは百テーラーの現金証書を胸に収
めて、この偉大な作戦ではもはや自分の助力は必要ないように見えたので、辞去した。そ
の後すぐファイテルはドアを、田舎からの商売人たるレーヴェンベルク氏のためにドアを
開けたが、エーレンタール氏がほとんど頼むようにこう言うと、内心微笑していた。「親
愛なるイッツィヒ、もう去ってよろしい」。彼は今日鍵穴から聞き耳を立てずに、満足し
て家に戻り、この同じ晩のうちにピンクスの二階の小さな部屋に移り、リキュールのグラ
ス酒を飲み、ピンクス夫人が彼に差し出した焼肉を食べた。
一方エーレンタール氏はレーヴェンベルクに、両人が一杯のグラスを飲みながら心地良

く互いに向かい合って座っているとき、言った。「法律顧問官ホルンが抵当権について、
貴方の地の法律委員ヴァルターに問い合わせていると知ったところだ。この男に何かしな
ければならないだろうか」。
「金で何かということは出来ない」と田舎からのこの男は思案して答えた、「しかし別

なやり方で何かしなければならないだろう。彼は私自身が伯爵の代理人から、この抵当権
を売るよう依頼を受けているとは知らない。私は自分の仕事のことで彼の許へ出掛けて、
口実を設けて、彼にその荘園と伯爵の状況を称えることにしよう。ひょっとしたら、私は
この抵当権を買う気があるとさえ言うかもしれない」。
エーレンタールは頭を振った。「彼が伯爵とその荘園を知っていたら、貴方が褒めても、

彼が推奨の手紙を書いて送る参考にはなるまい」。
「それが参考になるのだ。これらの法律委員達は我々に諸状況に関して問い質さなけれ

ばならない。彼ら自身では、羊毛とか穀物の売買がどのような状況になっているか、我々
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の具合のようには分からない。我々は我々の出来ることをしなければならない。これはこ
の商売のために役立つと思う」。
エーレンタールは憂鬱そうに頭を手に載せて、溜め息を付いて言った。「レーヴェンベ

ルク、打ち明けると、とても心配なのだ」。
「大丈夫、立派な利益となろう」と一方が慰めた、「貴方の有する買い手が、九十パー

セント支払う。パリの伯爵には七十パーセントが送られる。残りの二十パーセントのうち、
貴方は五パーセントを伯爵の代理人に、五パーセントを私の手間賃として払えばいい。十
パーセントは貴方のものだ。四千ターラーは資本の要らない商売では立派な儲けだ」。
「しかし心配なのだ」とエーレンタール氏は消沈して言った、「レーヴェンベルク、い

いかい。私は思い巡らすととても興奮する。ベッドに横になっているとき、眠れる晩は一
晩もないのだ。私の妻が『エーレンタール、眠っているの』と尋ねると、私はいつも言わ
ざるを得ない。『ジドーニエ、眠れないのだ。仕事のことを考えざるを得ない』と」。
三十分後特別郵便馬車が市門から出て行った。翌朝法律委員ヴァルターはレーヴェンベ

ルク氏の仕事上の訪問を受けて、同氏から冷静で納得の行くやり方で、勿論ザミンスキー
伯爵の諸状況は周囲で想定されているほどにはそれほど荒廃していないという見解を得る
ことになった。
一週間後、ロートザッテル男爵は弁護士の友から一通の手紙を受け取り、その中に法律

委員ヴァルター氏の文書の写しも見いだした。両法律家の鑑定は、抵当権の購入を、商売
として少なくとも必ずしも避けるべきものには当たらないと述べてあった。その翌日エー
レンタールが荘園を訪問すると、男爵は抵当権を受け入れる決心を固めていた。彼が誘わ
れたもの、絶えず、抗い難く誘われたもの、それは数千ターラーの素早い獲得であった。
それはエーレンタールとの以前の仕事で彼が知った実践の恵みであった。彼はこの抵当権
を立派なものと思っていた。仮に弁護士の友がきっぱりと諦めることを奨めても、ひょっ
としたら購入したかもしれない。
エーレンタールは少しも利己心を見せず、自分はかの地に商用旅行の計画があるから、

男爵から全権を受けて、彼の代わりに代理人との購入を結びたいと申し出た。男爵はこれ
を喜んで受け入れた。というのは本人自らが、購入の抵当権文書に記載されている額より
も少ない支払いをしなければならないとなると、体面上まずいと思われたからである。
一週間、彼は四万ターラーの抵当権の所有者となった。この抵当権のためには単に三万

六千ターラーしか支払わなかったのである。その上エーレンタールと彼の友は素敵な儲け
仕事をした。皆の中で最良の仕事をしたのは、イッツィヒであった。というのは彼は自分
の親方に対して重みを得ることになって、極秘の取引の際の助言者、事情通となったから
である。どの党派も満足していた。男爵は自分の立派な象眼された金庫を取り出して、美
しくて白い羊皮紙の代わりに、大きな黄色の、多くの手を経て草臥れた文書の束を入れた。
これが今から彼の財産となるのであった。 ー 彼は以前抵当書類を眺めていたときのよ
うに、注視することをもはやしなかった。彼は小金庫の蓋を素早く閉めて、写字台に押し
込んだ。全く老いて疲れた商人のようで、一仕事片付けてほっとしている者のようであっ
た。彼はレディー達の部屋へ急いで、そこで、エーレンタールの賀詞と平身低頭とを随意
に描いた。
「私はあの人好きではない」とレノーレが言った、「小さな唸るハムスターに見えるわ」。
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「今回は彼なりに少なくとも利己心なく振る舞っていた」と男爵は答えた、「実際こう
した商人達は皆何か滑稽な点がある。どんなに贔屓目に見ても、我らにとって、彼らの平
身低頭には笑いを抑えるのが難しいものがある」。
同じ晩エーレンタール氏は、彼の妻ジドーニエの許、長いナイトガウンを着て、満足げ

にあちこち歩いていた。彼は小唄を歌おうとしていて、娘ロザーリエの白いうなじを叩き、
彼の妻に時々ずる賢くて優しい視線を送っていた。それでとうとうエーレンタール夫人が
彼に尋ねた。「男爵との仕事が終わったの」。
「その通り」とエーレンタールは陽気に叫んだ。
「彼、男爵は、素敵な人」と娘が述べた。
「彼は立派な男だ」とエーレンタールは言った、「しかし彼には弱点がある。彼は深い

お辞儀とへいこらした物言いを要求し、他人の考えを拝借するために金を払う人間達の一
人だ。ただ背を丸めて、帽子を手に取って、語りかけられさえすれば、一パーセント失っ
ても構わないのだ。しかしこの世の中にはそうした人々も必要だ。さもないと我らの仕事
は成り立たないだろう」。 ー
同じ晩ファイテルも自分の部屋に座っていて、側には弁護士がいた。ファイテルは専門

語で済んだ仕事について話し、述べた。「それでツグミは罠にかかった。エーレンタール
は四千ターラー儲かった」。
ヒップスは眼鏡を外していて、ピンクス夫人がソファーと呼ぶ四角の木製の箱に真っ直

ぐに座っていた。世の営みを軽蔑し、自分の番人の脚に噛み付く賢い年配の猿に似ていた。
彼は自分の生徒の報告を、真面目に批判して聞いていた。そして時折頭を振ったり、自分
の趣味に合うような時、微笑したりした。
ファイテルは自分の報告をこう締め括った、つまり「エーレンタールは度胸がない。彼

は大きな仕事となると、機転が利かなくなる」。するとヒップス氏が馬鹿にして叫んだ。
「エーレンタールは鷽[お人好し]だ。彼は大きなことをやり遂げられない。彼は小者だ。
いつもそんな具合だった。肝心な所になると、ためらって、立ち止まってしまうのだ。彼
は貴族を、近付いて来るのを許す貴族を、チップ代で手なずけようとしても、男爵は結局
彼を階段から突き落とすことだろう」。
「しかし男爵をどうしたらいいのだろう」とファイテルは尋ねた。
「心配するようにさせなければならない。大きな仕事、絶えず続く心配事、終わること

のない日々の心配。これが男爵には耐えられない唯一のことだ。これらの貴族は、わずか
な仕事と多くの享楽に慣れている。子供のときから人生は万事簡単に出来ている。大きな
心配事が一年中頭を穿ったら、狂ってしまうことのない者は少ない。これで破滅する。あ
る者はせいぜい一日に二回農場を回ったら、それで自分は働いたと思う。一方荘園の行政
官は最良の仕事をして、時々主人の愚行を訂正しなければならない。 ー エーレンター
ルが男爵を自分の支配下に置きたいのであれば、大きな仕事に巻き込まなければならない。
エーレンタール自身何か大胆のことをしなければならない。しかしその決心がつかず、分
別を有しない。彼は単に鷽[お人好し]で、習った小唄を囀り、その後大きな頭を抱えて座
り込んでしまうのだ」。
そのように弁護士は教えて、ファイテルはこれらの賢い言葉を理解して、この小さな醜

い悪魔を敬意と臆病さの混じった目で見つめた。悪魔は彼の前で激しい身振りをしていた。
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ようやくヒップス氏は、ブランデー瓶を掴んで、テーブルで叩き、言った。「今日は更に
一本だ。私の今言ったことは、若い痴れ者よ、二本目の瓶以上の価値があるぞ」

5.

「俺は今日十八歳だ」とカールは父親に向かって言った。父親はある日曜日満足してそ
の部屋に座っていて、飽きずに立派な若者を見つめていた。
「その通りだ」と父親は答えた、「ケーキには十八本の明かりだな」。
「それでお父さん」とカールは続けた、「俺は何者かになる年です」。
「おまえがか」と父親は驚いて尋ねた、「おまえはおまえ以外の何になるつもりか。お

まえは小男で、生涯それにしかなれない」。
「とにかく永遠に小男と言うのは止めて欲しい」とカールは応じた、「俺は積込み人に

なりたい」。
「そうか、まあ聞きなさい」と老父は叫んだ、「積込み人だと。何でむしろ市長とか国

王とか他のものではないのか」。
「俺には十分力がある」とカールは決意して続けた、「俺は自分で若干稼ぎたい。一人

前の男になりたい。ヴォールファルトさんはもう一年前から自由な立場だ。俺は相変わら
ず少年のままだ」。
「何か稼ぎたいのか」と老父は繰り返して、ますます驚きを大きくして息子を見つめた、
「私の稼ぎが十分でなく、もっと必要だと言うのか。何故そんなけちんぼみたいなことを
言うのか」。
「ずっと父上の革の前掛けに頼ってばかりではおれない」とカールは言った、「父上が

千ターラー稼ぐからといって、俺が一人前の男になれるわけではない。父上がいつか亡く
なれば、俺はどうしたらいいのです」。
「私は亡くなることだろう、小僧」と巨人は頭で頷いて言った、「分かっている。二，

三年のうちだ」と彼は付け加えた、「その後おまえはなりたいものになればいい。ただ積
込み人は駄目だ」。
「どうして父上みたいになれないんかい。頑固に言わないで欲しい」。
「分かっちゃいないな。野心は捨てろ。野心の強い者には我慢ならない」。
「積込み人になっちゃいけないのであれば」とカールはまた叫んだ、「それでも何かを

習得しなくちゃならない。分かってよ、お父さん」。
「何も習得しなかったと言うのか」と老父は困って叫んだ、「哀れな奴だ。何とすべて

のことをおまえの小さな頭に詰め込んでやったことか。小学校が二学年、町の学校が四学
年、実科学校が二学年だ。八学年学んで、すべての品物を店員同様に良く知っている。こ
れは大したものだ。満足を知らない若造だな」。
「そうだ。俺は職業のために何かしっかりした事を学ばなければならない」とカールは

言った、「靴屋とか仕立屋、商人、あるいは機械工」。
「心配するな」と父親は負けずに言った、「その点おまえの教育では配慮して来た。お

まえは実用的で、 ー 正直者だ」と彼は付け加えた。
「そうは思うよ」とカールは言った、「しかし俺は一足の靴を作れるかい。スカートを
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仕立てられるかい」。
「おまえは出来るぞ」と老父は穏やかに言った、「試してみろ。出来ることだろう」。
「そうかもしれない、つべこべ屋さんよ。明日俺は皮を買って、一足の靴を縫うとする。
きついと父上は感ずることだろう」。
「そうだな」と父親は応じた、「この靴は履かないだろう。ひょっとしたら二番目も履

かないかもしれない。三番目をおまえが作るまで待つことにしよう。それはきつくないだ
ろう」。
「それではきりがない」とカールは怒って言った、「どこに助言を求めたらいいか、分

かっている。今のままではいけない。同じ事を父上に告げる誰かさんを寄こすからな」。
「そんなに野心を起こすな、カール」と老父は頭を振って言った、「今日の一日が面白

くなくなる。ビールのジョッキを寄こしな。良い子でいろ」。
カールは大きなジョッキを父親の前に置いて、すぐその後帽子を被って部屋を離れた。

父親はビールの許に座ったままであったが、快適さが奪われ、再三カールが出て行ったド
アの方に目を向けていた。彼が部屋を見回してみると、自分の息子の楽しげな顔が見えず、
寂しかった。とうとう彼は隣の寝室へ行って、どすんとベッドに腰を下ろし、ベッドの下
から重たい鉄の箱を引き出した。彼はチョッキのポケットから取り出した鍵で開けて、次
々と金の袋を取り出し、頭数を数えて、それから箱をまたベッドの下へ押し込み、安心し
て家での飲酒に取りかかった。
その間カールは日曜日の晴れ着を着て、急ぎ足で町へ歩いて行き、アントンの部屋へ入

った。「お早う、カール」とアントンは彼に呼びかけた、「何を持って来たのかい」。
カールは厳かに始めた。「俺は自分の将来を相談に来た。父親とはそれについて話せな

い。積込み人になりたいのだが、老父はそれを嫌っている。俺は何か別の者になるつもり
だ。しかし父は自分が死んでからにしろと言うのだ。素敵な慰めだ。彼は丁度またゴリア
ト[巨人]そのものになっている。俺は今日十八歳になった。別人にならなければならない。
俺はここの店ではいつも一緒にいるが、しかしいつも何か一人前ではない」。
「その通りだ」とアントンは理解を示した、「ともあれ、誕生日おめでとう。ちょっと

待て。ここにそなたのための本がある。お祝いの贈り物だ。名前を記入して置こう」。
「忠実なカールに、アントン・ヴォールファルトより」と喜んでカールは読んだ、「有

り難う、ヴォールファルトさん。もう六十五冊の本を持っている。今二番目の列が一杯だ」。
「それではこちらの私の許に掛け給え。相談することにしよう。一体私に何が出来ると

いうのかい。シュレーターさん自身と話した方がいいのではないか。そなたの名親だし」。
「偉すぎるから」とカールは真面目に応じた、「俺が苦情を言っていると父親が思いか

ねない。貴方の許がもっと親しい」。
「分かった」とアントンは賛同した。
「それで折を見て、俺のことで父親と相談して欲しいのだ。父は貴方を大いに信頼して

いる。貴方が俺に好意を寄せていると父は知っている」。
「いいよ」とアントンは言った、「しかし何になる気だい」。
「何でもいいのだ」とカールは答えた、「ただ何か一人前になりたい」。

次の日曜日アントンは父親の方へ出掛けた。
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積込み人長の住まいは河畔の小さな家で、卸し市場から遠からぬ地であった。それは彼
の持ち家で、薔薇色に塗られていて、近隣の家々からすでに遠くからでも目立っていた。
アントンはドアを開けて、巨人がそもそもこのような小さな建物に住んでおれることに驚
いた。老シュトゥルムが起き上がって、彼に挨拶をすると、この住まいに耐えるのに、こ
の強大な男は絶えず辛抱しなければならないと彼は納得した。というのは父親が力を出し
て手足を伸ばすと、必ずや天井や壁を壊して、頭と両拳とを外の大気に突き出さなければ
ならなかったであろうからである。この巨大な男は訪問を喜んで、上着もチョッキも着ず
に、彼の前に立っていて、挨拶して彼の手を差し出した。この手は恐らく普通の大きさの
カボチャを抱きかかえることの出来るものであった。
「ヴォールファルトさん、貴方と家で会えて嬉しい」とシュトゥルムは言って、出来る

限り優しくアントンの手を握った。
「シュトゥルムさん、貴方には少し小さいですね」とアントンは我って答えた、「この

部屋でお会いする時ほど、貴方が大きく見えることはなかったですよ」。
「私の父はもっと大きかった」とシュトゥルムは上機嫌で答えて、背伸びし、それで顎

が暖炉の上の縁に収まった。「これほど私の父は大きかった」と彼は言い、天井に沿った
多彩な色付き縁を示した。そこには鉛筆で幾つかの印が付けられていた。「これほどの背
丈で、更に肩幅があった。彼は積込み人の最年長で、この地で最も頑丈な男だった。それ
でも貴方の半分もない樽のせいで死んでしまった。ここに、ヴォールファルトさん、お掛
けなさい」。彼は樫の木の椅子を押しやった。それはとても重いもので、アントンは苦労
して引き寄せた。シュトゥルムは物音を立てて、ベンチに腰掛けた。「私のカールが貴方
の許を訪ねたこと、そして貴方が奴にとても好意的だと話していました。奴は良い子で、
奴のことを喜んでおります。しかし彼は変わり種となってしまった。母親が小さな女だっ
た」とシュトゥルムは悲しげに付け加えて、一杯のビールに手を伸ばした。それは一クヴ
ァルト[液量単位]以上あるもので、そのグラスを手に取ると、最後の一滴まで飲んでしま
ってから、再びテーブルに置いた。
「これは樽ビールだ」と彼は詫びて言い、「貴方に一杯差し上げようか。これは我らの

仕事の慣習で、他のものは一切飲まないのだ。これを一日中飲む。我らの仕事は汗をかく
からな」。
「息子さんは、聞いたところでは、貴方の組合に入りたいらしいですね」とアントンは

水を向けた。
「積込み人のか」と巨人は尋ねた、「いやそうは行かない。どうしてもだ」。彼は自分

の手を親しくアントンの膝の上に置いた、「そうは行かない。私の亡き妻が臨終の床で頼
んだのだ。何故って。それはつまりこうだ。我らの仕事は立派なもので、ヴォールファル
トさん、貴方が最も良く御存じでしょう。我々男性は他に余り見られないほど信頼されて
いる。商会の積込み人になることは名誉なことで、これには何百人と応募して来るが、誰
一人我々は認めない。力を有する者はわずかで、更に若干の別なものを有する者は更に少
ない」。
「正直さのことですね」とアントンは言った。
「全くその通り」とシュトゥルムは頷いた、「これは強壮な者にも欠ける。毎日あらゆ

る種類の最良の品質の品を大樽や箱の中、眼前に有し、自分の品のように扱いながら、決
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して中に手を入れない。これは残念ながら誰にでも普通に出来ることではない。御承知の
ように我々は互いに信用している。それに収入も悪くない。いや上等だ。私の亡き妻は貯
金缶や靴下やそうしたものを頼っていた。彼女が亡くなったとき、彼女の箱の底は皆口を
縛られた靴下が詰められていた。それらが箱の中に太った雲雀の尻のように並んでいた。
一切合切我らのカールのためだ。銀貨ばかりでなく、金貨もあった。彼女は倹約家で、一
切を貯めていた。これはしかし私のやり方ではない。何故かって。 ー 実用的な者は、
金の心配はいらないからな。それでカールは実用的な人間になる。しかし積込み人ではな
い」と彼は頭を振って付け加えた、「私の亡き妻はこれを望まなかった。それは正しい」。
「貴方の仕事は緊張が絶えません」とアントンは同意した。
「緊張だと」とシュトゥルムは笑った、「それは力を有しない者には緊張が強いられる

だろう、それで背骨が折れるほどかもしれないが、しかし緊張が問題ではない。何か別の
ものだ。これだ」。こう言いながら彼は隅から大きな甕を持って来て、自分のジョッキを
一杯にした。「樽からのビールだ」。
アントンは微笑した、「貴方や貴方の同僚は大いにこの薄い飲み物を飲みますね」。
「沢山だ」と自負してシュトゥルムは言った、「これは我々の仕事の習慣だ、慣習だ。

以前から積込み人の許ではそう考えられて来た。積込み人は力が必要だ。誠実な男でなけ
ればならない。そして樽からのビールを飲まなければならない。これは我らの仕事で必要
なのだ。これができないと耐えられない。水を飲んでいては虚弱になる。ワインやブラン
ディーも同様だ。ただ樽からのビールが利く。これとプロヴァンスの[オリーブ]油だな。
御覧なさい、アントンさん」。巨人は腕を突き出して、棚から小さなグラスを取りだし、
半分をオリーブ油で満たし、残りの半分をビールで見たし、一塊の砂糖をその混合物に入
れ、アントンが驚いたことにこの厭わしい液体を飲み干した。「これが強壮にする」と彼
は言った、「これが我らの組合の秘密だ。これが力を保ち、このような両腕を作るのだ」。
彼は誇り高く自分の腕をテーブルに置いて、テーブルを自分の手で抱きかかえようとして
空しかった。「しかしこれには難点がある」と彼は付け加えた、「我々のうち誰も五十歳
以上になれない。貴方は老いた積込み人を見たことがありますかな。見たことはない。と
いうのは一人もいないからな。五十歳は一人の者がなれる最高の年で、それ以上はビール
の精が許さない。私の父は亡くなったとき五十歳だった。我々が最近埋葬して男、 ー
シュレーターさんも葬儀には参列されたが、 ー 彼は四十九歳であった。私はそれまで
にはまだ数年ある」と彼は安心させるかのように付け加えた。
アントンは案じて、積込み人の正直な顔を眺めた。「しかしシュトゥルム、貴方はその

ことを承知していながら、何故節制なさらないのです」。
「節制だと」とシュトゥルムは驚いて尋ねた、「節制とは何です。誰も我々はそんなこ

とを考えません、一日に二分の一杯で四十杯、これはいつのまにかだと、大したものでは
ない」。
アントンは信じられぬ思いで積込み人を見つめた。
「それだけ私は飲んでいる」とシュトゥルムは言った、「最近我々が埋葬して男はもっ

と飲むことが出来た。私よりも強壮である週もあったのです。ヴォールファルトさん、し
かしそれ故私のカールは亡き妻の意志に従って、むしろ別な者になって欲しいのです。こ
こだけの話し、高齢を全うするのは馬鹿な話しです。積込み人でない人間でも、ごく少数
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の者しか五十歳以上になれません。人々は襁褓の時から色々な病気にかかって死にます。
我々積込み人が全く知らない病気が基で死にます。しかし私の妻はとにかくそう望んだの
です。それが理由かもしれない」。
「それで何か別なことを考えておられたのですか」とアントンは更に尋ねた。「彼は店

ではとても有益で、彼が店にいなくなると、皆寂しく思うでしょう」。
「それが問題です」と積込み人は遮った、「貴方の仰有ったことは正しい。貴方は彼が

いなくなると寂しく思われる、私もそうです。私の妻が亡くなってから、私はこの家でひ
とり身だ。この壁の中で私の少年の赤い両頬を見ると、私は満足する。シュレーター氏の
店で、彼の小さなハンマーの音を耳にすると、心の中で楽しくなる。彼が私の許から去っ
て、この部屋に一人っきりになると、どう耐えていいか分からない」。
この男は内的動揺で震えた、「でも彼はすっかり貴方の許を去らなければならないので

しょうか」とアントンはようやく尋ねた、「ひょっとしたらまだ数年は貴方の許に住める
かもしれない」。
シュトゥルムは意味深に頭を振った、「私は彼のことを知っている。彼はそうは出来な

い。彼は一度何か始めると、悪魔のように追いかけて行く。そうなるとその一つのことし
か考えない。しかし私はこの数日考えて来た。貴方に話すことにしよう」と彼は信頼して
続けた、「私は自分のことを考えていたら、間違いを犯すことになろう。この少年は私の
ためにこの世に生まれてきたのではない。自分自身のためだ。彼は何者かになるべきだ。
そこで私は問うて見る。亡き妻が存命であれば、この少年のために何を願うだろうか、と。
妻には一人の弟がいた。私の義弟に当たる。この義弟は田舎にいる。自由農の荘園で、大
きな川の由来する向こうの高台にある。立派な男だ。幾多の騎士領と交換しようとしない。
彼は毎年、羊毛を刈り取ったとき、私の許にやって来る。彼は私のことも、カールのこと
も知っている。自分の手許に置けないのであれば、彼に私の少年を預けたい。こちらから
はるか遠くにある」と彼は悲しげに結んだ、「しかし親戚だ」。
「それは良い考えです、シュトゥルムさん」とアントンは言った、障害が少ないことを

喜んでいた、「しかし農業を独立してやるには普通、財産がそれなりにあることがただ前
提となると聞いて来ました」。
「それはある」と巨人は、自分の指を持ち上げて、秘密めかして言った、「彼は財産が

ないわけではない。母親由来のもの、それに若干父親由来のものがな。しかし彼は何もそ
れについて知らない。実用的になって欲しかったからな。貴方も何も彼に言わないで欲し
い」。
「父親らしくそのように息子さんのために配慮されているのであれば」とアントンは叫

んだ、「彼をこれ以上不安な思いにさせないで下さい。彼が自分の今の仕事に満足出来な
いと感じているのは、健気な所です」。
「彼にすぐ知らせてやろう」と老父は立ち上がって言った、「彼は庭にいる。貴方もい

て欲しい」。シュトゥルムは家の中へ入って、庭の中へ力強い声で叫んだ。カールは近寄
って来て、アントンに挨拶し、期待一杯にアントンの方を見、父親の方を見た。老父はま
た静かに腰を下ろして、普通の調子で尋ねた。「小さな小男よ、農場経営者になりたいか」。
「農場主」とカールは叫んだ、「それは考えたことがなかった。その場合父上から離れ

なければならない」。
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「彼もそう思っている」とアントンに向かって頷いて、老父は言った。
「離れるべきというのは、父上の意志ですか」とカールは驚いて尋ねた。
「勿論そうだ、小さな奴よ」と真面目に父親は言った、[「これは私の意志に違いない。おまえの亡き

母の遺言で仕方ないのだ」。

「叔父さんのところへ行くのですね」と息子は叫んだ。

「叔父さんのところしかない」と父親は言った、]「抗弁しても無駄だ。この件は決まった。勿論叔父さ
んがおまえを望むことが前提となるが。農場経営者になればいい。一人前のことを学ぶの
だ。父親の許を離れることになる」。
「父上」とカールはしょんぼりして言った、「父上の許から離れるべきとなると、都合

良くない」。
「おまえには都合良いのだ、野心的な小男よ」と老父は叫んだ。
「それでは一緒に田舎に来てよ」と息子は言った。
「私が田舎に行けだと、ホ・ホー」とシュトゥルムは笑って、部屋のドアが震えた、「私
の小男が私をポケットに入れて、一緒に田舎を連れ回すのか」と彼は大いに笑って、最後
に目の上に手を持って行った。「こちらに来い、カール」と彼はとうとう言い、息子を引
き寄せ、息子の頭を長く大きな両手の間に持っていた。「おまえは良い奴だ。別れはこの
世では定めだ。今ではなくても、数年後には生ずる」。
かくてカールは商会から去った。彼は最後の日々、自分の動揺を軽い口笛の背後に隠そ

うとしたが出来なかった。彼は友のプルートー[犬]と自分が店に連れて来た猫を優しく撫
でた。彼は自分の小さな仕事を途方もなく熱心に行って、その際出来るだけ父親の側にい
た。父親も一日中再三息子の方を見て、時々樽の方から離れて、ゆっくりと彼の方へ歩み
寄り、手を黙って彼の頭に置いた。
「農業は難しくないか」と父親シュトゥルムは大きな秤の前でアントンに向かって言っ

て、問うように彼の顔を見つめた。
「簡単ではありません」とアントンは答えた、「ひょっとしたら我々の仕事よりも勉強

することが多いかもしれません」。
「勉強か」と老父は叫んだ、「勉強は多いほど、彼には好ましい。それは問題ない。た

だそれは難しい[重たい]のか」。
「いや」とピックス氏は言った、彼はこの巨人の言葉をもっと良く理解していた、「農

業で重たいものは何もない。最も重いのは小麦の袋で百八十ポンド、豆は二百ポンド。そ
れも彼が持ち上げる必要はない。下僕達が行う」。
「農業経営がそんなであれば」とシュトゥルムは軽蔑して叫び、身を高く起こした、「そ
れを奴が持ち上げるかどうか、構わない。二百ポンドなら私の小人も持てる」。

6.

アントンは今や彼の帳場の義務に忠実な通信員であった。彼の友の騎士的技芸に対して
冷淡に振る舞った。フィンクが彼を連れ出して、日曜日に馬とか射撃台で一緒になれたの
はほんの時たまであった。これに対しアントンはフィンクの書架をフィンク自身よりもも
っと利用した。長い苦労の末に、英語の発音の神秘に分け入ることが出来た。熱心に彼は
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機会を見つけて、フィンクの許で自分の言語能力を試そうとした。しかしフィンクはとて
も気まぐれな、良心の欠如した教師という不都合があったので、アントンは自分の舌を或
る教養あるイギリス人の規律に任せた。
あるとき帳場の自分の席から、ドアが開いたとき見上げて、極めて驚いたことに、ファ

イテル・イッツィヒが入って来るのに気付いた。オストラウの市民学校の同級生である。
彼はこれまでほんの時たまにしか彼と出会っていなかった。この若者の生意気な本性、こ
の若者が容易に語りかけてくるであろう親しげな「おまえ」呼ばわりの恐れで、彼は町の
人混みの中にファイテルの鼻先を認めると、すぐに自分の目を他の雑多なものに向けるの
であった。更に驚いたことに、ファイテルはシュペヒト氏の「何の御用でしょう」の問い
かけに品良くこう答えたのであった。自分はヴォールファルト氏と話したい、と。
アントンは自分の席から帳場の空いた部屋に行った。するとファイテルが語りかけた。

「貴方は私のことを知っているだろう、私に挨拶せずによく私の側を通り過ぎるけれども」。
「元気かい、イッツィヒ」と冷たくアントンは尋ねた。
「元気はない」とイッツィヒは肩をすくめて答えた、「商売繁盛ではないのだ。 ー

貴方にこの手紙をエーレンタールの息子から預かった。そしてベルンハルトはいつ貴方を
訪問したらいいか、貴方の返事を知りたいとのことだ」。
「私を訪問するのか」とアントンは尋ねて、ファイテルの手から名刺と一通の手紙を受

け取った。手紙はアントンの語学教師からのもので、アントンはエーレンタール氏がちょ
っと昔の英語作家について文学史的順番で読み進めようとしている授業に参加する気があ
るか問うものであった。
「ベルンハルト・エーレンタール氏はどこに住んでいるのだ」とアントンは尋ねた。
「父親の家だ」とファイテルは答えて、顔を歪めた、「彼は一日中部屋に籠もっている」。
「私はこの殿方を自ら訪問しよう」とアントンは言った、 ー 「良い朝を、アントン

さん」。 ー 「良い朝を、イッツィヒ」。
アントンは教師の誘いに応じたいという気分に余りなれなかった。エーレンタールの名

前は帳場では芳しくなかったし、イッツィヒの出現も、この申し出をより感じよくするも
のではなかった。しかしイッツィヒが彼の雇い主の息子について語ったときの皮肉な調子
や、ベルンハルトについて調べた際耳にした個々の点のせいで、この件を少なくとも考慮
して見ようという気になった。かくて彼は数日後、帳場が閉まった後、エーレンタールの
家を訪ねた。息子から受ける印象で決めようと決心していた。
彼は白く塗られたドアに足を踏み入れ、太い陶器製の握りを引いて、もじゃもじゃ髪の

料理女によって、詳しく名乗らずとも、若いエーレンタールの部屋へ案内された。そこは
古い家具や飾り気のない本棚のある長く、狭い部屋で、書棚には多量の大小の本が雑然と
重ねられていた。ベルンハルトは書き物机に屈んで自分の仕事に没頭していて、アントン
がすでに部屋の中に入ってきたとき、ようやく顔を上げた。急いで彼はシャツの上の普段
着の上着のボタンを留めて、客人に近視の者が入室者に挨拶するとき特有の覚束なさで進
み出て来た。興味深くアントンは商人の息子を眺めた。上品な面影の華奢な体で、栗色の
カールした髪と好意的表情の対の灰色の目であった。ベルンハルトは客人を小さなソファ
ーへ促した。アントンは自分の訪問の目的を述べた。ベルンハルトは内気に、自分はすべ
ての点で彼の訪問の願いに応じたいと答えた。アントンがレッスン料を尋ねたとき、驚い
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たことに、エーレンタールの息子は若干当惑して言った。「私は実際今この瞬間まで知ら
ないのです。しかし教師にやはり支払いたいという御意向なのであれば、すぐに問い合わ
せてみましょう」。その後アントンは、こう尋ねずにはおれなかった。「貴方は父上殿の
仕事をしているのではないのですか」。
「いやそれは違う」とベルンハルトは、この不都合を詫びながら、答えた。「私は大学

で学びました。私の宗派の若者には国家の職に就くのが容易ではないので、それに家族と
一緒に暮らせるので、私はこれらの本と取り組んでいます」。そう言って、彼は愛に溢れ
る視線を書架に向けて立ち上がり、それらの本を客人に紹介したいかのようにその間近に
寄った。アントンは幾つかの金色のタイトルを読み、礼をして言った。「これは私には余
りに学が深すぎる」。それは東洋の作品の版であった。
ベルンハルトは微笑した。「ヘブライ語を通じて私は他のアジアの諸言語に導かれまし

た。これらの言語の生命や古代の詩の中には多くの異国風な美があります。筆写本もあり
ますよ、筆写本を見たいというご関心があれば」。
彼は一つの引き出しを開けて、奇妙に見える草稿の束を取り出した。目を輝かせて、彼

は最上の束を開けた。緑の絹の装丁で、黄金の糸で異国風に織り込まれていた。彼はアン
トンに文字を眺めさせた。そしてアントンがこの文字は何の言語か少しも分からないと述
べると満足していた。
「アラビア文字です。しかし勿論まさにこの筆写はとても読むのが難しい。 ー こち

らは私の好きな詩人、ペルシア人フェルドウスィー[Firdusi]です。しかし筆写では単に彼
の詩の小さな断篇しか有していません」。
アントンは彼に言った。「このすべてを理解するには大変な学識が必要でしょう」。
「ただ若干の忍耐は必要です」とベルンハルトは謙虚に答えた、「美しいものに対し心

を有する者は、やがてそれを見いだします。たとえ東洋の吟遊詩人の着る異国風な衣装の
下であっても。私はペルシアの詩の翻訳をしております。貴方がいつか閑暇があって、こ
のようなものが退屈でなければ、お許しを得て、試しに短いものを朗読してみましょう」。
アントンは丁重に、早速聞きたいと願い出た。若いエーレンタールは書き物机の上の一

枚の紙を手に取って、素早く、若干無器用に小さな愛の詩を朗読した。それは或る賢い飲
み助が彼の恋人をあらゆる可愛い事物と、つまり動物や植物、太陽、他の天体と比較して、
そのついでにゼロテ派[一世紀の狂信的ユダヤの結社]の坊主を叱りつけている無数の詩の
一つであった。正直なアントンはその入り組んだ形式と緊迫して表現に畏敬の念を覚えた。
しかしそれでもこの朗読者がこう叫んだとき、滑稽に思われた。「でしょう、美しいでし
ょう。この思考のことです。言葉の美しさをドイツ語で再現することは、私には手に負え
ませんので」。こう言いながら彼は夢中になって宙を見つめた。あたかも毎日五本から六
本のシラズ[イランの地]のワインを飲み、毎晩自分のズライカに接吻する男のようであっ
た。
「本当に愛することが出来るためには、酒を飲まなければならないのだろうか」とアン

トンは言った、「我々の許ではワインなしでも可能です」。
「我々の許では」とベルンハルトは答えた、「人生はとても冷めたものだ」と言って紙

片を真面目にテーブルに置いた。
「思うに、そうではありません」と熱心にアントンは答えた、「人生について私はまだ
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ほとんど知りません。しかし我々にも陽光があり、薔薇があり、生存への喜びがあり、偉
大な情熱や珍しい運命があって、詩人達によって歌われています」。
「我々の現在は」と賢くベルンハルトは答えた、「とても冷たく単調なものです」。
「そのことを私はすでに何度か本で読みました。しかし何故そうなのか、分かりません。
私はそうだとも思いません。思うに、我々の人生に不満足な者は、テヘランやカルカッタ
での人生は、もっと長くそこで暮らしてみたら、もっと満足できないことでしょう。そこ
は我々の許よりはるかに単調で、退屈でしょう。私はこのことも旅行記から読み取ってい
ます。旅行者にとって魅力なのは、新しいものです。異国が日常のものとなってしまえば、
きっと別様に見えることでしょう」。
「我々の文明化された営みは何と大いなる印象の点で貧しいものか」とベルンハルトは

応じた、「このことは貴方の仕事でも時々感ずるに違いありません。貴方のしなければな
らない事は、とても散文的です」。
「それは反論します」と熱心にアントンは答えた、「商売ほど面白いものは他に何も知

りません。我々の無数の糸の多彩な織物の下、暮らしています。これらの糸は一人の人間
から別の者へ、陸や海を越えて、ある大陸から別の大陸へと紡がれるものです。それは個
々人に掛かっていて、個々人を全世界と結んでいます。我々が身に付けるものすべて、我
々を取り巻くすべてが、すべての余所の国々の珍しい出来事やすべての人間的営みを我々
の眼前に導きます。このことですべてが魅力的になります。そしてすべての人間がすべて
の他の人間と絶えず結合されるように、私も共同していて、そして微力ながらもそれに貢
献していると感ずるが故に、私は自分の活動に満足感を得られます。私がコーヒーの一袋
を秤に置くとき、私はコーヒー豆を採ったブラジルの植民地の娘と、朝食にコーヒーを飲
む百姓の若者の間に目に見えぬ糸を結びます。そしてシナモンの茎を手に取ると、私は一
方の側に、その茎を用意し詰め込んでいるマライ人のしゃがみ込んだ姿を見ますし、他方
の側では我らの郊外の老いた一人のおっかさんが、それを米の粥にすりおろす姿を見ま
す」。
「貴方は活発な想像力を有しておられ、貴方の仕事を有益なものと感じ、とても幸せで

す。しかし詩のための最高の素材たる一つの人生、強大な感情や行動に関し豊かなもので
すが、しかしこれは私どもの許では稀にしか見られません。そこでイギリスの作家のよう
に、文明化された諸国を脱して、海賊の下に行かなければなりません」。
「そうではありません」とアントンは頑固に答えた、「私どもの許の商人も同様に偉大

なもの、感情や行動を、アラブやインドのどこかの騎乗者同様に体験しています。 ー
いや、その商売が拡大すればするほど、幸福や不幸を共に感じざるを得ない人間を一層多
く有します。そしてその人自身喜びを感じたり、痛みを感じたりする状況がそれだけ一層
頻繁になります。 ー 最近こちらではある大きな商会が破産しました」。
「存じています」とベルンハルトは言った、「悲しい出来事でした」。
「商売が崩れる前に、商売に見られる雷雲の蒸し暑さを貴方が感じたことがあれば、つ

まり夫の恐ろしい絶望や、一家の苦しみ、その妻の高貴な気持ち、自分自身の財産を最後
のターラーに至るまで資材に投じて、夫の名誉を救おうとする気持ちを感じたことがあれ
ば、私どもの商売が情熱や大いなる感情に乏しいと貴方は仰有らないことでしょう」。
「貴方は全霊商人です」とベルンハルトは好意的に言った、「貴方が自分の仕事につい
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て有する純粋な喜びの点で貴方を羨ましく思います」。
「そうでしょう」とアントンは応じた、「商人も沢山悲しい経験をします。些細な怒り

もありますし、多くの劣等な事を体験しなければなりません。しかし取引全体は他人の実
直さと人間的性質の善意を頼りにしていて、私はこの仕事に就職した際に驚きました。正
直な商売をしている者は、我々の人生を悪し様に考えません。その人は素敵なこと、立派
なことをそこに見いだす機会をいつでも得られることでしょう」。
ベルンハルトは目を伏せて聞き入っていた。今や彼は黙って窓から外を眺めていた。そ

してアントンは彼が当惑して苦しげであるのに気付いた。ようやくベルンハルトは向きを
変えて、会話を中断して、頼むような調子で言った。「貴方に都合が良ければ、ヴァール
ファルトさん、貴方と早速語学教師の許へ行きましょう。かなり道のりがあります、野外
で互いに話しながら行きましょう」。
旧来の馴染みのように二人の若者は、暗い家から温かい夕べの大気の中へ出た。そして

彼らが一時間後に互いに別れるとき、ベルンハルトが折を見て言った。「私との付き合い
が貴方にとって関心がないこともないのであれば、ヴォールファルトさん、是非時に暇の
折私の許にお出で下さい」。アントンはこれを約束した。両人は互いに好ましいものを見
いだしていた。アントンはエーレンタールの息子たる者が少しも商売人風でないことに相
変わらず驚いていた。ベルンハルトの方は、普段は黙って自らの裡に抱いている沢山のこ
とについて一緒に話せる人間と出会って、幸せであった。

ベルンハルトは夕方楽しげに家族の居間に入って来て、妹の背後に立っていた。妹は高
価なピアノの許で新しい流行の作品を練習していて、その際大いに指先を鍛錬していた。
兄はかすかに彼女の耳に接吻をして。彼女はすぐに振り向いて、叫んだ。「ほっといてよ、
ベルンハルト。この作を練習しなければならないの。日曜日に大きな夜会があって、私は
演奏するよう要請があるでしょうから」。
「あなたには要請があろうと分かっているわ」と母親は言った。ベルンハルトは黙って

ソファーに腰を下ろして、開けられていた一冊の本を手に取った。「ロザーリエを聞きた
いという要求のない社交は考えられません。ベルンハルト、あなたがせめて一緒に行こう
と決心してくれさえしたら、あなたはとても利発な男なのだから、あなたは知り合いの中
でどんな人よりも学があるのよ。最近大学のシュタルケ教授があなたのことを大いに評価
して話していました。あなたは学問の誇りとなろうと述べていましたよ。自分の子供達を
誇りに思えるのは、母親にとって嬉しいことです。なぜあなたは社交界に行かないの。お
よそこの町で考えられる限りのエリートの集まりなのよ」。
「分かっているでしょう、お母さん。余所の人々の所には行きたくないのだ」と息子は

言った。
「息子のベルンハルトは好きなようにすれば良い」と父親は隣室から叫んだ、父はこの

瞬間ロザーリエが難しいパッセージを終えて、休んだ所だったので、ベルンハルトの最後
の言葉を耳にしていたのであった。エーレンタール氏は色褪せたナイトガウンで家族の許
に寄って来た。「我らのベルンハルトは他の人々とは違う。彼の進む道はいつも良い道の
筈だ。おまえはとても青白く見えるぞ」と彼は息子に言って、手で彼の褐色の巻き毛を撫
でた。「息子よ、おまえは勉強が過ぎる。健康に注意しろ、おまえには運動が必要だとド
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クトルが言って、馬を買って、それに乗るよう勧めた。何故馬を買おうとしないのか。町
で手に入る限りで最も高価な馬に愛息ベルンハルトが乗れるように私はしてやれるのだ。
医者の言う通りにしろ、ベルンハルト。馬を買ってやるぞ」。
「有り難う、お父さん」とベルンハルトは答えた、「そんなのは嬉しくない、申し訳な

いけど、だから大して役に立たないと思う」。彼は感謝して父と握手した。父は憂わしげ
に、彼の皺の寄った顔を見た。
「ベルンハルトにいつも、彼の好きなのを食べさせているかな。桃を彼のために取り寄

せなさい、ジドーニエ。果物屋に新しい桃が届いていた。一個優に二グロッシェンだ。あ
るいは他に何か食べたいものがあるか、あれば言いなさい。好きなのを食べさそう。我が
愛息だ、ベルンハルト。おまえは私の喜びだ」。
「何も食べようとしないのですよ」と母親が口を挿んだ、「本しか楽しみがないのです

よ。時々一日中ロザーリエや私を無視しています」。
「お母さん」とベルンハルトは頼むように反論した。
「彼は本の読み過ぎです、人間のことを少しも構っていません」と経験豊かな母親は続

けた、「だからとても青白くて、六十歳の男のように老けて見えます。何故日曜日、夜会
に行こうとしないのかしら」。
「お望みならば、一緒に行きましょう」とベルンハルトは悲しげに言って、しばらくし

てから付け加えた、「ヴォールファルトさんとか言う若い男の人を知っているかい。シュ
レーター商会の人」。
「その人は知らんな」と父親ははっきりと頭を振って語った。
「ひょっとしてロザーリエは知っているかい。品の良い外見の素敵な男だ。私には上手

な踊り手で社交家に見える。どこかで出会っていないか。おまえの目に付いたに違いない
と思うぞ」。
「ブロンドの髪なの」と妹は尋ねた、自分の髪を小さな手鏡で直していた。
「黒っぽい髪と青い目をしている」。
「帳場からの人なら、多分知らないわね」と頭を後ろに反らしながらロザーリエは言っ

た。
「ロザーリエは大抵将校や芸術家と踊るから」と母親が説明して割り込んだ。
「有能で愛敬のある人間だ」とベルンハルトは続けた、「私は彼と一緒に英語をするつ

もりだ。彼と知り合いになれてとても喜んでいる」。
「彼を我々の許に招待しよう」とエーレンタール氏はソファーから起きながら宣言した、
「彼が我らのベルンハルトの気に入っているなら、私の家では歓迎ということになろう。
日曜日には立派な焼肉にしよう、ジドーニエ。ヴォールファルトさんを昼食に招待しよう、
一時ではなく、二時だ。彼は今から我らの行うすべての社交にお出で願おう。彼がベルン
ハルトの友というのなら、我が家の友であっていい」。
「でもまだ訪問して頂いていませんよ」と母親は再び言った、「家族での初訪問まで、

待つ必要がありましょう」。
「何で初訪問だ」と父親は怒った、「彼が我らがベルンハルトと知り合いならば、何で

まず我らの許に初訪問する必要があろう」。
「私は今週のうちにも彼の許に行って、お母さんの許しが得られるなら、日曜日私ども
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と食事するよう彼を誘うことにしよう」。
母親は同意した。そしてロザーリエは今や兄の許に腰を下ろして、新しい知人の人物や

本性についてかなり関心を抱いて問い質していた。
ベルンハルトはアントンが彼に及ぼした好ましい印象について熱く描写したので、母親

は日曜日大きな銀の花瓶を出し、飾り付けをする気になった。ロザーリエはどの衣装を着
て、自分の教養のどの面で客人に印象を残そうかと考えた。そして父親は繰り返し宣言し
た、自分はヴォールファルト氏を、いつの日のどの時間でも、自分の家のあらゆる素晴ら
しい焼肉でもてなしたいと願っている、と。
しかしベルンハルトは何故、彼の家族に、新しい知人が彼にとって好ましく思われた会

話の内容を伝えなかったのであろう。何故彼はその直後また深い沈黙に陥り、自分の仕事
部屋に引き下がったのであろう。何故彼はそこで自分の頭を古い写本の上に置き、長いこ
と、混乱した文字を眺めていて、遂に大きな涙が落下して、自分がかくも長く見ていた文
字の墨を溶かして、台無しにしたけれども、それに気付かなかったのであろう。どうして
母親がとても誇りに思うと主張していて、父親がとても尊重しているこの若者は、一人っ
きりで自分の部屋に座っていて、およそ立派な人間が泣ける涙の中で最も苦い涙を流した
のであろう。そしてどうして、彼はようやく赤く泣きはらした目をして夜遅く気を取り直
し、熱心に頭を本の中に向けたのであろう。一方彼の美しい妹は部屋の別の隅にいて、相
変わらず自分の丸い指を鍵の上に持って行き、次の夜会の時、効果を上げることが確かな
難しい作品を練習していたのである。

この日以来、アントンとベルンハルトにとって、両人にとって大事なものとなる或る関
係が始まった。異国の民族の力が創り上げる美しいものに関する会話の際、彼らは、それ
ぞれが相手に見いだす美点も好きになる喜びも味わった。ベルンハルトの語学の知識はよ
り大きなもので、外国の詩の魅力に対する感覚は過剰なまでに繊細であった。アントンの
魂の中では、すべてが整然として確実であった。ベルンハルトがバイロンを援護すると、
アントンはウォルター・スコットの静かな明確さを代弁した。そして両人とも最大のドラ
マの作家に対する自分達の感激が一致したとき、幸せであった。
アントンはベルンハルトの尋常でない教養についてノンシャランなフィンクに語った。

彼は両人を引き合わせることを楽しみにしていた。そしてあるとき彼がベルンハルトを自
分の許に招待したとき、フィンクも顔を出すよう頼んだ。
「トーニ、君が楽しみだというのであれば」とフィンクは肩をすくめて言った、「顔を

出そう。しかし前もって言っておくが、私はすべての生き物の中で本の虫が最も虫が好か
ない。これほど万事について自己中心の判断を下す民はいないし、自分で何かやらなけれ
ばならないとき、これほど馬鹿げた振る舞いをする民もいない。それにあの結構なエーレ
ンタールの息子なんだろう。すぐに姿を消しても悪く思わないでくれ」。
ベルンハルトは期待一杯にアントンのソファーに座って、この有名な男の到着を今か今

かと待っていた。この男については色々な噂が彼の静かな書斎にまで届いていたのである。
フィンクが入って来て、ベルンハルトの深いお辞儀に軽く頷いて会釈し、椅子をテーブル
に寄せて、ベルンハルトが頼んでいた薄い紅茶に対し、色々添加して飲める紅茶にしよう
としているのを見て、アントンは暗澹と、この両人は互いに合わないであろうと感じてい
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た。彼らの本性ほどに大きな対照は考えられなかった。ベルンハルトの痩せて透明な手、
フィンクの筋肉の力強い肉質、一方の側の抑制された姿勢、他方の側の柔軟な力、向こう
の夢想的な目の皺の寄った顔に対し、こちらの鷲の目に似た視線の誇り高い面影。これは
全くもはや合うものではなかった。しかしアントンが考えていたよりも上手く進んだ。ベ
ルンハルトは騎手の物語ることを注意深く傾聴していた。アントンは、ベルンハルトも参
加できるような領域に会話を進めるよう熱心に努めたので、談話はスムーズに流れた。
「フィンクはインディアンも見たのだ」とアントンはベルンハルトに言った。
「彼らの歌を何か聞いたことがありますか」と学者は尋ねた。
「私は何度か聞いたことがある。より賢い人々なら何か啓発的なことを彼らの歌に見い

だすかもしれないが、私には貧弱なものにしか思えなかった。古いブリキを叩いて、それ
に鼻で色々な副次音を付けてこう歌って見給え。『トゥム、トゥム、テー ー ティケ、
ティケ、テー ー オッホ、オッホ、トゥム、トゥム、テー』。するとドイツ語で言えば
大概このような歌になる、『良き霊よ、バッファローを与え給え、バッファローを、バッ
ファローを、太ったバッファローを与え給え、良き霊よ』」。 ー 聞き手の者達が笑っ
た。 ー 「それで何故この部族は巧みな歌を歌っているんか。狩のときとか、頭皮を求
めるときとか、食べたり、寝たりするときとか、会議の演説をするときなのだ。勿論会議
を大いに好んでいる」。
「女達にたいしては」と微笑してベルンハルトは尋ねた。
「女達に関する詩がどういうものか、私は知らない。女達は私にはいつも余りに脂身の

匂いがした。勿論他に何もない場合、それにも慣れるだろう。しかし男達との付き合いが
もっとましだ。半野生の馬に乗った裸の若者は悪い眺めではない」。
「最初出会ったときはとても畏敬の念を覚えずにはいないでしょう、目立った衣装とか、
誇り高い本性に」とベルンハルトが口を差し挟んだ。
「そうは言えない」とフィンクは答えた、「数年前私は叔父と、叔父が関係していた毛

皮商会の代理人を求めて旅したことがあった。蒸気船から岸辺に上がると、桟橋ではなは
だ酔っぱらった赤らんだ男衆の一行に出会った。一人の背の高いこわっぱが私の叔父に向
かって演説をした。これは通訳の説明では、自分らは皆恐るべき戦士であると保証してい
るものであった。そして文を終えるごとに、この徒党は大声でハウ、ハウと吠えた。これ
は彼らの言葉では大体然りという意味だ。ブラックフット族の一味だった」。
「それはスー族です」とベルンハルトは謙虚に訂正した。
フィンクはお茶のスプーンを脇に置いて、ベルンハルトを大きな目で見つめた。「私の

見積もりでは、ブラックフット族だった」。
「多分スー族です」とベルンハルトは繰り返した、「ブラックフット族では然りは別で

す」。
「何だと」とフィンクは叫んだ、「貴方が赤らんだ悪魔野郎どもと昵懇なのであれば、

何故私にここで狩の話しをさせるのだ」。
「私はただ少しばかり彼らの言葉に関心があるのです」とベルンハルトは答えた、「偶

然少しばかり前に様々な部族の若干の語彙表に目を通したのです」。
「何故そんな無用な苦労をされるのです。向こうでは速やかに片付けられている。貴方

が一つの言語を習得する以前に、その言語を話していた部族は消滅している」。



- 151 -

今やベルンハルトは雄弁になった。彼は言った、言語の知識は学問にとって、人間がそ
もそも把握し得るもので最高のもの、つまり諸民族の魂を理解する最良の手段である、と。
商売人の二人は注意深く傾聴した。ベルンハルトが辞去したとき、フィンクは相変わら

ず驚いていて、叫んだ。「奴は我らの昔からの神様とも俺おまえ風に付き合っている。そ
れまで右も左も区別できなかったのにな」。

この晩に続いて、ベルンハルトは数日後にはフィンクのクッション付き椅子にすら座る
ことになって、そして彼自身勇気を持って、アントンと一緒にフィンクも自らの許に招待
するという次第になった。「社交ではありません」と彼は付け加えた、「私はただ貴方ら
二人を一度私の部屋にお招きしたいのです」。
フィンクは同意した。
これに関し、エーレンタールの家では大きな興奮が生じた。ベルンハルトは自ら本の塵

を払い、逆さまのものを直した。彼自身が給仕のことを案ずるという前代未聞のことが生
じた。「お茶が必要だし、夕食に、ワインに、それに葉巻も」。
「あなたは何も案じなくてもいいのよ」と母親が彼を落ち着かせた、「フォン・フィン

クさんがお客様なら、私どもの家のやり方を御覧頂きましょう」。
「葉巻は私が買ってやろう」と父親が叫んだ、「若い殿方が吸うような何か上等のもの

をな。ワインも手配しよう。雉子を取り寄せなさい、ジドーニエ」。
「臨時給仕を雇いましょうか」と母親が言った。
「それは望んでいない」とベルンハルトが不安げに反論した、「殿方は私の許に友人と

してやって来るのです。そのような扱いになるべきで、私の部屋で、余所の給仕は必要な
いのです」。
訪問の時が近付いて来ると、ベルンハルトは熱くなり、いや苛立って来た。すべて彼に

とって整っていなかった。「紅茶やかんはどこにあるの。私の部屋にやかんがない」と彼
は母親に呼びかけた。
「私が殿方の社交にふさわしい具合にお茶を注いで入れます」と母親は言った。新しい

絹の服を着て、あちこち衣擦れの音がした。
「駄目だ」とベルンハルトは頑固に応じた、「私自身がお茶を入れます。ヴォールファ

ルトはお茶を入れるし、フォン・フィンク氏もお茶を入れる」。
「ベルンハルトが自分でお茶を入れるのだって」と母親はびっくりしてロザーリエに呼

びかけた。「奇蹟だ、彼自身がお茶を入れるとは」とエーレンタールは自分の寝室で叫ん
だ、丁度長靴を履いたところだった。「自分でお茶を入れるのだって」と台所で料理女が
叫んで、両手を打ち合わせた。
そしてまたベルンハルトが居間に走って来た。磨かれた瓶を手に取っていた。「これは

何」と彼は熱く尋ねた。
「アラク酒よ」と母親が言った。
「ラム酒でなくちゃいけない。フィンクは紅茶にアラク酒は入れない」。
「私が自分でラム酒を買って来よう」とエーレンタールは叫んで、帽子を取って、瓶を

持ち隣のワイン商のゴルトシュタインへ走った。
途中でアントンはフィンクに言った。「フリッツ、君が同道してくれて、とても有り難
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い。ベルンハルトはとても喜ぶことだろう」。
「犠牲が必要だけどな」とフィンクは答えた、「私は勝手に、前もって夕食を済ませた。
鵞鳥の脂身[ユダヤ料理]は嫌いだからな。しかしこの町でとびきりの娘がいるとなると犠
牲の価値がある。最近またコンサートで見た。見事な体だ。それに何という目だ。娘の親
父は老高利貸しだが、これほど輝く宝石を自分の手許で見たことはないだろう」。
「我々はベルンハルトの許に招待されているのだ」と少し非難してアントンは答えた。
「いずれにせよ妹には会えることだろう」とフィンクは言った、「そうでなければ、奴

に紹介するよう迫るだけだ」。
「姿が見えなければいいなあ」とアントンは嘆息した。
ドアが開いた。入口は二個の華麗な明かりで照明されていた。ベルンハルトの部屋は華

やかに飾られていた。テーブルには大きな花瓶があって、その横には多彩な陶器、絹のテ
ーブルクロスの上に金鍍金のスプーン、巨大な書式の大きなインペリアル判の束、支えが
なければ唇にできない本物の細長グラスがあった。床には新しい絨毯が広げられていた。
すべてがとても上品であった。そしてホストとしてベルンハルトはいかに愛敬があったこ
とか。彼はお茶を入れた。彼は感動的無器用さで、どの程度お茶の量をご希望か尋ねて、
巧みにコック栓をひねって、長い時間開口部から流れて来ず、それから一気に流れて制御
できなかった。赤面して自分の武骨さについて冗談を言った。そしてフィンクがお茶はと
ても結構と判定したとき、彼の目は喜びで輝いた。熱心に彼は葉巻を差しだし、フィンク
が人間的鋭敏さにふさわしいこの発明の形を決めるときの適量について垂れる講釈を熱心
に聞いていた。そしてアントンがとうとうこの友人に彼の宝の本を見せるよう頼んだとき、
そしてフィンクが異国の文字の外見について諧謔的毒舌を述べたとき、彼は全く幸せであ
った。この三人は良き仲間として一緒に座っていて、一時間最高に仲良くお喋りしていた。
フィンクは最も隣人愛の気分であった。アントンは静かに神々に祈った、美しい妹が今日
だけは彼らのテーブルから遠ざかっているように、と。
しかし丁度九時に隣室のドアが開かれた。そしてジドーニエ夫人が厳かに敷居を越えて

来た。「バトシェバがダビデ王の許に入って来る[サムエル記下11]」とフィンクは小声で
アントンに言って、アントンは怒って彼の足を踏んだ。ベルンハルトは当惑して紹介し、
家の主婦が隣室に案内し、エーレンタール氏とロザーリエが現れた。フィンクは美しい少
女の許に近寄り、彼女を恵み深い御令嬢と呼び、すでにアカデミーで会っていますから、
久闊を叙すことになりますと彼女に述べた。彼は母親と娘の間の食卓に着いた。彼は二人
に極めて普段の調子で大いに愛想を述べて、二人は魅了された。彼は母親に対しては遠方
の首都を称えて、これに比べればこの町は小さな煉瓦の山にすぎないと言い、ロザーリエ
とはいつもは関心のない音楽について活発な会話を行い、次の競馬のときには観覧席で立
派な席を彼女に用意すると約束した。彼は最良の社交界での小さな出来事を語って、その
際諧謔的にこの社交界の弱点をからかった。彼はこうして女性達の心を掴んだ。女性達は、
教養ある人士に対してとても閉ざされているこのサークルを妬視していたのである。彼は
このようにしてまたベルンハルトをも喜ばせた。彼はこうした報告を異国の世界からの知
らせのように聞き入っていた。美貌ということで評判の或る侯爵夫人に話しが及んだ。フ
ィンクはあるとき夫人に紹介されたことがあって、夫人は眼前の令嬢に瓜二つであり、侯
爵夫人の方がいくらか小さく、形姿は高貴さが少ないように思ったと述べるのであった。
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彼は大胆にジドーニエ夫人の胸のモザイクのブローチを褒めて、それを博物館の高価な工
芸品と比較した。ただ父親のエーレンタールは彼にとって存在しなかった。アントンとの
最初の挨拶の後、この商人は何度かフィンクと会話を結ぼうとして空しかった。しかしフ
ィンクは彼を通り越して話した。あたかも家の主人の椅子には一片の空気が座っている按
配であった。しかし彼は不作法ではなかった。誰にとっても自然な風に思われた。エーレ
ンタール自身謙虚に自分の慎ましい役割、自分に判決として下された役割に収まっていて、
雉子を丸ごと食べるということで復讐を行っていた。
女性達を活発な会話に加わるよう誘うことにフィンクが少しばかり疲れたと感じたと

き、彼は彼流の無駄話を始めた。
母親は彼に対してベルンハルトの部屋への引き籠もりを嘆いた。
「彼は一人の貴族です」とフィンクは上機嫌で答えた、「並の十番目ではいけないので

す。学者殿は皆このような独自性を有します。私は自分の創造主に何か感謝するとしたら、
主が私を単純な、つまらぬ男に創って、私の頭は大きな英知を受け入れるには十分に強く
ないという点に感謝します。我々普通の人間にとって、この世を片付けてしまうことは最
も容易なことで、別世界に昇天するよう強いられます。しかし自分の知識故に、あるいは
自分の美貌故に」 ー ここで彼は家の娘に対して説得力のある正直さで礼をした、 ー
「大きな要求をする権限のある者は、自分の要求する世界と折り合いを付けることが難

しくなります、この点私とか私の同類はこの世は全く立派に出来ていると確信しているの
です」。
「でもこの世には多くの俗なことがあります」とエーレンタール夫人は言った。
「それは知らないな」とフィンクは高笑いして叫んだ、「何匹かの昆虫どもは俗な性格

で、ブランデーで酩酊するのは俗なことと私は認めます。ちなみに多くは見解の相違でし
ょう。この牡蠣を御覧ください。賭けてもいいですが、この優しい生き物を何か俗なもの
と見なす多くの魚どもや地上の住民がいます。私には牡蠣は自然の最も高貴な発明物の一
つに思われます。貴人に我々は何を求めますか。牡蠣はこの一切を有しています。牡蠣は
落ち着いています。牡蠣は静かです。牡蠣はしっかりと基盤、基底に居座っています。牡
蠣は外界に対して他の生き物には見られないほど遮断しています。牡蠣は殻を閉じると、
きっぱりとこう暗示しています。私は誰も家に入れない、と。牡蠣が真珠の住処を開ける
と、贔屓の同等の者達に対して優しく感情豊かな本性を見せます。何か被造物に対し、人
間が正当に羨ましく思うとすれば、牡蠣がそれに当たりましょう。海の水は楽しいもので
はないと仰有ることでしょう。しかし私は反論しなければなりません。瞬間ごとに空気に
ぱくつくという、残念ながら我々が強いられている劣等なこの慣習を断念することが出来
る人には、その人にはそこの海底の下がとても心地良く思えるに違いありません」。彼は
ロザーリエに向かって言った、「ただ牡蠣の音楽的素養に関しては、案じますに、不十分
なものとなりましょう。海風のうなりや蒸気船のがちゃがちゃの他にはその住処に多くの
音色は侵入して来ないでしょうから」。
「音楽をなさるのですか」とロザーリエは尋ねた。
「するとはほとんど言えないでしょう」とフィンクは丁重に答えた、「私は少しばかり

ピアノを叩きまわりますし、歌おうとするときには、人間の住処を避けます。しかし私は
音楽に対して不幸な片思いの者の関係にあります。夢中になって崇める音楽があるのです。
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この楽器の名手となることが出来れば、金を惜しまないことでしょう」。
「バイオリンですか」とロザーリエは尋ねた。
「済みません、ティンパニーです。お尋ねしますが、別の楽器での演奏とは何でしょう。
永遠に高音から低音への落ち着かない彷徨であり、またその逆です。可能な限り迅速な不
愉快な緊張であり、トリオレ[三連音符]、トリル、トレモロであり、あらゆる厄介事です。
長く、太い、静かな一つの音符が生ずることは稀です。堅固な音色で、長く反響し、次の
音符が踏み込んで来ることのない音色のことです。これに対しティンパニーの音色を考え
てください。何という力、何という荘重さ、何という効果でしょう。このような楽器に親
しんでいる者の何という幸せ。他の名手達については、彼らは鋭敏で敏感と言われます。
ティンパニー奏者は英雄となり、偉大な性格で、単に最も崇高な観点にのみ可能な世界観
を得ます。彼は三十拍子、五十拍子を休みます。その間他の音色の民は、猫のいない家の
鼠どものように、ピーピー鳴き回ります。彼のみが孤高の中に立っていて、一見何の仕事
もしていません。ひょっとしたら嗅ぎ煙草をひとつまみし、あるいは観客席の最も美しい
レディーに微笑しようとします。しかし心の中で二十七と考えています。待っていろ、お
まえら生意気な音符のならず者め、二十八か。おまえらの頭に今にも一発ガツンといくか
らな、二十九。このバイオリンは出しゃばりだ、三十。ガーン。彼は打ち合わせます。他
の楽器も興奮して合奏します。これらは自分達の主人、親方の言葉を感じます。すべての
聴衆が深く呼吸します。偉大な言葉が発せられたのです」。 ー ロザーリエは高笑いし
た。
「私は次回対のティンパニーを発注して、ティンパニーとピアノの為の二重奏を作曲し、
貴女に、御令嬢、捧げるという栄誉を賜りましょう。最も好ましいのはノットゥルノ[夜
曲]ですな。 ー 魂消た。何という立派なワインです。どこの産です。私はまだ個人的
に面識を得る栄を得たことがありません」。
「ハンガリーワインです、古いメーネスです」と父のエーレンタールはテーブル越しに

叫んだ、「貯蔵五十年ものです」。
「品種を御存じですか、ベルンハルトさん」と父親の言葉は聞き流して、フィンクは尋

ねた。
「私は余りワインは分かりません」とベルンハルトは言った。
「残念」とフィンクは答えた、「貴方のような詩人のパトロンは自分のワインの貯蔵庫

にも何かを有すべきでしょう。しかし音楽について話していますから、少なくとも貴方の
ペルシャの殿方、ユスフやサディはどのように彼らの歌を黒い目の美人に歌って聞かせて
いるか教えて頂きたい。どうか一つ詩をペルシア語で朗唱して頂けませんか」。
ベルンハルトは真面目に議論して、オリエントの言葉は我らの耳には幾つも珍しい点が

あると述べ、長いことかかって、原語によるメロディーの講演を彼から聞こうと思ってい
たフィンクの切なる願いを断ってしまった。
かくてフィンクは食卓を真夜中過ぎまで引っ張った。最後にロザーリエはピアノに座ら

なければならず、それから彼も指先で鍵に触れ、スペイン語で野蛮な歌を歌った。客人達
が辞去すると、家族は有頂天になっていた。ロザーリエは急いでまたピアノの許へ行き、
余所の流行歌のメロディーを繰り返そうとした。母親は飽きることなく高貴な人柄を称え
た。人類の椅子から消去された父親も豊かな遺産相続人の訪問に感激して、快適にワイン
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に酔って、彼は百万の金以上の重みがあると繰り返した。ベルンハルトの無邪気な魂でさ
えも有能な男の流儀に強く魅了されていた。多分彼はフィンクの語りに時折軽い不快を感
じ取っていたことだろう。この客人は彼と家族をからかっているように思われた。しかし
彼は余りに経験が少なくて、これを完全には無視することができず、このような無頓着さ
は世慣れた人の本性の一つであると納得した。
ただアントンだけが友人に納得していなくて、帰路そのことを述べた。
「君は木偶の坊のように座っているだけだった」とフィンクは答えた、「私は人々を楽

しませたのだ。それ以上何を求めるのか。鼠に姿を変えて、飾られた部屋の穴に潜んでみ
給え。今頃私への称賛の歌を歌っているのを耳にすることだろう。人間は自分にとって快
適であるように扱われること以上のことを要求しない」。
「思うに」とアントンは言った、「自らの素養にふさわしい振る舞いをすべきであろう。
君は明日にも老エーレンタールの許で借用したいかのような軽薄な貴族のように振る舞っ
ていた」。
「私は軽薄が好みだ」とフィンクは陽気に叫んだ、「ひょっとしたら本当にエーレンタ

ールの店で借用するかもしれない。もう説教はやめな。一時を過ぎている」。

数日後アントンは帳場が閉まってから、この若い学者にある本の送付を約束していたこ
とを思い出した。フィンクは一時間前に出掛けていて、いつものようにアントンのパルト
ー[オーバー]を引っ掛けて行ったので、アントンは自分の部屋にあったフィンクの外套を
まとって、エーレンタールの家に急いだ。彼は白いドアに近寄って、ドアが音もなく開い
て、身を隠した姿が忍び出て来て、少なからず驚いた。柔らかな腕が彼の腕を捉え、小声
で言った、「早く来てください、ずっと待っていたのですよ」。アントンはロザーリエの
声と気付いた。彼は彫像のように固まって、このような状況では仕方ない驚きをもって答
えた。「御令嬢、勘違いですよ」。叫び声を抑えて若いレディーは急いで下に下りた。ア
ントンはベルントの部屋に入って更に驚くことになった。彼は混乱して外套を脱いでいず、
今や近視のベルンハルトが彼に近寄って来て、フォン・フィンクさんと語りかけるという
不運を彼は体験した。恐るべき疑惑が彼の中で生じた。彼はベルンハルトに急いでいると
言い訳をして、不幸な外套を着て、素早く苦痛と怒りの心のままに帰宅した。エーレンタ
ールの美しい娘がこれほど親しい誘いかけで待機していた相手がフィンクであったのでは
ないか。アントンは不在のフィンクを待てば待つほど、自分の不機嫌が増した。ようやく
彼は中庭の石上にフィンクの足音を耳にして、外套を持って彼の許に下りて来た。彼は自
分の出来事を簡単に語り、こう結んだ。「ほら、私は君の外套を着ていたのだ。暗くて、
それで彼女は私を君と思っていて、君はベルンハルトの信頼を無責任に悪用しているので
はないかという嫌な嫌疑を抱いたのだ」。
「まあ、まあ」とフィンクは頭を振って言った、「すぐに有徳な者は自分の石を他人に

投げるという例だな。君は子供の頭をしている。町には白い外套は一杯ある。どうして待
たれていたのはまさに私の外套だったと証明するつもりかい。それに言わせて貰えば、君
自身このアバンチュールでは上品でもなければ、決然たるものでもなく、ただただぎこち
ない振る舞いをしているぞ。何故君は御令嬢を階段の下まで案内しなかったのだ。そして
下で誤解が明白になったとき、こう言えば良かったのではないか。『私は貴女の思し召し
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の者ではありませんが、しかし貴女の為には同じように命をも厭いませぬ、とか』」。
「誤魔化さないでくれ」とアントンは答えた、「君が本当のことを言っているとは思え

ない。一切を本当に考えてみれば、君は嫌疑を否定しているけれども、君がやはり待たれ
ていた男だという疑いは免れない」。
「ちんけなずるい奴だ」とフィンクは心地良く言った、「しかし君は同様に認めるだろ

う、私は、レディーが関与しているからには、否定するしかないということも。だって、
いいかい、君、私が認めてしまえば、立派な家の美しい娘の体面を傷付けてしまうことに
なろうからな」。
「残念ながら案ずるに」とアントンは叫んだ、「いずれにせよ体面を傷付けられたと感

じていることだろう」。
「まあ」とフィンクは平静に言った、「彼女は耐えることだろう」。
「しかしフリッツ」とアントンは両手を揉みながら叫んだ、「君はベルンハルトに対し

て行った不正への思いはないのかい。君は一人の教養ある繊細な人間の妹を、この妹にと
っては厄災となるに違いない愚行へと導いているのだぞ。彼の純な心は、彼が全面的に信
頼していて、無垢であるが故に、ただ耐えられる環境の中で脈打っているのだ。まさにこ
の故に君の不正が私にとっては辛い」。
「だから君は君の友人の大いなる繊細さを大事にして、彼の妹のことは黙っていること

が、最も賢明だと思うぞ」。
「違う」とアントンは怒って答えた、「ベルンハルトに対する私の義務は別な風に強い

ている。私は君に要求せざるを得ない、君のロザーリエに対する関係を、それがどのよう
な種類のものであれ、即刻断ち切ること、彼女をただ、君にとって常にそうであるべき者、
つまり私の友の妹と見るよう努めるということだ」。
「そうかい」と嘲笑的にフィンクは応じた、「君がそう要求することには異論はない。

しかし私が受け付けないとしたら、どうなる。私がそもそも否認していること、つまり私
は当の待たれていた幸せ者ではなかったということはいつも前提としてな」。
「君が受け付けないのであれば」とアントンは大いに動揺して叫んだ、「君に対しこの

悪戯は決して容認できない。それはもはや繊細な思いやりの欠如ではなく、もっと劣等な
ものだ」。
「何と仰有いましたかな」とフィンクは冷たく尋ねた。
「劣等なことだ」とアントンは叫んだ、「君が少女の品を利用したことが十分に劣等な

ことだ。しかし君が彼女と知り合った経緯、彼女の兄のことや私のことを今考えないとな
れば二重に劣等なことだ」。
「言っておくが」とフィンクは彼のお茶の器具に明かりを点火しながら答えた、「私に

そのような講釈を垂れる権利を君に決して認めないぞ。君と喧嘩する気はない。しかしこ
の件について更に一言も君から聞きたくはない」。
「それでは君とはおさらばだな」とアントンは言った、「君とは他のことについて話す

ことも出来なくなくなるからな。君の振る舞いは僭越だという思いを抱いている限りは」。
彼はドアの所へ行った。「君に選んで貰おう、ロザーリエとの関係を絶つか、あるいはこ
れは述べたくないことだが、私との関係を絶つかだ。君が明日の夕方までに君の悪だくみ
はお仕舞いにしたと請け合わなかったら、私はロザーリエの母親の許へ行く」。
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「お休み、阿呆なトーニ」とフィンクは言った。
アントンは軽薄な友から別れた。これは彼とフィンクの間の最初の真剣な諍いであった。

彼はフィンクの軽薄さがとても残念であった。そして夜遅くまで自分の部屋で慰めもなく
あちこち歩き回った。邪心のないベルンハルトに何か言うことは、この学者の人柄では憂
わしく思われた。彼はこの学者の心の奥深く傷付けてしまうことを恐れたし、妹に対し兄
に影響力があるとは思えなかった。フィンクもこの偶発事にカリカリしていた。彼は自分
のグロッグ[ラム酒入り]をこのたびは一人っきりで飲んで、ひょっとしたら美しいロザー
リエの恐れよりアントンの憤懣の方をもっと考えていたかもしれない。

翌日は両人にとって陰鬱な日であった。普段フィンクは帳場に来ると、数日前から相対
して座っている友人に親しげに頷きかけるのであった。するとアントンは素早く相手の椅
子の所に行って、小声でフィンクは昨晩どのように過ごしたか尋ねるのであった。今日ア
ントンは黙って椅子に座っていて、フィンクが向かい側に座ったとき、深く手紙に目を注
いでいた。二人は顔を上げると、相手の顔を見ざるを得ないものであった。今日は両人と
も、向かい側は虚ろな空間であるかのような振りをする課題を与えられていた。フィンク
にとっては父親のエーレンタールを空気として取り扱うことは簡単であったろう。しかし
アントンとなると彼にとっても煩わしかった。アントンは、このように巧みに他人の体を
無視することができずに、左右を見やって、他人の体を通り過ぎたり、通り越したりして、
ふくれっ面同士の戦闘の際、常套であるように、いつも無関心でなければならないとなる
と、極めて面白くなかった。午前中の中程に帳場では朝食となって、そのときには短い休
憩がなされた。男衆は席から立ち上がって、互いに寄り合った。今日アントンは座ったま
まであった。自分の席がフィンクとの接触を避けられる唯一の場所であったからである。
皆が狙ったかのように両人の役割を難しいものにした。シュマイエ・ティンケレスが帳場
に現れて、フィンクがまた滑稽な取引を行った。男衆が皆フィンクを見ていて、彼と話し
をした。普段アントンはこの友人に了解の楽しげな合図を送っていた。今や彼はティンケ
レスが百マイル離れているかのように宙を見つめていた。シュレーター氏はアントンに、
フィンクに対して情報を求めなければならない委託を行った。アントンはやむなく、その
前に強く咳払いをして、自分の声が押し殺したものに響かないようにした。そしてフィン
クが短い返事をすると、これは彼の侮辱となって、頑固な者に対する怒りがめらめらと炎
に燃え上がった。昼食、二人はいつも一緒に出掛けるものであった。フィンクはアントン
と一緒になるまで、例外なく待っていた。今日アントンは来なかった。フィンクはヨルダ
ン氏と表屋へ行った。それでヨルダンは驚いて尋ねた。「ヴォールファルトはどこですか」。
フィンクは言わざるを得なかった。「好きな所でしょう」。
午後アントンはたまらず、数回こっそりと自分の手紙から顔を上げて、相手の頭と、誇

り高い顔を見つめざるを得なかった。その際、今からこの男と、とても好きなこの男と縁
を切ることがいかに恐ろしいものか考えざるを得なかった。しかし彼は決意していた。最
初の怒りが消え去った今でも、他に仕様はなかったと感じた。この確信で彼の心は満たさ
れた。そしてこのような気分で彼は失われた友の席を眺めることをもはや避けなかった。
フィンクが見上げると、彼はアントンの目が悲しみを湛えて、彼の顔に留まっているのを
見た。痛みに満ちた表情はこの無鉄砲な者の心を、先の怒りよりも動揺させた。彼はその
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表情からアントンの決意が固いことを察知し、ロザーリエの座っていた天秤は軽く一気に
上がった。アントンがその小市民根性でロザーリエの母の許へ行ったら、彼のアヴァンチ
ュールは台無しになろう。確かに母親の怒りを彼は対して気にしていなかった。ロザーリ
エは好きなように母親とやり合えばいい。しかし邪心のないベルンハルトを考えると厄介
であった。それに最悪のことは、アントンがまず第三者にこの女性関係を話してしまえば、
アントンに対する自分の関係が永久に壊れることであった。こう考えると彼の額に皺が寄
った。
七時になる直前アントンの紙片に影が投げかけられた。アントンが見上げると、フィン

クが黙って写字台越しに小さな手紙を渡した。ロザーリエ宛であった。アントンは自分の
席から飛び上がった。
「私は彼女宛に書いた」と相手は氷のように冷たく語った、「君の友情で私に残された

選択は、妹の体面を汚すか、興味深い諸民族の魂についての研究を断念するかになるから、
後者にせざるを得ない。ここに手紙がある。君が読んでも構わない。彼女との縁切り状だ」。
アントンは手紙を罪人の手から取って、急いで小さな帳場のスタンプで封印をして、手

紙を至急町の郵便局に持って行くよう一人の下僕に渡した。
このようにして危機は片付けられた。しかしこの日以来、両同盟者の間にはあるわだか

まりが残った。フィンクは恨んだ。アントンは、自分の友ベルンハルトに対する裏切りと
自分が呼んだものを忘れることが出来なかった。そしてフィンクは数週間アントンの社交
でのお茶を飲まなかった。

7.

T. O. シュレーター商会は年に一度、変わらず慶事を行う日があった。これはシュレ
ーター氏が彼の父の店に入社した時の記念のために行われた。この日が暦作成者の奸計で
平日に置かれると（暦作成者が店にこの悪戯をするのは六対一の賭け比であったが）、お
祝いは次の日曜日に行われた。それは過度に騒ぐ祝典行事ではなかった。行事は平静な規
則的経過を辿るもので、微かに仕事の色合いがあった。まずは店主の許で帳場の大きな午
餐があり、それから一行は近郊にある村へ乗り物で出掛けた。そこに店主は別荘を所有し
ていて、公の諸公園や夏のコンサートがかなりあって、町の住民を引き寄せていた。そこ
でコーヒーが飲まれ、自然が満喫され、夕方暮れる前に町へ戻るのであった。
今年商人の店主は入社二十五年記念日を祝うことになった。すでに朝、積込み人や店の

下僕達の代表者達が挨拶し、昼食の食卓には今日同僚達は盛装で参加していた。リーボル
ト氏は新しい燕尾服で、これは彼の衣装棚のすべての上等の服がそうであるように、何年
も前からこの祭日の日に初めて着用するのであった。
昼食の後、数台の馬車が家の前へ来て、一行を野外へ運ぶことになった。シュレーター

氏はザビーネと一緒に最初の馬車に乗った。しかし叔母さんはある親戚の看病で不在であ
ったので、店主は男衆を見回した。男衆は馬車の周りに塊となっていて、ザビーネの乗車
に際して、奉公熱心を大いに発揮して、少なくとも義理上の支援を行っていた。フィンク
はすでに騎乗の者となっていた。そこで店主はリーボルト氏とヨルダン氏とを豪華馬車の
背面座席に呼んだ。両紳士はお辞儀をした。リーボルト氏は厳かに微笑して令嬢の向かい



- 159 -

側に座った。いや、しかし彼の喜びには秘かな不安の澱がないわけではなかった。すべて
の同僚に良く知られ、彼自身最も良く承知していたのであるが、彼は背面座席での乗車は
全く我慢できないのであった。彼は決して名誉席を目指さなかったし、生涯にわたって彼
は幸運の女神の華麗な馬車の背面座席で拉致されてきたのであるが、しかし通常の馬車で
は、彼は上品に[前面を見る]後部座席に座っていないと、瞬間的に彼の全内面が反抗する
のであった。果たして彼は今日この不幸に出会った。まさに今日、彼は店の崇拝された女
主人の向かい側に座ったのである。彼はその席を遠慮したかったことであろう。しかしそ
れは不可能であった。栄誉は余りに大きく、断ったら間違って解釈されていたことであろ
う。かくて彼は殉教者として、最悪のことを覚悟して、令嬢の向かい側に座っていた。彼
は屈託なく見えるように、そして家々や木々、人間達、犬どもが彼の側を通り過ぎる側面
を見つめようと努力したが、空しかった。この恐るべきダンスを彼は知っていた。これは
いつも端緒であった。そこで彼はまっすぐ宙を見ざるを得なかった。しかし令嬢の顔を見
つめることは不適切であったので、そこで彼は彼女を越えて見つめた。まだ彼の口は微笑
していた。しかし彼の目は据わってきて、両頬は青白く、血の気が失せて、土色になった。
ヨルダンは彼を脇から見て、笑いを抑えることが出来なかった。それでザビーネは案じて
尋ねた。「リーボルトさん、ご気分が少し悪いのでは」。リーボルトは目を天から逸らす
ことが許されなかったので、彼は平静な雲に目を食い込ませて、口ごもって、自分はとて
も元気だと請け合った。しかしその際彼の顔は鈍い絶望の表情を浮かべたので、ザビーネ
は不安げにヨルダン氏の方を向いた。
「彼は背面座席に座るのが堪えられないのです」とヨルダン氏は言った。
「それでは座席を替えましょう」とザビーネは叫んだ。リーボルト氏は驚いて頭を振っ

て、黙ってあらゆる仕草をして、このような厚かましいことをする自分の畏れを表現した。
「ヨルダンさん、お願いです。御者を止めさせてください」とザビーネは叫んだ。馬車は
止まった。令嬢は立ち上がった。「急いで、リーボルトさん」と彼女は叫んだ。リーボル
トはまだ抵抗しようとしたが、しかしヨルダンが力強く彼を高く浮かせた。彼は事態を把
握する間もなく、後部座席に座っていて、令嬢が彼の向かい側、背面座席にいた。彼の表
情の緊張は緩んだ。上品な赤みが神々しく彼の顔に射した。しかし彼は何という状況にあ
ったことか。通り過ぎる人々は彼のことや彼の地位について何と考えるに違いないことか。
他人ならば彼のことをレディーの叔父と考えるかもしれない。しかし彼女のことを知って
いる皆ならば、 ー 誰が美しいザビーネ・シュレーターのことを知らないだろうか、
ー 最もアヴァンチュール的なことを考えるに違いない。彼は彼女と婚約しているのかと、
いやこれもまだ大したものではない。婚約者としては後部座席に座ることは許されないだ
ろう。いや彼は彼女と結婚しているのだ、と。こうした考えで彼のすべての孔から汗が噴
き出した。彼は謙虚に令嬢を見て、小声で自分の引き起こしているスキャンダルのことを
詫びた。ザビーネは返事として彼女の手を差しだし、彼と力強く握手した。すると彼は喜
びに圧倒されて、早速少しばかり身を傾けて、大胆に彼女の手袋に接吻しようと思った。
するとこの瞬間彼らはシュトゥルンプ兼クニーゾールの簿記係の側を通り過ぎた。リーボ
ルトは即座に高く跳ね上がった。今や不幸が生じて、ザビーネと彼は前代未聞の錯覚の犠
牲者となった。それでも運命に抗して戦うことは詮ないことである。彼はずっと神々しく、
静かに浄福に座り続け、とうとう馬車は村の大きなレストランの前に止まった。人々は下
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りて、男衆が彼らの令嬢の絹の服の周りに集まり、ざわめく音楽が彼らを迎えて響き、彼
らは飾られた庭園のブナの並木道に入った。この庭園には今色々な町の輝かしい社交服で
満たされていた。
ザビーネは男衆の雲の中を漂って行った。このさまよえる宮廷が彼女同様幾多の同性の

女性達にかなりの喜びをもたらしたであろうことは考えられる。いずれにせよ、彼女が兄
の腕を取って、並木道を歩んで行くとき、壮麗な眺めであった。彼女の両側と背後には奉
公熱心な男衆がいて、皆が彼女を中心にして関連しようと努めていた。殊に今日店は塊と
なって、町のファッションの中に歩み出て、個々人が有名な店の構成員として代表するこ
とになっていた。リーボルトは絶えず微笑に襲われていた。彼は顔の外面でこの微笑を勿
論制御しようと試みていた。通行人のことを笑い飛ばしているという邪推を抱かれないよ
うにして通りすぎるためであった。しかしそれだけ一層自分の心の中で緊張することにな
って、時折何でもない会話のときに彼の顔に稲妻が走って、突然彼の鼻と口は広がって、
両目は小さく輝くのであった。彼は今日選ばれた者として令嬢のショールを運んでいて、
彼女の背後を適度の距離を保って歩き、かくて会社が今日自然の緑の元帳の中で形成する
ラインの二番目を描いていた。シュペヒト氏は大胆に手を動かして、日傘を握り、この日
傘でザビーネのすべての四方八方を確保していた。普通彼は旗手のように先の方、林の縁
を進んで行った。彼は、珍しい花とか蝶が見えて、令嬢と会話を始めるきっかけとなるも
のがないかと、茂みを探る視線で覗いていた。いずれにせよこれは容易ではなかった。と
いうのはフィンクが彼女の横を歩いていたからである。フィンクは今日意地悪な気分であ
った。ザビーネは意志に反して、彼が散歩者の中に目立つ姿を見かけると無慈悲な毒舌を
浴びせるので、笑った。会社の者が塊となって行軍する様も、彼は笑い種にした。しかし
彼自身は、商会に対し独占的誇りを若干感ずることに嫌味を言わなかった。
彼らの周囲を遊歩者達の群れが小走りに走ってきたり、ざわめきを上げたりした。絶え

ざる凝視や挨拶や退避であった。店主は再三帽子に手を伸ばした。彼が挨拶するたびに同
僚の十四の帽子が同じように動いて、大気中に数多くの小さな旋風を起こした。これは大
層な印象を残した。
家の仲間がしばらく人波の中を泳ぎ続けた後、ザビーネが休憩の希望を述べた。早速男

衆の散兵がベンチの列の許に飛んで行き、一つのテーブルを据えた。人々は席に着き、給
仕人達が巨大なコーヒーポットとそれに応じた数のカップを運んで来た。今や次のような
行為を見守る喜びとなった。つまり男衆の誰もが努力して、令嬢が注がずに済むようにし
た。ポットが彼女には重すぎたからである。そしてザビーネはアントンを副官に選んだ。
彼は同僚のサロンでも注ぐ仕事を請け負っていたからである。同僚達は表屋でも同僚達の
事情が通じていることを喜んだ。更には丁重にザビーネが男衆の一人一人にケーキを差し
出し、彼女は絶えず、砂糖鉢とクリーム鍋とがテーブルの巡回の際停滞することがないよ
う注視していた。最後にすべての同僚達がレストランの亭主の褐色の飲み物を、立派なコ
ーヒーとは何か通ぶる人々の静かな優越感を抱いて飲んだのである。静かに座っているこ
とはなかった。ザビーネは大いに仕事があった。通り過ぎる知人に挨拶をし、彼女に近寄
って来る兄の友人達と話しをしなければならなかった。彼女はこの絶えざる動きの中、愛
敬があった。主婦らしい振る舞いで、彼女は帳場の男衆と話した。そして簡素に心易く彼
女は身を起こし、寄って来る者達を歓迎した。彼女は挨拶し、冗談を言い、コーヒー盆を
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管理し、散歩者を見て、更にアントンに渡すカップの中に吟味の視線を送る余裕を有して
いた。アントンとフィンクは、両人とも彼女にはしっかり者の性分が似合っていると感じ
ていた。そしてフィンクは彼女にこう言った。「ザビーネお嬢さん、これが休養の一日に
当たるのならば、貴女の仕事の日々を羨ましいとは思いませんな。どんな王女であれ、歓
迎のホールでかくも多くの配慮は必要ありますまい。かくも貴女ほどに頭で頷き、微笑し、
上品なことを述べることはないでしょう。立派なものです。貴女はいずれにせよ、これを
習得なさった。ほら、市長自身がやって来る。早速貴女に話しかけることでしょう。今や
お気の毒ですな、耳では私の言うことを聞き、手にはリーボルトのカップを持っていて、
目では恭しく偉いさんの接待をしなければならない。まだ私の言葉を理解なさっているか
知りたいものです」。
「まあ、カップからコーヒーを飲んでください。早速お注ぎしますから」とザビーネは

笑って言って、立ち上がり、家の知人に挨拶した。
その間アントンは、自分の一行に対する通行人達の判断を立ち聞きする楽しみを得た。

「あれはフォン・フィンクさんよ」とある若いレディーが伴の女性に囁いた。「親切な顔
に、柳腰」と一人の少尉ががらがら声で言った。「多くの狼どもの中の一人の小娘とは何
だ」と不埒な男がぶつくさ言った。「静かに、シュレーターの人々だ」とある店員が別の
店員に発した。アントンが目を上げると、二人の背の高い、豊満な形姿が近寄って来た。
エーレンタール夫人とロザーリエであった。ロザーリエはテーブルの側を行った。彼女の
顔には、彼女が人混みの中、彼とフィンクの席のすぐ側を通り過ぎるとき、ゆっくりと濃
い赤みが射した。彼は落ち着かずフィンクの方を見た。フィンクは再びザビーネと活発な
会話をしていたが、しかし近寄って来る二人に気付く目は十分に有していた。アントンは
挨拶しながら身を起こした。動じないフィンクはぞんざいに帽子に手をやって、自分の座
席から冷たく両女性を見ていた。あたかも美しいロザーリエの白い腕の腕輪を褒めたこと
が一度もないかのようであった。アントンの挨拶、ロザーリエの美しさ、それにひょっと
したら彼女の社交服の若干の珍しさの点で、ザビーネも両女性を注目して見つめることに
なったのかもしれない。
エーレンタールの娘はアントンの挨拶に注意を払わず、彼女の黒っぽい目はしっかりと

ザビーネに据えられていた。憎しみと怒りに満ちた炎の閃光が、自分の得恋の恋敵と見な
す娘に向けられた。それでザビーネは驚いて、猛鳥の襲撃を避けるように体を後ろに反ら
した。
唇をきゅっと結んで、すべての面影に言い難い反感を添えて、ロザーリエはざわざわと

通り過ぎた。フィンクは唇を歪めて、両肩を少しばかり上げていた。両女性が通り過ぎる
と、ザビーネが驚いてアントンとフィンクを見て、尋ねた。「何方だったの」。
「アントンの知り合いの一人の女性です」とフィンクは嘲笑して語った。
「エーレンタール夫人とその娘です」とアントンは当惑して答えた、「若いレディーは、
貴女に最近お話しした学者の妹です」。しかし思わず彼は話している最中フィンクの方を
見た。両人は互いに陰鬱な視線を交わした。
ザビーネは黙って、自分のベンチに引き下がった。彼女の上機嫌は消えていた。談話は

もはやスムーズに流れず、兄が隣のテーブルから訪問を終えて戻って来ると、令嬢は立ち
上がって、男衆を彼女の庭園へと案内した。新たに彼女は彼女を包む雲と共に進んだが、
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しかしもはやフィンクは令嬢の側にはいなかった。憎悪に満ちた燃え上がる視線は、再び
彼女から彼へと引かれていた緑の蔓を焦がしてしまった。ザビーネはアントンに向かって、
アントンと語った。彼女は強いて陽気に振る舞おうとしていた。しかしアントンは彼女の
努力に気付いていた。
商店主の大きな庭園は可愛い園亭と諸ガラスの温室があって、ザビーネのお好みの滞在

地であり、夏や冬、天候が許せば、彼女は乗り物で出掛けて、庭師と設備や花栽培につい
てあらゆる個々の点を語っていた。それ故同僚達は花々の名前や性格について彼女に質問
を浴びせた。そして商店主がフィンクと、購入用に呈示されている近くの土地を視察して
いる間に、残りの一行に彼女が最近植えたものを見せていた。彼女は男衆を花々や芝地を
通って温室へ案内した。兄は彼女に高い棕櫚を贈っていた。棕櫚に、大きなバナナの葉、
熱帯の羊歯、花咲くサボテンが一群に集められていて、可愛いベンチと一つのテーブルが
その前にあった。とても好ましい冬の庭園であった。ザビーネが自分はここで冬の晴れた
日、コーヒーを飲み、それから大きな葉陰に座って楽しむのだと語っているとき、庭師が
一つの皿にケーキの屑と小鳥の餌を持って来た。「こんなに多く同伴者がいないときでも、
私はここでは一人っきりではありません」と彼女は微笑して語った。
「小鳥を紹介してください」とアントンは叫んだ。
「でも庭から園亭に入って、お利口、静かになさらなくてはなりませんよ」とザビーネ

は頼んだ、「小鳥の民は私を見知っていますが、多くの男衆を見たら驚いて逃げてしまう
ことでしょう」。
同僚達は園亭の方へ移った。ピックスは興奮したシュペヒト氏を最後尾の上着のボタン

で引き戻して、ガラスのドアを回して閉めた。ザビーネは餌をドアから数歩離れた砂利の
上に撒いて、両手を叩いた。拍手に近くの木々や家の屋根から幾つかの鳴き声が答えた。
かなりの数の小鳥が飛んで来て、陽気な声でパン屑の周りで跳ねた。小鳥達はとても馴れ
ていて、ザビーネの足許へ寄って来た。上品な群れではなかった。何羽かのアトリに、胸
赤鶸、雀の一群れであった。ザビーネは急いでドアの所に来て、隙間越しに尋ねた。「個
別の区別ができますか。この方々は互いに似ていますが、それでも違います。装いだけで
なく本性も違います。この何羽かとは面識があるのですよ」。彼女は大きな雀を指し示し
た。黒い頭に背に炎のような褐色の素敵な雄であった。「向こうの太った雄が分かります
か」。
「皆の中で一番大きい」とアントンは喜んで答えた。
「これが私の一番昔からの馴染みです。これが最初に私になつきました。私のケーキで

こんなに強くなったのです。餌をよく貰って、満ち足りています。とても安心して跳ね回
りますし、とても上品に屑をつつきます。豊かな銀行家風に仲間の間を動き回っています。
鳴き声が分かりますか。その声は侮蔑的で、貴族風です。彼は餌撒きを世間が彼に対して
果たす義務と考えているのです。また鳴きましたね。何と言っていると思います。『我が
輩のケーキの小娘が来た。永遠にこの焼き菓子だ。食べきれないものは、他の者に与えよ
う』。この小さな腹には飾りが下がっていると思いますよ」。
「羽根がある」とシュペヒト氏が囁いた。
「そうです」とザビーネが続けた、「これは自分の妻につつかれた羽根ではないかした。
彼はとても重々しく見えますが、でも尻に敷かれているのです。向こうの灰色の雌、一等
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明るい雌が彼の妻です。ほら雌が彼をつついて除けるでしょう」。
雀の群れの中で活発な喧嘩が始まった。丁度上品にとてつもなく大きな塊を啄んでいた

銀行家は、自分の妻から嘴で数回つつかれた。彼は不平を言い始めた。近くの者達が飛ん
で来て、激しい鳴き声が始まり、銀行家に皆の不満が向けられた。彼は群れから脇へ押し
やられ、毟られて、頭を振りながら、パン屑の前数歩の所をあちこち跳ねた。一方彼の妻
は獲得した屑にかかって、声高に勝利していた。
男衆は笑った。
「今私の坊やが来ます。私の寵児です。さあ現れますよ」とザビーネは喜んで叫んだ。

よたよたと、羽根を広げて、小さな雀が寄って来た。全く子供のようで、歩くとき平衡を
保つのに苦労していた。彼の母雀の側をばたばたし、嘴を大きく開けて、鳴き、大地を翼
で叩いた。母親は大きな塊の屑を潰して、その部分をつかみ、子供の広げられた嘴に差し
入れた。騒然として、踊りながら、つついている群れの最中、母親は泣き声の喉に餌をや
っていた。獲得した餌の一片を次々と母親はその喉に入れた。一方父親はそれから数歩離
れた所を満足げにあちこち歩きながら、時折脇の方から精力的主婦の方を不信げに見てい
た。
「可愛いな」とアントンは叫んだ。
「そうでしょう」とザビーネは言った、「子供にも性格や家族生活があるのです」。
しかしこの情景は強引に中断された。軽い足どりが家に近寄って来て、小鳥達は舞い上

がった。ただ母親と雛が熱心に取りかかっていて、ためらっていた。ようやく雀の母も木
に飛んで、不安げに自分の子供を呼んだ。しかしこの雛は、食べたケーキで重くなって、
一杯味わったために麻痺して、素早く弱々しい翼を上げることができなかった。フィンク
の乗馬鞭の一叩きが雛に当たって、その体は死骸となって花々へ散った。すべての男衆の
怒りの叫び声が聞こえた。そして帳場のすべての顔が陰鬱に殺害者に向けられた。フィン
クは園亭のドアの一同に注意を払っていず、彼に一斉に侵攻してくる嵐に出会いびっくり
して見ていた。ザビーネは彼の側を飛び過ぎて、花壇に向かった。小鳥はそこに横たわっ
ていて、彼女はそれを取り上げ、その小さな顔に接吻して、抑揚のない声で言った。「死
んでいる」。彼女はドアの側のベンチに腰掛け、その死骸にハンカチを掛けた。
気まずい沈黙が続いた。「貴方が打ち殺したのはザビーネ嬢のお気に入りの小鳥だった

のだ」とようやく非難を込めてヨルダン氏が言った。
「それはお気の毒なことをした」とフィンクは答えて、椅子をテーブルに引き寄せた。

「お嬢さん、貴女が悪漢のこのクラスにまで好意を広げられていることを知らなかったの
です。私は大丈夫と思って行動し、盗人をこの世から片付けて、商会の感謝を受けるだろ
うと思ったのです」。
「可哀想な雛」と悲しそうにザビーネは言った、「母親は木の上で鳴いています。聞こ

えますか」。
「母親は諦めることでしょう」とフィンクは答えた、「雀に対し、その縁故者以上に心

動かされるのは、馬鹿げたことと思います。しかし貴女が周囲のものすべてを愛され、情
愛細やかに御覧になっていることは承知しています」。
「貴方はそういう質でないのであれば、何故他の者のそういう質を嘲笑なさるのです」

とザビーネは口を震わせて尋ねた。
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「何故ですって」とフィンクは尋ねた、「どこでもこの慣習に出会うからです。感情に
値しないものすべてに対し、ここで見られる永遠の感情は、結局軟弱にし卑小にします。
いつもすべてのあらゆるがらくたに情緒を寄せる者は、結局偉大な情熱が自分にふさわし
いときに、何も有しなくなります」。
「自分の周りのものを渋い冷淡さで観察することしかしない者は、偉大な情熱が義務と

なるときに、結局その情緒も有しなくなるのではないでしょうか」とザビーネは痛々しく
フィンクを見つめて尋ねた。
「そのことを認めなければ、不作法でしょうな」とフィンクは肩をすくめて言った、「い
ずれにせよ男には、余りに軟弱であるよりは厳しい方がふさわしいことでしょう」。
「しかしこちらの民衆を御覧ください」と彼は気まずい休止の後、続けた、「この民衆

はその編物袋を愛し、母親がソーセージを煮た銅釜を愛し、壊されたパイプを愛し、擦り
切れて糸目の見えるスカートや、同様にすべての不要品、自分の人生の一万の朽ちた慣習
を愛します。至る所空想的気まぐれ、道楽、情緒三昧が見られ、とにかく新鮮に前進する
ことが大事なときに、人々に鉛のように掛かっています。ドイツ人の移住者を御覧なさい。
何というくだらない雑貨の塊をこの民衆は洋上を越えて運ぶことでしょう。古い鳥籠、壊
れた木製椅子、虫食いの揺り籠、その他のがらくたです。私はある男を知っていますが、
これは灼熱の炎暑の中、一週間旅して、一度酢漬けキャベツを食べに行こうとしました。
そしてこのような哀れな奴はどこかに定住し、一年後に熱病の一帯に住んでしまったと分
かっても、自分の周り一帯を情緒細やかに蜘蛛の巣のように張り巡らしているので、自分
や妻や子供がそのせいで破滅することになっても、しばしばもはやこの沼から出られない
のです。
そこで私は、貴女がアメリカ人の情緒欠如と呼ぶものを称えます。アメリカ人はドイツ

人二人分の働きをします。しかし彼は自分の小屋とか垣根、牛馬に惚れ込みません。彼が
所有するもの、これは彼にとってドルで表示される価値しかありません。貴女は嫌悪して、
とても卑俗と仰有ることでしょう。しかし私はこの卑俗さを称えます。いつでも、あるも
のがどれほどの価値で、どれほど値しないか、考えています。この卑俗さが力強い自由な
国家を造ったからです。ドイツ人だけがアメリカに住んでいたら、彼らは今でもコーヒー
の代わりに代用のキクニガナを飲んでいることでしょう。ヨーロッパの情緒的政府の課す
であろう税金を払っていることでしょう」。
「それで貴方は女性にも同じ感覚を要求なさるのですか」とザビーネは尋ねた。
「肝要な点においてはそうです」とフィンクは応じた、「ドイツ人の主婦でナプキンに

惚れない女性はいません。布切れは多いほど、幸せに感じます。思うに女性達は内心で互
いを、我々が相場で人々を査定するように、査定しています。五百枚のナプキン、八百枚
のナプキンと。アメリカ人女性はドイツ人女性よりも劣等な女性ではありません。しかし
アメリカ人女性はこのような愛好を笑い飛ばすことでしょう。アメリカ人女性は日々必要
な分だけ有していて、古いものが駄目になったら、新しいものを買います。このようなが
らくたに何故心を掛けなければならないのでしょう。これはダースで、例えば四から六タ
ーラーでどの通りでも手に入るのですから」。
「まあ、悲しい。人生をこのような計算問題に解消するなんて」とザビーネは答えた、

「人々が獲得しているもの、人が有するもの、それから最良の飾りが失われてしまいます。
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生命のないものにも優しい色合いを与えている空想や私どもの気まぐれを殺してしまった
ら、人間の人生に何が残りましょう。麻痺性の享楽した、あるいは一切を犠牲にしてしま
う利己主義の原理しか残りません。誠実さ、忠誠、創造することへの喜び、こうしたこと
すべてが消えてしまいます。かくも色合いなく考える人は、ひょっとしたら偉大に行動で
きるかもしれません。しかしその人生は美しくもなく、喜びも満ちていず、他人にとって
の恵みでもありません」。思わず彼女は両手を組み合わせて、悲しみに満ちた視線をフィ
ンクに投げかけた。彼の顔は反抗的頑固な表情であった。
同僚達はこれまで会話を陰気に黙って聞いていて、ただ表情の仕草でフィンクの主張へ

の嫌悪を表現していた。殺害された雀の霊が皆の眼前で絶えずフィンクの椅子の隣のテー
ブルの表面の上に生じて来た。彼らは帳場のマクベスを放蕩男のように見つめた。アント
ンは場を和めて、言葉を発した。
「とりわけ私は、フィンク自身が自分の理論に反証する輝かしい例であると述べなけれ

ばなりません」。
「おい、どうしてだい」とフィンクは脇からアントンを見ながら尋ねた。
「そのことはすぐに明らかになりましょう。私はただまず皆を称えたいと思います。こ

こに座ったり立ったりしている我々は皆、我々のものではない商店の労働者です。そして
我々の各人がその仕事を、君がたった今判決を下したドイツ人の流儀で行っています。我
々の中の誰一人として、かくかくのターラーを会社から得ている、従ってこの会社はかく
かくの価値があると考えようとは思いません。我々が加勢する仕事で例えば得たものは、
我々を喜ばせ、我々の誇りとなります。商店が損失を蒙ったら、皆の心が痛みます。ひょ
っとしたら店主の心よりも痛みます。リーボルトが大きな帳面に数字を記すとき、彼は大
いに楽しんで見つめ、美しい手書き書体を喜びます。そして商店が特に有利となるロット
[数量単位]を記入するとき、静かに心地良く笑います。御覧ください、彼は今そうしてい
ます」。
リーボルトは当惑して見え、シャツの襟を直した。
「 ー 更に同僚のバウマン、彼は内心、別な職への愛好を有しています。彼は最近、

アフリカの海岸での異教徒の蛮行について私に知らせました。そして深く心を震撼されて
言いました。『ヴォールファルトよ、私は去らなければならない時だ』 ー 『誰が見積
もりをするのです』と私は尋ねました、『西洋茜の根の取引はどうなる、貴方とバルブス
がしっかり守っていて、代わりはいないだろう』。『そうだな』とバウマンは叫びました。
『西洋茜の根は考えていなかった。それは延期しなければならないだろう』」。
男衆は微笑してバウマンを見た。かれは小声で思わず言った、「それはやはり良くない」。
「 ー そして暴君のピンクスについては語ろうと思いません。彼自身多くの時間、商

店は自分のものか、シュレーターのものか分からないでしょうから」。
皆が笑った。ピンクス氏はナポレオンのように手を上着の内ポケットに入れた。 ー

「君は公平な弁護士ではない」とフィンクは言った、「君は個人的興味を利用している」。
「君も同じことをしているのだ」とアントンは答えた、「今度は君について述べよう。

およそ半年前にこのアメリカ人はシュレーター氏の許へ行き、こう言いました。『私はも
はや無給見習でいたくない。店でのきちんとした職をお願いしたい』。 ー 『どうして』
とシュレーター氏は尋ねました。勿論フィンクは商店からかくかくのターラーの固定給を
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ただ得る意図だったのです」。
再び皆が微笑して、フィンクを見た。しかし視線はもはや敵対的ではなく、若干の敬意

と陽気な同意がその中に見られた。というのはフィンクがこう述べたことは皆が承知して
いたからである。「私は仕事に規則的に関与したい。私はしっかりとした活動に伴う責任
を望んでいます。私の部門の仕事は私には楽しい」。
「更に」とアントンは続けた、「フィンクがシュマイエ・ティンケレスを扱うときの心

地良さを一度体験した者は、いかにこの軟弱なドイツ人の情緒が彼の場合にも見られるか
承知しています。彼の本性にはかなりの奇妙な気まぐれが見られ、帳場ではこのような時
楽しくなります。そして肝要な点は、ティンケレス本人がまさに彼に惚れ込んでいるとい
うことです」。
「虐待されるからな、 ー だろう」とフィンクは答えた。
「そうではありません。君の強情な言葉の裏に他人が子犬や小鳥を可愛がるときと同じ

快適な好意に気付いているからです。 ー 何か店主の仕事が輝かしい成功を収めたとき、
そのことを誰よりも喜んだのはフィンク本人です。最近、亜鉛の取引で危機が生じ、シュ
レーター氏が全帳場の内心の意図に反し、フィンクの意図にも反して、まだ間に合う時に
ハンブルクで売却して、商店をそのことで数千ターラーの損失から守ったとき、このフィ
ンク自身が、我々の誰よりも凱歌を上げて、ヨルダンと私とに、同じ夜ワイン酒場に行く
よう強いたのです」。
「一人で飲みたくなかったからだ、馬鹿だな」とフィンクは言った。
「勿論です」とアントンは叫んだ、「それ故君も最初のグラスは商店の弥栄に乾杯し、

商店を栄光の会社と呼びました」。
フィンクを目の前の下を向いた。ザビーネは目を輝かせてアントンを見つめた。再び男

衆が友好的に微笑して、もっと近くに寄り合った。小さな緊張は取り除かれていた。
「そして」とアントンは勝ち誇って続けた、「その他の場合では彼は自分が今攻撃した

哀れな情緒と全く同じものを有しています。彼は我々皆が知っているように、馬を個人的
に愛好しています。それは彼にとっても金額五百ドル、かくかくの数百ツェントナーの肉
量、皮を張られた代物とは全く何か別物です。彼は友人のように動物を世話しています」。
「それは楽しいからだ」。
「勿論です」とアントンは言った、「ナプキンも我々の主婦には楽しい。まさにそれで

す。それに彼の禿鷹の翼、ピストル、乗馬鞭、赤いラム酒の瓶、これらはドイツ人の移住
者にとってのその鳥籠のように彼にとっては楽しいものです。いや彼は我々よりももっと
気まぐれな奇想や趣味を有しています。要するに彼は実に誰かさんとまさに変わりない哀
れな情緒的ドイツ人なのです」。
ザビーネはこっそりと頭を振ったが、しかし今や優しくこのアメリカ人を見た。彼は真

面目に宙を見ていたが、彼の誇り高い面影に、他人の場合感動と呼べそうなものが浮かん
だ。「そうだな」と彼はようやく始めた、「令嬢と私は、両人とも極端な一方の側に立っ
ていた」。彼は死んだ雀を指さした。「この最初の事実の前に私は武器を捨て、告白しよ
う。私はこの小さな雛がまだ生命を得ていて、会社の桜桃やケーキの許、最高齢に達して
欲しかったと願うものである、と。それでお嬢さん、これ以上私に怒らないでください」。
ザビーネは彼の方に向かって頷き、心から言った。「怒りません」。
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「アントンよ、君は私と握手だ。立派に弁論してくれて、ドイツ人の陪審から無罪をだ
まし取ってくれた。ペンを執って、我らのカレンダーからこの二週間を抹消しよう。分か
るだろう」。アントンは彼と握手して、腕を彼の肩に置いた。
再び一行は最良の気分になった。シュレーター氏がやって来た。葉巻に火が着けられ、

誰もが出来る限り楽しくおしゃべりしようと努めた。リーボルト氏が立ち上がって、令嬢
と店主から、お邪魔でなければ、そしてこの素敵な晩に対案がないのであれば、対案があ
れば自分の発言はなかったものと無視されるよう伏して願うものであるが、自分と自分の
同僚は勝手に、四重唱の歌を歌いたいと願い出た。彼は数年前からこの日には規則的にこ
のような申し出をし、皆がそのことを覚悟していたので、ザビーネは彼に呼びかけた。「勿
論です。リーボルトさん。四重唱が欠けたら、楽しみは半減しましょう」。歌い手達は譜
面を取り寄せて、集合した。シュペヒト氏が第一テノール、リーボルト氏が第二テノール、
ビルンバルト氏とバルブス氏がバスであった。これらの四人は帳場からの音楽部門を形成
していて、その音楽的性情に由来するささやかな反目にもかかわらず、他の者達に対して
は固く結束していた。シュペヒト氏は若干声高過ぎるほどに、リーボルト氏は若干小声過
ぎるほどに鳴いていたが、しかし聞き手は感謝していた。そしてその夕べは素晴らしいも
のとなった。多彩な明かりの中、胡桃の木の大きな葉が輝き、コオロギが鳴き、木々の野
生の歌手達が個々の楽譜の音色を下に響かせて、自然自身が囀り、和していたが、とうと
う人間の声の充満した力が発揮され、庭園の繊細な物音を上回った。すると小鳥やイエコ
オロギや蚊は黙することになったが、しかし歌い手達が休むと、自然の小声のざわめきが
交互の歌声のようにまた響き渡った。皆が喜んで聞き入っていた。「有り難う、有り難う」
と彼らが終わると、ザビーネは叫んだ、そして両手で拍手した。
「ある種の音色の連なりが心を揺さぶり、普段は」とフィンクは始めた、「軟弱な気分

には鈍感になってしまっている人間の場合でも、涙を引き起こすのは奇妙なことです。ど
のような民族もこのような単純な流儀を有し、同国人はメロディーが自分達に及ぼす印象
を承知しています。我々が先ほど話した移住者がすべてを忘れ、祖国への愛を忘れ、母国
語の流暢な表現を忘れても、故郷のメロディーは彼らの許、他のすべてにまして長く残り
ます。そして異郷で、自分の誇りが、帰化した異国人になってしまった幾多の阿呆どもが、
突然また、自分に青春のときから馴染みの数拍子の歌を耳にすると、ドイツ人であると感
じます」。
商店主が言った。「その通りです。故郷を出る者は、自分が放棄した一切を自覚するこ

とは稀です。そのことにひょっとして気付くのは、その思い出が後の人生の喜びとなって
からかもしれません。この思い出は荒廃して男にとっても、自らしばしば馬鹿にし、軽蔑
する宝物、しかしその最良の瞬間に再三求める宝物でありましょう」。
「若干恥ずかしながら告白しますと、私自身こうした喜びをほんのわずかしか感じてい

ません」とフィンクは言った、「私は自分がどこの故郷の者か分からない。私は私の人生
の年月を合算すると、勿論大部分をドイツで過ごして来ました。しかし最強の印象を私に
残したのは異郷です。私は再三、どこかに根付く前に、運命に翻弄されて来ました。今ド
イツにいますが、時折見知らぬ地に感じます。例えば、土地の方言が私にはほとんど全く
分からない。私はクリスマスに、いつも十分以上の贈り物を貰って来ました。しかしドイ
ツのクリスマス・ツリーの魅惑を感じたことがありません。貴方が称える民謡の中で私の
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耳に響くものはわずかです。今日になっても私は、いつ鯉を食べなければならないか、角
形クッキー、罌粟の実入りケーキを食べなければならないか不確かです。鉛占い、スリッ
パ投げの魅力に対する感受性は私には決定的に欠けていると告白致します。 ー こうし
た些細の点の他に、私がドイツ人の流儀で見知らぬもの、馴染みないものと感ずるものが
まだあります」と彼は一層真面目に続けた、「私は時折、私の友の方々の寛大さを公平で
ある以上に利用していると承知しています。貴方の商店に私が感謝すべきと思いますのは」
と商店主にお辞儀しながら、彼は結んだ、「ドイツ人の性質に関し若干の尊敬すべき面に
ついて知識を得ている点であります」。
これは男らしい告白であった。彼は最後の言葉を、彼の場合めったに見られない感情を

もって語った。ザビーネは幸せであった。雀は忘れられた。彼女は感情を迸らせて、叫ん
だ、「高貴なお話しです、フォン・フィンクさん」。
従者が夕食に招いた。園亭の広間では食事の用意がなされていた。商店主は中央に席を

取った。ザビーネはフィンクが彼女の隣に腰掛けて微笑した。「私の向かい側に、リーボ
ルトさん」と店主は叫んだ、「今日は貴方の誠実なお顔を目の前にしなければなりません。
私どもが一緒に関係するようになって、今日二十五年です。ー リーボルトさんは、私が
私の父を通じて社員に受け入れられた日の数週間前に私どもの許に入られました」と彼は
若い者達に説明した。「私は帳場のすべてのメンバーに敬意を表すべきであるとしても、
貴方に最大の敬意を表すべきです。この商店に二十五年、元帳に十年、常に誠実な信頼で
きる仲間でした」。彼は彼のグラスをテーブル越しに彼に差し出した。「乾杯しましょう、
昔からの友。私どもの椅子が隣同士にある限り、ただ薄い壁で隔てられていますが、私ど
もの間はこれまで通りと行きましょう。多言を要しない固い信頼です」。
リーボルト氏は店主の語りかけを立ったまま聞いていて、そのまま立っていた。彼は乾

杯の辞を述べようと思っていて、誰もがそれを見守っていた。しかし彼は口から言葉を発
さず、グラスを高く持って、店主を見つめた、そして唇がわずかに動いた。最後に彼は黙
ったまま座ってしまった。彼の代わりに驚いたことにフィンクが立ち上がり、本当に真面
目に語った。「私と一緒にドイツの商店の弥栄を祈念して飲みましょう。仕事が喜びであ
り、名誉が故郷を有する商店です。我らの帳場万歳、我らの店主万歳」。
同僚達の轟く万歳が続いた。ザビーネは皆と打ち合わせた。商店主は自分のグラスで雄

弁なフィンクに回る途中で出会った。 ー 夕べの残りは水入らずの喜びであった。四重
唱は更に幾つかの陽気な宴会の歌を歌った。そして今日、一行が町へ着いたのは、十時が
随分過ぎてからであった。
奥の家の階段でフィンクはアントンに向かって言った。「今日、貴公は私の部屋を素通

りしてはならない。君と長く一緒にいなくて、大いに退屈したぞ」。そして夜遅くまで仲
直りした二人は一緒に座っていた。両人とも和解をどんなに喜んでいるか互いに示そうと
した。
ザビーネは自分の部屋に入った。すると小間使いの娘が見知らぬ筆跡の紙片を渡した。

強い麝香の匂いと走り書きの書体で一人のレディーからのものであると推察できた。
「誰がこの手紙を持って来たの」とザビーネは尋ねた。
「見知らぬ男の方です」と娘は答えた、「名前を名乗ろうとしなくて、返事は必要ない

と言いました。
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ザビーネは読んだ。「お嬢さん、早まって凱歌を上げないことです。貴女はその品で一
人の殿方を誘われた。殿方は誘惑し、忘却することに慣れていて、自分の言葉を聞いてく
れる者達を破廉恥に扱います。最近他の女に告白をしたというのに、今や貴女をたぶらか
しています。貴女にも甘いことを言って、裏切ることでしょう」。
その紙片には署名はなかった。それはロザーリエからのものであった。
ザビーネは、誰が執筆したか知っていた。彼女は手紙を蠟燭の許に持って行き、その燃

える紙片を暖炉に投じた。黙って、彼女は燃え上がる炎が小さくなり消える様を見守って
いた。微光を発するそれらの点は炭化した面の周囲を走って、遂には最後の点も消えた。
長いこと彼女はそこに立っていた。頭を蛇腹に向けて、視線を灰の塊に据えていた。涙も
なく、声も立てずに、彼女は手を鼓動する心臓の上に置いていた。

8.

ファイテル・イッツィヒはこの上なく興奮していた。彼、素面の者、禁欲の者は、その
暇な折りいつも酒飲みに似ていた。彼の唇は活発な自己問答で動いていて、熱に浮かされ
た赤みが彼の尖った頬骨の上に見られた。通りで彼はすでに遠くからその目立ったやり方
での手足の動きでそれと知れた。平静な眠りというのは、彼がほとんどその名前を知らな
いものであった。その故はすべて、未亡人の枢密顧問官夫人がその寵愛する犬を失ってい
たからであった。そのパグ[愛玩犬]はある晴れた春の朝、陽光に誘われたか、あるいは肉
屋の若者の匂いに釣られたか、ゆっくりと二つの階段を下りて、通りへ出た。そこで犬は
消えた。川で溺れたか、詐欺師に盗まれたか、追い剥ぎに始末されたか、要するに姿が見
えなくなった。そして新聞に案内を載せても、逃亡犬の丸い姿が、長いこと暴君として君
臨していた部屋に戻って来ることはなかった。この喪失に苦しんで、顧問官夫人は重篤な
病となった。ファイテルは彼女の病に大いに関心を寄せていたので、彼自身健康が気遣わ
れる危機に陥った。残念ながらファイテルの希望はこの立派なレディーが助かることに向
けられていなかった。彼は巨大な商売に挑戦していた。彼はそれを助言者のヒップスとの
多くの協議に従って、しばしば静かな夜、自分の財布を取り出して、自分の財産を勘定し
た後に敢行していた。この投機はファイテルのような原則の男が実行し得る最も立派な投
機の一つであった。ひょっとしたら少しばかり大胆すぎたかもしれない。しかし浴用海綿
の下の赤ん坊のように綺麗なものであった。
ある哀れな騎士領所有者の男が劣等な農場経営を行って、長い間騙されて来て、遂には

その荘園を必然的な強制競売という悲しい手段で失うに至った。この競売で一万二千ター
ラーの抵当権証券は停止した。荘園のこの競売額によって、その債権の埋め合わせをする
ことの出来なかった債権者達は、窮した荘園所有者本人に直接交渉したが、成果を上げら
れなかった。この負債者は何の資産もなく、裁判は彼から取り上げるべきものを何も見い
だせなかった。彼は法律家の言う、「差し押さえ無効」となった。そして債権者達をもは
や恐れなくていいというどん詰まりの快適さを味わっていた。この絶望的な幸せは彼にと
って陰惨な数年の後、一種のグリーンランドの陽光のようなものであった。しかし抵当権
のこの所有者は、このような状況下ではほとんど反古の価値しかない砕けた文書を暗澹た
る思いで見つめていた。イッツィヒの追跡はこうした事情関係を探し出していた。彼はこ
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の荘園所有者とほぼ一年ほど親密な関係にあった。彼は愛想良く、彼の古い上着を買い上
げ、いやそれどころか金を前貸しした。そして無残な人生の幾多の小さな秘密を聞き出し
た。かくて彼は、彼の顧客が、自分の漏水の船の帆を一杯に張って、老いた叔母の好意と
遺言に賭けていることを突き止めた。そして次第にこれは上首尾に行くであろうと確信し
ていた。正確な情報を得るために、二枚の絹のハンカチと対の金鍍金のイヤリングを顧問
官夫人の小間使いにファイテルは渡す羽目になった。この甥は叔母に新聞から殺害の物語
を朗読してやり、叔母が好物料理を作らせると、彼は招待され、叔母は彼と結婚すると話
し、しかしそれはしなかったが、遂に、四週間の雨で叔母の生命力が押し流されてしまう
と、甥は泣く用意をして、ハンカチをポケットに入れていたが、部屋から追い出され、こ
うした珍しい処置によって、小間使いの出番となって、小間使いは小部屋のドアの許で聞
き耳を立てて、叔母が遺言を作成し、哀れな甥を遺言で手厚く処遇するということを聞き
出した。ファイテルはこのことを聞き出すと、二回目の大きな賭を行って、停止した証券
の所有者からこの文書と、この文書が負債者本人に与えているすべての権利を四百ターラ
ーで買い上げた。
今やパグが消え失せて、重篤に不機嫌な叔母はベッドに臥せって、一週間後亡くなった。

そして甥は彼女の遺産の大部分を相続した。ファイテルは超人的努力を行って、負債者が、
ファイテルにはすべて個人的に周知の些細な演習の一つを行って、遺産の姿をもみ消すこ
とができないようにした。幽霊のように彼は不幸なこの遺産相続人を追いかけた。この相
続人が自分の将来の幸運について最初の夢想に耽ろうとするや、ファイテルが彼の前に暗
い過去の仮借ない警告者として現れ、彼の要求の冷酷な冷たさで、相続人の希望に満ちた
魂から立ち上る温かい蒸気をすべて叩き落とした。彼から逃れることは不可能であった。
鉄のやっとこで彼は自分の負債者を挟み付け、法律が彼の加勢を精力的に行って、相続人
は多くの言い逃れの末、降伏せざるを得なかった。八千ターラーの代償で、つまり彼の遺
産の大部分の代償で、彼はファイテルから自由の身になった。
今日は若いこの商売人が自分の大きな資本をポケットに入れて、家へ持ち帰る幸運な一

日であった。彼は通りを飛んで行き、階段を飛んで、自分の奥の部屋に入った。全く嬉し
さに我を忘れていた。自分の心は不安と期待とで、鍛冶屋の槌のように跳ねているのに、
長いこと冷静さを装うという強制は終わっていた。彼は子供のようであった、それほど無
邪気であったわけではないが。彼は部屋を跳ね飛んだ。いや喜びで笑い、数時間前から彼
を待っていたヒップスに尋ねた。「どんな品種のワインを飲みたい、ヒップス」。
「ワインだけじゃ済まないだろう」とヒップスは用心深く答えた、「しかしハンガリー

ワインを嗜まなくなって随分となる。古い上部ハンガリー産を一本かな、いや待て、外は
十分暗い、自分で買って来よう」。
「幾らする」とファイテルは叫んだ。
「二ターラー」とヒップスは答えた。
「それは大変な金だ」とファイテルは言った、「しかし構わない、ここにある」。
大胆に手を振って彼はズボンのポケットから一個の二重ターラー貨幣を取り出し、テー

ブルに投げた。
「結構」とヒップスは頷き、素早く貨幣を握った、「しかしこれだけでは済まないだろ

う、我が子よ。私はおまえの儲けの数パーセントを要求する。我々は昔からの馴染みだし、
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友を脅迫してはならんということを考えると、今日おまえが手に入れた元金の五パーセン
トで満足することにしよう」。
ファイテルは固まった。彼の輝く顔は突然とても真面目になった。口を開けて、彼はソ

ファーの黒服の男を見つめた。
「何も言うな」とヒップスは冷淡に続けて、眼鏡越しにファイテルに意地悪な視線を投

げかけた。「私に対して妙な取引の一言でも発しないようにしろよ、我々は手の内が分か
っている。 ー おまえが金を入手できるようにしたのは私だ、私一人だ。おまえは私を
必要としている。そして私もおまえをこの通り利用できるのだ。即刻八千ターラーのうち
四百ターラーを出すことだ」。
ファイテルは話そうとした。
「一言も言うな」とヒップスは繰り返して、貨幣で拍子を取ってテーブルを叩いた、「金
を出せ」。
ファイテルは彼を見つめ、ようやく黙って上着のポケットに手を入れて、二枚の羊皮紙

をヒップスの前のテーブルに置いた。
「更に二枚」とヒップスは同じ調子で続けた。ファイテルは百ターラーをそれに添えた。
「そして今度が最後だ、我が子よ」と老公は勇気付けて、頷き、再びテーブルをターラー
で叩いた。
ファイテルは一瞬ためらって、意地悪な喜びが強まって来ていた老公を不安げに見た。

この顔には何ら慰めとなるものは見えなかった。再びファイテルはポケットに手を入れて、
四枚目の羊皮紙をテーブルに出して、抑揚のない声で言った。「おまえさんを見損なって
いた、ヒップス」。そしてそれからハンカチを取りだして、脇を向いて、鼻をかみ、濡れ
た目を拭いた。
ヒップスは自分の弟子の悲嘆の調子にはほとんど注意を払わなかった。彼は、長いこと

失っていて、そして再び思いがけず手にした貴重品を手で裏返すかのように、羊皮紙を触
っていた。ようやく彼は自分の獲物を仕舞いながら言った、「おまえが冷静に考えてみた
ら、私は良き友としておまえに対応したことが分かるだろう。もっと多くを要求出来たは
ずだからな」。
ファイテルは相変わらず窓辺に立っていて、外の夜を見ていた。彼は嘆かわしい気分で

あった。公証人からの帰路すぐに彼は老公のことを思い出し、この老公に喜びを分かとう
と決心していた。彼は彼に新しい銀製の嗅ぎ煙草缶を買って、十ドゥカーテン金貨を入れ
てやるつもりだった。それが今やこのヒップスが自分にこんな振る舞いをしている。
彼は自分の師の振る舞いに対する痛みの余り一言も言わなかったので、ヒップスはゆっ

くりと立ち上がって、好意的に言った。「そんなに気にするな、馬鹿だな。おまえより先
に私が亡くなったら、私はおまえを相続人にしよう。そうなったらおまえの金はまたおま
えのものだ。まだ若干残っていたらな。今はワインを味わうことにしよう。おまえの健康
を祈念して飲むつもりだ。思いやりのあるイッツィヒよ」。こう言いながら老公はドアか
ら忍び出た。
今一度ファイテルはハンカチに手を伸ばして、頬を流れ落ちる辛い涙を拭いた。儲けに

ついての彼の喜びは台無しになっていた。彼を動揺させたのは、得体のしれない情感、不
純な感情であった。というのは同時に失われた羊皮紙への多くの痛みがあったからである。
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しかし彼は貴重な金よりも更に多くを失っていた。自分が愛着を感じている地上で唯一の
人間、友情を期待している人間が、彼に対し冷淡で、利己的、敵対的に振る舞ったのであ
る。他のすべての人間に対して彼は戦闘準備にあって、彼らからも戦闘の他は何も期待し
ていなかった。ただ眼鏡のこの小さな人間に対して彼は心を開いていた。そしてこの温か
い感情を老公は自分の粗野な要求で致命的に害してしまった。彼とヒップスの関係は終わ
った。彼はこの男を欠かすことができなかった。しかしこの時から彼は彼に対して恨みを
抱くようになった。老公は彼を一層孤独にし、一層劣等にした。かくてファイテルは悪魔
達の呪いを知ることになった、つまり悪魔達はその蛮行を通じて惨めになるばかりでなく、
より良い仲間感情を通じても惨めになるのである。
しかしこの商売人の憂鬱は長く続くことはなかった。やがて彼は決心して、ポケットに

手を入れ、残りの宝物を取りだし、個々の羊皮紙のすべての面を調べて、番号をまず札差
にメモし、それから一枚の紙にメモした。このメモ紙を彼は天井の隙間に差し込んだ。こ
の仕事で彼は再び若干慰められた。そして今や彼は自分の考えを未来に向けた。再び彼は
部屋の中をあちこち歩き、計画を練った。彼の世間での立場は一挙に変わった。八千ター
ラーの現金所有者として、 ー いや、単に七千六百ターラーであるが、 ー 彼の類い
の商売人としては小さな富豪と言えるものになった。多くの他の者が、彼ほどの資産を所
有していなくても、十万ターラーの仕事をしていた。世間は彼の前に皿の上の真珠貝のよ
うに抵抗なく横たわっていた。問題は単に、どのような梃子でこの貝を開けるつもりであ
るかであった。彼は資本をどれほどかけることがいいか、その倍がいいか、十倍がいいか。
今やそれを選ばなければならない、これをただ一人でやらなければならない。自分にとっ
て十もの様々な手段があろう。このまま金を高い利子で貸し続けることができよう。株に
投機できよう。羊毛商売、穀物商売を行うことができよう。そして一種の誇りの感情を抱
いてこの悪漢は独白した、自分は多くのこれらのどの手段であれ、自分の仲間の中で最も
抜け目のない者同様に上手に行えよう、と。しかしこうした行為のどれであれ、愛しい資
本を危機に晒しかねない。それで金持ちになれようが、しかしまたすべてを失いかねない。
こう考えるととても恐くなり、彼は早速これらの計画を脇に除けた。抜け目ない男なら多
くを儲けながら、多分大きな損失を避けられるような仕事があろう。自分の故郷から彼は
遍歴の古着商として荘園領主の屋敷に出入りしていた。羊毛市場の時期には、町の通りで
口髭や勲章の綬の高貴な殿方達に奉仕を申し出ていた。彼の雇い主の帳場では、絶えず田
舎貴族の財産や金融の仕事に従事して来た。いかに彼は正確に、ある種の騎士領を所有し
たいという老エーレンタールの内心の憧れを知っていたことか。いかにしばしばこの眼鏡
の男は、彼の前で、おまえは騎士領の所有者になる運命だという嘲笑的冗談を好んだこと
か。そしていかなる次第で、老公に対する痛みの中で、突然同級生のアントンのことを思
い浮かべ、最後にアントンと付き合った日のことが思い浮かべたのであろうか。かつて彼
が町へ出て来て、アントンと出会ったとき、彼は男爵の荘園へ道草を食って、牛舎のドア
の前に立ち、角のある牛どもの長い二重の列を数え上げ、遂には女中頭に命令調で追い出
されたのであった。熱い光線のように彼の頭に射し込んで来た。彼自身、エーレンタール
同様に、騎士領所有者になれるのだ。彼自身が他人に白い羊毛を洗わせて、二頭、いや四
頭の馬で町へ出掛けられるのだ、と。彼は両手で激しくテーブルの甲板を握って、大声で
叫んだ、「そうしよう」。そして椅子にしっかり座って、痩せた両腕を組んだ。この瞬間
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から彼は何事かを欲し、自分の仕事を始めた。
そして彼は抜け目なく思案した。彼は自分の意見によれば男爵の荘園へのある権利を得

ることに決心したのであった。彼はこの権利を自分の金で獲得することにしよう。彼は男
爵の荘園の抵当権を確保することにしよう。そのため自分の資本を数年安全なものにして
おこう。静かに働こう、そして自分の資本でこの全荘園を両手にする偉大な日がやって来
ることになろう。そして今や自分の人生の内心の目標となるべき自分の計画が首尾良く行
かない最悪の場合、その場合でも少なくとも自分の金は失われないのだ。その間は代理人
や仲買人となることにしよう。売買を仲介することにしよう。他の多くの者達がしている
ように、哀れな奴等だ、互いにパーセントの半分を羨ましく思っている奴等だ。そして偉
大な称号の高貴な殿方達、彼らは荘園取引を大規模に行っていて、十万ターラーをその際
策略や買収、抜け道で獲得している。ファイテルは自分に周知でない手段は少ないことを
知っていた。かくて彼はまずはエーレンタールの許に何でも屋として留まることにした。
この老公を利用できる間のことだ。ロザーリエは美しい。彼女は金持ちだ、ベルンハルト
は父親の相続人としては勘定されないからな。ひょっとしたら彼は老エーレンタールの義
理の息子になれるかもしれない。ひょっとしたらその気にはなれないかもしれない。この
仕事は急ぐことはない。更にまだ自分が相手にしなければならない者が一人いる。小さな
黒服の男だ。奴は今向こうの客室で高いワインを飲んでいる。彼のことも今日からは計算
に入れなければならない。老公が行うすべての貢献に対価を支払うことにしよう。そして
必要な分だけの信頼を置くことにしよう。
これらがファイテルが達した決心であった。そして彼は自分の計画を学者が執筆しよう

と思う本を練るように考えると、自分の抵当証券を枕の下に置き、ドアを閉めて、重たい
椅子をそれに当てて、一日の緊張に疲れ果て、自分の固い臥所に身を投げた。彼は新たな
野蛮に芽吹くロートザッテル家の親族であり、その素敵な荘園の共同保有者であった。ひ
ょっとしたらこの商人が哀れな部屋の中、落ち着かない心の中で思い巡らしたもの、これ
は一人の阿呆の奇怪な空想であったかもしれない。ひょっとしたらこれは一連の決然たる
首尾一貫した行為の端緒であって、男爵とその家族にとって暗い運命であったかもしれな
い。男爵自身がこのことにつき決定することになろう。

同じ晩男爵夫人とその娘は公園の薔薇の園亭の中に座っていた。両人とも次第に黙しが
ちになっていた。母親は物思いに耽って、一匹の蛾の踊りを見ていた。この蛾は小さな太
い頭を蠟燭の炎の中へ侵入させようと思っていて、再三、夜風から明かりを守るためのガ
ラスの鐘に当たっていた。蛾は傷付いては暗闇の中へ舞い戻っていたが、次の瞬間には不
快な衝突を忘れて、新たにガラスの侵入部を求めていた。
レノーレは本の上に屈み込んでいて、時折母親の真面目な顔に問うような視線を投げか

けていた。そのとき砂利がきしんで、荘園の老行政官が急いで帽子を取って近寄って来て、
恵む深い旦那様のことを尋ねた。
「どうしたの」とレノーレは灰色髪の男に尋ねた、「何か起こったの」。
「老いた青毛馬がお仕舞いです」と行政官は案じて答えた。「馬は暴れ出して、飼い葉

桶に噛み付きました。そして今横になって、虫の息です」。
「可哀想に」とレノーレは飛び上がって、叫んだ。
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「レノーレ」と母親は叱った。
「私が行きます、自ら調べます」とレノーレは熱心に言って、老人と一緒に中庭へ急い

だ。
病んだ馬は藁の上に不安の汗を滴らせて、横になっており、その脇腹は喘ぐ呼吸で上下

に揺れていた。厩舎のランタンの明かりの許、下僕達が周りに立っていて、ぼんやりと病
の動物を見ていた。レノーレが入って来ると、馬は救いを求めるかのように目を令嬢に向
けた。
「私のことがまだ分かるわ」と彼女は叫んで、頑丈な下僕長を近くに来るよう合図した。
「仕事は終わったんで」とこの男は言った、「今休んでいます」。
「すぐに馬に乗って、獣医の所に行きなさい」とレノーレは下僕に命じた。
この男は夜数マイル馬に乗って行きたくなかった。彼はためらって答えた。「ドクトル

はいつも家にいません。医師が来る前に、馬はお陀仏でしょう」。
「言われた通りにして」とレノーレは冷たく命じて、ドアを示した。下僕は渋々出て行

った。
「下僕長はどうしたの」とレノーレは行政官と馬小屋から出るとき、尋ねた。
「もう言うことを聞きません。首にしなくちゃ。恵み深い旦那様にすでにしょっちゅう

言っているのですが。しかし男爵様にはこのならず者はハサミムシのように従うのです。
彼は受けがいいと承知しています。しかし他の皆には何も聞きません。私は毎日腹が立ち
ます」。
「父に話しておきましょう」とレノーレは、額に皺を寄せて答えた。
老従者は立ったまま、親しげに続けた、「いや、恵み深いお嬢様、貴女が経営を若干手

伝って頂けますなら、荘園にとって大助かりでしょう。牛舎にも私は満足できません。新
しい家政婦は女中の扱いを心得ていません。余りに気まぐれで、リボンが前にあったり、
後ろにあったりです。以前は上手く行っていました。男爵様が自らお出でになって、バタ
ー桶を覗いていました。今は多分別のお仕事があるのでしょう。御主人が甘いと家の者ど
もが知っていますので、行政官が厳しく接しても、切り抜けて行きます。 ー 貴女は家
の者どもに厳しくできます。貴女が男でないのは、実に残念です」。
「その通りです、実に残念です」とレノーレは馴染みの友に同意して頷いた、「でもこ

れは辛抱しなければなりません。乳業については私も気を配ります。今日からは毎日バタ
ー製造に立ち会いましょう。今穀物はどんな具合。貴方は最近町へ送ったのでしょう」。
「そうです」と老公は打ちひしがれて言った、「旦那様が命じられました。幾ら受け取

られたのか分からないのです。屋根裏の穀物倉庫全体を冬にすでに商人に供出することで
売却していました。それで」と彼は困って続け、自分の白髪の頭を振った、「以前は私が
売却して、帳面に書き、金額を記入し、それを男爵様に数え上げました。今は帳面に収入
をもはや記せません。頁が終わったら、線を引くのですが、しかしもはや合計額はありま
せん」。
レノーレは両手を背にして、訴えに関心を示して聞いていた。「まあ、それは新しいや

り方の一つなのでしょう。嘆かないことにしましょう。父上がいないときには、午後一緒
に畑に出ましょう。あるいは畑の貴方を探しましょう。そうしたらパイプで煙草を吸われ
たらよろしい。先日私が持って来た新しいパイプの火皿はいかがです」。
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「太い煙が出ます」と行政官はにんまりして言い、証拠に短いパイプを半ばポケットか
ら出した。「しかし再び青毛馬のことに戻りますと、男爵様は、この不幸を耳にされると、
とてもお怒りでしょう。でも何もできません」。
「仕方ない」とレノーレは言った、「何も出来ないのであれば、静かに待つことにしま

しょう。お休みなさい、行政官。どうか馬の許に戻ってください」。
「畏まりました、恵み深いお嬢様。お休みなさい」と行政官は言った。
相変わらず男爵夫人は一人っきりで常緑の薔薇の膨らんでくる芽の許に座っていた。彼

女も、自分が温かい春の夕方、野外で過ごすとき、普段はめったに側から離れることのな
かった自分の主人のことを考えていた。彼女の夫は変わってしまった。彼はいつものよう
に彼女に対して打ち解け、愛想が良かった。しかし彼はしばしばぼんやりし、放心してい
たし、また過敏になり、些細なことで気分を害した。以前よりも彼の陽気さは派手になっ
て、殿方達との社交への欲求が増していた。彼の家は、いや彼女自身、昔より及ぼす引力
が減少していた。このような変化は、青春の薔薇の息吹が彼女の額から消えたという悲し
い結果に由来するものかと彼女は再三自問した。このような気持ちと彼女は闘い、不安げ
に愛しい夫の頻繁な不在の理由を他に探した。
「父上はまだ戻らないの」とレノーレは彼女に近寄って尋ねた、「国道で一台の馬車が

通ったわ」。
「いいえ」と母親は言った、「多分町で用があるのよ。明日ようやく戻って来るのかも

しれない」。
「父上が今こんなによく町へ行き、近隣の方々を回るのは面白くないわ」とレノーレは

言った、「もう長いこと夕方私どもに朗読してくれなくなった」。
「あなたが私に朗読してくれるのを望んでいるのよ」と母親が微笑して言った、「今晩

もそうして頂戴。本を取って来て、行儀良く、私の横に座りなさい。辛抱なさい」。
レノーレは不機嫌に小さな口を歪め、本を手にする代わりに、男爵夫人の横に腰掛けて、

両腕で彼女を抱擁し、母親の頭を自らの許に抱き締めて、髪を撫でながら言った、「愛し
い人、あなたも悲しいのでしょう。苦しんでいる。父上のことが心配なの。昔の父ではな
くなったわ。私はもう子供じゃない。父のしていることを教えて」。
「馬鹿ね」と男爵夫人は平静な声で答えた、「あなたに隠すことは何もありません。父

上が本当に私どもの許におれない何事かがあるのであれば、私どもがそれを尋ねてはなり
ません。家の主人が私どもに心を打ち明ける時が来るまで、待つしかありません」。
「その間心配しなくちゃならないの。ひょっとしたら何でもないのに」とレノーレは叫

んだ。
「静かに待つことにしましょう。信頼しておれば、いつ愛するのか、難しいことではあ

りません」と男爵夫人はレノーレの腕から身を起こしながら答えた。
「でもあなたの目は湿っている。不安を私に隠しているのね」と娘は言った、「あなた

が黙っているつもりなら、聞きません。父上に聞きましょう」。
「それをしてはなりません」ときっぱりとした調子で男爵夫人は言った。
「父上よ」とレノーレが叫んだ、「足音が聞こえる」。 ー 男爵の立派な体格が素早

い足取りで園亭へ向かって来た。「今晩は、イエコオロギのお二人」とすでに遠くから明
るい声で彼は叫んだ。彼は妻と娘を同時に両腕に抱いて、楽しげに二人の目を見たので、
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男爵夫人は自分の痛みを忘れ、レノーレは質問を忘れた。「こんなに早く戻って来られて、
結構なことです」と主婦は快活に微笑して言った、「レノーレは今晩どうしてもあなたと
一緒にいたがっていました。夕方はとても素敵でした」。
男爵は女性二人の間に座って、心地良げに尋ねた。「いいかい、私に何か変化はないか」。
「あなたは陽気です」と男爵夫人は彼の目を見ながら言った、「その他はいつもの通り」。
「制服を着用して、訪問をしていたのでしょう」とレノーレが言った、「白いネクタイ

で分かる」。
「二人とも正解」と男爵は答えた、「しかし更にちょっとしたことがある。国王が慈し

み深く、私に勲章を賜れた。父と祖父が帯びていたものだ。その十字架が我らの家系のほ
とんど代々のものであることは嬉しい。勲章と共に親王の恵み深い書もあった。そこでは
私の多幸が願われ、私が親王の間近で過ごした年月のことが好意的に思い出されている。
それに宮廷で持てはやされたレディー、おまえのことも思い出されている。親王には、お
まえと再会されて欲しいものだ。親王が一緒におまえと踊った時から、歳月が過ぎたこと
を、嘘のように思われることだろう」。
「何という嬉しい知らせ」と男爵夫人は叫んで、夫の首を抱いた。「あなたの晴着に星

形勲章をと随分前から願っていました」。その間レノーレはケースを開けて、勲章を蠟燭
の明かりの許であちこち揺らした。「この飾りを夫に付けましょう」。男爵夫人は彼の首
に十字架を掛けて、誠実にまず彼に、それから十字架に接吻をした。
「承知のように」と男爵は言った、「我々の時代このような飾りはいかほどのものでも

ない。しかし白状すると、まさにこの身分上の飾りが私にもすべての中で最愛のものだ。
我らの家系は最も古い家系の一つで、我らの系統では、勿論一つの偶然だが、今まで不釣
り合いな結婚は見られない。この十字架は現在のところ、このようなことにまだ大きな価
値を置いていた古い時代の最後の思い出をかなり占めるものだ。今や我らの特権の代わり
に、別な力が生じて来ている、金だ。それで我々も、我らの家系を声望あるものに保ちた
いなら、この金を得るように努めなければならない状況にある。親王の親書には家系の古
さに言及があり、更に何世代にもわたって、これまでのように手本となる育ちの良さで、
そう手紙の言葉にあるが、栄えて欲しい旨語られている。おい、レノーレ、それにおまえ
の兄、おまえ達はこの事を心掛けるのだぞ」。
「私は手本となる育ちの良さで暮らしています」とレノーレは両腕を組んで、答えた、

「でも家系の名誉に私は何も尽くせません。私は少しもその気はないけれども、私が結婚
したら、私は別な名前にならなければならない。それに上の出窓の部屋に掛かっている武
具の古いご先祖は、私が誰を御主人に選ぼうとかなり無関心でしょう。ロートザッテル家
の女としては残れないのだから」。
父親は笑って、娘を引き寄せた、「どうしてこの娘はこんな異端に至ったのか知りたい

ものだ」。
「段々とこうなって来ました」と母親は言った。
「それは治ろう」と父親は答えて、娘の額に快く接吻した。「ここに親王の手紙がある。
私は馬を見て来る。それから一緒に野外で食べよう」。

勲章授与は、国々を征服し、自らの領地を確立した宗教的騎士達の強力な同盟の可愛ら
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しい思い出であるが、男爵がたとえ無関心に対処したとしても、男爵の心に明るい光を投
げかけた。彼の数多い知人達の賀詞は彼にとって心地良かったし、彼の自尊の念はそのこ
とで、時々必要となっていた秘密の支えを得ることになった。かくて一週間経過した後、
商人のエーレンタールも、近隣の村への途次、ただ男爵にお祝いを述べるために姿を見せ
た。彼はすでに別れのお辞儀を済ませた後で、今一度立ち止まって、こう言葉を投げかけ
た。「恵み深い旦那様は以前、蕪からの砂糖工場を建設するお考えでした。聞くところに
よりますと、このような工場を全く貴方の近くに建設しようとして、ある商事会社を立ち
上げる計画が今あります。私はこの仕事に参加するよう要請されています。それで、男爵
様は、今もこの件をお考えかまず伺いたいと思っています」。
男爵にとってこの知らせはとても不都合であった。数年前から、このような工場を自分

の地所、土壌に建設したいという考えを抱いていた。彼はかなりの数の同様な企業を視察
していた。そして提案をして貰い、技術者と交渉していた。いやすでに、この事業所を置
いても少しも構わないような場所もすでに思い描いていた。彼はこの計画をしばらくの間
大変熱心に追求した。しかし次第に計画の魅力は薄れて来た。新しくて、まだ不確かな産
業に対する用心深い男の臆病さ、とりわけ幾つもの費用や、このような企画が荘園所有者
の生活や荘園の管理に及ぼす多くの煩雑さ、不穏さに関する何人もの知人達の苦情、こう
したこと一切のせいで、彼はこのプロジェクトを放置して、次の数年は自分の資本を、勿
論つましい利子を得ながら、静かに寝かせておく気になっていた。今や彼が将来にと保留
していた投資が他人によって遂行されるという話しであった。自らのプロジェクトはこれ
で駄目になることは明らかであった。というのはすぐ近隣に二つの類似の工場があっては、
確実に上手く行かないであろうからである。立腹して彼は叫んだ、「私が数年間は資本を
寝かせておくと考えるに至った丁度今頃そう言われてもな」。
「男爵様」と商人は心易く言った、「貴方は裕福な男で、一帯で声望があります。貴方

が自ら工場を立ち上げると宣言なされば、株式同盟はその日に解散します」。
「私は今は出来ないと承知しておろう」と男爵は不機嫌に答えた。
「貴方はその気になれば、旦那様、出来るのでございます」と商人は恭順の微笑を浮か

べて応じた、「私はこのような工場を貴方に説得に来ている男ではありません。貴方はお
金を儲ける必要はないのですから。しかし今貴方が私にこう仰有るなら、つまりエーレン
タール、私は工場を立ち上げたいと仰有るなら、貴方にはご入用な分、資本は自由になり
ます。私自身七千ターラーから一万ターラーの額の備蓄があります。貴方はいつでもこの
金を使えます。 ー 私は提案をしたいのです。私は貴方が入用なお金を安い利子で用立
てしましょう。私が貴方に貸与する金額の分、私にその仕事の分担をお許しください。私
の金を貴方が返却される日までの分担です。貴方が入用な他のお金は、荘園への抵当権を
ご利用ください。数年してすべての借金を返済するまでのことです」。
この提案は利己主義的には見えず、いや好意的に見えた。しかし男爵はこのような仕事

が彼の全生活に及ぼすであろう大きな変化を余りに強く感じた。紛糾に満ちた将来を考え、
自分自身とエーレンタールとに頼りない不安と一種の不信感を抱いた。それ故エーレンタ
ールの提案に冷たく対応した。「信頼して頂き有り難い」と彼は言った、「しかし他人の
金で建設したくない、自らの収入の剰余金で幸い建てられると聞いてもな」。
エーレンタールはこの告知を聞いて去らなければならなかったが、ただドアの所で言っ
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た。「旦那様にはこの件を考えて頂きましょう。私は四週間株式同盟の仕事を停止するこ
とにして、この期間話しを進めないことにします」。
ただ生涯に一度人気のある女性歌手という経験をした者だけが、男爵が次の四週間町か

ら何という沢山の未知の小さな手紙や小包、発送を受け取ったか考えることができよう。
まずはエーレンタール氏が書いて来た。「私は四週間株主達を止めました」。それから一
人の株主のカールフンケルシュタイン氏が書いて来た。「私は貴方が工場を建てたい意向
であると聞きました。この場合貴方に譲ります」。それからまたエーレンタールが書いて
来た。「ここに類似の工場の年間報告があります。儲けがどの程度か分かります」。それ
から再びヴォルフスドルフ氏とか言う者が書いて来た。「御領主は工場の計画があるとの
噂です。私は安い利子で貸し出す資本を有しています。抵当権を頂ければ幸いです、ある
いは仕事に関与させて頂ければ最も幸甚に存じます」。最後には得体の知れないイッツィ
ヒファイト氏とか言う者まで書いて来た。「男爵殿は町で噂となっているように、エーレ
ンタールと一緒に商売をすべきではありません。エーレンタールは裕福ではありますが、
利己的な男です。少なくとも組むべきではありません。差出人の私はもっと良い資本を用
立てし、全く別の出資者を紹介しましょう」。これに対しまたエーレンタール氏は執筆を
強いられた。「私の敵達によって町で陰謀がなされ、恵み深い旦那様の立派な事業に対し、
別の金を用立てしようとしています。貴方はご随意になさってよろしいのですが、私は名
誉を重んずる男で、強請は致しません」。
いかに容易に、大量に自分の名前の下に資本が流入して来ることか、そして全く未知の

人間が、自分の地所、土壌での事業を、間違いのない、輝かしい、羨望に値するものと見
なす用意があることを、男爵は驚いて見守ることになった。彼はその投機でこれまでのと
ころ決定的に幸運であった。彼は金融取引に対する嫌悪をかなり完全に克服していた。い
や彼は他人の資本に対するある種の要求をなすことに慣れて来ていた。今や彼は次第に、
金を自分の工場建設のために受け取る考えに馴染んで来た。ただ一つのことが彼の誇りに
逆らった。慇懃なエーレンタールを出資者として受け入れることである。それほどに得体
の知れない差出人の手紙は効き目があった。彼は、事業を起こす場合には、この商人から
の借用金に対して利子率を確定して保証することに決めた。四週間男爵は内心の不決断と
闘った。しばしば彼の額は曇り、しばしば男爵夫人は再び静かな痛みと共に、夫の興奮を
見守ることになった。しばしば夫は町や知人の荘園へ出掛けて、同様の設備を視察して、
様々な提案から利点の可能性を引き出そうとした。計画された格式会社について何ら確実
なことは得られなかった。個々の工場主の成果について収集した報告の中で余り芳しくな
いものに関しては、彼は自分の競争力に対する生来の恐れのせいにしたり、彼らの仕事の
有利でない立地設備のせいにした。
四週間が過ぎ去った。エーレンタールから新しい手紙が届いた。そこには男爵は至急自

分の決心を知らせて欲しいと記されていた、株主の個々人がもはや辛抱できないというも
のであった。

暑い一日の夕方、男爵は落ち着かず農場から野外へ出た。天の下低く、黒い靄の背後に
黄色く燃える明かりが輝き出て来た。彼の頭の上では雲が密に固まって掛かっていた。凍
えた梢の大気の黒い岩のようであった。荘園の領主の周りでは蒸し暑さ、志気喪失、不安
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な予感が見られた。穀物畑ではコオロギがいつもより甲高く鳴いていた。絶えずその警告
するような呼び声がこの領主の耳に響いた。国道の木々の小さな鳥が小枝で金切り声を上
げ、ある木から別な木へ飛び、互いに呼びかけ合っていた。田畑に何か恐ろしいことが起
こるかもしれない、我々小鳥は凌げるだろうが、大きな者達は用心あれと叫んでいた。燕
達が低く大地の側をかすめて、男爵のすぐ側を飛び過ぎて行った。あたかも彼は存在して
いなくて、彼の立っている場所は空であるかのようであった。道端の野生の観葉植物は樹
液もなく葉を垂らしていて、醜い埃にまみれて、何年も前、昔、緑であって、花を咲かせ
たことがある一つの没落世界の植物のようであった。国道に沿って一つの太い埃の雲がこ
の領主に向かって回転して来た。帰路の馬どもと車が彼の側を通り過ぎた。馬どもは無器
用に前進して行き、頭を車の中で下げていた。これらと共に、醜い黄色の雲が転がって行
き、馬の体の輪郭を隠したので、ただ首だけが浮かび上がって、男爵にとっては空中を漂
って行く影のような姿に見えた。馬どもの後、ゆっくりと三つの塊となって羊の群れが来
た。再び窒息する埃の雲の中に覆われていた。羊の小鐘が鈍く厚い大気の中で響いた。そ
して遠方からのように大地で渦を巻いて、ここかしこで幽霊のように牧羊犬の声が響いた。
そして羊飼いが彼の領主に挨拶しながら歩みすぎたとき、この男はとても灰色で影のよう
に見えて、あたかも昔、緑の大地の休閑地で本当に羊を追い立てていた、墓場からの霊の
ようであった。
荘園主は馬や羊の側で立ち止まっていた。彼は溝の縁の枯れたモウズイカの前に立って

いた。彼は葉叢の小鳥に耳を傾けた。小鳥が彼に与えたものは不気味な想念であった。彼
はかつてアントンが領主の館に最後の視線を投げかけたときの池の土手を更に進んだ。宮
殿は男爵の前、塔や壁と共に赤い炎に包まれて立っていた。塔の先端では明るい小さな微
光が燃えて、雲の中へ消えて行き、炎の中、宮殿のすべての窓ガラスが輝いていた。血の
滴りのように薔薇の花の束が、蔓植物の黒黄色に葉の上に見られた。しかし宮殿の上では
大気の中、回転が生じて、次第にそれは黒い塊となって近寄って来た。輝く建築物を力尽
くで包むためであった。木々の葉一つ動かなかった。暗い水面では一つの波の輪も立たず、
冥界の湖のように死んで横たわっていた。領主は身をかがめて、生命の一つの印を探した。
ただ水蜘蛛、あるいはトンボが一匹、彼の周りの暗い沈黙の中、体を動かしていた。 ー
そのとき深みから青白い人間の顔が彼を凝視して来て、彼は後ずさりし、もう一度覗き

込んで、微笑し、それは彼自身の反映であると認識する羽目になった。ここでも荘園の領
主の周りには蒸し暑さ、志気喪失、不安な予感があった。
彼は空ろな柳の幹に寄りかかって、一心に自分の愛しい者達が住む自分の家と窓を見つ

めた。彼は彼女達の輪郭を探し、男爵夫人のピアノの音色を求めて、聞き耳を立て、レノ
ーレの部屋のバルコニーから彼女の明るいリボンの一つでも舞っているのを見たいと思っ
た。しかし家からは生命の印は何も感じ取れなかった。宮殿は死に絶えていた。荒涼とし
て、太古からの建造のようで、霊的明かりに照らされていた。後数瞬したら、それは大地
の中に消えてしまうに違いない。すると水がその上に押し寄せて来ることだろう。人々が
話し合うことになるかもしれない、ここには昔、誇り高い男爵が住む素敵な宮殿があった。
しかし長い、長い昔のことだ、と。
倒壊した家、没落した家系。 ー 見知らぬ男が彼のいる場に立って、自分が建てた新

しい家を見る時代が来たら、その時にもこの余所の男の前には水面が今自分のいる前同様
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に広がっていて、彼の犂に返された同じ土塊が、やはり後の者にも心易く果実を恵むのだ。
それから穂先からは穀粒が更に白い小麦を恵み、その羊たちの子羊が同じ石造りの水槽の
周りを跳ね、耕作地が新人の前に今の彼の前同様に横たわっていて、ひょっとしたら同じ
箇所を水路が田畑を通じて走るかもしれない。彼の下の藺草はひょっとしたら水面から同
じようにその花茎を出すことだろう。ただ彼と彼の一族は、今すべてを支配しているが、
そのときには消え失せている定めであろう。ひょっとしたら思い出も曖昧に消え失せるか
もしれない。
そのように荘園領主は立っていた。地上と彼の魂に横たわっている邪悪な魔法に麻痺し

ていた。彼は深い息を吸い、額の汗を拭った。彼は途方に暮れ、砕かれたかのようであっ
た。そのとき木々の梢を通って鈍い音色が聞こえた。それは大気の狩猟の声であった。今
一度万物が静かになった。それから突然高みから突風が吹き下ろしてきた。それは木の梢
を揺らし、水面をひゅっと音を立て、柳は深くその灰色の枝を曲げた。そして通りの埃の
雲が急に旋回して高みに舞った。宮殿の壁の黄色の輝きは消えていて、鉛灰色の黄昏が風
景を覆っていた。暗闇の中をジグザグに稲妻が走り、長く厳めしく雷がゴロゴロ響いて来
た。大気の野生の猟師は人々の田畑の上でその追い出し猟を続けた。
男爵は身を高く起こして、自分の胸を突風の勢いに晒した。彼の周りで葉や木の小枝が

飛んだ。そして大きな雨粒が彼の頭を叩いた。しかし彼は雷雨の雲の方を、そしてジグザ
グに交わる稲妻を見つめて、上の方から一つの決定が下されるのを待った。そのとき通り
から一頭の馬のギャロップが響いた。上の方から喜ばしい男性の声が下に届いた。「父上」。
一人の若い騎乗の将校が通りで停止した。
「我が息子よ、愛しい子供よ」と父親は震える声で叫んだ。「良い時に来た」。彼は若

者をしっかりと抱き締め、彼を抱擁から離すと、更に長く彼の両手を握っていて、飽くこ
となく彼を見つめた。騎乗の男も灰色の埃を被っていた。しかし若々しい顔と両の大胆な
目は、この瞬間、父親に決定的言葉を語っていた。不確実なこと、すべての暗い予感は消
え失せていた。彼は再び、自分の家の家長にふさわしく確固と感じていた。彼の前には花
と咲く青春の姿で一族の未来があった。この思い出が丁度今彼の許にやって来たこと、彼
が決定すべき時に来たこと、このことは運命の命令に等しかった。「さあ家に入るがいい」
と彼は言った、「我らが挨拶を雨の中で交わす理由はもはやない」。
男爵夫人が自分の息子をソファーに導いて、飽きずにその男らしい風貌を喜んでいて、

レノーレが早速兄と軽い言葉の諍いを始めている時、男爵は家族の居間であちこち歩き、
時折激しい雨の中、外の風景を見ていた。ますます急速に稲妻が交錯し、雷が閃光の瞬き
の後、生ずるその休止はますます短くなった。
「窓を閉めたら」と男爵夫人は頼んだ、「雷雨が入って来るわ」。
「家には何もしないよ」と男爵は落ち着かせて答えた、「避雷針が上の屋根にある。針

は先ほど明るく、暗い雲の中の明かりのように輝いていた。御覧、雲が最も黒く、塊とな
っている所、向こうの明るい緑色のトネリコの上の方を」。
「その箇所は分かります」と男爵夫人は言った。
「覚悟しろよ」と男爵は微笑して続けた、「向こうも青い天はずっと灰色の雲で覆われ

ることになるのだ。あそこには工場の煙突が、木々の上、聳えることになろう」。
「建設するつもりですか」と男爵夫人は不安げに尋ねた。
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「工場を建てるつもりですか」と少尉は非難を込めて叫んだ。
「そうだ」と男爵は妻に言った、「この事業はおまえにとって、私にとって、多くの厄

介事をもたらすだろう。私の力はすべての面で要求されることになろう。これを敢行する
のは我々のためではない、子供のため、家族のためだ。私は我らの家の荘園を確固とした
ものにしたい。収入を増やして、宮殿の領主が愛しい者達の将来にも備える状況としたい
のだ。つまり長子権、男系子孫の昔からの権利に従っては荘園を譲れない愛しい者達の将
来にな。長い格闘の末、今日私は決心した」。

9.

男爵は熱くなって工場の建設にかかった。彼は少なくとも煉瓦の一部を自ら焼こうとし
た。彼は森の幹に印を付けて、冬、材木として倒される予定のものとした。一人の建設の
棟梁がエーレンタールによって推薦され、男爵自身によって一人の技師が募集された。彼
は入念に、彼の工場の設備や活動が任されることになる男の過去を調べた。そして長い調
査の末、異常な理論的素養を有する実直な男を見いだし、その幸運を喜んだ。ひょっとし
たらまさにこの後者の理論的素養は男爵の観点から疑念がないわけではなかったかもしれ
ない。というのはこの選ばれた男についてタフな技能工達からこう噂されていたからであ
る、つまり、彼は工場を静かな活動に放置することは全くなくて、新しい発明を素早く導
入しては、日々の仕事を余りにしばしば妨害してしまう、と。それ故彼は高くつくことに
なって、安心できないと見なされていた。男爵にとって、この男の知性と実直さは勿論肝
要なことであったが、他の誰よりもこれを抜擢したのは、彼が内心では技術者のこの特性
こそ自分自身の指揮に欠けているものを補うに違いないと感じていたからであった。
しかしこれらの見込みは喜ばしいものであったが、それでも劣等な状況が見られた。秩

序と快適さは荘園ではもはや見いだされず、それらは夏の最中、数年前から大きな納屋の
奥に巣を作っていたコウノトリのように飛び去ってしまった。すべての世界が新しい建設
で妨害を受けた。男爵夫人は公園の一角を失った。彼女は一ダースの強力な古い木々が伐
採されるという心の痛みを体験した。余所の労働者の一団が鍬やシャベル、荷車を持って
イナゴの群れのように荘園を襲った。彼らは公園の芝地を踏み荒らし、食事時間には宮殿
の近くに陣取って、しばしば思いやりの欠如で女性達に気まずい思いをさせた。庭師は果
物や野菜の数多くの窃盗を目にして両手を揉んだ。行政官は自分の農園に侵入して来た混
乱にただただ絶望していた。彼が受け入れた新規の人々は、下男下女に対する監督を難し
いものにした。急いで購入された新規の引き牛馬は、数が十分でなかった。彼の農耕馬が
運送に使われた、田畑で農耕馬を最も必要としている時であった。立派な荷車用牛は彼に
とって存在しなくなった。農園の困窮はますます増大し、収入は減少しかねなかった。蕪
栽培のためにと決まっていた土壌もこの老公にとっては難しい仕事となった。作物の輪作
は多くが変更された。日雇い達は新しい建設のための作業を習得しなければならなかった。
レノーレは大いに慰めてやらなければならず、老公に町から何ポンドもの煙草を買って来
て、彼がその苦悶を空中の青い雲へと放出するようにした。勿論最も重い荷を負ったのは
男爵自身であった。彼の仕事部屋は、以前は単に個々の請願者や行政官が姿を見せるだけ
であったが、今や小売りの店のようにいわば皆の場となった。十もの面に彼は気を配らな



- 182 -

ければならず、解決を与え、困難を克服しなければならなかった。ほぼ毎日彼は町へ出掛
け、そして彼が荘園で休養を取る夕方には、家族内で心配事を抱え、不機嫌で、疲れてい
るように見えた。彼を満たしていたのは大きな希望であったが、しかしこの希望を現実に
変えるのは、とても難しかった。
若干の慰めを男爵はエーレンタールの活発な厚誼に見いだしていた。エーレンタールは

いつでも有益性を発揮して、常に立派な助言を準備していて、問い合わせにまごつくこと
がなかった。彼は今やよく荘園に現れた。男爵にとっては歓迎される客で、女性達にとっ
てはそれほど歓迎される客ではなかった。女性達は彼の呪文の言葉が、今や宮殿のすべて
の窓やドアを通じて流入して来る仕事を呼び起こしているのではないかという邪推を抱い
ていた。幸い彼の訪問はいつも短時間であった。そして彼は荘園で居心地良く感じている
と推察されても、彼の振る舞いは恭順さの点では全く非の打ちどころがなかった。
ある晴れた正午、エーレンタールはブリリアント形のダイヤモンドのピンと胸の襞飾り

を付けて、息子の部屋に入って来た。「ベルンハルトよ、今日一緒にロートザッテル家の
荘園へ行かないか。おまえを家族に紹介するために連れて来ると男爵に言ったのだ」。
ベルンハルトは席から飛び上がった、「父上、でも私はその方々と面識がありません」。
「荘園を一度覗いておれば、もはや馴染みでない所ではない。男爵や男爵夫人、それに

令嬢と一度話しておけば、面識を得たことになろう。良い人々だ」と彼は好意的に付け加
えた。
息子はまだ多くの内気な躊躇いを有していた。しかし父親は男爵が彼を待っているとい

う有無を言わせぬ説明をしてその躊躇いを砕いた。
ベルンハルトは馬車に座っていた。彼の上、空中に高く、小鳥が飛んでいた。国道のポ

プラは紐で引かれているように彼の背後で音を立てた。太陽は笑って、彼の青白い顔を照
らし、尋ねていた。おい、どこから来たのかね、見ない顔だな。彼は自分の席で落ち着か
ず緊張して居住まいを正した。彼はアントンと知り合って以来、いやもう長いこと、彼の
詩人達を読んで以来、屈託なく生きていて、無益な詮索を嫌うそのような人々の陽気な営
みに小さな孤独な部屋から憧れを抱いていた。今日彼は自分自身が少しばかり屈託なく生
きているかのように思われた。今日彼は未知の貴族の世界に飛び込むのだ、自分が見たい
と思う有名な美女のいる家に飛び込むのだ。彼はシャツの襟を正しく直した。帽子をしっ
かりと額の中へ押し込んだ。そして両腕を組んだ。鋭い視線で彼は行き過ぎる旅人を観察
した。そして金を受け取る税関の女性は、彼がとても意欲的に目を向けるので、自分の胸
のハンカチを直して、彼に微笑して、目配せをした。その間老エーレンタールの心は男爵
とその家族に対する称賛で溢れていた。「高貴な人々だ」と彼は叫んだ、「おまえが一度
この男爵夫人と会っておけば、彼女がレースの帽子を被っている様を見ておけば、何とす
べてが上品で、礼儀正しいことか。この世界はとにかく、世にも余りに礼儀正しい。一片
の砂糖は大きすぎて、食卓で飲むワインは高価すぎる。しかしそれが彼らの品性で、それ
が良く似合っているのだ」。
「レノーレ嬢は大層な美女だそうです」とベルンハルトは尋ねた、「彼女は彼女の身分

の若いレディーに良く見られるように気位が高いですか」。我が哀れなベルンハルトは多
くの若いレディーとは面識がなかった、あれこれどの身分のレディーとも面識がなかった。
「彼女は気位が高い」と父親は言った、「しかし美しいというのは本当だ。ここだけの
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話し、彼女はロザーリエよりも私の気に入っている」。
「ブロンドの髪ですか」、エーレンタールは熟慮した、 ー 「ブロンドだったかな、

褐色だったかな。勿論青い目をしている。荘園の家畜の群れを見てもいいぞ。公園を散歩
することを忘れるな。本を持って座れそうな場所があるか探せばいい」。
悪意のないベルンハルトは黙っていて、輝く目で、地平線に見えて来る公園の暗い輪郭

を見つめた。
馬車は宮殿の前で止まった。従者が扉の所に寄って来た。客人達は、男爵は部屋にいる

が、恵み深い御夫人は今は面会できない、しかし令嬢は庭を散歩中と知らされた。エーレ
ンタールは家の周りを歩いた。ベルンハルトは彼の後を興味深く付いて行った。芝地を越
えて、レノーレの高貴な姿がゆっくりと客人達に近付いて来た。エーレンタールは真っ直
ぐに立って、左腕で輪を描いて、自分の帽子をその中に収め、紹介した。「息子のベルン
ハルトです。こちらは御令嬢」。ベルンハルトは深々とお辞儀した。レノーレがこの学者
に返したのは、ただ冷静な挨拶であった。「私の父に御用でしたら、上の自分の部屋にい
ます」。
「私は上に参りましょう」とエーレンタールは従順に言った、「ベルンハルト、おまえ

はその間、御令嬢の許にいなさい」。
男爵の部屋で商人は数千ターラーをテーブルに置いて、言った。「ここに最初の金があ

ります。それで男爵様はどのような保証をお考えです」。
「約束に従って貴方に荘園の抵当権を出さなければなるまい」と男爵は答えた。
「男爵様、私が支払います千ターラーのたびごとに、いつも抵当権を出す必要がござい

ません。それは費用がかかり、荘園の評判を害します。ある大きな額の書かれている、そ
うですね二万ターラーの額の抵当権証書を法廷から発行なさってください。恵み深い男爵
夫人の名義でそれを発行させてください。いつでも売却できる保証となりましょう。新し
い資本で貴方の荘園はまだ傷は付きません。私が貴方に支払うたびに、貴方は単に借用証
を私に下さい。男爵様の言葉で、私が支払った金額相当分を二万ターラーのこの抵当権に
対し私は権利を有すると保証して頂くわけです。この抵当権は最初まず証券を出す前に抵
当権元帳に記載されます。簡単なことです。私ども二人の内密なことです。貴方が更に準
備金を必要としなくなった場合、この件を公証人の前で確定しましょう。貴方はそのとき
に抵当権そのものを私に譲ります。私は貴方の借用証をお返ししますし、この二万ターラ
ーに達していない場合、その分を私が支払います。私はこの紙切れほどの大きさもない白
紙に書かれた貴方の誓いの言葉しか要求致しません。そして法廷で二万ターラーの抵当権
証書の準備が出来ましたら、私の家で保管させて頂けば、幸甚に存じます」。
男爵は最後の条件が嫌そうに見えたので、エーレンタールは領主の腕に自分の手を置い

て、親しげに言った。「落ち着いてください、男爵様。私自身が抵当権証書を保管する意
向に対し、異議を称えないでください。私は乱用できないのです。これが私にとって保証
となります。どの法律家でも、私はこの件に関し、貴方に対し商売では考えられないよう
な振る舞いをしていると申し上げることでしょう。しばしば人が相手に与えた約束が破ら
れます。しかしこの世で何か確実なものがあるとしたら、私にとっては貴方の誓いの言葉
がそれに当たります。私がこのように考えるのは、商売的なことでないのです、男爵様、
これは友好的なことなのです」。
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エーレンタールはこの言葉を衷心からの表現で言ったが、満更嘘ではなかった。彼が呈
示したのは、実際大きな信頼であった。ファイテル・イッツィヒとの多くの協議の末、彼
はこのやり方に達した。彼は男爵が二万ターラーの他に更に幾つか他の資本を工場のため
に必要とするであろうと察していた。男爵が更に他の額を支障なく得ることは、この商人
にとっても利となることであった。それに彼はこの貴族を信用していた。狡猾な悪漢のこ
の男は相手の高貴な感覚をしっかりと信じていた。たとえイッツィヒが絶えず荘園領主の
名誉ある性格を彼に注目させていなくても、彼は領主に対して何も不正直な点は思わなか
ったであろう。彼の心に尊敬に満ちた愛情の余地が残っているとしたら、それは男爵に向
けられていた。領主は長いこと彼の心配事、彼の仕事、彼の夢中になった目配りの対象で
あった。領主はこの悪漢にとって、農業主にとっての農地、主婦にとっての愛玩動物とな
っていた。それは比率では心地良い愛情の極めて可愛い小さな部分であった。主婦でも熱
心にその四つ足の世話する動物の徳操を支持する。動物を喜んで観察し、その気性をはな
はだ穏やかのものと思う。主婦は自分の愛玩動物をその種で最も立派な品種と見なす傾向
があり、屠殺する日が来たら、ひょっとしたら涙を流すかもしれない。しかし聖なるアン
トニウスにかけて、主婦はそれがどんなに辛くても、哀れな動物を屠殺するのである。

一方、下の方でレノーレはベルンハルトに言った。「公園を歩くのはいかがですか」。
ベルンハルトは黙って従い、臆病そうにこの貴族の女性を見ていた。彼女は反抗的に頭を
高く上げて、彼の存在を余り喜んでいるようには見えなかった。かつてアントンを夢見心
地にさせた緑の芝地に彼女は立ち止まって、砂利道を示した。「そこを下って行けば湖で
す。こちらは更に行くと庭園です」。彼女は手を上げて別れの仕草をした。しかしベルン
ハルトはびっくりして芝地、宮殿の小さな塔、バルコニーの巻き付き植物を見て、叫んだ。
「これはすでに一度見たことがある。ここに来たことはないけれど」。
レノーレは立ち止まった。「この家は私の知る限り、町へは移っていません。同じよう

に見える他のものなのでしょう」。
「いや」と考え込んで、ベルンハルトは答えた、「私はこの宮殿を一人の友人の部屋の

スケッチで見ました。彼は貴女を知っているに違いない」と彼は喜んで叫んだ、「彼はそ
のことは何も私には語っていない」。
「貴方の友人というその方は何という名前です」。
「ヴォールファルト氏とか言います」。
令嬢は勢い良く学者の方を向いた。「ヴォールファルトですか。 T. O. シュレーター、

植民地商品や産物の商人ですか。この方ですか。 ー この方が友人ですか。どうして知
り合ったのですか」と彼女は厳しく尋ねて、ベルントの前に立ち止まった。両手を背にし
ていた、盗まれた林檎の小さな窃盗のことを尋問している教師の風情であった。
ベルンハルトは、アントンと知り合った経緯、この有能な友人がいかに好もしい友とな

ったか語った。そのせいで彼は若干ぎこちなさを忘れ、令嬢は厳しさをかなり失った。
「そうですか、そういう次第なのであれば」とレノーレは相変わらず驚いて、言った、

「それでヴォールファルトさんは元気ですか。手短に語ってください、どんな風に見えま
す、陽気ですか、多分忙しいのでしょう」。
ベルンハルトは語った。彼はますます雄弁になった。レノーレは薔薇の園亭に腰掛けて、
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横柄に彼に向かい側に座るよう合図した。彼が終えると、彼女は好意的に言った、「ヴォ
ールファルトさんが友人なのであれば、おめでとうです。彼は良い人間です。貴方も同様
であることを望みます」。
ベルンハルトは微笑した。「私は本に埋もれていて、代わりに私の善意を示す機会はわ

ずかしかありません。私は思わず知らず静かに暮らしていて、コオロギのように鳴いてい
ます。世間の営みの中では私は自分がよく無益に思えます」。
「学問三昧は私には縁遠いものです」とレノーレは答えた、「貴方は余り戸外の空気に

慣れていないとお見受け致します。だから、行きましょう。案内致します。帽子を被って
ください」。
従者がお茶の盆を持ってホールから出て来た。レノーレは彼に合図して、ベルンハルト

が熱い飲み物を急いで騎士が追い猟前の一杯を馬上で飲むように、急いで飲み込んだとき、
優しく見つめていた。「やけどなさらないでください」と彼女は注意した。
彼女はかつてアントンを導いて行ったように、公園を通って案内した。ベルンハルトは

大都会育ちであった。高い樹冠も、緑の芝生の中の花咲く花壇も、領主の館の小さな塔も
彼にとって何ら珍しいものではなく、彼の目はただ令嬢に据えられていた。九月の澄んだ
夕べであった。陽光は斜めに葉叢を通じて落ちて、砂利道は黄色の明かりと濃い影とが混
じり合っていた。陽光が葉陰を通じてレノーレの頭部に射すと、彼女の髪は金色に輝いた。
気位の高い目、上品な口、力強い少女のほっそりした肢体はこの学者の情感を捉えた。彼
女は笑い、白く小さな歯を見せた。彼はうっとりとした。彼女は小枝を折り取って、それ
で道の茂みを叩いた。あたかも小枝や葉が彼女の前で一揖したかのように思われた。
二人は橋の所、田畑へ通ずる公園の出口の所へ来た。数人の少女達がレノーレの許へ走

り寄って来て、膝かがめの礼をし、彼女の両手に接吻をした。彼女は一人の女王のように、
家臣達のこの忠誠を受け入れた。二人の別の小娘がタンポポの中空の茎を鎖状にして結び
合わせて、一本の長い鎖を作っていて、恥ずかしそうにベルンハルトの道の前に立ってそ
の鎖を差し出した。
「退きなさい、不作法な方々」とレノーレは叫んだ、「どうして道の邪魔をするのです。
この殿方は宮殿からですよ。 ー 余所の労働者からこんな追い剥ぎを学ぶなんて」。ベ
ルンハルトはこの瞬間彼女の側に属していると得意に感じた。彼はポケットに手を入れて
[金を出し]、少女達から解放された。「このような鎖を目にしなくなってから、随分にな
ります」と彼は言った。「少年の時分、私もかつて緑の芝地に座っていて、茎を詰め合わ
せたことをおぼろげに思い出します」。彼はタンポポの二，三の茎を摘んで、子供の遊び
を試みた。
「学者の殿方にもこのような遊びは楽しいですか」とレノーレは微笑して尋ねた。
「はい、そうです」とベルンハルトは答えた、「私はオダマキや飛燕草の尖った花々も

丸い花輪に組み合わせて、私の本の中に押し込みます。それから葉や花々全体を乾燥させ、
そうして植物標本を作ります。我々大人にとって関心のあるものは、しばしば子供時代の
ささやかな喜びと関連しています。偶々数個の多彩な水晶を手にした子供は、ひょっとし
たら鉱物学者になるかもしれません。すでに一人以上の有名な旅行者がロビンソン・クル
ーソーを通じてその発見の旅に導かれています。一人の重要な男が、自分の魂の糧となる
ものをどのようにして得るに至ったのか知るのはいつも楽しいことです」。
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「私ども女性は生涯を通じて、自然を子供達のように見ています」とレノーレは言った、
「私どもは晩年になっても、輝く宝石や花々と、丁度目の前の娘達のように戯れます。造
花や模造宝石の技法はとても気に入っていて、この玩具を手放すことはありません。 ー
子供の遊びに詳しい方なのであれば、向こうに手頃なものがありますよ」。彼女は道端

の大きなゴボウの藪を指し示した。「ゴボウの帽子を作ったことはありませんか」。
「いや、ありません」とベルンハルトは不安な予感がして答えた。
「一つすぐに差し上げましょう」とレノーレが決めた。二人はゴボウの藪へ行った。ベ

ルンハルトは丸い毬を摘み取って、両手に一杯数回渡した。彼女はこのゴボウの毬を結び
合わせて、二本の小さな角のある帽子を作った。「これは被れますよ」と彼女は恵み深く
言った。
ベルンハルトはこの小さな怪物を手に持っていた。「しかし度胸はありませんな」と彼

は答えた、「木々の小鳥が私目がけて余りに囀りましょう。貴女も頭巾を被りたいのであ
れば、 ー 」。
「ゴボウは勘弁してくださいね」とレノーレは答えた、「しかしお任せなさい。後戻っ

て、少女のとき私どもはどんな帽子を作っていたかお見せ致しましょう」。
彼女は彼を、一群れの向日葵が黒っぽい顔と黄色の光輝と共に茂みの縁に花咲いている

箇所に案内した。そこで彼女は小さなナイフを取り出して、幾つかの花を切り、茎に穴を
開けて、一つの兜に結び合わせ、笑いながらそれを被った。異様な飾りで、彼女の美しい
顔に野生の風情を添えた。「貴方も帽子を被りなさい」と彼女は命じた。ベルンハルトは
従った。彼の誠実な皺の顔、黒い燕尾服、白いネクタイはゴボウの帽子の下ではとても奇
抜に見えて、レノーレは笑いを抑えることが出来なかった。口をハンカチで隠しても無駄
であった。「とんでもない恰好に見えますよ」。ベルンハルトは早速頭の飾りを再び脱い
だ。「湖の所に行きましょう。そこで貴方の鏡像を見て貰いましょう」。
彼女は彼を、工場の建物の基礎が掘り出されている箇所へ案内した。そこは荒れた場所

であった。土の塊、数千の煉瓦、木の幹や梁が集積されていた。労働者達は仕事仕舞をし
ていた、その場を去り、ただ村から数人の子供達が材木の下にしゃがみ込んで、夕餉の竈
の鉋屑を集めていた。建設現場の数歩先に湖の入り江が入り込んでいた。茂みで囲まれ、
緑色のアオウキクサで覆われていた。「ここはとても荒れて見えます」とレノーレは嘆い
た、「灌木の小枝は折り取られ、木々は損傷を受けています。このすべては建設のせいで
す。余所の労働者がいるせいで、今では私どもはほんの稀にしかこちらには来ません。村
の子供達も大胆になって来ていて、ここに遊び場を展開しています。全く追い払えないの
です」。
この瞬間一隻の小舟が林の岬の背後から出て来た。一人の小さな百姓の娘、ほっぺの膨

らんだ丸い子が、中に立っていて、その兄が一本の棒で岸辺から押しやる小舟の急速な動
きの下、不安げに揺れていた。「御覧なさい」とレノーレは怒って叫んだ、「子供達は私
どもの小舟も使っています。あんたらすぐに上がりなさい」。子供達は呼びかけに驚いて、
少年の棒は水中に落ちた。小さな娘は悪しき良心に怯えて、小舟の端でよろめき、バラン
スを失って、池に落ちてしまった。少年は入り江の中ほどで茫然としていた。小娘の落下
に続いて、岸辺と少年の喉から大きな叫び声がした。「子供を助けて」と我を忘れてレノ
ーレは叫んだ。ベルンハルトは素直に湖の中へ入った。自分は泳げないと考えてもいなか
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った。彼は数歩水中を徒渉して、すぐその後、肩の所まで泥と水を被って立ち止まった。
彼は少女の沈んだ箇所まで両手を伸ばした。しかしその地点までは数尋離れていた。一方
レノーレは電光石火一つの藪の背後に飛び込んだ。数秒後彼女は現れて、岸辺の岬へ急い
だ。緑色のアオウキクサの深みからベルンハルトは驚きつつ歓喜して、その高貴な姿を見
ていた。まだ空想的花の冠は彼女の頭にあった。大気を含んだ衣服が今や軽く皺を作って、
彼女の体に流れていた。決然とした顔から両目は小娘のスカートがまた見えるようになっ
た箇所を見据えていた。彼女は両腕を高く上に上げて、一っ飛びで湖の中に突入した。花
輪は彼女の頭から落ちた。長く手を伸ばして蹴り、彼女は小娘に向かって泳いだ。彼女は
スカートを掴み、更に二回空いた片方の手で掻いて、小舟に達した。彼女は小舟をしっか
り捕まえると、全力を傾注して、小娘を中に押し入れた。彼女は小舟の鎖を握って、小舟
を陸地まで引いて来た。死んだように青ざめて、彼女の奮闘を見守っていたベルンハルト
は岸辺へ何とか戻って、彼女に手を差しだし、小舟を陸地まで引いて来た。レノーレは意
識のない小娘を抱いて、ベルンハルトは少年を陸地に引き上げた。そして両人は急いで近
くの庭師の住まいへ向かった。少年は甲高い叫び声を上げて彼らの後を駆けて来た。濡れ
た衣服がぴったりとレノーレの体にくっついていた。美しい体の線が素早い動きの中、ベ
ルンハルトの目にほとんど剥き出しに露わになった。彼女はそれに注意していなかった。
ベルンハルトは彼女と一緒に庭師の部屋に侵入した。しかしレノーレは急いでまた彼を外
に出した。びっくりした庭師の妻の助けで、彼女は小娘の服を脱がせ、擦って意識を失っ
た娘の命を元に戻そうとした。一方ベルンハルトは外のドアの所にいて、寒さに震え、興
奮して、彼の目は炭のように燃えていた。「娘は生きていますか」とドア越しに彼は叫ん
だ。
「生きています」とレノーレはベッドから叫び返した。
「神様、有り難や」とベルンハルトは叫んで、両手を打ち合わせた。しかし彼がこの瞬

間考えていた神様はその中の美しい女性であった。その女性の魅力を彼の目は他のどの男
にも増して目撃していたのであった。長いこと彼はそのようにして立っていた。震えなが
ら、宙を見て夢想しながら、そしてとうとう高貴な姿がウールのスカートと胴衣を着て、
家から出て来た。庭師の妻の服を着たレノーレであった。まだ緊張が抜けずに、しかし唇
に楽しげな笑いを浮かべていた。我を忘れてベルンハルトは激しく感動して彼女の手を握
り、一度以上接吻した。彼は彼女の前に跪きたいところであったろう。
「あなた面白い姿ですよ」とレノーレは陽気に言った、「風邪を引きますよ」。
彼は彼女の前に、濡れて、全身滴らせながら、アオウキクサと泥に覆われて立っていた。

「寒さは何も感じません」と彼は叫んだ。しかし彼の肢体は震えていた。
「急いで家の中へ入って」とレノーレは追いやった。彼女はドアを開けて、夫人に呼び

かけた、「この殿方に庭師の服を着替えに下さい。 ー 向こうの小部屋で着替えをなさ
ってください」。
ベルンハルトは部屋へ急いだ。庭師の妻が、急いで衣服の中で見つくろったものを持っ

て来た。しばらくして彼は百姓の若者に姿を変えて、家の前へ現れた。レノーレは夕陽の
中、あちこち急ぎ足で歩き回っていた。「宮殿へ行きましょう」とまた平静な保護者然と
して顔つきで令嬢は言った。
「今一度小娘を見てみたい」とベルンハルトは頼んだ。二人は小娘の横たわっているベ
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ッドに近寄った。疲れた目でこの小娘は男の皺の寄った顔を見た。この男は臥所の上に屈
み込んで、小娘の額に接吻した。「村の日雇いの男の子供です」と妻は言った。ベルンハ
ルトはレノーレの背に隠れて、彼の財布をベッドに置いた。
急ぎ足でレノーレとベルンハルトは宮殿へ向かった。エーレンタールは馬車で息子の帰

りを苛々して待っていて、庭師の若者姿のベルンハルトを見て、法外に驚いた。
「この殿方に外套を差し上げなさい」とレノーレは従者に命じた、「震えています。良

く包まってください。さもないといつまでもアオウキクサへの行軍を考えることでしょう
から」。
そしてベルンハルトは長いことそのことを考えていた。彼は外套に包まって、馬車の隅

に収まっていた。冷たい水浴の後には燃えるような熱さが続いた。嵐のように彼の血は血
管の中を巡った。彼は世の中で最も美しい女性を目にしたのであった。彼は自分にとって
羊皮紙の中のどのような詩人の夢よりも偉大なもの、夢中にさせるものを体験した。彼自
身自分がどんなに無様であったか考えて羞恥に襲われた。そして水中の深い底から彼は、
とても決然としていて強靭であったヒロインをいかに見上げていたことか。ただ短い返事
を彼は父親の問いかけに与えただけであった。父親と息子はそのように並んで、冷たい奸
計と情熱の熾火として座っていた。両人とも自分達が長いこと憧れていたものをこの旅行
で得ていた。父親は美しい荘園へのある権利を得ていたし、息子は自分の人生に新たな内
容を与えるアヴァンチュールを得ていた。
荘園では工場の建物がゆっくりと高く建てられて行った。エーレンタールの金庫では、

借用証と新たな抵当権証書の男爵の手文庫が増えて行った。一方ベルンハルトの華奢な体
は冷たい水浴のせいで衰弱したが、彼の魂は甘美な空想で酔っていた。

10.

ある日の午後、郵便使いがフィンクのアドレスに黒い封印の手紙を届けた。フィンクは
手紙を開けて、黙って自分の部屋へ行った。彼がまた戻って来なかったので、アントンは
案じて彼の許へ上がって行った。フィンクはソファーに座っていて、頭を片手の上に置い
ていた。
「訃報が届いたのかい」とアントンは尋ねた。
「私の叔父が亡くなった」とフィンクは答えた、「彼はひょっとしたらニューヨークの

ウォール街で最も裕福な男かもしれないのだが、商用旅行の際、ミシシッピー蒸気船で爆
発死してしまった。近寄りがたい男だった。彼なりに私には大変親切にしてくれた。私は
愚かな子供として忘恩の振る舞いをしてしまった。こう考えると彼の死は辛い。その上こ
の件は私の将来に決定的なものとなるのだ」。
「私どもの許から去るつもりかい」とアントンはびっくりして口を挿んだ。
「明日出発するつもりだ。私の父が故人の包括相続人に指名されている。故人は私に西

部の合衆国の所有地を遺贈している。私の叔父は大規模な投機師だった。今は面倒で厄介
な状況を解決しなければならない。それ故私の父は、私が出来るだけ早くニューヨークへ
発つことを望んでいる。私も相続人達がきちんと居合わせることが必要だと思っている。
私の父は突然私の眼識とビジネスの知識とに大きな信頼を置くようになっている。父の手
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紙を自ら読んでみ給え」。
アントンは手紙を手にすることをためらった。「読むがいい、アントン」と悲しげに微

笑してフィンクは言った、「私の家庭内では父と息子の間に秘密はない」。アントンはあ
る箇所で察した。「シュレーター氏が店でのそなたの実用的センスと洞察力について認め
て来た立派な証言を読んで、そなた自身が行くように依頼する気になった。そなたが行く
場合、我らの店のヴェストロック氏を加勢に派遣しよう」。
アントンは黙って手紙をテーブルに置いた。フィンクは尋ねた。「店主が私に大盤振る

舞いをしている称賛を君はどう思うかね。君も承知しているように、私は彼に好かれてい
ないと思う幾つかの根拠を有している」。
「でも私はこの称賛を公正なものと思うし、彼の判断は正しいと思うよ」とアントンは

答えた。
「どんな理由で与えられたものにせよ」とフィンクが答えた、「それで私の運命は決し

ている。私は今や、長いこと願っていた者、海の向こう側の土地所有者になるわけだ。
ー それに我々は別れなければならない、親愛なるアントンよ」と彼は続けて、友人に手
を差しだした。「こんなに早くなるとは思わなかった。しかし我々はまた再会しよう」。
「ひょっとしたらね」とアントンは悲しげに言って、若い相続人の手をしっかり握った。
「しかし今はシュレーターさんの許へ行き給え。君が別れるというのであれば、彼が最初
に知らなければならない」。
「彼はすでに分かっている。彼も私の父親の手紙を受け取ったのだ」。
「なら一層、君と話すのを待っていよう」。
「そうだな、一緒に出よう」。
アントンは自分の席に急いで戻った。フィンクは二番目の帳場の奥の店主の小部屋に入

った。店主は彼に真面目に対応して、厳かに弔意を表明した後で言った。「勿論、今この
時から私の商会への貴方の関係は解かれます。貴方がここで更に過ごされる数日は、私の
家の客人としてお考え頂きたい。これまでの活動に対し当方として多大な感謝を負うてい
る客人です。お掛けなさい、フォン・フィンクさん。貴方に更に何かお役に立てるか、静
かに話し合いましょう」。
フィンクは同じように大変礼儀正しく、ソファーから述べた。「私の父が私の将来につ

いて下した使命は、私が自ら将来の活動として願っていたことと合致していまして、それ
で貴方にそのことに関し御礼を申し述べなければなりません。私に関しての貴方のご判断
は、これまでの出来事の幾多に照らして私が思っていた以上に好意的なものでした。実際
貴方が私に満足されていたのであれば、貴方の口から同じ言葉を拝聴出来れば、幸甚に存
じます」。
「フォン・フィンクさん、全面的に満足していたわけではありません」と商店主は抑え

て答えた、「貴方はここでは居場所を得ていなかった。しかしだからといって、貴方が別
の、いずれにせよもっと大規模な活動に適した能力を有されていると判断するに私は吝か
ではなかったのです。貴方は極めて立派に、差配し、人々を貴方の支配下に置く術を心得
ていらっしゃる。それに意志の尋常でないエネルギーを有しておられる。このような人物
にとって帳場の写字台は適した場所ではありません」。
フィンクはお辞儀した。「それでもこの職を全面的に果たすことが私の義務であったこ
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とでしょう。私は必ずしもそうは出来なかったと白状致します」。
「貴方がこちらにいらしたとき、規則的な活動には馴染んでおられなかった。しかしこ

こ数ヵ月は勤勉な帳場員とほとんど遜色がないものでした。それ故、それに貴方は本性上
商人というよりは工場主に向いていると確信致しますが故に、私は貴方の父親殿に貴方に
ついて、私が述べたように述べたわけです」。
「貴方は私が工場主に向いているとお考えですか」とフィンクは一礼して尋ねた。良い

意見への感謝の印だった。
「言葉の最も広い意味でです」と商店主は答えた、「新しい価値を作る活動はすべて結

局は工場主の活動です。この活動は世界の至る所で貴族的活動と見なされています。私ど
も商人は、これらの価値を一般に広めるためにいます」。
「その意味では貴方の見解に賛同致します」とフィンクは答えて、自分の席から立ち上

がった。
「貴方が去られると我らの友の一人にとっては大きな痛手となりましょう」と商店主は、
この相続人の同伴をしながら語った。
フィンクは立ち止まって、素早く言った、「彼をアメリカに一緒に連れって行ってよろ

しいですか。彼は向こうで成功する素質があります」。
「すでに彼とその点について話されましたか」と商店主は尋ねた。
「いえ」とフィンクは答えた。
「それでは私の懸念を申しておきましょう。ヴォールファルトは若い。国内取引のつま

しい、規則的活動がまだこれから先、数年、彼の性格養成に願わしいと私には思われます。
もっとも、彼が自由に決心を下すに当たって、私がつべこべ言う権利はありません。彼を
失いたくありませんが、しかし彼が貴方の間近で自分の幸運がより素早く開けると確信す
るならば、何もそれに異存を称えません」。
「彼に早速そのことについて尋ねることをお許し下さい」とフィンクは頼んだ。
彼はアントンを帳場に呼んで、彼に言った、「アントン、私はシュレーター氏に、君を

私と一緒に解雇するよう頼んだ。君を連れて行けたら、私には大助かりだ。私が君を頼り
にしているのは承知していよう。この新しい関係を結んだら我々は大いに前進が見込める。
君自身が私との間で交わす条件は決めていいぞ。シュレーター氏は君の自由意志に決断を
委ねられた」。
アントンは当惑し、熟慮して立っていた。彼の前で突然展開された未来の絵が、彼の前

で笑いかけているように思われた。しかし彼は素早く決心して店主を見つめ、店主に尋ね
た。「貴方は私が出て行ったら、上手く行くであろうと思われますか」。
「親愛なるヴォールファルトよ、全面的にそうとは言えない」と商店主は真面目に答え

た。
「それでは残ります」とアントンは決然として決心した、「君の後に付いて行かないか

らと怒らないでくれ給え。私は孤児で、この家とこの仕事の他には今故郷がないのだ。私
はシュレーターさんが私を求めているなら、彼の許に残ることにする」。
この言葉にほとんど感動して、商人は言った。「しかしこの決心で多くを失うことにな

るのも考えなさいよ。私の帳場では貴方は金持ちにはなれないし、大きな関係を有する人
生も経験しない。我々の商売は限られたものだ。この商売の狭さが貴方にも辛く思える日
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々がやって来るかもしれない。貴方の将来の独立性を確保する一切を、つまり財産や縁故
を、私の許でよりも向こうで、より容易に獲得できよう」。
「私の善良な父がよく私に言っていました。国内に留まり、実直に育ちなさい、と。私

はこの言葉に従って生きるつもりです」とアントンは、内的動揺がかすかに響く声で答え
た。
「彼はいつも一人の俗物だな」とフィンクは一種絶望して叫んだ。
「思うにこの市民感覚がこの男の幸せの尊敬すべき基盤であろう」と商店主は言って、

この件は片付いた。
フィンクは更にこの提案に言及しなかった。そしてアントンは数多くの些細な気配りで

去って行く友に、いかに大事な友であり、別れがいかに辛いか示そうとした。
夕方フィンクはアントンに言った、「おい、いいかい、私は一緒に一人の妻を連れて行

く気になった」。
アントンは驚いて友を見つめた。強力な動揺を自他に隠そうとしている者のように彼は

わざとらしい冗談で尋ねた。「何だって。フォン・バルデレック嬢をかい、 ー」。
「そんなのじゃない」といたずら半分にフィンクは叫んだ、「夫の金で楽しむことしか

考えていない女に何の用があろうか」。
「他に誰を考えているのだい。店の叔母さんに申し込むつもりはないのだろう」。
「いや、それが貴公、店の令嬢だ」。
「とんでもない」とアントンは狼狽して飛び上がって叫んだ、「御伽噺となろう」。
「そうはならん」と冷淡にフィンクは答えた、「私を受け入れるか、その場合内助の功

を得る夫となろう。あるいは受け入れないか、その場合、妻は連れずに旅立つことになる」。
「連れずに旅立つ方だろう」とアントンは叫んだ、「ザビーネ嬢が君を選ぶとこれまで

考えたことがあったのかい」と彼は落ち着かず尋ねた。
「時にはな」とフィンクは言った、「近年はよく考えた。彼女は最良の主婦だ。この世

で最も高貴で、最も利己心のない心だ」。
アントンはびっくりして友を見つめた。フィンクはザビーネが彼の知り合いの他のレデ

ィーよりも大事であると仄めかしたことは一度もなかった。「しかし一度だって君からそ
んなこと聞いたことはないぞ」。
「君が他の若いレディーに対する君の想いについて何か私に語ったかな」とフィンクは

笑って答えた。
アントンは赤面して、黙った。
「私に多分彼女は好感を抱いているとは思う」とフィンクは続けた、「私と一緒に行く

かは分からない。このことはすぐに分かることだろう。私は今下に行って、彼女に尋ねて
みる」。
アントンは彼の友とドアの間に飛び込んだ、「今一度頼むから。君のしようとしている

ことを考えて欲しい」。
「何を考えることがあるかい。阿呆だな」とフィンクは答えた。しかしいつにない性急

さが彼の振る舞いには明らかであった。
「ザビーネ嬢を愛しているのかい」とアントンは尋ねた。
「これはまた小市民的質問だな」とフィンクは答えた、「構やしない、私は彼女を愛し
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ている」。
「それで彼女を入植地や森に連れて行くつもりかい」。
「まさにそのために彼女との結婚を望んでいるのだ。彼女は高邁な強靭な妻となろう。

彼女は私の人生に支点と高貴さを与えてくれよう。彼女には愛嬌はない、少なくとも他の
多くの女性達のようにお喋りして快適とは言えない。しかし私が妻を娶るとすれば、私は
私を監視できる妻を必要としている。それで、いいか、黒髪の姫はそれにおあつらえ向き
だ。もう私を放してくれ。私の運を知らなければならない」。
「まずは店主と話し給え」とアントンは激情の男に後から呼びかけた。
「まずは彼女とだ」とフィンクは言って、階段を飛び降りて行った。
アントンは両手を組み合わせて、部屋をあちこち歩いた。フィンクがザビーネ嬢のこと

で称えたことすべては、十分な根拠があった。そのことを強く感じた。彼は彼女が、彼の
ことを心の奥深くで想っていることを知っていたが、しかし彼の友は未知の障碍とも戦わ
なければならないとも予感していた。それにこの性急さ、この慌ただしさは彼には不気味
であった。それははなはだ彼自身の性分に反するものであった。更に何か気に入らぬもの
があった。フィンクは単に自分自身のことのみ語っていた。彼は令嬢の幸せを考えたので
あろうか。彼女がそのために犠牲にするであろうもの、愛する兄を置き去りにすることと
か、故郷から離れて、余所の民衆の中に、ひょっとしたら野蛮な人生に挑戦するかもしれ
ないということも考えたのであろうか。いや彼は確信していた、フィンクは新世界のすべ
ての花々を彼女の足許に撒くであろう男である、と。しかしまたフィンクは落ち着きがな
く、いつも多忙である。彼は自分のドイツ人の妻の感情に応ずる心をいつも有しているだ
ろうか。思わず知らず、我らの主人公は想いに耽って、また自分の友に敵対する立場にな
っていた。ザビーネは商会から去ってはいけないように想われた。彼女が消えたら生ずる
であろう空虚さを強く感じた。昼食の食卓から、家政から、とりわけ彼女の兄の生活から
姿を消すとしたら。かくて彼は落ち着きなく苦悶してあちこち歩き回った。暗くなって来
た。向かい側の窓から鈍い明かりの輝きが暗い部屋に射して来た。相変わらずまだフィン
クは戻って来なかった。

一方フィンクはザビーネの許に名乗り出た。彼女は急いで彼に向かって来た。彼女がこ
う彼に告げたとき、彼女の両頬は紅潮していた。「私の兄が、貴方は私どもから去らなけ
ればならないと伝えました」。
フィンクは生気ある感動の調子で始めた。「去らなければなりません。しかし貴女に率

直に申し上げた後でないと去れません。私はこちらに来たときには、静かな生活に関心が
なく、この生活は私の気まぐれな精神には馴染みないものでした。私はこちらでドイツの
家政の幸福と親密さを知りました。貴女を、お嬢さん、私はいつもこの家の立派な精神と
して尊敬して来ました。貴女は私が入って来た後すぐに、ある距離を置くように努められ
た。これは私にはしばしば辛いものでした。私は今、私がいかに私の視線と私の心を貴女
に向けて来たことか言いに来たのです。私は感じています。私が貴女の声をずっと聞いて
いることが出来て、貴女の精神が、私の将来の途上、私の精神と同伴して頂けるものなら
ば、私の人生は幸せなものになるだろう、と」。
ザビーネはとても青白くなって、後ずさりした。「それ以上仰有らないでください、フ
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ォン・フィンク様」と彼女は頼んで言い、半ば無意識に手を動かした。あたかも眼前のも
のを防ぎたいかのようであった。
「最後まで話させてください」とフィンクは素早く続けた、「私は私も貴女の目の前で

好意を得られたと確信を抱いて行くことができれば、最高の幸せと考えることでしょう。
私は僭越にこうはお願いしません、今不確かな人生の中の私に付いて来て欲しいとは願い
ません。しかし私が一年後に戻って来て、貴女に私の妻となって欲しいと願い出る希望を
お許し頂きたい」。
「戻って来られては駄目です」とザビーネは言った。彫像のように動かずに、ほとんど

聞き取れない声で言った、「お願いです。この会話はお仕舞いにしてください」。
彼女の手は引きつったように間近の椅子の背もたれを掴んで、それでしっかりと支えて、

頬には一滴の血も見せずに、懇願する男の前に立っていた。しかし彼女は涙越しにひたと
彼を見つめていて、視線には痛みと優しさが一杯に見られたので、この荒々しい男はすっ
かり放心してしまい、彼女の動揺を心配して、すべての自負心、いや自分の求婚を忘れて、
ただ彼女を落ち着かせようと思っていた。
「貴女をとても驚かせてしまい、大変遺憾に感じています」と彼は言った、「お許しく

ださい、ザビーネ」。
「行ってください」とザビーネはまだ動かずに感動的依頼を述べた。
「何の慰めも得られないまま私を去らせないでください。返事をください。この沈黙よ

りは、どんな手痛い返事でもその方がましです」。
「それではお聞きください」とザビーネは無理に平静を装って語った。彼女の胸は高ま

り、手は震えていた、「私は貴方の到着の最初の日から貴方に好意を抱いていました。子
供っぽい少女として私はうっとりとして貴方の声の調子を聞いていましたし、貴方の口が
とても上手に媚びるように描写されることを聞いて来ました。しかし私は自分の感情と闘
いました。闘って来たのです」と彼女は繰り返した、「私は貴方に従ってはならないので
す。私の不幸になりましょうから」。
「何故です」とフィンクは率直に絶望して尋ねた。
「お尋ねにならないでください」とザビーネはほとんど聞き取れない声で言った。
「貴女の口から私への判断を聞かなければなりません」とフィンクは叫んだ。
「貴方は貴方自身の生活と、それに他人の生活と戯れて来られました。貴方はいつか貴

方の諸計画のために容赦なく行動されることでしょう。貴方は偉大なこと、高貴なことを
遂行なさるでしょう。そう私は信じています。しかし貴方にとって人間はその際、何の価
値もないのです。私はそのような感覚には耐えられません。貴方は私に対しては親切でし
ょう。そう信じています。貴方はいつでも私を大事になさるでしょう。しかし貴方はいつ
も私を大事にしなければならないでしょう。しかしこのことが貴方には煩わしくなること
でしょう。それに私は、異郷で一人っきりになることでしょう。 ー 私は柔和で、甘や
かされています。百もの糸でこの家の慣習に縛られています。家政の小さな義務、兄の生
活に縛られています」。
フィンクは陰鬱に眼前の下の方を見ていた。「貴女は今この時に厳しく私の至らぬ点を

責めています」。
「そうではありません」とザビーネは手を彼に差し出しながら、叫んだ、「そうではあ
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りません、友の方。貴方が私に痛みを与える時間があった一方で、同様に多くの、称賛し
て貴方を見上げた時間もありました。お分かりでしょう。これこそがまさに私どもを永遠
に隔てるものなのです。私は貴方の間近では平静でいられません。絶えず私のある感情か
ら別の感情へ投げ出されます。今、不安に臆しているかと思うと、また力強い喜びに襲わ
れます。私は貴方と向かい合っていると不確かになります。これが永遠に続くことでしょ
う。私はこの闘いを自らの中に隠さなければならないでしょう。私が私の感情すべてと共
に貴方に向き合う定めの一つの関係です。そして貴方はそのことをお認めになり、それ故
に私に怒りを覚えることでしょう」。
彼女は彼に手を差しだした。フィンクは深く、小さな手にお辞儀して、その手に一つの

接吻をした。
「貴方の未来に祝福がありますように」と全身震えながらザビーネは言った、「私ども

の下で楽しい時があったのであれば、異郷でそれを思い出してください。ドイツの市民の
家、私の兄の活動に、尊重に値すると思われるものを見いだされたならば、異郷でそのこ
とを思い出してください。貴方を待ち受けている堂々たる人生の中で、強力な試練の時、
貴方の率いられる荒々しい闘いの時、私どもの流儀を決して詰まらぬものと考えないでく
ださい」。彼女は右手を不安一杯に、別れる寵児に祝福をする母親のように置いた。
フィンクは彼女の手をしっかりと握った。両人は互いに黙って目を見つめた。両人とも

青ざめていた。最後にフィンクが彼のメロディーのある声の深い調子で叫んだ。「御機嫌
よう」。
「御機嫌よう」と少女は小声で、全くの小声で言ったので、フィンクはほとんどその言

葉が分からなかった。彼はゆっくりとドアの敷居を越えて行き、彼女は幽霊を見送るよう
に彼をまじまじと見送った。 ー
商店主が仕事を終えて妹の部屋に入って来たとき、ザビーネが彼に飛びかかって来た。

固く彼を抱き締め、頭を彼の胸に押し付けた。「どうしたのだ」と兄は案じて、尋ね、湿
った額の彼女の髪を撫でた。
「フィンクが私の許に来ました」とザビーネは身を起こしながら叫んだ、「彼と話した

のです」。
「何についてだい。おまえに求婚でもしたのかな。不作法なことをしたのか」と商店主

は冗談めかして尋ねた。
「求婚をしたのです」とザビーネは言った。
商店主はびっくりして後ずさりした、「それでおまえの返事は」。
「私はあなたの期待通りのことを致しました。二度と会わないつもりです」、そう言っ

て、彼女の目から涙が溢れて来た。彼女は兄の手を取って、それに接吻した。「泣いてい
るからと怒らないでください。私はまだ動揺しています。収まることでしょう」。
「私の優しい妹よ、愛しい、愛しいザビーネよ」と商店主は叫んで、泣いているこの女

性の屈んだ姿を抱いた。「裕福なこの相続人の求婚を断ったとき、私のことを考えたとし
たら、やるせないな」。
「あなたのことを考えたのです。あなたの犠牲的な、義務に忠実な人生のことを考えた

のです。彼の素晴らしい姿を見ても、以前よく思い描いていた美しい色合いが消えました」。
「ザビーネ、おまえは私のために犠牲を払った」と兄は驚いて叫んだ。
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「そうではありません、トラウゴット。それが犠牲だとしたら、この家に捧げたもので
す。この家の部屋で、あなたの庇護の下、育ちました。それに私どもの良き両親への思い
出に捧げたものです。私どもの謙虚な人生には両親の祝福があります」。

フィンクがアントンの部屋に入って来たのは、遅くなってからであった。彼は興奮して
いるように見えた。帽子をテーブルに置き、ソファーに座り、友に向かって言った。「ま
ずは葉巻を一本おくれ」。
頭を振りながらアントンは一束持って来て、尋ねた、「それでどんな具合」。
「結婚式にはならない」とフィンクは冷たく答えた、「彼女は私に説明した、私は取る

に足らぬ役立たずで、育ちの良い娘とは似合いの縁組みではない、とな。彼女はこの件を
情緒綿々考えて、私に彼女の敬意を保証し、私の本性のシルエットを描いてくれて、私を
放免した。しかし糞食らえだ」と彼は飛び起きて、葉巻を隅に投げた、「彼女はかつてペ
ティコートを着て美徳を説いた最高の玉ではないか。ただ一つ欠点があって、私と結婚す
る気がないという欠点だ。しかし結局この点でも彼女は正しい」。
友の気まぐれの激しさはアントンには案じられた、「しかしこれまで長くどこにいたの

だい。どこから帰って来たのかい」。
「ワイン酒場からではない、君の淺知恵はそう考えるかもしれないが。肘鉄を食らった

ら、誰でも数時間憂鬱になっていい権利はあろう。誰でもこのような絶望的状況のとき振
る舞うように私は振る舞った。数時間歩き回って、哲学したのだ。私は世間を恨んだ、つ
まり私自身と黒髪の姫を恨んだ。そして結局、ある多彩なランプの前に立ち止まって、露
天商の女からこのオレンジを買って、お仕舞いにしたのだ」。 ー こう言いながらポケ
ットから若干の果実を取り出した。 ー 「しかしこれで、貴公、過去のことはお仕舞い
だ。これからは未来のことを話そう。今晩は我々が互いに過ごす最後の晩だ。この晩に我
らの魂に雲の片鱗がかかってはならない。一杯のポンス酒を作っておくれ。分厚い奴を中
に押し潰してな。オレンジポンスは私が伝授した君の得意技だ。私が教えてやったのだ。
貴公野郎が今では私より上手くなった。こちらに来て、私の前に座ってくれ」。
翌日父親のシュトルム本人が若い相続人の部屋に現れて、旅行トランクを辻馬車に運び

入れた。アントンはその日の朝ずっとフィンクと一緒に荷造りをして、去って行く友より
残される友をもっと動揺させる不安な感情を紛らわした。
フィンクはアントンの手を握って、言った。「他の者達と握手して回る前に、君に最初

出会った頃言っていたことを繰り返そう。英語の勉強を続けろ、私の後を追って来られる
ようにな。私がどこにいようと、船室であろうと、丸太小屋であろうと、君のために一部
屋用意しているからな。この古い世界が嫌になったら、私の所に来るのだ。私の方では保
証するが、愚かな悪戯は止めにした。いいか、動揺するな。この地上では大した距離の別
れはない」。彼は身を離して、帳場へ急いだ。なおしばらく店主に向かい合って立ってい
た。二人の相違する男、市民の大きな肩幅の広い姿と、貴族な伊達な姿とが互いに並び合
っている様を見ることはアントンにとって一つの喜びであった。フィンクは更に家の中の
レディー達に挨拶を投げかけ、今一度友を胸に引き寄せて、馬車に飛び込み、新世界へ去
った。
しかしアントンは悲しげに帳場へ戻って、ヴォルフルブルクのシュテファン氏宛に一通



- 196 -

の手紙を書いた。そしてこの立派な男に新しい商品のリストと砂糖見本とを同封した。

アントンは彼の友の喪失を長いこととても痛々しく感じた。彼は最初の日々、フィンク
のドアの前に立ち止まった。フィンクの陽気な笑い声が聞こえると思ったからである。あ
るいはしばしば帳場で自分の席から視線を送って、フィンクの嘲笑的表情を楽しもうとし
たり、了解の素早い瞬きを彼と交わそうとした。
家政での彼の立場は友人が去ったことではなはだ変わった。次のような具合であった。

リーボルト氏が今や食卓では叔母さんの隣に、位階や品格に従うならば、座る羽目になる
ところであった。実際以前はそうなのであった。しかしフィンクが彼と叔母さんの間に割
り込んで来ていた。真実を尊ぶ年代記作家にとって、こう報告することは辛いことである、
つまりリーボルト氏はこの割り込みをこの上なく喜んでいて、しかし一方こうも主張して
いたのである。即ち、レディー達の隣に座ることはとても快適なことであり、自分ほど女
性達との交誼を有り難く思うものはいません。しかし時折、間近過ぎるととても不快です。
殊に毎日とか、特に食事の際がそうです。その上叔母さんは若者らしい粗相の年代を過ぎ
ていますから、と。彼の嫌悪のこの最後の理由は、ただ彼の最も親しい友人達にのみ打ち
明けられていた。一方彼の敵達は、この中には出納係も含まれていたが、こう主張してい
た。彼は若い姪の隣では叔母さんの静かな美貌の隣でよりももっと当惑し、もっと不幸に
感ずることでしょう、と。その結果、帳場では昼食の際の席をめぐって静かな騒擾が生じ、
秘密の陰謀がなされた。その究極の理由は、残念ながら男性種族の恥となる真実なのであ
るが、男衆の誰一人として叔母さんの隣、店主の間近に座りたい者がいないという理由で
あった。それ故フィンクの旅立ちの夕方、アントンが友の委託を色々受けている間に、奥
の家では大きな会議が開かれて、ヨルダン氏が司会をした。シュペヒト氏はいつでも、世
の中のどんな叔母さんの隣にでも座る用意があると宣言した。しかし議長は大いに達者な
言い回しで、彼の存在は食卓では会話の活性化のために不可欠でありましょうと述べた。
というのは彼の大胆な主張を論駁することが彼の周りの者達の主要な楽しみ事ですから、
と。そして参加者達の個々人がその名誉に対し異議を称えたので、ヨルダン氏は、ヴォー
ルファルトが叔母さんの隣に座るべきであろうという自分の意図を誘導して行った。自分
にとってはこれが適切であるように見えます。彼がフィンクと最も仲が良かったし、初老
のレディー達に対する立派な気質も有しますので。かくてアントンは翌日同僚達の勅令で
空いた席に座ることになった。その前にこの結論は従者を通じて表屋へ送られ、レディー
達の静かな裁可を得ていた。
更に一つの変更をアントンは経験した。フィンクの旅立ちの後、数日してシュレーター

氏にハンブルクから一通の手紙が届いた。それにはアントン宛の開封されたメモがあった。
フィンクは書いていた。「私が住んでいた部屋の家具は私のものだ。これに関し、また私
が残したものすべてに関し、貴兄を私の相続人とする」。「相続人」の言葉は下線があっ
た。 ー 「私はシュレーター氏に、貴兄が私の部屋に住むよう依頼した」。アントンは
下の方の二階の上品な部屋へ移った。フィンクの二番目の部屋はバウマン氏の昇格となっ
た。それで彼はアントンの隣部屋となった。アントンは忘れずに書き物机から黄色の猫も
一緒に下へ運んだ。ちなみにこの猫はこの間ずっと強情であって、その台座で夜の間動き
回らなかった。これはひょっとしたら、アントンが彼の過ごす静かな活動的生活の中でも
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はや夢を見ることがなかったからかもしれない。
この時以来彼は帳場でフィンクの相続人と呼ばれた。そしてこの遺産は彼にとって同僚

達が思っていた以上に重要なものとなった。彼は今やテーブルの上席に座って、家族によ
って導かれる会話に毎日慎ましい関与をなした。フィンクを寵児としていた叔母さんは直
にこの変化に慣れて、アントンのちょっとした気遣いを恵み深く受け入れた。商店主はし
ばしば彼に言葉を向けて、この若者の分別のある男らしい見解を喜んだ。ザビーネも彼と
一緒に毎日の関心事について話すことに慣れて行った。そして彼女の目は、以前は叔母さ
んの奥の席を熱心に避けていたが、今や我らの主人公のあからさまな顔に好意的輝きを添
えて休らっていた。両者の間には静かな了解が生じていた。人生を好意的に飾るあの魅力
的な軽快な関係の一つといえるものである。ザビーネはアントンの中に友を、ひょっとし
たら去って行った者の親密な友を見ていた。そしてアントンの方は令嬢に対して限りない
尊敬の念を感じていた。それで彼の振る舞いは優しく、思いやりのあるものとなり、ザビ
ーネはこのことを時折感動して感じた。彼は食卓では決してフィンクについて語らなかっ
た。彼の心は彼のことで一杯であったのであるが。それで叔母さんが百もの些細なきっか
けで罪のないやり方でフィンクのことを思い出さざるを得なくなるたびに、アントンは出
来る限りの術策で彼女の暗示を払い除けて、会話をまた無難な方向に導いて行った。
店でもアントンの立場は変わった。彼はそれまで国内取引のヨルダン氏の副官達の一人

であった。今や店主自身の下での国外取引の自分の席を得ていた。フィンクが有していた
同じ活動が彼に指示された。そして彼はやがてフィンクの練達さを若干獲得して、ティン
ケレス氏と交渉し、ハンガリーからのがらくたウールを判断することになった。



- 198 -

第三の書

1.

邪悪な年がこの国にやって来た。突然戦争の騒擾が東部ドイツ国境地帯で勃発し、その
中には我らの地方[州]もあった。激しい国内騒乱の恐るべき結果はすぐに感じ取れるよう
になった。交通が止まり、財産や商品の価値が下がり、誰もが自分のものを救出し、自ら
の許に引き寄せようとした。多くの資本の解約が告げられた。商人の企画として積まれて
いた多くの金額が危機に陥った。誰もが新しい活動への意欲を失った。人々を長い時間か
けて互いの利益のために結び付けていた数百もの紐帯が断ち切られた。個々人のすべての
生存が一層不確かなもの、一層孤立したもの、一層貧しいものとなった。至る所に深刻な
顔や皺の寄った額が見られた。国は麻痺した体のようであった。ゆっくりと金が、つまり
商売生活の血が循環して行った。大きな体の一つの部分から別の部分へと。金持ちは多く
を失うのではないかと案じ、貧乏人はほんのわずかでも稼ぐという見込みを失った。未来
は突然厄災に満ちたもの、黒い、駄目なものに見え、重大な雷雨の前の天のようであった。
恐ろしい言葉、「ポーランドの革命」は、ドイツでも大きな効果を呼び起こした。[それ

はスラヴ諸国がここ数世紀よく起こしていた痙攣性の震動の一つであった]。国境の向こ
う側の国民が、昔の思い出や領主達を通じて扇動され、蜂起していた。国民は、国粋的な
聖職者に先導されて、国境に沿ってあちこち出没し、旅行者や商品発送を停止させ、略奪
し燃やしながら、貴族の屋敷や小都市を襲撃し、頭目達の下、軍隊を編成しようとし、大
鎌を精錬鍛冶させ、古い霰弾銃を隠し所から取り出して来た。暴徒は国境から遠からぬ地
の大きなポーランドの町を占拠し、そこに落ち着き、ポーランド帝国の成立を告げた。
我らの国家では素早く部隊が編成され、国境へ送られ、国境を軍事的に占拠しようとし

た。新しく建設された鉄道の蒸気機関車が兵士を絶えず送迎していて、至る所、太鼓が叩
かれ、首都の通りでは制服姿が溢れた。軍隊は昂揚していて、これは戦争が見込まれると
定期的に生ずるものである。将校達が忙しく走り回り、地図を買い、どのような種類のワ
インでも乾杯の辞で飲まれ、兵士達は自宅に向けて手紙を書き、大方若干の金を無心した
り、自分の娘達に大小感傷的な挨拶を送ったりしていた。国内の数多くの兵士の花嫁達が
青白い頬となってそれと知れ、殺害されたマスケット銃兵という恐ろしい夢を見て、花嫁
の家族は戦慄した。数多くの母親達がウールを買って、悲しい目で哀れな息子達のために
戦時用ソックスを編み、慎重に古い亜麻布を集めて、包帯用リント布を繕おうとした。こ
れは今もなお先の戦争以来、野蛮な時代に有益な仕事として認められているものであった。
数多くの父親達が、国王や祖国のために戦争へ行くという健気な息子の義務について不確
かな声で語っていた。父親達はもっと確かなこととして、自分達がかつて邪悪なナポレオ
ンに対して加えた被害を思い出していた。
この首都にポーランド蜂起の第一報が入ったのは、晴れた秋の朝であった。漠とした噂

がすでにその前の夕方住民達の好奇心を呼び起こしていた。そして不安な商売人やびっく
りした暇人の群れが駅のプラットホームに立っていた。T. O. シュレーターの帳場が開
くとすぐに代理人のブラウン氏が飛び込んで来て、息も付かず、しかし内心、とんでもな
い不都合なニュースを知っている者が感ずる心地良さを伴って、こう語った。全ポーラン
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ド、ガリシア、それに多くの国境地帯が全体蜂起に燃え上がっています。無数の余所の商
用旅行者や無抵抗の役人が襲撃され、殺害されました。多くの国境の町が炎に包まれてい
ます。赤い縁なし帽の取るに足りぬクラクフ騎兵がブラウン氏の一人の従兄弟の周りで大
鎌を持って出陣踊りを踊って、従兄弟の息の根を止めようとしましたが、しかし彼の妻が
肥料用フォークで与えていたことを思い出して、再び正気となって、単に従兄弟の縁なし
帽のみを突き刺したのです。この帽子は従兄弟の髪が逆立って頭から落ちたのです。その
後従兄弟は帽子のないまま百歩先の国境の橋まで走りました。そこで国境兵士が彼を受け
入れ、水筒から一口飲ませて、再び正気に戻しましたが、一方クラクフ騎兵は殺害された
縁なし帽を大鎌に揺らしながら凱歌を上げて去ったのです。
アントンはこの知らせを聞いてこの上なく動揺した。その理由があった。すぐその直前

にガリシア出身の活動中の商人が尋常でない大量の注文品の発送を商会に対し行ってい
た。その値段は二万ターラーに達するものであった。そしてこのような取引では向こう側
での慣習通りにその値段の大部分がすでに両替されていた。この運送を行う予定の商品キ
ャラバンはまさに暴徒の一帯に滞在しているに違いなかった。その上植民地の商品の二番
目キャラバンがガリシア方面への経路にあって、計算によると今丁度敵国にあった。これ
らすべての上に、商会のなす商売の大部分があったのであり、商会が同意している貸付金
の大部分が蜂起した地方でなされ、同意されていたのである。多くが、いやすべてが、こ
の戦争で疑問に付されるとアントンは予感した。それ故店主が階段を下りて来ると、店主
の許に駆け込んで、急いでニュースの核心を語った。一方ブラウン氏は帳場に急いで、他
の男衆に踊るクラクフ騎兵の戦慄の話しの第二版を語っていた。この第二版では今や従兄
弟の縁なし帽の他に、更にその上着や長靴もクラクフ騎兵の大鎌にぶら下がることになり、
それでこの危機の従兄弟は単にシャツ姿で警護の国境警備兵の許に辿り着くことになっ
た。ちなみにここで言及しておくと、哀れなこの従兄弟は、次の反復の話しでは、シャツ
も差し出さなければならず、後には更に髪も剃り落とされ、彼の体はメガイラ[復讐の女
神]達によって無茶苦茶にされたのであった。ブラウン氏は、真理を愛する男で、それ以
上進むことはできなかった。従兄弟はまだ存命の人間として新しい帽子を被って徘徊して
いたからである。
その間に店主はアントンの至急の報告を聞いていた。店主は一瞬黙って階段に立ち止ま

っていた。アントンは不安げに彼の顔を見つめて、いつもより幾らか青ざめて見えるよう
に思った。しかし多分彼は間違っていたに違いない。というのは商店主はアントンの向こ
うの、下の積込み人達を見ていたからである。彼らは落ち着かず店の玄関に立っていた。
彼は我らの主人公によく畏敬の念を起こさせる冷静な事務的調子で叫んだ。「シュトゥル
ム、樽を片付けなさい。樽が通行の邪魔になっている。落ち着きなさい、諸君。一時間し
たら御者は出発するように」。これに対しシュトゥルムは彼の大きな顔を商店主の目の方
に苦しげに向けて、とてつもなく大きな拳で外を示しながら、ほとんど意気地なく言った。
「太鼓の音がする。軍太鼓行進だ。出発だ。我らの一味が行軍する。私のカールもその中
の一人だ。軽騎兵として、小さな上着に飾り紐を付けて。災難だ。我らの商品はどうなる、
シュレーターさん」。
「まさにそれだから急ぎなさい、諸君」と店主は微笑して答えた、「馬車は国境方面へ

行く。砂糖とラム酒を乗せてな。我らの兵士は寒い天候では一杯のポンス酒を飲みたいだ
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ろう」。祖国防衛隊員達の喉に対するこの人道的配慮は、巨人達の心に快適さを取り戻し
てくれた。彼らは辛辣に微笑した。シュトゥルムは彼の鉤をすさまじい力で間近の梱に撃
ち込み、梱を一種軽視して空中に抱えた。次のような意味であった。「ポーランドの農園
全体なんぼのものか」。一方他の者達は樽を除けて転がし、兵士達のポンス酒について短
い仕事上の冗談を言った。
アントンに向かって、店主は言った。「知らせは芳しいものではない。しかし全部をそ

のまま信じないようにしよう」。そう言って、彼は帳場へ行き、いつもよりほとんど陽気
にブラウン氏に挨拶して、今一度彼の従兄弟の話しと他の災難について彼に語って貰った。
ブラウンが出て行くと、彼は帳場の男衆達を落ち着かせながら言った。「我らの商品は

国境にあることだろう。御者の諸君は自分達の馬のために用心しているだろうし、暴徒達
の手に落ちないよう心掛けていることだろう。馬車が敵の領地にある場合、馬車の救出を
試みなければならない」。アントンに対しより小声で付け加えた、「至急国境関税所と国
境の我らの運送屋に手紙を書きなさい。きっとそちらに臨時列車が向かっており、夜行列
車で返事が得られよう。明日もっと詳しいことが分かろう」。
この言葉で今日は大きな問いが片付けられた。帳場の一切は通常の進行となった。リー

ボルト氏は元帳に大きな数字を記入した。プルツェル氏はターラー貨幣の小さな山をまと
めて、金額を示す大きな束の周りに紙製の掴み取っ手を押し込んだ。ピックス氏は黒い筆
を取って、大きな秤の横で包みの亜麻布に象形文字を書いて、店の下僕達に通常の決然さ
を見せて支配していた。店主自身はヨルダン氏に向かって、一部戦争の知らせを証明する
ものを含む届いた手紙類を受け取り、仕事上の返事を話し合い、その返事を個々の店員に
伝えていた。その後ブローカーや代理人、仲買人が現れ、通常のように店主の写字台から
短い意見や、仕事仲間が余りに深く内戦の恐怖に言及すると素っ気ない冗談を述べた。店
での些細な世間話は若干いつもより活発であったが、その他はすべて通常通りであった。
昼食の際、会話はあたかもポーランドの百姓は大鎌を振り上げていないかのように、平静
に進んだ。食後店主は、妹や妹の知り合いの数人のレディー達と一緒に馬車で物見に出掛
けた。彼を見ていた店の人々は感嘆して言った。「彼は今日馬車で物見だ。いつものよう
に前から承知していたのだ。賢い頭脳だ、堅牢な店だ、大したものだ」。
アントンは一日中自分の写字台にいて、これまで経験したことがないほど神経質に興奮

していた。彼は重苦しく期待していた。しかしこの気分を大きな出来事のように快適に感
じていた。彼は店と店主の危機をまざまざと感じたが、もはや打ちのめされていず、勇気
を失っていなかった。腕や脚にバネを持っているかのように感じた。彼のペンは自分が書
くべき取るに足りない商用手紙の際、飛ぶように進んだ。彼の心の中で絶えずファンファ
ーレを響かせる危機を考えたけれども、彼の理解力がこれほど素早く、彼の文体がこれほ
ど明晰なことはなかった。彼はこれほど早く手数料と経費を計算したことがなかった。昂
揚した、ほとんど喜ばしい活動の瞬間であった。彼は自らそのことに気付いて、そのこと
を不思議に思った。店主にも彼は同じ気分を見ていた。店主も目を輝かせて、急ぎ足で帳
場を歩いていた。
アントンは今日ほど彼を尊敬したことはなかった。彼は神々しく見えた。野生の喜びと

共にアントンは自らに言った。「これは詩だ、店の詩学だ。このような跳ねる活動力を感
ずるのは、奔流に逆らって働くときの我々だけだ。我々の時代は感激に乏しいと、そして
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我々の仕事が最も空虚だと人々が言うとき、何が美しくて、偉大なものか理解していない
のだ。この男にとってこの瞬間自分の心にかかる一切が賭けられている。自分の仕事、休
みない活動の長い人生の成果、自分の喜び、自分の誇り、自分の名誉が賭けられている。
そして彼は自分の写字台に冷静に立っていて、石目鑢をかけられた染色材についての手紙
を書き、クローバの種についての判断を書き、いや思うに、彼は心の中で笑っている」。
そうアントンは夕方自分の写字台を片付けるとき、そして他の男衆と一緒に奥の家へ行く
とき、考えた。彼の同僚達も今は彼らの内的興奮を察知させていた。彼らはヨルダンのサ
ロンに集まって、一杯の濃い紅茶を飲みながら、心地良い戦慄と共に、ニュースについて、
そしてこのニュースの仕事への影響について語っていた。皆がこう思う傾向にあった。つ
まり会社は確かに若干の損害を蒙ることだろう。しかし自分達は、他のどこの店よりもも
っと助かる術を心得ている男達だ、と。シュペヒト氏は希望豊かにこう述べた。暴動のた
びにとんでもなく植民地の商品は消費されるだろうし、会社は国境方面へのすべての飲み
物で素晴らしい商売ができましょう。暴動が単に三ヵ月続くだけならば、損害分はまた取
り戻せましょう。だって皆が、敵も味方も飲み物を飲みますから、と。最後のヨルダン氏
はこう結論付けた。まだこの件はどのような経過になるか予断を許さない、と。この新た
な根本的な見解は大方の者達によって首肯され、その後個々人が各部屋に赴いた。アント
ンは自分の部屋で薄い壁越しに隣人のバウマン氏が、就寝の際、店と店主のために祈る声
を聞いた。これにアントンはとても感動して、大股で彼は自分の部屋をあちこち歩き、そ
れで書き物机の上の明かりと石膏像が驚き、病的に震えるに至った。
遅くなってから、従者が音もなくアントンの部屋に入って来て、シュレーター氏が彼と

今日のうちにも話したい旨小声で伝えた。急いでアントンは従者に付いて、表屋の二階に
行き、期待一杯に店主の褐色の仕事部屋に入った。商店主は荷を詰めたトランクの前に立
っていた。彼の札入れはテーブルの上にあり、その隣にかなりの長旅の紛れもない印、水
牛革の大きなイギリス製の葉巻入れがあった。この葉巻入れには百本入り、昔からシュペ
ヒト氏の賛嘆する愛好の的であり、商店の主力が尋常ならざる出動を行うときにのみ取り
出され、馬車に積み込まれる一種の軍旗として全帳場に知れ渡っていた。ザビーネは書き
物机の引き出しに取りかかっていて、彼女の配慮で旅の兄に役立つかもしれないものを黙
って添えていた。彼女はアントンに素早い視線を送り、彼女自身が不安な予感で感じてい
たものを彼の顔に読み取って、頭を下げた。店主はアントンに好意的に向かって来た。「遅
くにご足労かけた。しかしまだ起きているとは思っていなかったのだ」。
アントンが、「興奮して眠れなかったのです」と答えたとき、妹の目から再び視線が彼

に注がれた。彼の関与にとても感謝し、配慮を湛えたもので、彼は大いに感動し、自分の
感動を悟られないように、更に話すことをしなかった。
しかし店主は微笑して言った。「貴方はまだ若い。年齢と共に落ち着くようになる。私

自身が明日、我らの商品を検分する必要があろう。 ー ポーランド人は我々ドイツ人に
は特別な配慮をしていると聞いている。我らの支配が彼らには嫌ではないとまでポーラン
ド人が考えることも有り得ることだ。この錯覚は長くは続かないだろうが、しかしこのこ
とから我らの商品にとって利点を引き出そうとしてもあながち不当ではないだろう。貴方
は連絡を行ったから、私のためになすべきことは自ら承知していよう。私は国境まで旅立
つつもりだ。そしてそこで次の手順を決めるつもりだ」。
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不安に緊張して妹は彼の言葉を聞いていた。彼女は彼が妹に対する配慮から黙っている
ことを彼の表情から読み取ろうとしていた。しかしアントンは話しの内容を理解していた。
彼の上司は国境を越えて暴徒の国へ入るのであった。
頼むような声で彼はもっと間近に寄って語った。「貴方の代わりに私が旅することはで

きませんか。私はかように大事な件で信頼されるほどの実績がまだないのでありますが。
少なくとも最大限、全力を傾注致します、シュレーターさん」。アントンがこう述べたと
き、彼の頬は輝いていた。彼はこの瞬間、どんなクラクフ騎士とも商品の梱のことでやり
合う決意を感じていた。
「健気な言い方だ、感謝申し上げよう」と店主は答えた、「しかし私は貴方の申し出を

受けることはできない。旅は困難なものとなろう。私の利益のためだから、私が労を引き
受けるのが当たり前でもあろう」。アントンは頭を下げた。「私は逆に、私が明後日の夕
方まで戻れなかった場合に備えて、ある指示と共に貴方にこちらに残って貰おうと思って
いる」。
ザビーネは不安げに傾聴していた。今や兄の手を掴んで、小声で言った。「彼を連れて

いらしたら」。
この支持がアントンに新たな勇気を与えた。「貴方が私を一人で行かせたくないのであ

れば、少なくとも同道をお許しください。ひょっとしたら何か役立つかもしれませんし、
少なくともお役に立ちたいのです」。
「彼を連れていらして」とザビーネは懇願するように繰り返した。
商店主は視線をゆっくりと妹からアントンの正直な顔に向けた。アントンの顔は仕事へ

の意欲で輝いていた。若者の熱意に喜んで彼は答えた。「それではそういうことにしよう。
貴方は明日早朝国境まで同伴されたい。私の不在がかなりの時間必要ということになった
ら、貴方に即刻その場で知らせる利点があろう。それまではヨルダンに引き続き仕事を任
せることにしよう。我らの旅行について、ここ、この場で大いに公表する必要はない。今
はヴォールファルトさん、眠りを取ってください。我らの店の下僕の一人が鉄道で夜行列
車を待っている。乗車員が我らに返事を持って来る約束になっている。返事が私の予想通
りなら、一番列車で行くことにしよう。良く眠りなさい」。
アントンは感謝してお辞儀をし、更に出て行くとき、ザビーネが激しく動揺して兄の首

にすがりつくのを目にした。彼は自分の部屋に行き、物音を立てずに旅行バッグを詰め、
フィンクが彼に残して行った象眼入りのピストルを取りだし、半分脱いだままベッドに身
を投げ、そこでようやく遅くなって微睡みを得た。朝方微かなノックの音で目覚めた。従
者が告げた。「鉄道からの手紙が届きました」。アントンは帳場へ急いだ。そこではすで
にヨルダン氏と店主が活発な会話を行っていた。彼が入って来るとシュレーター氏が仕事
の交渉を切り上げて短く彼に呼びかけた。「旅に出よう」。
「分かりました」とアントンは考えた、「我々は敵の国へ旅立ち、大鎌の男達とやり合

いましょう。我々の商品を渡すように強制しましょう。彼らが我々を強制するようなこと
は、店主の意志では受け入れられないことですから」。
アントンはこれまで一時間のうちにこれほど何度もドアをノックしたことはなかった

し、これほど素早く階段を測ったこともなかったし、これほど力強く同僚達と握手したこ
とはなかった。彼がかくも忙しく暗い玄関を急いでいたとき、自分の側に微かな物音を耳
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にした。ザビーネが急いで彼に近寄って来て、彼の手を握った。「ヴォールファルト、私
の兄を危険から守ってください」。アントンはこのことを万難を排して行うと法外な心意
気で約束し、上着のポケットの装填されたピストルを確かめ、馬車に乗り込んだ。かつて
一人の若い主人公が抱いた感情の中で最も高貴な至福の感情で自ら装填されていた。彼は
冒険に向かうのであった。彼は店主の信頼を誇りに思っていた。仕事の聖なるものへと向
かう微妙な状況で昂揚していた。彼は幸せであった。
蒸気機関車が鼻息をたてて、広大な谷の地方をベエルゼブブ[悪魔の長]の厩舎からの馬

のように疾駆した。列車のすべての貨車に兵士が座っていた。彼らは貨物に寄りかかって
いて、貨物車の小さな窓から覗いていた。至る所に銃剣や兜が輝いており、至る所に背嚢
や野戦炊事車や太鼓が突っ込まれていた。すべての駅に好奇な視線の群れが立っていて、
至る所で素早い質問と返事がなされ、至る所に刺激的ニュースがあり、恐ろしい噂や冒険
的物語があった。アントンは二人が戦闘的群れの鉄道の旅が終わって、伝書使の馬の有蓋
四輪馬車に乗って、国境へ進むことになって、喜んだ。国道では静かであった。通常より
も人の姿がなかった。ただ国境近くの駐屯地の小さな[臨時編成]部隊を更に二人の旅人は
追い越しただけであった。部隊は演習へ行くかのように陽気に歌っていた。ここかしこで
連隊の陽気な者が急ぎ足の市民に向かって洒落を言い、時折将校が挨拶に馬車に騎行して
来た。店主と顔馴染みである場合や、あるいは夜営のための委託を前もって届ける場合で
あった。商店主はアントンとは全く仕事の話しはしなかった。しかし大いに快活に他の万
事について、以前の体験や、国境での営みについて、密輸業者や税関監視人について語り、
自分の同行者に打ち解けた親密さで接していたが、これは年長の戦友が年若の戦友に対し
よく示す類いのものであった。ただピストルに対しシュレーター氏はある冷淡さを示した。
それでアントンの戦闘的度胸は少しばかり弱められた。というのはアントンが二番目の駅
で彼の殺害銃を丁寧にある馬車の荷袋から別の荷袋へ移すとき、店主は敵意のある支線で
二丁の銃身を見ていたからである。二人の旅行者がその土地の最後の家並みを通り過ぎた
とき、彼は仲良く荷袋から姿を見せている褐色の銃の床尾を指し示して、アントンに言っ
た。「これらの銃で我らの商品を取り戻すことに成功するとは思えない。これらは装填さ
れているのかい」。
アントンは首肯して、戦闘的自尊心の残り滓と共に答えた。「ライフル銃です」。
「そうかい」と店主は本気で言って、ピストルを荷袋から取りだし、御者に向かって馬

を止めるように呼びかけた。そして冷徹に両銃身を射た。「我々は使い慣れた武器に限定
する方が無難だ」。そしてアントンにピストルを戻しながら、機嫌良く言った。「我々は
和平の男達だ。ただ我らの所有物を取り戻そうと思っている。我々が他人に我らの権利を
説得しながら、それでもそれが得られないのであれば、それが得られる見込みはない。向
こうでは多くの弾薬が無駄に発砲されることになろう。すべては何ももたらさない無駄な
支出だ。国や人々を破滅させる無駄な費用だ。スラヴ民族ほど、進歩という方策、つまり
資本を通じて人間性や教養を獲得するという方策を知らない民族はない。人々が向こうで
無為に、粗野な群れを圧制の下、集めたものを、彼らは空想的な遊び事で浪費してしまう。
我々の下ではそのようなことは単に個々人の優遇された階級のみがしており、国民はやむ
を得ずそれに耐えている。向こうではこれらの特権者達が僭越に、人民を代表していると
称している。あたかも貴族と隷属の百姓とで一つの国家が形成できるかのような按配だ。
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彼らは木々の上の雀の群れほどにもその資格を有していない。ただ残念なのは、我々は彼
らの不幸な試みを我らの金でも支払わなければならないということだ」。
「彼らには市民階級がありません」とアントンは強く賛同して言った。
「つまり彼らには文化がないのだ」と商店主は続けた。「文明と進歩とを代表する身分、
散乱した百姓達の群れを一つの国家に高める身分、この身分を自らの中から作り出すこと
がどうしてできないのか、不思議なものだ」。
「それでも我らの前の暴徒の町にコンラート・ギュンターがいますし、それからガリシ

アの三人のヒルデブラントの店があります」とアントンが口を挿んだ。
「健気な人々だ」と商店主は賛同した、「しかし皆移民だ。尊敬すべき市民感覚に支点

がない。次の世代に伝わることは稀だ。向こうで町と呼ばれるものは、単に我らの町の影
絵に過ぎない。そして彼らの市民は、我らの許で勤勉な市民階級を国家の第一の身分とし
ているものについて皆目知らない」。
「第一の身分ですか」とアントンは尋ねた。
「そうだ、親愛なるヴォールファルト、太古には個々人は自由と見なされ、肝要な事で

は平等であった。それから特権的自由人と隷属の労働者の半ば野蛮な時代があった。よう
やく我々の町が大きくなって以来、世の中に文明化された国家が生じている。この時以来、
初めて、自由な労働のみが人民の生活を偉大にし、確実に、持続的にするという秘法が明
らかなものとなっている」。
夕方の明かりの下、二人の旅行者は国境の地に着いた。そこは小さな村で、税関の建物

と国境役人の住まいの他には単に貧しい小屋と一軒の居酒屋が姿を見せているだけであっ
た。家々と村の周りの空き地に二個の騎兵中隊の騎兵達が露営しており、彼らはその歩哨
達を細い国境の川に沿って置いており、一個の猟兵の[臨時編成]部隊が国境を見張ってい
た。居酒屋は荒々しい営業が見られ、軽騎兵や猟兵が頭を並べて押し合って小さな客室に
座っていた。多彩なドルマンジャケットや緑色の上着が家の周りの椅子やテーブル、馬屋
格子棚に、揺れる樽や、何らかの座席の役に立つあらゆる類いの道具に陣取っていた。ア
ントンには彼らが無数のピックス氏達に思われた。それほど決然と彼らは居酒屋と居酒屋
のすべての内容物、つまり生きた人間や飲み物と付き合っていた。声高な挨拶でユダヤ人
の亭主は、馴染みの商店主を迎えた。彼の熱心な仕事ぶりにより、家の残りの部屋が二人
の旅行者のために片付けられた。小さな板張りの小屋で、そこで彼らは夜少なくとも二人
っきりで過ごすことができるのであった。
商店主が馬車から降りると、六人ほどの御者が勢い良く喜びの叫び声を上げて、彼を取

り囲んだ。最近店を通じて発送された馬車の御者達であった。彼らは全く事故なしに経過
したわけではなかった。最長老の男の話しによれば、国境の向こう側の通りで、武装した
百姓達の群れを見て、素早く引き返すことになったのであった。方向転換の際、最後の馬
車の一個の車輪が壊れた。その御者は不安で馬を外して、馬車を国境の向こう側に置き去
りにした。この逃げた御者が帽子を取ってしきりに空中に振って、詫びを述べているとき、
指揮の騎兵隊長が商店主の許に近寄って、この人々の陳述を肯った。
「その馬車は橋の向こう側およそ千歩の所の道路脇に置かれているのが見えます」と彼

は説明した。商店主が橋を渡る許しを求めると親切に彼は言った。「私の将校達の一人を
貴方に付けましょう」。
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騎兵中隊の一人の若い将校が、丁度パトロールから戻って来ていて、彼の元気のいい馬
を居酒屋の前でぐるぐる回らせていた。
「フォン・ロートザッテル少尉」と騎兵隊長は叫んだ、「この殿方達と橋まで同道して

くれ」。
アントンは恍惚としてこの名前を聞いていた。この名前は彼にとって優しい思い出と結

び付いていた。彼は瞬時に、荒々しい馬上のこの若者は、湖の令嬢の兄に他ならないと分
かった。少尉は上唇の上の小さな髭の、細身の姿で、この世で最も美しい令嬢との関連で
およそ若い騎兵将校として考えられる限り、とてもその妹に似ていた。アントンは即刻彼
に対し好意的尊敬の念を感じた。この思いを若い将校はアントンの挨拶から多分読み取れ
たことであろう。というのは彼は自分の頭を下げて感謝したからである。跳ねながら彼の
馬は商店の人々の隣を橋まで進んで行った。そこには騎兵哨兵達が、手には撃鉄の起こさ
れたピストルを持って、彫像のように不動に立っていた。ただ彼らの馬のみが時々[優美
に]尾を動かしたり、脚で踏んだりして、勇敢な生命を露呈していた。二人の旅行者はア
ーチ状の橋の中央にまで急いで、目を見回して、国道を見下ろした。そこには巨大な馬車
が横たわっていた。白い象のように傷付いて跪いていた。
「先ほどまでまだ略奪されていなかった」と少尉は述べた、「亜麻布がまだ太い腹のよ

うに掛かっていた。いや、奴等は除けたのか、向こうの隅に白い覆いがひらひらしている」。
「ひどい状態には見えないな」と店主は答えた。
「貴方らが車輪一つとペアの馬へ向こうまで用意なされば、あれは取って来られましょ

う」と少尉は気楽に述べた、「我らの仲間は一日中大いにその気でありました。何か飲み
物があるか見たかったのでしょう。しかし我々は国境を越えないよう命令を受けています。
普通、馬車をこちら側に運ぶことは簡単なことです。司令の将校が歩哨所を越えて行くこ
とを貴方らに許し、あの連中と話しを付ければ済みます」。そう言って彼は一群れの百姓
達を指し示した。彼らは橋の向こう側、射程距離を外して、数本の奇形の柳の影に陣取っ
ていて、一人の武装した男を歩哨として国道に置いていた。
「司令の将校殿が許可なさいますならば、馬車を取り寄せたいと存じます」と店主は言

った、「あそこの連中と話しをつけることは可能だと期待しております」。
アントンは不平を抑えられなかった。「一日中兵士達は数千ターラーを放置していたの

です。馬車を我々のために取り戻す時間は十分にあったでしょうに」。
「不当な要求を軍にしてはいけない」と微笑して商店主は答えた、「我らの所有物を百

姓どもの手から取り戻すことを彼らが許可してくれるならば、それで満足することにしよ
う」。二人の旅行者は騎兵隊長の許へ急いで戻り、商店主は隊長に自分の願いを伝えた。
「馬と人数の手配ができれば、そのことに反対はしない」と隊長は答えた。
早速御者達が集められて、店主は誰か馬で同道する者はいないか尋ね、馬が被害に遭っ

たら弁償する旨言った。頭を若干掻いたり、帽子を若干振ったりした後、何人かが同意す
る旨告げた。急いで四頭の馬がつながれ、居酒屋の子供用橇が取り寄せられ、車輪が一つ
と幾つかの梃子が乗せられた。そしてこの小さなキャラバンが橋に向かって行き、兵士達
の賛同の冗談を浴びながら、何人かの将校達の同道を得た。将校達はこの野戦に兵士とし
ての威厳を損なわない程度の関心を示していた。
橋の所で騎兵隊長は言った。「成功を祈ります。残念ながら隊員を救援に付けてやるこ
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とはできません」。
「その方が一層良いでしょう」と店主は挨拶して答えた、「私どもは武器を持たない民

として私どもの商品を取り返したいと存じます。向こうの男達を恐れてはいませんし、そ
れに刺激しようとも思いません。ヴォールファルトさん、どうぞ貴方のピストルを残して
置いてください。武具は一切有していないことを武装者達に見せる必要がありましょうか
ら」。
アントンはピストルを上着のポケットに収めていて、それがまた反抗的姿を見せていた。

彼は今やそれを、フォン・ロートザッテル少尉が合図して近くに来させた一人の狙撃兵に
渡した。かくて彼らは橋を渡った。国境の橋の末端で少尉は不機嫌に自分の馬を停止させ
て、ぶつくさ言った。「あれらの胡椒袋が我々より馬を引き寄せている」。そして騎兵隊
長が後から呼びかけた。「貴方ら個々人が危機に陥ったら、ロートザッテル少尉を何人か
の隊員と一緒に救援に差し向けても、軍務違反とは見なされますまい」。少尉は後ろに向
きを変えて跳ね、若干距離を保っていた隊列に、はなはだ好戦的に命令した。「静止」。
この後彼はまた橋の末端まで跳ねて来て、大きな関心と戦闘的性急さを示しながら、市民
達の方を見つめた。ここで彼の名誉と部隊の名誉のために言い添えておかなければならな
いが、彼並びに彼の隊列はこの侵入して来る者達[市民達]を温かく受け入れ、秘かに本格
的不測の事態を願っており、自らこの件に介入し、少しばかり暴れる権利を有したかった
のである。
商人の一行が行った敵の領地への行軍は、少しも畏怖の念を起こさせる行軍ではなかっ

た。店主は一種寛いで、静かな足取りで、葉巻に火を着けながら、先頭を行った。すぐそ
の脇にアントンがいて、その背後に三人の頑丈な御者が馬を連れていた。かくておよそ三
十歩で彼らが白い上っ張りの何人かの百姓達の間近に来たとき、百姓達は銃を構えて、ポ
ーランド語の叫び声で、止まれと命じた。店主はポーランド語で声高に叫んだ。「統率者
を呼び給え」。この荒くれた者達の一人が従順に、手を激しく動かしながら遠方の群れに
呼びかけた。他の者達は威嚇する姿勢で、銃を構えて、アントンは格別心地良い感じはし
なかったが、邪険に目を瞬かせながら、全員が真っ直ぐに彼の方に狙いをつけていた。一
方大股で一味の統率者が近寄って来た。彼は多彩な飾り紐の青い上着と、灰色の毛皮の付
いた四角の赤い縁なし帽を着用していて、長い鴨猟の散弾銃を手にしていた。彼は全体的
に見て、粗暴な外見の褐色の男で、長く黒い口髭を飾りとしていて、その口髭が口の両側
で垂れ下がっていた。この男が近寄って来ると、商店主は不完全なポーランド語で力強く
発声して言った。「私どもは敵ではありません。私は向こうの馬車の所有者で、馬車を取
り戻したいと思っています。貴殿の仲間に、私の加勢をするよう伝えてください。酒手を
はずみます」。「酒手」という言葉を聞いて、銃は自ずと敬意を表して下を向いた。しか
し頭目のクラクフ騎兵は情熱的に軍用道路の真ん中に身を置き、手振りを交えながら、演
説を始めた。この演説はアントンにはほとんど分からず、店主は皆目分からなかったが、
しかし御者の説明では、この男は遺憾ながら、店主のお役には立てない、自分は背後に控
える連隊から、馬車を町へ運ぶことになる馬が着くまで、馬車を見張るよう命令を受けて
いるとのことであった。
商店主はゆっくりと頭を振って、平静な命令の調子で答えた。「そうは行きません。馬

車は私のものです。私は馬車を運ばなければなりません。私は貴殿の大将が許可を出すま
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で、長くは待てません」。そう言って、彼はポケットに手を入れて、青い上着の暴徒住民
に、他の者達には見えないよう六枚の硬いターラー貨幣を渡した。「貴殿と貴殿の配下の
人々のためです」。この統率者はターラー貨幣を見て、手を頭の方へ持って行き、激しく
撫でて、自分の帽子を回した。その後ようやく結論を出した。「そのような具合ならば、
恵み深い旦那は、馬車を持って行くがよろしい」。
凱歌を上げて、キャラバンは馬車に向かった。御者達は梃子を握って、力を合わせて傾

いた側を高く持ち上げ、古い車輪の破片を除き、新しい車輪を付けて、馬を並ばせた。一
切が何人かの百姓達の協力を得ながらで、司令の統率者も仲間的支援を行っていて、彼は
自ら一本の梃子を動かしていた。その後馬が元気よく駆り立てられ、馬車はクラクフ騎兵
のおや、おやの声の下、橋へ回転して行った。彼はその声でひょっとしたら自分の内心の
異なる意見の声を消そうとしたのかもしれない。
「貴方は馬車と一緒に先に行きなさい」と商店主はアントンに向かって言った。アント

ンが店主一人を百姓どもの許に残すことに躊躇いを感じていると、店主が命令するように
付け加えた。「そうして欲しいのです」。かくて馬車はゆっくりと国境へ進んだ。そして
すでに遠くからアントンは兵士達の笑い声と挨拶を耳にした。
一方商店主は通訳と一味の統率者と残って、熱心に会話を行い、そしてようやくこの暴

徒と十分に了解して別れた。この者はスラヴ的丁重さで国道でホストのもてなしをし、帽
子を取って、旅行者達を軍の射程距離の所まで案内した。橋の所で店主は馬車に追い付き、
騎兵哨兵の「止まれ」、「誰何」、及びそれと結び付いた兵士的儀礼を経験し、故郷の大地
で、騎兵隊長の笑い声の祝福を受けた。一方少尉はアントンに嘲笑的に言った。「ライフ
ル銃がなくても、残念に思うことはなかったな」。
「その方がましでしょう」とアントンは答えた、「スムーズな仕事でした。哀れな奴等

が盗んだのは、ただ小さなラム酒の樽だけでした」。
一時間後旅行者達は騎兵や猟兵の将校達と一緒に居酒屋の小さな板張りの小屋で、古い

ハンガリーワインの数本を囲んでいた。このワインは亭主が貯蔵庫の最も奥深い隅から持
ち上げて来たものであった。アントンは少しも不興ということはなかった。彼は自分の人
生で初めてちょっとした立派な戦争の危難を乗り越えて来たのであった。全体自分に満足
していた。そして今や尊敬するに吝かでない若い兵士の横に座っていて、この若者に自分
の葉巻を差しだし、この日の冒険を話す喜びを得ていた。
「百姓達は最初貴方に狙いを定めていた」とこの若い兵士はぞんざいに自分の小さな髭

をねじりながら言った、「心穏やかではなかったであろう」。
「そうでもありません」とアントンはできるだけ冷静に答えた、「一瞬私は散弾銃が我

々の方へ向けられていて、散弾銃の背後では他の男達が大鎌で頭を切り落とす身振りをし
ていたので、ぎょっとしました。銃口が皆まさに私の顔に向けられていたのは奇異に思わ
れました。その後馬車の件に取りかかって、もうそのことは忘れていました。そして帰る
途中、御者の誰もが、まさに自分に狙いが定められていた、他ならぬ自分であったと主張
しましたので、私はこう思いました。この誰にでも向けられていることが散弾銃の特別な
特性に違いない、と。一種の光学的不作法で、大した意味はないのです」。
「百姓どもが本気になっていたら、我々はきっと助けに切り込んでいたことであろう」

と少尉は好意的に答えた、「ちなみに貴方の葉巻は結構なものだ」。
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アントンはそのことを喜んで、自分の隣人のグラスを一杯にした。このように彼は会話
しながら、店主の方を見た。店主は今日格別な気分で、色々な兵士と戦争や平和について
談笑しているように見えた。アントンは商店主が一種儀礼的な如才のなさで取り扱ってい
るのを察した。この如才のなさは兵士達が飲み会を始めたときのぞんざいな調子を実際御
してきたものであった。やがて会話が一般的になって、人々は注意深く商店主に耳を傾け
ていた。商店主は若い頃旅して馴染みとなった暴動の地域について語り、蜂起した個々の
統率者達の特徴を良く知っていた。
ただフォン・ロートザッテルの若旦那は、アントンが大いに悲しんだことに、彼の同僚

達が市民の店主に示した評価に、そして店主が会話で盛り上げた獅子の分のいい取り分に
も満足していないように見えた。彼はぞんざいに椅子で仰向けになっていて、放心したよ
うに天井を見ていて、ザーベルの握りと戯れ、唇から短い意見を述べたが、退屈した気分
を暗示したがっているものであった。騎兵隊長が翌朝国境軍の軍司令官が見える予定であ
ると述べて、これに対し商店主が、「貴方の大佐は明日の晩になってこちらに到着される
でしょう。少なくとも私が彼と出会った駅では、今日そのように語っていました」と答え
ると、この小さな将校の中で高慢さの悪魔が口を開けて、彼は不作法な調子で言った。「そ
れでは貴方は我らの大佐と面識があるのですか。貴方の許で砂糖かコーヒーを購入してい
るのでしょうな」。
「少なくとも以前にはありました」と商店主は如才なく言った、「私自身が若い頃何度

か彼のためにコーヒーを計りました」。
将校達の中である種の当惑が生じた。そして年配の将校の一人が彼の観点から意図的粗

暴さの修正を試みて、軍人であれ、軍人でなかろうと、誰もが自分の必需品を満足して購
入できるような極めて尊敬すべき商会について若干語った。
「私の仕事に寄せておられる信頼に対して感謝申し上げます、大尉殿」と商店主は微笑

して言った、「私は勿論、私の仕事が私の努力、私ども一同の努力によって敬意に値する
ものになったことを誇りにしています」。
「ロートザッテル少尉、次の巡回の番だ。貴方が出発する時間だ」と騎兵隊長は促した。
がちゃがちゃ言わせて少尉は立ち上がった。
「ヴァルシャウアーさんがここに新たな瓶を持って来られた。自慢の品だ。彼の貯蔵庫

の最良のワインです。フォン・ロートザッテルさんも夜警に行く前に、まずこのワインを
試飲されたらいかがです」と商店主は平静に如才なく、騎兵隊長に向かって尋ねた。若い
将校は反抗的に断って、音立てて部屋から出て行った。アントンは自分の寵児をぶん殴り
たいところであったろう。それほど彼は怒っていた。しかし騎兵隊長はこの些細な幕間劇
を、活発に会話を導いて片付けた。
遅くなっていた。アントンは感嘆して商店主が、この上ない如才なさを発揮してホスト

役を務め、快適に味わいながらハンガリーワインの試飲を続けている様を見守っていた。
旅の目的を考えれば、快適なはずはなかったのであるが。ようやく新たな瓶のコルクが抜
かれ、それに騎兵隊長も商店主の新たな葉巻を称賛した後、商店主は軽く言い添えた。「私
は明日暴徒の首都へ旅したいと思っています。許可が必要なら、その許可を頂きとう存じ
ます」。
「何ですと ー」と将校達がテーブルの周りで叫んだ。
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「仕方ないのです」と商店主は真面目に言って、手短に何故仕方ないのか説明した。
騎兵隊長は頭を振った。「確かに私の命令権の文言では、私が皆に国境を閉ざす権限が

あるか曖昧であるが、しかし暴徒の国への封鎖は我らの配備の第一の使命として私に課さ
れている」。
「それでは私の願いを司令官殿に言上仕らなければなりません。すると一日以上長く時

間を要することになりましょう。こう延びると私は旅の目的を果たせなくなりましょう。
御親切に御教示頂きましたように、現在暴徒達の下ではまだかなりの秩序が見られます。
この秩序が更に長く続くとは思われません。しかし向こうの情勢を判断致しますと、私に
とって、商品を救い出す唯一の可能性となっています。と申しますのは、貨物の馬車はた
だ革命政府の同意を得てのみ、町から持ち出せるからです」。
「同意が得られると思っておられるのか」と騎兵隊長は尋ねた。
「試みる必要があります」と商店主は答えた、「いずれにせよ私の所有物の略奪、破壊

に対しては向こうで力の限り抵抗する所存です」。
騎兵隊長は思案した。「貴方の御意向には、私は若干困惑致す。ほとんど案じている通

り、貴方に災難が降りかかったら、貴方に対し国境通過の許可を出したということで、私
は非難を受けることになろう。この旅行はどうしても止めることができないのかな」。
「法律が禁ずる以外どうしても止めることはできません」と商店主は答えた。
「貴方が命を賭けようとするほどに、それほど貨物馬車は大事なものなのか」と騎兵隊

長は内心の不興を抑えきれずに尋ねた。
「そうなのです。貴方にとって義務を遂行することが大事であるように、大事なもので

す。私にとって商売上の利益よりも、この貨物馬車を所有することが大事なのです。国の
政府による無条件かつ撤回できない禁止がない限り、私は向こうへ行かなければなりませ
ん。この禁止には私は結局従いましょうが、しかし出来るものなら、私には一つの例外を
認めて欲しいのです」。
「よろしい」と騎兵隊長は起き上がって言った、「貴方の旅の邪魔立てはしまい。しか

し貴方は向こうでどんなことがあっても、この国境哨所の勢力についてとか、我らの部隊
の配置についてとか、例えば我らの計画中の規制に関して知り得たことについて漏らすこ
とはしないと誓って頂かなければなりませんぞ」。
「誓います」と商店主は言った。
「旅の目的についての貴方の申し立ては正しいものと貴方の人柄が私に保証しているが、
しかし私の職務上の情報として、当該の書類を、そのようなものを携帯しているなら、拝
見致したい」。
「ここにそれらはあります」と商店主は同じように事務的調子で語った、「ここに一年

間有効の外国への私のパスポート、ここにポーランドの販売人の積込み証、国境の税関と
当地の運送屋宛の私の手紙類の写し、ここにそれらの返事があります。国境税関の役人と
運送屋はその上これらの申し出が嘘ではないと証言できましょう」。
騎兵隊長は書類をざっと読み、返した。「貴方は勇気のある男だ、ご成功を祈る」と役

職上の威厳を添えて言った、「どのように旅なさるおつもりか」。
「郵便局の馬で行きます。馬が断られた場合、馬を購入して自ら参ります。馬車はここ

の亭主が貸してくれるでしょう。明日日中に旅します。夜では更に疑いの目で見られまし
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ょうから」。
「よろしい、明日夜明けと共に貴方と再会しよう。私の見込みでは、我々自身遅くとも

三日したら敵国に入ることになる。それまでに貴方から知らせを得られなかったら、貴方
を征服した町で探すことに致そう。諸君、我々は引き上げる。会議はすでに長く続きすぎ
た」。
かくて軍の騎兵達は仕事柄がちゃがちゃ言わせて引き上げた。アントンと彼の店主は空

のワインの瓶と共に二人っきりで部屋に残った。商店主は窓を開けて、それからアントン
の方を向いた。アントンは最後の交渉を大いに興奮して聞いていた。「親愛なるヴォール
ファルト、ここで別れることにしよう」と彼は始めた。
彼が言い終えないうちに、アントンは彼の手を握って、目に涙を浮かべて言った。「貴

方と一緒に行くことをお許しください。店に私を戻さないでください。この旅で貴方から
別れたら、私の生涯を通じて耐え難い非難を感ずることでしょう」。
「貴方が一緒に旅しても、無益なことで、ひょっとしたら賢明とも言えないだろう。私

が向こうでなすべきことは、十分一人で片付けられるものだ。何か危険が生じたら、生ず
るとは思われないが、貴方がいても私を守れないだろう。私は自分のことで他人を巻き添
えにしたという辛い気持ちのみを抱くことだろう」。
「貴方が私を連れて行ってくださるなら、とても感謝致します」とアントンは相変わら

ず店主の手を取って、懇願した。「ザビーネ嬢もお望みでした」と言い添えて、賢く競り
上げながら、最後に最強の説得理由を自分の感動した心根から取り出したのであった。
「妹は臆病な少女だ」と商店主は微笑して言った、「しかし貴方が好意的に主張される

から、お任せしよう。一緒に旅しよう。亭主を呼びなさい。旅の準備を打ち合わせよう」。

2.

アントンが居酒屋のドアの前に出て来たとき、まだ薄明かりの夜であった。平野には濃
い霧がかかっていて、間近な朝の薄明かりの中、不穏に動いていた。地平線上の赤い炎の
輝きが、旅行者達が進むことになる一帯を描いていた。灰色のヴェールで、夜の蒸気が地
上の薄暗い群れを覆っていた。アントンは間近に近寄って、かなりの数の男達、女達、子
供達を認めた。彼らは地面にしゃがんでいて、青白い、腹ぺこの、深い皺のある顔であっ
た。「奴等は向こう側の国境の村からの者達だ」と老いた守衛長が説明した。彼は乗馬用
外套を着て隣に立っていた。「彼らの村々が焼け、森を走って来て、昨夜川に達して、両
手を差し出して、情けなくパンを求めていた。大方女達や子供達なので、騎兵隊長殿がこ
ちらに来るのを許されて、幾つかのパンを千切って与えたのだ。奴等はとてつもなく飢え
ている。奴等の後、かなりの徒党がやって来て、皆がパン、パンと叫んでいて、手を揉ん
でいた。我々は頭上に幾つかピストルの弾を放って、追い払ったのだ」。
「何ということか」とアントンは言った、「我々の旅への幸先の良い光景だ。この哀れ

な人々はどういうことになるのですか」。
「国境のならず者達だ」と守衛長は宥めて言った、「一年の半分は密輸して、酒を浴び

ている。残りの半年は飢えている。ここにいる連中は今少し凍えている」。
「スープの釜一つ料理してやらないのですか」とアントンは同情して尋ね、ポケットを
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探った。
「何でスープかい」と守衛長は冷淡に言った、「一杯のブランデー[火酒]が一同にはも

っと好ましいだろう。向こうでは皆がブランデーを飲む。乳呑み児までな。貴方が少し恵
んでやるんなら、奴等に分けてやろう。一人の正直な兵士にも忘れずにやろう」。
「亭主に頼んでおきましょう。女中が何か温かいものを料理してくれるようにと。守衛

長殿、万事上手く行くようにどうぞ見守っていてください」。そう言って、彼はポケット
に手を伸ばした。守衛長は、戦闘的心でも同情心を忘れないと心易く請け合ってくれた。
一時間後、二人の旅行者は無蓋のブリチュカ[軽四輪馬車]で前哨を転がって行った。商

店主が御者となり、アントンは彼の後ろに座っていて、闇と霧の中からすでに個々の対象
がはっきりと分かるようになっている風景を見張るように見つめていた。およそ二百歩ほ
ど進んだとき、国道の太い柳の木の背後で、ポーランド語で呼びかけの声が響いた。商店
主は馬を止めた。一人の男が用心深く馬車に近寄って来た。「あがんなさい、良き友よ」
と商店主はこの見知らぬ男に呼びかけた。「私の横に腰掛けなさい」。丁重にこの余所の
男は縁なし帽を取って、馬車の前方の席に飛び乗った。垂れた大きな口髭の昨日のクラク
フ騎兵隊長であった。「彼に注意しているように」と商店主は英語でアントンに言った、
「護衛兵の役をして貰うことになっていて、その分支払うことになる。彼が私の体を触っ
たら、後ろから彼を捕まえなさい」。
アントンは、軽視されたピストルを馬車の横の古い革袋から取り出し、クラクフ騎兵の

目の前ではっきりと分かるように自分の上着のポケットに収めた。しかし青色の上着のこ
の案内者は親しげに笑って、直に好意的で人好きのする性格の者と分かった。彼は丁重に
二人の旅行者に頷きかけ、アントンの旅行用水筒から何口か飲んで、自分の左の肩越しに
アントンと会話の糸を紡ぎ出そうとした。そして片言のドイツ語で恵み深い旦那と言い、
煙草を吸うのだが切らしていると打ち明けた。最後に殿方達の案内を許されるのは光栄だ
と述べた。
かくて彼らは一群れの朽ちた家々の側を通り過ぎた。その家々は沼地の何もない平地に、

有毒な箇所に高く伸びた巨大な茸のように立っていた。すると彼らは突然暴徒の群れに囲
まれているのに気付いた。彼らがすでに前日に目にした民兵であった。幾つかの殻竿、幾
つかの真っ直ぐな大鎌、古いマスケット銃、亜麻布の上っ張り、多くのシュナップス[焼
酎]の匂い、じろじろ見る目であった。この群れは馬の手綱を触ると、早業で手綱を外し
にかかった。するとクラクフ騎兵が自分の席からライオンのように立ち上がって、ポーラ
ンド語でとてつもない雄弁を披露し、その際両手両足は四方八方への身振りを交えていた。
彼は説明した、この殿方達はドイツの偉い殿方達なのだ、政府と話す必要があって、首都
へ旅されている。馬の尻尾から毛を一本でも抜こうものなら、誰であれ首が飛ぶことにな
ろう、と。この演説に続いて同じように活発な反論があり、その際一部の者は拳を握りし
め、一部の者は帽子を取った。その後案内者は更に強力な演説を行って、すべての愛国者
に、彼らが大胆になって、ほんの少しでも馬の頭を軽蔑して見たら、四つ裂きの刑が待っ
ているのだぞと言った。すると拳を固めた者の数はより少なくなり、脱いだ帽子の者の数
はより多くなった。ようやく商店主はこの場面にけりを付けた。彼は馬に力一杯鞭を当て
て、抵抗していた愛国者達の残りをすぐ脇に飛び退くように強いた。ギャロップで馬は前
進した。幾つかの威勢の良い間投詞が彼らの背後で響いた。一つの弾が旅行者達の頭の上
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を事もなく飛んで行った。多分ある目的のためというよりも、普通の祖国愛から発砲され
たものであった。
かくて数時間が経過した。時折武装した農民の群れに追い越された。彼らは叫んでいて、

上っ張りを振っているか、あるいは教会の旗を持った聖職者に従っていた、頭を下げて、
宗教的歌を歌っていた。旅行者達は数回停止させられ、脅された。時には大いに恭しく挨
拶された。殊にアントンはそうで、後部座席に座って主要人物と見なされていた。
ようやく彼らは大きめの村に近付いた。人々の群れは一層密になり、叫び声は一層大き

くなり、百姓の上っ張りに混じって、ここかしこで制服が見られ、羽根飾りや銃剣が目に
付いた。ここで案内者は不安の徴候を示して、商店主に、これ以上先に案内はできない、
ここで彼らは責任者に名乗り出なければならないと説明した。店主はこの言葉に満足して、
案内者にその報酬を支払い、馬車を、道路を占拠していた最初の群れの所で止めさせた。
青色のドッグルコートの若者が、体に赤と白の綬を帯びていて、急いで近寄り、旅行者達
を下りるように強い、忠勤ぶりを発揮して中央番所に彼らを連れて行った。商店主は馬の
手綱を手に取って、アントンに囁いた。どんなことがあっても馬車から目を放してはなら
ない、と。アントンは屈託ない振りをして、馬車の背後から忍び寄って来る忠実なクラク
フ騎兵の手に若干渡して、この騎兵が馬のために若干の束の藁を用意するようにさせた。
番所は一軒の家で、その麦藁屋根は壁が白く塗られていて、高貴な微光を発していた。

そこでは木の杭に幾つかの猟用散弾銃とマスケット銃が立てかけられていて、青い上着と
赤い縁なし帽の若い無給見習が見張っていた。その横に司令の将校が座っていた。巨大な
白い羽根飾りを付けた平板な顔の男で、不気味な絹の肩帯と、美しい曲線の籠編みの握り
の付いたサーベルを飾りとしていた。この男は、余所者達を見ると、尋常でなく興奮して、
帽子をしっかりと被り、雑然とした髭を怒って撫で、尋問を始めた。以前からの約束通り
二人の旅行者は、自分達は最高司令官に対して重要な件で話したいのだと述べ、自分達の
旅の目的についてはどんな説明も拒否した。この説明はこの責任者の若い威厳を損なうこ
とになった。彼はいかがわしい人間だ、スパイだという愛想のない当てこすりを述べ、彼
の番人に、武器を取るよう叫んだ。青色のドッグルコートの五人の若者達が家から飛び出
てきて、一列に並んで司令官の声の下、銃を構えるよう命令された。アントンは思わず青
い上着の者達と彼の店主の間に飛び込んだ。しかし大きなサーベルのこの男は、商店主が
泰然として、手綱を巻き付けた柱の所で立ち止まったとき、殺害の決心を変えた。この責
任者は、自分は彼を極めて危険な人物と見なす、裏切り者として銃殺刑にしてやるつもり
だと請け合うことで満足した。
商店主は両肩をすくめて、平静に丁重に言った。「貴方は我々の旅の目的について全く

間違っておられる。本気でスパイなどと思わないで頂きたい。貴方の同国人の一人を通じ
て、まさに貴方の許へ案内して貰ったのです。貴方の御好意で首都まで護衛を頂きたい、
と。我々を留めておかないよう重ねてお願い申し上げます。司令部の下での我々の仕事は
緊急のものです。我々の旅が無用に遅れたら、貴方にその責任を取って頂きますぞ」。司
令官はこの説明の後、新たに罵り始めて、激しく商店主とアントンに鼻息荒く言い立て、
最後に大きな杯のブランデーを飲んで、一つの決心をした。彼は部下の三人を呼んで、こ
の旅行者達と一緒に座って、この旅行者達を首都へ移送するように命じた。馬車に新たな
麦藁の束が投げ込まれた。二人の徴用された若者が銃と共に旅行者達の背後で席を占め、
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中の一人の白い上着の百姓が御者席に座り、手綱を取って、無造作に彼の荷、つまり嫌疑
者達と愛国者達、それに一切をギャロップで首都へ運んだ。
「私どもの状況は劣化しました」とアントンは言った、「小さな馬車に五人です。哀れ

な馬は疲れてしまいましょう」。
「我らの旅は若干不都合なものとなろうと貴方に申した」と商店主は答えた、「人間ど

もは、兵士役の時ほど、厄介なものになることはない。ちなみにこの警護は不運ではない。
我々は少なくともこのようなお墨付きで町へ行けるのだから」。
彼らが町の近くに着いたのは夕方であった。天の赤色の輝きはすでに遠方から彼らの旅

の目的地を示していた。それから町へ入って行ったり、町から出て来たりする数多くの武
装した一団、その後、市門での長い滞在、質問と返事のやり取り、ランタンや燃える肥松
松明での旅行者の吟味、敵意に満ちた視線や意味不明の脅迫が続き、最後に古い首都の通
りを通っての長い走行となった。彼らの周りでは墓場の静寂が見られたり、集まって来る
人々の野蛮な叫び声が上がったりした。言葉が聞き手にとって理解できないときには二重
に不気味である。
最後に御者はマルクト広場に向かって、立派な家の前で止まった。旅行者達は多彩な制

服や、飾り紐の上着、明るい上っ張りの混雑の中を導かれ、幅広の階段を上がって行かさ
れた。そこで大きな部屋に押し込まれ、白いセーム皮の手袋をした一人の殿方に対面させ
られた。彼は文書の報告書を見て、彼らに手短に告げた。彼らは宿駅の司令官の報告によ
るとスパイの疑いがあり、戦時法廷で尋問されることになろう、と。商店主はすぐに不機
嫌を強く面に出して答えた。「貴方への報告者が大層な虚偽を伝えたことは遺憾でありま
す。私どもは日中大きな国道を通ってこちら側へ旅して来ましたが、貴方の司令官殿と話
す明確な意図があったからです。馬は私のものですし、馬車も私のものです。これでこの
家の前まで来たのです。貴方の宿駅の司令官が私にこのような護衛を付けたのは、この司
令官の過剰な親切です。私はここで命令権を有する殿方と出来るだけ早く面会したいと願
っています。ただこの殿方にのみ私の旅の目的を話す所存です。この殿方に私のパスポー
トを渡して頂けませんか」。
この男はパスポートを見て、アントンを見ながら、より慎重になって尋ねた。「しかし

この方はどなたです。貴方の軍の将校のように見えます」。
「私はシュレーターさんの店員です」とアントンはお辞儀をして答えた、「全くの市民

です」。
「お待ち願おう」とこの若い男は上から下に向かって言い、パスポートを持って隣室へ

行った。
彼はしばらく不在で、誰も旅行者達の邪魔をしなかったので、彼らはベンチに腰を下ろ

し、出来るだけ泰然とした表情を見せた。アントンは不安げな視線を、陰鬱に下の方を見
ている店主に投げかけて、それから訝しく周囲を眺めた。高い部屋で、天井はスタッコと
絵画で飾られていて、壁は燻され、汚れていた。机や椅子、ベンチが雑然と置かれていて、
居酒屋からこちらに引きずって来たものに見えた。机では何人かの書記が書類に向かって
屈み込んでいた。壁際には武装した者達が座ったり、横になったりしていて、眠っている
か、声高に互いに話していた。一部はフランス語であった。乏しい照明のこの没落した部
屋はアントンに威勢の良い印象を与えるものではなかった。小声で彼は商店主に言った。
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「革命がこのようなものであれば、十分醜悪なものに見えます」。
「革命はいつも破壊し、新しいものを創造することはめったにない。町全体がこの部屋

に似ていると困るな。天井の描かれた紋章、それに我々が座っている汚れたベンチ、この
ような不似合いなものが一緒になっているときには、正直な男は十字を切るものだ。貴族
も平民もそれぞれが自分達のために政治を行うと、十分に劣等なものだ。しかし彼らが一
緒になって行うと、彼らはきっと一緒になっている家を破壊してしまうことだろう」。
「貴族どもは私どもにはもっと快適ではありません」とアントンは言った、「我らのク

ラクフ騎兵は好ましい。彼は丁重な暴徒でした。彼は八グロッシェン貨幣を大事にする心
を有していました。しかしここの殿方達は全く商売仁義に適っていません」。
「待つことにしよう」と店主は言った。
十五分過ぎて、細身の堂々たる外見の若い男が隣室から現れた。白い手袋の殿方を連れ

ていて、上品に商店主に向かって進み、大きな声で言った、それでベンチで眠っていた者
も、その声は聞いたに違いなかった。「貴方にここで会えて、嬉しい。そのようなことを
期待していた。同行者の方と一緒に私に付いて来て頂きたい」。
「おやおや、我らの株は上がった」とアントンは考えた。彼らは堂々たる雄弁家に従っ

て、小さな角の部屋に入った。この部屋はきっとこの主要宿舎の婦人用居間であったので
あろう。というのはここにはオットマン[褥椅子]や、柔らかなクッションの安楽椅子、珍
しい木材の可愛い書き物机があったからである。様々なスーツや制服が雑然と家具の上に
掛かっていて、机の上には書類の横に二銃身の可愛い、高価な象眼の小型ピストルと、多
彩な宝石の、黄金の縁取りの大きな印章があった。
アントンが、部屋はとても上品であるが、しかしまたとても雑然と見えると観察してい

るとき、この若い上司は、若干もっと恰好を付けて、若干もっと無愛想に、商店主に向か
って言った。「貴方は誤解によって乱暴なもてなしを受けられた。世情不安定なときには、
時にやむを得ないものだ。貴方の同行者達が貴方の申し出の通りと証した。貴方がここに
来られた理由を話して下さるようお願いしたい」。商店主は手短に、しかし正確に自分の
旅の目的について報告し、当地の仕事仲間の名前を挙げ、自分の陳述の証拠として彼らを
引き合いに出した。
「これらの殿方の一人、二人は存じておる」と司令官はぞんざいに答えた。彼は商人を

鋭く見つめて、しばらくしてから尋ねた。「その他に知らせることは何もないのか」。
店主は否定した。しかし相手は素早く続けた。「我らの尋常ならざる状況では、貴方の

政府が、我々と直に交渉に入ることを禁ずるのは理解している。貴方は、何らかの委託を
我々に対して受けている場合、極めて用心深くなければならないだろう」。
商店主は勢い良く言葉を挿んだ、「それ以上話されないうちに、重ねて正直な男として

保証致しますが、私は単に私の案件のことでこちらに参りまして、この案件は単に申し上
げた通りなのです。しかし私は貴方の言葉から、それに途中耳にした幾多のことから、貴
方が私を、誰によるものであろうと、一人の全権委任者と見なしておられると拝察致しま
すので、貴方に申さざるを得ません。私はこちらには何の委託も受けて旅していない、貴
方が予期なさっているように見える委託は不可能であるから、と」。
高貴な頭目はとても真剣に自分の目前の下の方を見ていた、そして陰気な沈黙の一瞬後

にこう言った。「いずれにせよ、貴方はそうしたことで迷惑を受けてはなるまい。 ー
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貴方がここで述べられた願いは、とても尋常でないもので、普通の当局では全く適えられ
ない類いのものである。貴方を友人と見なすことが許されない場合、我々はやむを得ず、
貴方と貴方の所有物を敵のものと取り扱う義務を有することになろう。しかし我らの民の
男達は、武器を手にするたびに、忌々しい美徳を発揮して、他人にも大きな心を信頼して、
感謝が期待されないときにも、自らのためにやはり高貴に行動することがある。貴方は確
信されてよろしい、私は、私に権限がある限り、貴方の所有物を解放するように尽力する、
と」。
そのようにこの貴人は自尊心を持って、華麗な姿勢で語った。そしてアントンは何か真

に高貴なものがこれらの言葉から輝き出すのを、生き生きと感じた。しかし彼はすでに余
りに商売人となっていて、このような印象にすっかり没入できなかった。まことに卑俗な
躊躇いが、萌して来た賛嘆の念に霜を添えた。「彼は我々に救助を約束している。しかし
我々が町から持ち出そうと思っているものが、本当に我々の所有物であるとはまだ少しも
納得していない」。
「残念ながら私には絶対権がそれほどなくて」と統率者は続けた、「貴方に即刻貴方の

要求を適えることはできない。しかし明日には貴方の荷物の解放許可を発行できよう。と
りわけ貴方自身、自分の所有物がどこにあるか調べられたい。私の将校達の一人を警備の
ために貴方にお付けしよう。これ以上のことは明日早朝に」。
この言葉と共に旅行者達は恭しく解放された。アントンは出て行く際、この責任者が疲

れて、柔らかなビロードの椅子に座り、頭を垂れて、美しい小型ピストルの握りと戯れる
のを目にした。
大きな肩帯の小さな男が、ほとんどまだ子供であったが、しかしとても信頼に足る性情

の者で、家から出るこの旅行者達の同伴をした。外出する時、彼らは何人かの関係者から
上品な挨拶を受け、アントンは控えの間では自分達は相変わらず外交団と見なされている
と察した。将校はどこへ同道することになるのか尋ねて、自分の使命は、離れないことだ
と述べた。
「我々を守るためですか、それとも監視するためですか」とアントンは陽気に尋ねた。

今や立派な勇気を得ていたからである。
「貴方らの監視人と私を見なさないで頂ければ幸いです」とこの小さな兵士は上品なフ

ランス語で答えた。
「そうは見なさない」と商店主は、若者を共感して見つめながら言った、「しかし貴方

は疲れることになろう、我々は今日のうちにも無味乾燥な通常の仕事を片付けなければな
らないのだから」。
「私は貴方らのお望みの所へ付いて行って」と誇り高い姿勢で案内者は答えた、「私の

義務を果たすだけです」。
「我々は急いで、我々の義務を果たすことにしよう」と商店主は言った。

かくて旅行者達は町の通りを歩いて行った。夜となって、その夜の暗闇の中で、荒々し
い営みは更に手痛いものとなって行った。最下層の民の群れ、軍の巡回、逃げる地方住民
の群れが雑多に叫びながら、罵りながら、歌いながら押し合っていた。多くの窓が照明を
受けていて、明かりの輝きが通りの上に一つの影のない幽霊のような明かりを広げていた。
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家々の上では濃い塊の赤々とした雲が転がっていて、郊外では火事が生じ、風が黄金色の
火花の群れや燃える木片を旅行者達の頭上に運んで来た。その上塔の色々な鐘が恐ろしい
声で単調な嘆きの歌を呻っていた。旅行者達は黙って群衆の間を急いだ。同伴者の厳しい
声が威嚇するような人の群れの中であっても、一本の道を空けてくれた。かくて彼らは商
会の代理人が住む家に着いた。家は閉ざされていた。長いこと叩いた末に、窓が開かれ、
誰かという不安げな声が下の通りの喧騒の中に届いた。
彼らが入ると、代理人が手を揉みながら、向かって走って来て、泣きながら商店主の首

にかじりついた。若い暴徒の一員が居合わせたので、彼は自分の感情を言葉にしなかった。
彼は到着した者達に各部屋を見せながら、情けない声でこの上ない混乱状態を詫びた。ト
ランクや箱が荷造りされていて、女達や使い走りの者が不安げに右往左往していた。こち
らでは銀製の燭台を包み、あちらでは銀製のスプーンを荷解きしていた。一方家の主人は
絶えず両手を揉んでいて、部屋をあちこち歩き、自分の不運と商会の不運を嘆き、商店主
の到着を、一息で、祝福したり残念がったりし、その間に若い兵士に押し殺した声で、自
分も愛国者なのだが、ただ小間使いの娘がふとした間違いで自分の帽子の帽章を外してし
まったと請け合っていた。明らかにこの男と家族一同の頭は混乱していた。苦労してただ
本気の言葉をかけ続けた末、商店主は、角の窓の所で、商売の状態について彼から情報を
引き出すことができた。貨物の馬車が町へ着いたのは、暴動が起きた丁度その当日です。
一人の御者の用心でそれらの馬車はある離れた宿の大きな中庭に導かれました。その時以
来移送がどうなったか代理人は知らないとのことであった。
短い話し合いの後、商店主は言った、「今夜は貴方の客人となることは遠慮しよう。我

々は我々の馬車が向かうその所で眠ることにしよう」。代理人のすべての異議はきっぱり
と拒否された。正直者のしかしか弱いこの男は、自分の商売仲間が晒されるであろう新た
な危難に心底心配しているように見えた。
「早朝に貴方を迎えに参る」と別れる際、商店主は言った、「私は明日私の馬車一同と

出発するつもりです。その前にお得意先に幾つかの訪問をする予定です。これは御承知の
ように必要なもので、その際御同行を願いたい」。代理人は、日中なら出来る限りのこと
をすると約束した。
かくて旅行者達はまた夜の中、進んで行った。軽視して、小声の交渉を聞いていたポー

ランド人の案内の下であった。通りで店主は不機嫌に葉巻を投げ棄てながら、アントンに
言った。「我らの友は、余り役に立ちそうにない。子供のように頼りない。これらの暴動
の日々の最初、自分の義務を果たすことを怠っている、つまり金を回収したり、我らの要
求への補填を求めることだ」。
「今では誰も」とアントンは案じて言った、「金を支払う意志も、補填を与える意志も

持たないでしょう」。
「それでも我々は明日このことを成し遂げなければならない。貴方にはその際助けて貰

おう。いやはや、このような戦闘的戦いは、いずれにせよ交易には十分に不都合なものだ。
人間のすべての有益な活動が麻痺してしまう。しかしこの活動のみが、人間が動物になっ
てしまうことを防ぐ唯一のものなのだ。しかし必要以上に商売人が妨害されてしまうと、
商売人は文明に対する不正を犯してしまうことになる、全く修復されないという不正を
な」。
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このようにして彼らは町の一角に来た。そこは自分達の周りの人気のない通りや墓場の
静けさで、遠方の騒音や天の赤みとは更に一層不気味な対照をなしていた。ようやく彼ら
は大きな門道の低い建物の前で止まった。彼らは中に入って行き、宿の客室、黒ずんだ梁
の汚れた空間を見た。そこでは木のベンチやテーブルの許で叫んでいる、ブランデー飲み
の愛国者達が詰めかけていた。若い将校は敷居に立って、亭主を呼んだ。赤く火照った顔
の太った形姿が酒場のカウンターの蒸気の中から現れて来た。「政府の名において、私と
私の同行者のために部屋を頼む」と将校は言った。亭主は嫌そうに錆びた鍵束と獣脂蠟燭
の明かりを握って、余所者達を上の階へ案内した。そこで彼はかび臭い部屋を開けて、ぶ
つくさ説明した、他の客室はないのだ、と。
「夕食と一本の極上のワインを用意して頂きたい」と商店主は言った、「支払いは十分

に即刻しよう」。
このような暗示は太った宿の亭主の気分を明らかに改善して、彼はそれどころか丁重に

見せかけるという不幸な思い付きにまで至った。そこで商人は御者達と一群の馬車のこと
を尋ねた。この質問は亭主にとって奇異であった。最初彼は何も知らない振りをしようと
し、中庭には多くの馬車が入って来る、多分御者達もいるだろう、自分は彼らのことは知
らないと主張した。
商店主は、彼に自分が来たことの目的を分からせようとしたが無駄であった。亭主は頑

なで、また粗暴にぶつくさ言い始め、とうとう若いポーランド人が割り込んで来て、亭主
にこう述べた。この手合いには別な話し方をしなければなりませんぞ。彼は亭主の前に出
て来て、彼を幾つかの犬の名前で呼んで、彼が嘘偽りのない情報を言わなければ即刻逮捕
させ、連行させると約束した。
亭主は臆して、将校を見て、ようやく、戻って、御者達の中の一人を上に送りますと申

し出た。
すぐその後褐色のフェルト帽の背の高い姿が階段をどたどた上がって来て、商店主の姿

を見てぎょっとし、ようやく、参上しましたと好意を装って説明した。
「一群の馬車はどこにある、運送状はどこにある」。
一群の馬車は宿の中庭に入っているとのことで、運送状はこの御者の汚れた革の財布か

らためらいがちに出された。
「貴殿の積み荷は完全なもので、無傷であると保証してくれるかな」と商店主は尋ねた。
不機嫌にフェルト帽は答えた、そのことは保証できません。移送の馬どもは馬車から離

され、秘かな馬小屋に隠されました。政府に接収されないようにするためです。馬車から
降ろされてしまったものについては知らないし、申し上げられません。このような混乱で
は責任も取れません、と。
「我々は泥棒の巣窟にいますな」と商店主は自分の同行者に言った、「貴方にお願いす

るが、人々をきちんとしたものにして頂きたい」。
他の人々をきちんとしたものにすることは、まさに若いこのポーランド人が自分の長所

と見なしているものであった。というのは彼は微笑してピストルを手に取って、丁重にア
ントンに向かって言ったからである。「私と同様にしてください。どうぞ私の後を付いて
来てください」。その後彼は御者の襟を射殺した兎のように掴むと、階段を引きずって宿
の玄関まで行った。 ー 「亭主はどこか」と彼は出来るだけ恐ろしい声で叫んだ。「亭
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主の犬野郎とランタンだ」。ランタンがようやく届くと、彼は一行全体を、つまり余所の
者達、捕らえられた御者、太った亭主、それに騒ぎで他に集まって来た者達を中庭に案内
した。そこで彼は自分と囚人を円の中心点として置き、亭主に更に若干の犬の名前を呈上
し、御者の頭をピストルの床尾で叩いて、商店主に上品なフランス語で言った。「この若
造の頭蓋は珍しく空ろな響きがします。まずこれらのうすら馬鹿をどう致しますかな」。
ー 「御者どもを集めてください」。
「分かりました」とポーランド人は言った、「その後は」。
「その後は馬車の積み荷を調べましょう。この暗闇でも可能であれば」。
「何でもできます」とポーランド人は言った、「この夜これらの古い亜麻布を調べると

いう不都合なことをお望みであっても、できます。私としては一本のソーテルヌ[フラン
ス・ワイン]と若干の時間の休憩をお勧めします。これらの時期、自らをタフにする機会
を失ってはなりません」。
「私は即刻一群の馬車を点検することを優先させたい」と商店主は微笑して答えた、「貴
方に異存がなければ」。
「仰せの通りにします」とポーランド人は言った、「それでは仕事にかかりましょう。

十分にこちらには明かりを支えるだけの人手があります。 ー 穀潰しのならず者どもよ」
と彼はポーランド語で続けた、再び御者をつつきながら、亭主を脅しながら、「お主らが
即刻この殿方の残りの御者どもを私の目の前に連れて来なければ、お主らをすべてまとめ
て連行し、即決裁判の戒厳令をお主らに布告させよう。御者どもは何人です」と彼はフラ
ンス語で商店主に尋ねた。
「十四台の馬車です」と商店主は答えた。
「十四人でなければならん」とポーランド人はまた人々に雷を落とした、「お主らが即

刻この殿方の前に並ばなければ、どんな焼きをいれられるか承知しておろうな」。家の老
下僕の助けを借りて、ようやくおよそ十二名の御者が集められた。二名はできなかった。
亭主はようやく白状した。二人は愛国者達の軍に入りました、と。
ポーランド人はこの愛国主義には大した価値を置いていないように見えた。彼は商店主

に向かって言った、「ここに貴方の配下がいます。積み荷を御覧ください。一個欠けてい
ても、一行全体に戒厳令を布告させましょう」。そう言って彼はぞんざいに馬車の轅に腰
掛けて、彼の汚れた見事な長靴の先をランタンの明かりの下、ぶらぶら回した。
かなりの数のランタン、それに幾つかの松明がもたらされた。そして商店主の若干の勇

気付ける言葉に従って、御者達は大きな中庭に集められていた車両陣立てに上がり、幾つ
かの空の馬車を脇に押しやり、積み荷への入口を開けた。大方の御者はすでに以前商店主
の店にいたことがあって、商店主やアントンと面識があり、何人かは仕事熱心で善意であ
ることを示していた。商店主は御者達の中で最も分別のある者を優先して問い質していた
が、アントンは素早く出来る範囲で積み荷の状態を調べた。積み荷は大抵羊毛と獣脂であ
った。幾つかの馬車は無傷であったが、一つの馬車はすべて降ろされていて、他の幾つか
は覆いが外され、部分的に略奪されていた。商店主は若いポーランド人に近寄った。「我
々の想定していた通りです」と彼は言った、「亭主が御者達の何人かを言いくるめたので
す。今は革命だから、彼らの義務は消えたのだ、と。彼らは積み荷を隣の建物へ降ろし始
めていました。我々が数日遅れて来ていたら、すべて空であったことでしょう。亭主と何
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人かの相棒が首謀者です。御者達の一部は脅迫で怖じ気づいたのです」。
この報告に続いて小さな権威者の口から雷の新版がなされた。その顔からすべての赤み

が消えていた亭主は、将校の前で跪いていて、将校から髪を握られ、危険な具合に毟り取
られていた。一方アントンは何人かの御者と閉ざされた物置へ突入し、そのドアを叩き開
け、羊毛の袋や他の盗まれた貨物を照らし出した。
「彼らに積込みをさせましょう。罰として夜、働いて貰おう」と商店主は言った。幾つ

かの異議を称えた後、御者達は従った。脅迫と約束の混じった言葉で言い負かされていた。
ポーランド人は酒場の酔客を店から追い出し、外の門を閉じさせ、店のすべての照明道具
を中庭に取り寄せた。その後彼は絶えず友好的に家の亭主の髪をしごいて、上の階へ連れ
て行き、酒場の酔客に混じっていた大きな帽章の何人かの愛国者達の助けを借りて、ベッ
ドの支柱の一つに縛り付けさせ、彼に告げた。彼は今晩、自分のベッドの場所に関して別
の提案をしてはならん、と。「商品が完全に見つかって、この家から搬出される場合、お
主は許されよう。この逆の場合にはお主を裁判にかけて、銃殺させよう」。
一方中庭の方ではがちゃがちゃ、がたがた言っていた。人々の叫び声が熱心に飛び交っ

ていた。アントンは馬車に積み込ませ、荷を固定させた。仕事に熱中して、彼はほとんど
周囲を見ていず、時にときたま異国での状況、この場面での冒険的様子を考えていた。そ
こは大きな四角の中庭で、低い朽ちた木造建築、家畜小屋、馬車小屋で囲まれており、入
口は二箇所であった。宿そのものに入る門とその向かい側にある門である。一モルゲン以
上の広がりのある空間で、よく東ヨーロッパの宿で見かけるものであり、こうした宿は大
きな交易道路沿いにあって、東洋での隊商宿のように大規模な商品移送と急に流入する人
の群れに必要な庇護を与える使命のものである。あらゆる種類の馬車が大きな四角形の中
庭に集合していた。それは雑多な梯子や轅や車輪であり、大きな編まれた柳の籠であり、
灰色の亜麻布の覆い、干し草や藁の束、古いピッチの缶、携帯用飼い葉桶であった。馬小
屋のランタンと燃える肥松の松明の他に、赤い天が照らしていた。相変わらず火災の雲、
塊の黒煙と燃え上がる火花が旅行者達の頭上にあった。珍しい薄明かりがここでは少なく
とも平和の営みを照らしていた。御者達は熱心に大声の掛け声の下、働いていた。暗い人
影の一群が直に貨物馬車と梱の影の中に消えたり、馬車の高みに飛び上がったりしていた。
労働者達の活発な身振りは、赤い明かりの下、見知らぬ夜の仕事をしている野蛮人達の外
見を生じさせていた。
商店主は中庭と客室の間を行ったり来たりしていた。どうぞ数時間お休みくださいとア

ントンが彼に頼んでも無駄であった。「我々にとって今夜は眠る時間はない」と彼は陰鬱
に言って、アントンは店主のこの暗い視線に、自分の意志を貫徹させるためには、すべて
を賭ける用意のある男の決意を見てとった。
朝方頃に、最後の巨大な羊毛の袋が鎖や綱と共に高く馬車に固定された。アントンは、

自ら手をそれに添えていて、滑り落ちて来て、店主に告げた。「終わりました」。
「ようやくか」と商店主は深く息をつきながら、答えて、上の部屋へ行き、このことを

彼の好意的同行者に伝えることにした。この同行者はこの夜彼なりに過ごしていた。まず
彼は、驚いた小間使いの娘に要求して上に上げさせた夕食とワインを大いに堪能して、更
に一人、二人の娘の腰を上品に掴んで、若干の機嫌取りの言葉を彼女達にかけてやった。
それから不潔なベッドを眺めて、フランス語の悪態を添えながら、ベッドの一つにようや
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く身を投じて、手足を伸ばし、彼の向かい側の床に座っている邪険な亭主のしかめっ面を
無関心に眺めて、部屋の天井を見つめ、それから何度か部屋に入って来る商店主に、すで
に半ば微睡みながら、夜の間眠らずに過ごす彼の練達さに上手を言った。ようやく彼は深
く眠り込んだ。少なくとも商店主は朝方彼が粗い亜麻布の上に背を伸ばして、上品な顔を
長く黒い髪で縁取りして、小さな両手を組み合わせて、口許に優しい微光を浮かべている
のを見いだした。かくて彼は自分の周囲に対して自分の出自の貴族階級と似合いの像とな
っていた。彼自身は情熱を有する上品な子供で、ひょっとしたら一人前の男の罪も有して
いたかもしれない。そして彼の向かい側には床に捕らわれた平民の粗野な姿があって、こ
の平民は同様に眠っているように見えたが、しかし横たわっている者をしばしば邪悪な目
で盗み見していた。
この貴族は、商店主が彼のベッドに近寄ると飛び起きた。彼は窓を開けて言った。「今

日は、これは朝ですな。私は結構眠りました」。その後彼は通行中のパトロール隊を呼び
寄せて、指揮者に手短に事情を話し、彼に夕食の残りと亭主とを渡し、速やかに配下と共
にこの家で、彼自身が戻って来るまで警備をするように命じた。それから彼は御者達に馬
をつなぐように命じ、そして旅行者達を不気味な朝の薄明かりの中、案内した。
代理人の許へ行く途中、商店主はアントンに言った。「我々は必要な訪問を分担するこ

とにしよう。我々のお得意先にこう言いなさい。我々は全くお得意先に圧力をかけようと
は思っていません。若干の秩序が回復したら、最大限大目に見て、配慮致します。いや事
情によっては貸付金の拡大も考えられます。しかし今はとりわけ安全の確保が必要です、
と。我々はこの混乱では大して成果を上げられないだろう。しかし今日得意先に我々自身
の姿で我々の会社を思い出して貰えば、これは我らの未収金の半分に値する」。小声で彼
は付け加えた。「この町はその運命の手に落ちている。将来ここでは余り商売はしないこ
とにしよう。覚えておきなさい、ふらつかないことだ」。そしてポーランド人に向かって、
彼は言った。「私の連れが代理人の伴をして、若干商売先を回ることをお許し頂きたい」。
「貴方の代理人が自らこの方の帰りを保証するなら」と躊躇いがちにポーランド人は答

えた、「構わないでしょう」。
朝の明かりは立派な特性を有していて、花々に色合いを与え、臆病者達には勇気を与え

る。代理人にもその特性を発揮した。彼はアントンと外出する用意があると述べた。代理
人が帽子に付けた大きな帽章の庇護の下、アントンは家から家へと急いだ。彼自身は休み
のない夜の後で青白かった。しかし決然たる心であった。どこでも彼は驚いて迎えられた。
この驚きには狼狽も混じっていた。このような時に商売を進めることを思い付くでしょう
か、武器の物音や警報の最中、恐ろしい未来について死の不安を抱いている時に。
アントンは冷静に答えた。「私どもの商会は、戦争を強いられていない時には、戦火を

案ずることはありません。どの時代であれ、義務を果たすには十分に結構なものです。私
どもにとってこちらに参る時節には、貴方らにとっても、私どもと交渉する時節なのです」。
このような考え方や類似の考え方で、ここかしこである種の約束、申し出を、いやそれど
ころか若干の補填すら獲得することが出来た。
骨の折れる仕事を済ませて、数時間後に、アントンは再び代理人の家へ戻って、店主と

一緒になった。彼が報告を終えると、商店主は彼に手を差しだして言った。「我々が更に
馬車を無事に町から運び出せば、この地での不可避の損失に十分耐えられるだけのことは
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成し遂げたことになろう。今度は司令部へ行こう」。 ー 彼は代理人に更に指示を与え、
別れ際に小声で言った。「数日したら我らの部隊が侵攻して来よう。それまではこの家を
離れないことです。そのときまた会いましょう」。
代理人は両手を上げて、すべての天上的な者達の加護を旅行者達に祈り寄せ、彼らの後、

家の戸口を閉ざし、閂をして、革命的帽章を暖炉の中に隠した。
旅行者達はポーランド人の案内の許、急ぎ足で雑踏の中を進んだ。再び通りは一杯の人

で、武装した者達の群れが彼らの側を通り、平民は一層野蛮になり、興奮していた、叫び
声は昨晩よりも大声になっていた。家々は怒鳴り声がして、入場許可が求められた。ブラ
ンデーの樽が舗道に転がされて来て、酔った男達や女達の密な群れが取り囲んでいた。す
べては執行機関の力が十分ではなく、街路の治安もままならないでいることを示していた。
司令官の家でも不穏の情勢であった。武装者達が急ぎ足で行き来していた。彼らのもたら
した知らせは凶報に違いなかった。というのは大きな控えの間では小声で大いに囁かれて
いて、どの顔にも不吉な予感が見られたからである。
若いポーランド人は家に入るや、仲間に押され、隅へ連れて行かれた。素早く質問する

と彼は銃を握って、数人の名前を呼び、それ以上旅行者達のことは構わず、部屋を去って
行った。
商店主とアントンは隣室へ指示された。そこで若い司令官が彼らを引き受けた。彼も青

ざめて、打ちひしがれていた。しかし彼はそれでも高貴な男の姿勢を崩さず、商店主に語
りかけた。「貴方の願いに応じた。ここに貴方と貴方の馬車のための通行許可証がある。
我々は貴方の国の市民に対し、十分に配慮して対処することを願っているとこの証書から
読み取って頂けよう。ひょっとしたら自助の義務の助言以上のものかもしれない」。
商店主はこの不吉な証書を、目を輝かせて受け取った。「貴方は私に対して尋常でない

配慮を示された」と彼は言った、「私は貴方に深く恩義を感じます。いつか私の感謝の思
いを示す機会が得られますことを願っています」。
「それは分からんことだ」と若い責任者は悲しげな微笑をして答えた、「一切を賭けに

賭けるものは、一切を失うことも有り得る」。
「多くを失いましょうが」と商店主は自分の頭を丁重に下げて、言った、「しかし一切

を失うことはありません。正直に尽力している者は」。
この瞬間鈍い物音が語っている者達の耳に響いた。呻る突風か、押し寄せる洪水の轟き

のような物音であった。司令官は動かず立っていて、耳を澄ませた。突然全く身近で多く
の喉から調子外れの叫び声が上がって、個々の射撃が続いた。アントンは、寝ずの番と長
い緊張とで戦慄に対し鋭敏になっていて、縮み上がり、通行許可証をしっかり握っていた
店主の手が激しく震えるのを見た。そのとき小部屋のドアがさっと開かれ、何人かの堂々
たる男達が駆け込んで来た。衣服は千切れ、手に武器を持って、困憊した顔には市街戦の
痕跡があり、彼らの先頭には旅行者達のあの案内者がいた。
「謀反です」と若いポーランド人は上司の責任者に呼びかけた。「あなたを探していま

す。 ー 逃げてください。 ー 私が応戦します」。
考えるより早くアントンは自分の店主に飛びつき、店主を自分と一緒に拉致し、両人は

控えの間を通って階段を飛び降り、玄関へ行った。ここで彼らは一群れの武装者に出会っ
た。彼らは今一度家の入口で押し寄せる大衆の群れに抵抗しようとしていた。しかし旅行
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者達も素早かったけれども、昨夜の彼らの同行者はもっと素早く階段を滑り落ちて行き、
仲間達の先陣を切って飛び、甲高い雄叫びを上げて、仲間と一緒に攻めて来る平民の群れ
に身を投じた。彼の剥き出しの頭の周りの黒髪が荒々しくなびき、美しい、今は蒼白の顔
に両目が勇敢なこの男の抗しがたいエネルギーで輝いていた。「下がれ」と彼は澄んだ声
で豺狼の民に呼びかけ、豹のように正面玄関の段から遠く群れの中へ飛び込み、彼の刀の
平らな切っ先で群衆の頭に切り込んで行った。群衆は引き下がって、勇敢な男の仲間達が
彼の後を勇ましく続いた。再びアントンは店主の腕を取って、急いで彼を家から連れ出し
た。抗わずにただ強力な衝動に従う場合にのみ人間に可能な素早さであった。すでに彼ら
が家の先端を後にしたとき、一発の銃声がして、驚いて振り向くと、若いポーランド人が
出血しながら仰向けに倒れるのがまだ見えた。彼らは彼が最後に叫ぶ声を耳にした、「な
らず者め」。

「馬車の一同の許へ」と商店主は叫んで、狭い交差する路地に身を投じた。遠方から更
に個々の銃声が響いて、不満分子達の叫び声がした。二人は、離れた道路の間、走行を邪
魔している興味本位の驚愕した住民達の群れを縫って行き、息も付かずに、最悪のことを
恐れながら、宿の前に着いた。
ここでも謀反は勃発していた。残っていた警備の者は暴動の知らせが自分達の耳に届く

と、亭主を解放して、素早く逃げていた。今や中庭には諍いと色々な叫び声が充満してい
た。亭主は、浮浪者達の一群に支援されて、激しく御者達と交渉していた。馬車の一部は
馬がつながれ、出発の用意が出来ていて、他の馬車は覆いがまた取り外されていた。御者
達の一部隊は、明らかに少数であったが、その前に立ちはだかって、迫って来る亭主と彼
の一味に抵抗していた。絶望的な状況であった。商店主は押し止めようとしているアント
ンから身を振り解くと、争っている者達の群れの中に駆け込み、通行許可証を高く掲げて、
出来る限りの大声で、ポーランド語で叫んだ。「待て、ここに司令官の命令書がある。我
らの馬車は町を去ってよいというお墨付きだ。抵抗する者は罰せられるぞ。我々は政府の
庇護の下にある」。
「どの政府の庇護か。阿呆なドイツ人よ」と亭主は真っ赤な顔をして叫んだ、「古い政

府はもう用なしだ。裏切り者はその報いを受けたのだ。おまえらスパイも同じように縛り
首だ」。そう言って、彼は商店主に迫って、古いサーベルで自分に立ち向かっている無抵
抗の男の頭めがけて切りつけた。
我らのアントンは身の毛がよだった。しかし人間はこの上ない恐怖の瞬間に途方もない

観念連想に襲われるように、この連想は流星のように興奮した心情の闇の中、流星のよう
に流れるもので、かくて彼も亭主の広い肩幅の背中を見て、突然オストラウの珍しく太っ
た同級生、つまり気の良いパン屋の息子の背中との顕著な類似性を思い出した。この同級
生には多くの殴り合いの中で、自分の敵を背後からある種の突き落としで地面に倒すとい
う少年の秘術を覚えたことがあったのである。彼は素早く亭主の背後に飛ぶと、巨人のよ
うに力任せに彼の首を掴んで、必殺の突きを入れて、思わずこう叫んだ、「間抜け」。
ー 振り下ろされたサーベルは危険な行き場を失って、商店主の腕に当たり、上着を切り
裂き、肉に食い込んだ。血が瞬時に切口から露わになった白い亜麻布を染めた。太った亭
主が甲虫のようにじたばたしながら仰向けになっていたとき、アントンはまた彼に忠実な
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ピストルを向けて、絶望的に夢中になって叫んだ、「下がれ、悪漢ども。彼を射殺すぞ」。
この素早い展開は差し当たり、諸般の状況から期待される以上の効果があった。亭主が

自分の居酒屋から掻き集めて来ていて、まずは他人の利益のために行動していたならず者
達は退き、六人ほどの御者達が車軸や他の攻撃道具を持って商店主の周りに集まり、今や
先ほど別の者どもがそうであったように、甲高く叫んだ。余所の旦那と馬車に害を与えて
はならない、と。商店主は「余所の者どもを追い出せ」と叫び、横たわっている亭主の手
放したサーベルを自ら握って、忠実な者達の先頭に立って、亭主の仲間達に突入し、この
者達を舗石の家の玄関から追い出した。最も頑固な者達が、居酒屋の部屋に残ろうとまだ
執拗な抵抗を続けていたが無駄であった。一人、二人と家から投げ出され、吠えながら、
罵りながら逃げ去った。その後玄関が閉ざされた。そして商店主は中庭へ急いで戻り、ア
ントンは相変わらずじたばたしている亭主を膝で押さえて、亭主が起き上がれないように
していた。他の御者達は怖じけて下がっていた。商店主は今や皆を呼び寄せ、命じた。「馬
をつなげ」。 ー アントンに向かって言った、「この家は即刻去らなければならない。
この巣窟より、通りの舗石の上がましだ」。
「血が出ています」とアントンは叫んだ、困惑して商店主の腕を見上げていた。
「大したことはない、腕は動かせる」と商店主は素早く答えた、「奥の門を開けろ。馬

車はすべて出ろ、進め、諸君。 ー 御者の一人に、亭主を押さえ付ける加勢をして貰お
う」。
「どこへ進むのですか」とアントンは英語で尋ねた、「馬車一同流血の通りへ入って行

くのですか」。
「我々には通行許可証がある、町を去ることにしよう」と頑固に商店主は答えた。
「その通行許可証は尊重されないですよ」とまたアントンは叫び、抵抗する亭主の額に

ピストルを置いた。
「最悪の場合、町の一角に幾つかの宿がある。他の宿はどれも、これよりはましな避難

所であろう」。
「しかし御者が全部揃っていません。一部は心得違いがいます」。
「個々の心得違いは私が矯正する」と商店主は陰鬱に答えた、「馬の頭数は揃っている。
ただ馬丁が欠けている。馬の所有者は自分の任務に励んだものだ。 ー 門は開いている、
馬車一同出ろ」。
奥の門は、瓦礫や建築用石材が置かれていて、個々の貧しげな家々に囲まれた空き地に

通じていた。商店主は門の所へ急いで、出発を促した。頑丈な若者が自分の馬からアント
ンの加勢に寄って来た。不安に満ちた瞬刻であった。家の近くでアントンとその助手は横
たわっている男と闘っていて、ドアの近くでは横になっている亭主の醜い妻と二人の小間
使いの娘が吠えていた。中庭の門を通って、最初の馬車が出て行くと、女どもの叫び声は
一層甲高くなって、亭主の女将は人殺し、助けてと叫び、娘達は、亭主には何の危害も加
えるつもりはない、ただ静かに横になっていさえすればいいのだ、飲み代も支払われるで
あろうと若い御者が一層熱心に請け合うにつれ、一層悲鳴を上げて行った。
閉ざされた家の門に銃の床尾で叩く音が響いた。女達は駆けて行き、開けた。最後の瞬

間の緊張の拍子抜けは絶大なもので、アントンは一種満足して武装者達の強力な司令部が
中庭へ侵入して来るのを見ていた。彼は地面から起き上がって、亭主を放した。しかし商
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店主はゆっくりと、覚束ない足取りで打ちひしがれた男のように敵どもに向かって行った。
敵どもは決定的瞬間に商店主の意志を妨害したのであった。
部隊の統率者は、若いポーランド人が朝方、宿に呼び寄せた警備の者達の一人で、商店

主に言った、「貴方は政府の囚人です。貴方と貴方の馬車は町を去ってはならない」。
「私は通行許可証を持っています」と商店主はしわがれた声で答え、胸ポケットを探っ

た。
「新たな司令部は貴方に旅立ちを禁じます」とこの武装者は手短に繰り返した。
「降伏しなければなりませんな」と商店主は語った。彼は機械的に轅に腰掛けて、両手

で馬車の籠を握った。
アントンは半ば意識を失った商店主を両腕で支えて、深く激昂して叫んだ。「私どもは

この宿で二回盗まれました。殺される危険に陥ったのです。私の連れは傷を負うています。
貴方の政府が私どもと馬車とを押さえたいのであれば、少なくとも私どもの生命と私ども
のものであるこれらの貨物を守って頂きたい。この宿には馬車を止めておけません。貴方
が私どもを馬車から引き離し、私どもを連行して行くのであれば、馬車に対する略奪と破
壊を防ぐのは一層難しくなりましょう」。
武装者達は集まって協議した。統率者はようやくアントンも呼んだ。長い交渉の末、馬

車一同は類似の設備の、しかしもっと品格の良い近くの宿に引いて行くことが決められた。
アントンは、商店主と一緒に監視の下、追って沙汰があるまでその同じ宿に留まる許可を
得た。一方商店主は、馬車の亜麻布に寄りかかって無関心に座っていた。アントンは彼に
素早く交渉の結果を伝えた。
「我々はそれで我慢しなければなるまい」と商店主はゆっくり語って起き上がろうと努

めた。「亭主に我らの勘定を尋ねなさい」。
「亭主への支払いの分は我々が面倒を見よう」と部隊の統率者は言って、中庭の所有者

を無慈悲に脇へ押しやった。「今は御自身のことを考えてください」と彼は同情して言い
添え、傷付いた商店主を支えるためのその腕を握った。
「我々と馬の分を支払いなさい」とアントンに向かって商店主は繰り返した、「我々は

ここで何も借りを作ってはならない」。
アントンは財布を取り出して、御者達を呼び集め、彼らの目の前で現金証書を渡した。

そして言った、「それでは貴殿の要求が確定するまで、差し当たりこの額を貴殿に支払う
ことにしよう。諸君が証人だ」。御者達は敬意を表して頷き、馬車の許へ急いだ。
一行は動き出した。前方は武装者達の一部で、それから貨物馬車で、これはゆっくりと

頼りなく出口の舗石の上をがたがたと行き、幾つかは御者がおらず、ただ熟練した馬が列
を保っているのみであった。商店主は門の所に立っていた。アントンに支えて貰って、そ
して小声で夢の中でのように一台の馬車が門を通って行くたびに、数えていた。そして最
後の馬車が出て行くと、言った、「終わった」。そしてアントンとポーランド人によって
馬車の後から案内して貰った。
次の交差する通りで一行は一軒の宿の広大な中庭へ入った。長い滞在の後、最後の馬車

の馬が外されて、番人が門の閂を内側からかけたとき、商店主は気絶して倒れ、家の中へ
運ばれた。
小さな部屋で負傷者は臥せることになった。ポーランド人達は二人の旅行者の部屋の前
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に一人の番人を置き、もう一人を中庭に置いた。アントンは失神者と二人っきりになった。
不安一杯に彼は商店主の臥所で跪いて、彼の服を広げ、冷たい水で顔を濡らした。しばら
くして店主の顔に生気が戻った。彼は目を開けて、感謝してアントンを見つめ、窓の方を
示した。
アントンは外を見て、喜んで言った、「窓は中庭に面しています。馬車の数を数えられ、

一望できます。ここは、ほどほどに安全と思います。勿論私どもは囚人です。貴方の傷を
拝見させてください。服は多くの血で汚れています」。
「失神は流血のせいというよりは、疲労からだろう」と起き上がりながら商店主は答え

た。
アントンはドアを開けて、外科医を頼んだ。番人は、外科医を呼ぶ用意があって、長く

不安な一時間が経過した後、ちんけな奴が入って来た。彼は急いで床屋のカミソリと汚れ
たハンカチを取りだし、カミソリを自分の袖で拭って、ハンカチをアントンの顎の近くま
で物騒に持って来ようとした。何で彼が呼ばれたのか納得させるのに苦労した。アントン
は上着の袖とシャツを切り落として、自ら傷口を調べた。上腕に切り込みがあって、必ず
しも深い傷とは思えなかったが、しかし腕は強張っていた。商店主は激しい痛みを感じて
いた。床屋は包帯を巻く試みをして、次の日からもまた来ると約束して去った。商店主は、
包帯の痛みで疲れて、臥所で沈み込んだ。アントンはその日の残りを彼の側に座って過ご
し、冷たい水で腕に湿布をして、病人の熱を帯びた微睡みを観察した。
間もなく、彼自身半ばの眠りに、つまり部屋の外で生ずる一切のことに無感覚になる鈍

い脱力感に陥った。かくて夕べと夜がやって来た。アントンは[一分ごとに冷たい水に指先を入れ]、
時折、この負傷者の臥所から窓の方へ忍び歩き、馬車の方を見たり、あるいはドアの方へ
行き、番人と小声で言葉を交わした。番人は気の良い同情を示していた。一方町では戦火
が荒れ狂い、市門の前では攻撃する部隊の大砲が轟いた。アントンは無関心に燃え上がっ
ている炎を見ていた。炎は風に煽られて、再びこの不幸な町を襲っていた。彼はぼんやり
と訝しげに、大砲の轟きがますます強大になって行き、遂には耳を聾する物音に移るのを
聞いていた。そして路上の嘆きの叫び声や咆哮を耳にしても、それは店主の店の部屋から
聞こえる早朝の小鐘の音同様ほとんど意味を持たずに響いて、せいぜい数人の敬虔なお母
さん達しか朝の眠りから起こすことのできない類いの音に聞こえるだけであった。機械的
に彼は一晩中両手を冷たい水に入れて、寝ている者の腕に当て、この寝ている者が呻き声
を上げて、動くたびに、起き上がった。しかし明け方頃、病人がより平静な微睡みに陥る
と、アントンも自分の仕事を忘れて、頭は重く、テーブルの上に広げていた自分の両手に
沈んだ。彼はもはや何も見ず、何も耳にしなかった。彼は、頑強に守っていた町の陥落を
意味する不安の叫び声と大砲の轟きの下、血まみれの戦闘のあらゆる惨事の中、しっかり
と眠っていた。宿題に疲れた少年のようであった。
彼が数時間後目覚めたとき、夙に朝日は昇っていて、商店主は彼に臥所から優しく笑い

かけて、元気に手を差しだした。アントンは喜んで握手して、急いで窓の方へ行った。「異
常ありません」。その後ドアを開けた。番人は消えていた。そして路上では太鼓の連打の
音が響き、入場して来る諸連隊の規則的行進があった。

3.
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「我々は貴方をすでに見失ったと思っていた」と騎兵隊長は入って来ながら商店主に呼
びかけた。「ここの経済活動はひどいことになっていたし、貴方を探しても上手く行かな
かった。貴方の手紙がこの混乱の中届いたのは幸いであった」。
「私どもは意志を貫徹致しました」と商店主は言った、「御覧のように障碍がなかった

わけではありません」。 ー 彼は微笑して包帯をして腕を見せた。
「とりわけどんな冒険を体験したものか、話してくだされ」と騎兵隊長は負傷者の許に

腰掛けながら言った、「我々より貴方の方が戦傷が多い」。商店主は語った。彼は熱を帯
びてアントンの英雄的な行為、彼を救出してくれた行為について触れ、そしてこう結んだ。
「傷を受けたからといって、旅ができないわけではありません。至急帰ることが必要です。
馬車群は国境まで私が同行します」。
「明日の早朝、我らの輜重隊の一部隊が国境へ戻ります。これに貴方の馬車群を連結さ

せたらよろしい。ちなみに大きな通りは今安全です。明日から郵便網もまた始まります」。
「しかし私は貴方の仲介をお願い致したい。今日のうちにも急使で店に郵便を送りたい

のです」。
「貴方の帰還が」と騎兵隊長は約束した、「明日遅滞なく行われるよう手配しましょう」。
将校が部屋を去ると、商店主はアントンに言った。「親愛なるヴォールファルト、今び

っくりさせることを言わなければならないが、貴方にとっては、案ずるに、少しも嬉しく
ないかもしれない。私は貴方を私の代わりにこちらに残しておきたい」。びっくりしてア
ントンは店主の臥所へ近寄った。「我らの代理人はこの時節信頼できない」と商店主は続
けた、「この数日、貴方がどんなに信頼できるか喜んで察した。更に私の額が傷を受けな
いよう、貴方がついでに果たしてくれた行為は忘れるものではない。私が生きている限り。
ー さて写字板を持って私の許に腰掛けなさい。今一度我らのなすべきことを考えるこ

とにしよう」。
翌朝郵便馬車が宿の前に止まって、商店主はアントンによって中へ押し上げられて、通

りの側へと支えられ、貨物馬車が一台一台と門から出て行くのを見守った。それから今一
度アントンと握手して言った。「貴方の滞在は数週間続くだろう、いや数ヵ月かもしれな
い。貴方の仕事はとても厄介なもので、時には成果が出ないかもしれない。それでも繰り
返すが、余りに心配し過ぎないことだ。私は貴方の判断を自分の判断のように信頼してい
る。不確かな借財人に支払いを促すとき、我らに損害をもたらすかもしれないと案じなく
てもいい。この地は荒廃している。これから先見込みはない。御機嫌よう、店で無事再会
したいものだ」。
かくてアントンは一人異郷の町に残った。大きな信頼で大きな責任を負うことになった

身分であった。彼は自分の部屋に戻って、亭主を呼び、即刻更なる滞在の契約を彼と結ん
だ。町は軍人で溢れていて、それですでに住んでいる小さな住まいに残り、乏しい宿営の
不都合に耐えることの方を選んだ。もっと住みやすい所を見つけるのは期待できなかった。
アントンの足が歩き回る町は多分に荒廃した町であった。数日前までは情熱的人々の感

情が通りを満たしていて、あらゆる種類の冒険心が野生の顔に読み取れた。今反抗、闘争
心、数千人の熱狂はどこに行ったのか。 ー 農民の群れ、平民の群れ、愛国的軍隊の兵
士は幽霊のように散っていた。幽霊は余所の太鼓の嵐の一撃で追い払われていた。人間で
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路上を歩み寄って来るのは、侵攻して来た兵士達であった。しかし彼らの多彩な制服は町
により良い外見を与えなかった。確かに火災、その煙で数日天が暗くなっていた火災は消
えていた。しかし青ざめた秋の明かりの中、家々は焼け落ちたかのように立っていた。ド
アは閉ざされていた。多くの窓ガラスが壊されて、舗石には汚物、腐った麦藁、家具の瓦
礫が散乱し、ここには砕かれた車輪の荷車、かしこには制服、武器、馬の死骸があった。
ある通りの角には戸棚や樽があった。人々が侵攻して来る部隊に対し最後の防塁として家
々からまとめて投げ出したものであった。そしてその奥には、麦藁の束でぞんざいに覆わ
れて、殺された人々の体があった。アントンは、兜の下に血の気のない頭部を見いだして、
ぞっとして頭をそむけた。広場では新たに侵入して来た部隊が露営していて、彼らの馬が
まとめられて、革紐で繋がれていて、その側には積まれた大砲があった。すべての通りで
強力な巡察隊の足音が響いて、ほんのときたま市民服の姿が舗石の上を急いで行った。帽
子を目深に被って、脇から余所の兵士を臆病な視線で見ていた。時折青白い男が武装者達
によって連行されていた。この男が余りにゆっくり歩くと、銃の床尾で進むよう押された。
町は暴動の間、醜い外観を呈していた。しかし今町に見られる墓場の静けさの中、町は更
に一層醜く見えた。
アントンがこのような印象を抱いて、最初の歩行から戻ったとき、彼は部屋のドアの前

で一人の軽騎兵を見いだした。彼は歩哨のように足音を響かせて、あちこち歩いていた。
「ヴォールファルトさん」とこの軽騎兵は叫んで、到着者に駆け寄った。
「親愛なるカール」とアントンは叫んだ、「この悲しい町で私が得た最初の喜びだ。し

かし貴方はどうしてここにいる」。
「御存じのように、今私は暇を貰っているのです。貴方らが旅立ってから数時間して、

我々は国境の戦友に合流しました。商店の時から私を知っている亭主から貴方らの旅立ち
を知りました。どんなに私が不安であったか、お分かり頂けるでしょう。今日初めて私は
休暇を得ました。宿の戸口で御者達の一人に尋ねたのは幸いでした。さもないとまだ貴方
には会えなかったことでしょう。それでとにかく、ヴォールファルトさん、我らの店主は
何をしています。我らの商品はどんな具合です」。
「まずは部屋に入り給え」とアントンは答えた、「貴方にすべてをお話し致そう」。
「待って」とカールは叫んだ、「まだその前にまずはまだ若干普通通りにしないといけ

ない。貴方は私に貴方と話される。これは我慢ならない。お願いですから、私がまだ店の
カールであるかのように私に話しかけてください」。
「しかし貴方はもはやそうではない」とアントンは笑いながら言った。
「ここのこれは単に仮装にすぎない」とカールは、自分の制服を示しながら言った、「心
の中では私は相変わらずT. O. シュレーターの志願積込み人だ。私の勝手を言わせて貰
えば、また昔ながらの、そなた、おまえを遣って欲しい」。
「そなたの望み通りに、カール」とアントンは答えた、「入って、話しを聞いておくれ」。
カールは劣等な亭主のことで激昂した。「この泥棒の犬野郎。我らの会社に対して、我

らの店主殿に対して横領しやがって。しかし明日我ら若者の一分隊全員をその宿に連れて
行こう。亭主を自分の中庭へ追いやって、木製の馬と見なすことにしよう。そして一時間
亭主相手に我々は飛びかかる、次々と。飛ぶたびに我々は一蹴り彼の邪悪な頭にお見舞い
しよう」。
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「シュレーターさんは処罰を免じられた」とアントンは宥めて言った。「一層残忍にな
ることはない。 ー しかし立派な若者になったなあ」。
「まあまあだ」と追従されてカールは答えた、「農業には慣れて来た。私の叔父は善良

な男だ。私の老父の半分ほどの背丈を考えて、太ってはいず、痩せていて、大きな鼻では
なくて、小さな団子鼻、丸い顔ではなくて、長い顔、驢馬色の上着、革の前掛けではなく
て、その代わり対の丈高い膝までの長靴の男を考えたら、全く私の叔父となる。いなせな
小さな男前だ。彼は私に好意を抱いている。勿論最初田舎は静かすぎた。しかし近くには、
これに対し、大いに水っぽいポーランド語をしゃべる民がいる。しかし時と共に馴染んだ。
農業をしているといつも作るものの手触りがある。これが最大の喜びだ。私が兵士になら
ざるを得なかったのは、私の灰色の上着の叔父には想定外であったろう。しかし私には、
一度本気で馬に乗って、何か取っ組み合いを経験することになって、都合が良かった。こ
の国の飲食店はひどい、ヴォールファルトさん。それにここの場所、とんでもない荒れよ
うだ」。そのように堪能してカールは喋り続けた。ようやく彼は縁なし帽を手に取った。
「貴方が今ここに滞在するのであれば、時々十五分訪問に来ることを許して頂きたい」。
「家にいるようにしていいぞ」とアントンは言った、「私がいないときには、亭主に鍵

は預けている。ここに葉巻があるからな」。
このようにしてアントンは昔の友と再会した。しかしカールだけが軽騎兵のドルマンジ

ャケットと騎兵用サーベルを帯びた唯一の知人ではなかった。騎兵隊長は勇敢に暴徒に立
ち向かった同国人のことを喜んでいた。彼は部隊を指揮する大佐に彼を紹介した。アント
ンはこの大佐に自分の冒険を話さなければならず、肩章を付けた者達の大きな一同の前で
高く評価された。その後騎兵隊長はその次の日々のいずれかの日に、彼を食事に招待し、
騎兵中隊の将校達に紹介した。アントンの控え目な落ち着きは、多士済々の殿方に好印象
を与えた。駐屯地であれば、彼らは多分人間の偉大さについてのある種の見解のせいで、
若い商人と気楽に交際することはできなかったであろう。ここ戦場では彼ら自身、平和の
営みの退屈な時よりも、有能な男達となっていて、彼らの偏見はより少なく、勇敢な男へ
の評価はより自在であった。かくて彼らは、帳場からの男衆がやがていみじき好青年に映
じて、彼を冗談でファーストネームで呼ぶことに慣れた。そして彼らが喫茶店で一杯飲む
ときや、ドミノゲームをする際には、アントンを忘れずに仲間として呼んだ。大きな財産
とか、この市民の尋常でない縁故といった漠とした噂が歳月の薄暗がりの中から今や再び
浮上したが、しかし騎兵中隊の面目のために言い添えると、これは彼らがこの同国人に対
して恵む思いやりのある処遇の根本理由ではもはやなかった。アントンは騎士的少年達と
のこうした軽い結び付きを通じて、自分自身やピックス氏に告白したであろう気分よりも
もっと昂揚した気分を感じていた。彼は今や注文の多い人間達との自由な交際を享受して
いて、これまで自分の帳場から静かな尊敬の念で眺めていた多くの者達と同等であると考
えていた。古い思い出がまた強大になって、自分が自由で輝かしく、そして美しいと評価
するサークルの魅力に新たに引き込まれるのを感じた。フォン・ロートザッテル少尉もま
もなくアントンの良き馴染みの一人となった。アントンは彼に極めて懇ろな配慮を示して
対処した。少尉は根本的には、甘やかされて育った、軽率で、気の良い人間で、アントン
の衷心からの好意を喜んで受け入れて、格別に信頼して彼に報いた。
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アントンの商売は、新しい知人達の間で、自分の自立性を失わないように努めることで
あった。確かに町は荒廃した地であって、野蛮な酩酊は過ぎ去っていたが、今やすべての
平和的営みに弛緩が見られた。生活必需品は高くなって、報酬のある仕事はほんの少人数
にしか残っていなかった。かつては長靴を履いていた幾多の者が裸足で歩いており、別な
時代新たな上着を買っていたであろう者が、今や古い上着に新しい継ぎを当てていて、靴
屋と仕立屋は朝食にコーヒーと砂糖ではなく、水っぽいスープを飲んでいた。小売りは仕
入れ先商人への借金を支払わなかった。この商人は他の商会に対する自分の債務を果たす
ことができなかった。このような時節に、重い損失を落胆して嘆く者達から自分の金の請
求をする者は、厳しい仕事となった。アントンはこのことを感じた。至る所で余りにもっ
ともなことに過ぎない嘆きを耳にした。多くの地で人々は自分の困窮をあらゆる術策で免
れようと試みた。毎日彼は手痛い場面に遭遇した。しばしば弁護士の許でポーランド語で
の果てしない交渉がなされなければならず、代理人が通訳を務めていたけれども、その交
渉の際裏切られた思いがした。アントンが付き合わなければならない商人階級は多彩な混
合で、ヨーロッパのすべての部分からの男達であった。この付き合いにはドイツ人の目に
は野蛮で規則外れと思われるものがあった。しかし債務を果たすという慣習は落胆した性
情の者達にも大きな影響を与えていて、アントンの辛抱は一度ならず成果を収めた。
最大の請求権を彼の店はヴェンデル氏に対して有していた。すべての方面への静かな商

売をしていた小さな素っ気ない男であった。人々は彼は密輸で儲けたが、今や大きな危機
に陥っていると言っていた。彼は店主自身を反抗的に接待していて、アントンに対しては
長いこと絶望者のように振る舞っていた。アントンは再三、一時間にわたって、この不平
屋の老人を説得した。そしてこの男が言をいかに弄しても、彼は微動もしなかった。とう
とうヴェンデルは言葉を発した。「もう十分だ。私は破産した男だ。しかし貴方は自分の
金を得るに値する。貴方の商会は私に対しいつも寛大であった。貴方は補填を得るべきで
あろう。今日のうちにも代理人を私の許に呼びなさい。私を明日早朝迎えに来て欲しい」。
翌朝アントンが代理人を連れて債務者の許に入ると、ヴェンデルは陰気な挨拶の後、大

きな錆び付いた鍵を握って、ゆっくりと色褪せた外套をまとって、この外套には多くの襟
が屋根の上の柿板のように重なっているものであったが、債権者達を離れた町の一角にあ
る朽ちた修道院の前まで案内した。彼らは長い回廊を歩いて行った。アントンは賛嘆して
アーチ状の技巧的建築を見上げていた。時は多くのトラスの弦を剥がしていて、幾つかの
ドームの頂部は落下していて、瓦礫が床の大きな石の上に横たわっていた。壁には古い住
民達の墓石が埋め込まれていて、荒れた銘文は注意深くない存命者達の一族に、かつては
スラヴの僧侶達がこの各部屋に隠棲を求めていたということを告げていた。この回廊に彼
らは毎日、聖務日課書を手に、行き来していて、こちらでは祈りを上げ、夢を見、遂には
彼らの哀れな魂を彼らの聖人の代願に任せなければならなかったのである。この建物の内
部で、ヴェンデルは隠されたドアを開けて、同行者達を石の螺旋階段を下って大きなドー
ム室に案内した。かつては豊かな修道院のワインがそこに貯蔵されていたのであり、同志
の蔵頭が、いや、何と、しばしば、この同じ階段を下りて来たのであった。蔵頭は樽の列
の間を周り歩き、ここかしこで試飲して、小鐘が彼の上で鳴ると、すぐに頭を垂らして、
小さな祈りを発し、その後また試飲に歩き、あるいは上機嫌のままあちこち散策したので
あった。修道院の祈りの鐘は夙に熔融されていた。同志達の空いた独房はひびが入り、今
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や穀物が、かつては修道院長が同志の先頭に座って立派な食事をしていた所に、保管され
ていた。すべては消え失せていた。ただ地下貯蔵庫のみが残っていた。そして四百年前と
同様に今なお炎のようなハンガリーワインの桶がその狭い台座の上に置かれていた。相変
わらず美しいドームの光線は大きな星々へと集光していた。相変わらずその部屋は純白に
塗られていた。床は明るい砂が深く撒かれていた。相変わらず蔵頭のみが蠟燭の明かりで
高貴なワインに近付くことが許される慣習であった。昔の僧侶達が飲み物を汲んでいたの
と同じ樽ではなかった。しかしヘジアラの葡萄山の同じワインであり、メーネスの薔薇色
のワインであり、エーデンブルクの誇りであり、ルストの丁寧に摘まれた穏やかな飲み物
であった。
「百五十の桶だ、十八ドゥカーテン、二十四、三十ドゥカーテン相当の桶だ」と代理人

は言って、樽の目録が始まった。頭を垂れてヴェンデルは一つの樽から別の樽へと蠟燭を
片手に行った。それぞれの樽の前で彼は立ち止まって、きれいな亜麻布の布きれで丁寧に
個別の樽に浮き出たかびのごく些細な痕跡を拭き取った。「ここが私の最愛の道だった」
と彼はアントンに言った、「二十年前から私は葡萄の収穫のたびに出掛けて、購入してき
た。ヴォールファルトさん、楽しい日々でした。それが今永久にお仕舞いだ。しばしば私
はここを散策した。そして上から樽に落ちて来る陽光を見つめた。そして私以前にここを
行き来した者達のことを考えた。今日私はこの貯蔵庫に来るのが最後となります。今やこ
のワインはどうなりましょう。貴方はこれを運び出されて、異郷で分別もなく飲み尽くさ
れましょう。貯蔵庫にはブランデー職人がその酒精を入れるか、あるいは新しい醸造家が
バイエルンのビールを入れましょう。昔の時代は私にとっても終わった。 ー ここのこ
れは最も高貴なワインです」と彼は樽に近寄って言った、「私はこれを私どもの取り決め
の例外とできましょう。しかしこの樽だけが何になりましょう。飲み尽くすか。私はもは
やワインは飲まない。他の樽と一緒に運び出して貰いましょう。ただ別れにこれを賞味し
たい」。彼は杯を満たした。「このようなものを味わったことがありますか」と彼は尋ね
て、悲しげにアントンに杯を差し出した。アントンは喜んでまだないと言った。
ゆっくりと彼らはまた階段を上がって行った。敷居で商人は今一度立ち止まって、下の

貯蔵庫を長く覗いていた。それから彼は決然と振り返って、貯蔵庫のドアを閉め、鍵を引
き抜いて、それを厳かにアントンの手に渡した。「ここに貴方の所有物への鍵がある。我
々の勘定は済んだ。御機嫌よう、諸君」。ゆっくりと、頭を垂れて、彼は朽ちた回廊を下
りて行った。曇りの日の薄明かりの中、彼は修道院の老鞍頭の一人に、つまりまだ幽霊と
なって過去の栄光の残骸の中を行く一人に似ていた。代理人は後から彼に呼びかけた。「朝
食はどうするのです、ヴェンデルさん」。老公は頭を振って、拒むように手で合図した。
いや、その朝食である。この地のすべての契約はワインで溢れていた。悲しい時節でも

廃止とならなかったワイン酒場でのこの長い会議は、アントンにとってかなりの苦痛であ
った。彼はこの国では自分の故郷の国でよりもはるかに労働が少なく、はるかにお喋りが
多く、そして飲まれると察していた。何か仕上がるたびに、彼もまた朝食を逃れることが
出来なかった。すると買い手、売り手、助言者、それにその他知人達の一人に当たる者が
ワイン店の丸い食卓に集って座り、ポーター[英国の黒ビール]で始め、ポンドでキャビア
を食べ、それからボルドーの赤ワインでの酒宴となった。客を歓待してすべての方面に酒
が振る舞われた。顔馴染みがいる者は、酒宴に参加しなければならず、社交はますます人
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数が多くなり、しばしば夕方近くまでなった。一方男達の主婦達は、このような出来事に
慣れて、昼食を恐らく三回用意させ、最後には平然と翌日にまで延長させた。しばしばこ
のような時、アントンはフィンクを思い出した。フィンクは渋る彼に少なくとも程よい練
達さを教え込んで、このような面倒な仕事を上品にこなせるようにしたのであった。

ある日の午後、アントンはドミノ・ゲームをしていた。すると中年の少尉が新聞から、
ゲーム中の将校達に呼びかけた。「昨日我らの軽騎兵の一人が右手の二本の指を砕いてし
まったらしい。一緒に宿営中の相手の阿呆が、弾を抜いていなかったカービン銃を弄んで
いた。ドクトルは切断を不可避と思ったとのこと。 ー この有能な男は気の毒なことだ。
騎兵中隊で最も使える配下の一人だった。いつも上出来な者達にこのような災難が降りか
かる」。
「その男は何と言うのだ」とフォン・ボリング氏は、彼の石を置きながら尋ねた。
「シュトゥルム一等兵だ」。
アントンは飛び上がった。石がテーブルにこぼれた。「負傷者はどこにいるのです」。
少尉は野戦病院の場所を教えた。
ベッドや傷病兵で一杯の暗い部屋に青白い顔のカールが横たわっていた、アントンに左

手を差し出した。「終わったところだ」と彼は言った、「とんでもなく痛かった。しかし
手はまた使えるようになろう。ペンはまだ握れようし、その他のことも練習しよう。右手
がこうならなかったとしたら、左手がやられていたろう。ただ金の指輪での盛装をもはや
出来ない」。
「可哀想なカールよ」とアントンは叫んだ、「軍務はお仕舞いだな」。
「見てなさい」とカールは言った、「災難は乗り越えて見せる。ちゃんとした戦争とは

ならないだろう。春が来て、種蒔きの季節となったら、私はまた出来よう。医者がうるさ
く言わなければ、私はもう起き上がれるだろうに。ここは余り良くない」と彼は詫びて、
付け加えた、「多くの人が病気になっている。余所の町でないとやって行けない」。
「この部屋にいるべきではないな」とアントンは言った、「私が手助けできるといいの

だが。ここはとても病気の臭いがしていて、健康な者でも参りそうだ。騎兵隊長に頼んで、
私の部屋に移れるよう許可を貰おう」。
「有り難い、アントンさん」と喜んでカールは叫んだ。「黙って」とアントンは言った、
「許可が得られるか、まだ分からないから」。
「更に一つ貴方にお願いがある」と病人は別れ際に言った、「この話しを老父のゴリア

トに知らせて欲しい。余りに案じないように。たまたま他人からこのことを耳にしたら、
狂人のようになろうから」。
そのことをアントンは約束した。そしてその後、連隊の医師と自分のパトロン、騎兵隊

長の許に急いだ。
「今は彼が休暇を得られるように尽力することにしよう」と隊長は約束した、「彼の傷

の性質上、彼の離隊は確かなものと思えるので、この離隊の日まで、貴方の許で待つのが
いいだろう」。
三日後、カールは包帯をした手で、アントンの部屋に入って来た。「来たぞ」と彼は言

った、「ドルマン・ジャケットさらば、ゼリム、我が鹿毛の馬よさらばだ。アントンさん、
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一週間は辛抱して頂かなければならない。その後でまた貴方のテーブルや椅子を頑丈な腕
で持ち上げることにしよう」。
「ここに君の父上の手紙がある」とアントンは言った、「私宛だ」。
「貴方宛か」とカールは驚いて尋ねた、「何故貴方宛かい、何故私宛に書かなかったの

か」。
「自ら聞き給え」とアントンは上から半ツォルの文字が印された大きな紙片を握って、

そして読んだ。「尊敬するヴォールファルト殿、私の哀れな息子にとっては大変な災難で
す。十本のうち二本では八本しか残りません。ほんの小さな指にしても、大変な痛手です。
我々両人がもはや文通できないのは、我々両人にとってとても大きな不幸です。それ故貴
方にお願いしますが、以下のことすべてを彼に伝えて頂きたい。大いに嘆くことはない。
ひょっとしたら穿つことはできよう。ハンマーを持ってかなりのこともできよう。このこ
とも出来ないのが天の思し召しであっても、それでも余りに嘆くことはない。彼のために
鉄製の金庫で配慮してある。私が亡くなったら、私のチョッキのポケットにその鍵がある。
そのように私は衷心から彼を応援しています。また移動できるようになったら、私の許に
来るよう伝えてください。私は手紙でもはや、汝の永遠に忠実な父、ヨーハン・シュトゥ
ルムと書いてやれないのですから、尚更のことです。敬具」。 ー アントンは手紙を傷
病兵に渡した。
「その通りだな」とカールは微笑と憂愁を交えて言った、「彼ももはや文通できない、

私が負傷しているからと不安の中で想像してしまったのだ。私から次回の手紙を貰ったら、
目を丸くすることだろう」。
かくてカールは何週間かアントンの隣の部屋に住んだ。彼は手をまた動かせるようにな

ると、この友人の衣装棚を自由に使って、ささやかな奉仕の幾つかを始めた。数年前店主
の店で引き受けていた奉仕であった。アントンは彼が従者のような無益な役割を演じない
よう防御する必要があった。「また私の上着にブラシをかけたのか」と彼は、カールの部
屋に入りながら言った。「私はそれが嫌だと言ったろう」。 ー 「気は心というからな」
とカールは詫びた、「二人一緒にいるのはいつも一人よりはましだ。貴方のコーヒーが出
来た。しかしこの機械は役に立たない。いつも酒精分の味がする」。彼はアントンが言っ
たように彼のために働くことができなくなったので、自分自身のために働き始めた。職人
道具への昔からの愛着のせいで、彼は直に多量の様々な道具を身辺に集めた。そしてアン
トンが家を去ると、鋸引きや、穴開け、鉋かけ、石目やすりかけを始めて、それで隣家に
宿営していた聾の砲兵大尉でさえ、指物師が引っ越して来たと勘違いして、自分の壊れた
寝台枠を修理のために寄こして来た。カールは右手をまだ大事にしなければならなかった
ので、左手ですべての道具を順次練習して、子供のように自分の進歩を喜んだ。医師が次
の週の間、この行為を禁ずると、彼は左手で字を書き始めて、アントンに毎日自分の筆跡
の見本を見せた。「練習しさえすればいい」と彼は言った、「人間は自分の能力に気付く
に違いない。ちなみに手で書くのは、単に習慣に過ぎないな。手がない者は脚で出来る。
思うに脚すら必要ないな、頭でも出来るに違いない」。
「阿呆なこと言って」とアントンは笑った。
「きっと出来るよ」とカールは続けた、「口に長い葦をくわえて、両耳の奥に固定した

二本の針金で揺れを少なくするのだ。かなり上手く行くに違いない。 ー 貴方の鍵穴の
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象牙の枠が壊れていた。これを早速膠で付けることにしよう」。
「枠が自らまたぐらぐらしなくなって不思議に思っていた」とアントンは嘲った、「君

の部屋から強烈な膠の臭いがしてきている。空気全体が膠に変わったのではないか」。
「参ったな」とカールは言った、「私のは臭いのしない膠だぞ、新製品なのだ」。
この忠実な男が離隊証をポケットに入れて、故郷へ戻ったとき、アントンはとても寂し

く感じた。あたかも今ようやく大きな秤の魅力的世界から異郷へ移ったかのような気がし
た。

あるときアントンは店主が傷を負った不吉な宿の側を通り過ぎた。彼は一瞬立ち止まっ
て、興味深く古い家と中庭を覗いた。中庭では今や白い上着の兵士達が、革製のものを染
めたり、滑らかにしたりしていた。そのとき彼は黒いカフタンを着た人物が、影のように
居酒屋の部屋から侵入口に横切って進むのを目にした。黒い耳許の巻き毛で、小さな帽子、
昔馴染みのシュマイエ・ティンケレスの形姿、姿勢であった。いや、彼の顔ではなかった。
以前ティンケレスは可愛い若造のタイプであった。彼は両巻き毛をいつも、およそ商売人
に考えられる限り輝かしく小粋にカールさせていたし、可愛い赤い唇を有し、黄色の両頬
には軽い薔薇色の微光が見られた。現在のシュマイエは単に以前のシュマイエの影絵であ
った。彼は幽霊のように青白く見え、鼻は尖って大きくなっていた。彼の頭は前方にキド
ロンの小川の枯れた花の萼のように垂れていた。
アントンはびっくりして叫んだ。「ティンケレス、本当に貴殿か」、そして彼に近寄っ

た。ティンケレスは稲妻に当たったかのように縮み上がって、両目を剥いてアントンを見
つめた。驚愕と恐怖の姿であった。「南無三」というのが彼の血の気のない唇から生じた
唯一の言葉であった。
「ティンケレス、どうしたのだ。死刑囚のように見えるぞ。ここで何をしている。何で

またまさにこの家にいるのだ」。
「私がここにいるのは仕方ないのです」とこの商人は相変わらず半ば気を失って答えた、

「店主殿がここの人と大変な災難に遭ったのは仕方ないことです。彼の血が流されたのは、
マウシェ・フィッシェルが発送していた商品のせいでした。その金をすでに引き落として
いたのです。ヴォールファルトさん、私に罪はありません、私の永遠の浄福世界にかけて、
亭主がこんなにひどい人間であるとは知らなかったのです。亭主が帽子も、縁なし帽もな
しに立っている旦那様に手を振り上げようとは。 ー 縁なし帽もないのに」と一層大声
で彼は嘆いた、「むき出しの頭で、信じて欲しいのですが、あたかも剣が私の体に斬りか
かってくるかのように思われたのです。亭主が、真っ直ぐな頭をして、生涯ずっとそうで
あった正直な男として立っている者に対して振る舞う様を目撃したときに」。
「シュマイエ、いいかい」とアントンはこのガリシア人をびっくりして見つめながら言

った、この男は相変わらず喋りながら分別を取り戻そうと努めていた、「いいかい、貴殿
は馬車がごっそり略奪されたこの宿に来ていたのだな。貴殿は隠れて亭主との我々の諍い
を見ていたのだな。貴殿は亭主と面識があり、まだここに住んでいる。私は貴殿が半ば告
白したも同然のことを貴殿にそのまま告げようと思う。貴殿は馬車一同の積み下ろしのこ
とを知っていた。更にちょっと追加すれば、御者達がここに残ることに関心を抱いていて、
貴殿は亭主と一緒に隠れていたのだな。貴殿が語ったことを聞いた後では、すべて聞くま
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で貴殿を離すわけに行かない。今すぐに私の部屋に来て、知っていることを自発的に白状
するか、あるいは軍に貴殿を連行して、兵士達に取り調べてもらうか、そのどちらかだ」。
ティンケレスは真っ青になった。「神様、仏様、恐ろしいことです、恐ろしいことです」

と彼は小声ですすり泣き、歯をかたかた言わせた。
アントンはこの男の大きな不安に同情を感じて、言った。「私と一緒に来なさい、ティ

ンケレス、貴殿が正直に白状したら、何もしないと約束しよう」。
「何を白状しろと仰有るのです」とシュマイエは呻いた、「何も白状することはありま

せん」。
「強情を張るというのなら、兵士達を呼ぼう」とアントンは無愛想に命じた。
「兵士達は勘弁してください」とティンケレスは再び戦きながら頼んだ。「貴方と一緒

に参りましょう。そして知っていることを話しましょう。貴方が私のことを誰にもばらさ
ないと約束なさってくださいますならば、貴方の店主にも、マウシェ・フィッシェルにも、
劣等な人間たる亭主にも、それに兵士の誰一人にもばらさない、と」。
「来なさい」とアントンは言って、指で通りを指し示した。かくて彼はこの無抵抗の男

を囚人のように連れて行き、彼から目を逸らさなかった。シュマイエが悪しき良心の勧め
に従って、横の路地に遁走しないか案じたからである。
このガリシア人は逃げる勇気はなく、頭を垂れて、アントンの横を忍んで行き、時折た

め息を付いて彼を見つめ、思わず知らず訳の分からぬ言葉をつぶやいていた。アントンの
部屋で彼は自発的に始めた。「心に重荷がずっとかかっていました。眠れずに、飲食もで
きなかったのです。仕事をするために出掛けても、心の中にグラスの中の石のように残っ
ていました。飲もうとすると、石が歯に当たるのです。そして水で服を汚してしまいます。
何ということでしょう。何と私は服を汚したことでしょう」。
「それでは話し給え」とアントンは言った、再び率直な嘆きで優しくなっていた。
「私は馬車一同が気になってこちらに来たのです」と急いで続けて、不安げにアントン

を見つめた、「マウシェは十年来、貴方らと取引をしていて、いつも正直で、貴方らは彼
の許で立派な額のお金を儲けたと思います。そのとき彼が言ったのです。大きな仕事をし
て、貴方らと決算をする時が今来ているぞ、と。暴動が起きて、騒がしくなると、彼が私
の許に来て、こう言ったのです。『シュマイエよ』と彼は言いました、『心配はいらない』
と言いました、『奴等に撃たせておけ、そして紛れ込んで、馬車一同を私のために押さえ
ろ。途中でそれらを売却しても構わないし、私の許に連れ戻して来ても構わない。我らの
ものにする方が、他人がものにするよりもいいに決まっている』と。それで私はこちらに
来たわけです。そして馬車一同が到着するまで待っていました。そして亭主と話しをした
のです。品物が貴方らの手に渡らないのであれば、品物が再び我らの手に渡る方が最良で
しょうから。しかし亭主があのような殺人鬼になろうとは、そんなことは私は望んでおら
ず、知らなかったのです。貴方の旦那の上着が断たれる様を見て以来、私は心が安まらな
かったですし、私はずっと眼前に血の付いたシャツと二つに裁断された緑の上着の上等の
布を目にして来ました」。
アントンはティンケレスの告白を関心を抱いて聞いていた。それは ー よく見られる
ー ガリシア人の商人の戦略に関して感ずる嫌悪を上回る関心であった。彼は罪人にこ

う言うことで満足した。「貴殿の悪巧みでシュレーターさんは腕に傷を負うたのだ。貴殿
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に邪魔が入らなければ、我らの二万ターラーを貴殿は盗み取っていた」。
「二万ターラーにはならない」とシュマイエは身悶えして叫んだ、「羊毛は劣等だし、

獣脂は出来が悪い、二万以下のものだ」。
「そうかい」とアントンは軽蔑して言った、「これから貴方をどうしよう」。
「どうもしないでください」とシュマイエは動揺して頼み、懇願して自分の手をアント

ンの上着に置いた、「話し全体消してください。貴方は商品を得られている。それで満足
してください。マウシェ・フィッシェルがものにできなかった素晴らしい商売です。貴方
が邪魔をなさったから」。
「まだ残念なことなのだな」とアントンは怒って答えた。
「貴方が商品を得ていることは、私には結構なことです」とユダヤ人は言った、「貴方

はそのために血を流されたのですから。ですから私には何もしないでください。貴方には
別な件でお役に立てるか考えて見ましょう。こここの地で、私のために何かすることがあ
られて、私が貴方のお役に何か立てるなら、心が落ち着くことでしょう」。
アントンは冷たく答えた。「貴殿の悪巧みを裁判に訴えることはしないと約束したとし

ても、貴殿とはこれ以上商売をできない。ティンケレス、貴殿は劣等な人間だ、我々の店
に不誠実な振る舞いをしてくれた。我々は今から別々だ」。
「何故私が劣等な人間だと仰有るのです」とティンケレスは嘆いた、「貴方は私のこと

を正直な男と何年も前からご存じでしょう。私が一度一商売しようと思って、それで不運
な目に遭って、しくじったからと言って、どうして私は劣等だと仰有るのです。悪いこと
ですか」。
「十分だ」とアントンは言った、「もう行ってよろしい」。ティンケレスは立ち止まっ

て尋ねた、「ひょっとしたら貴方は新しい皇帝のドゥカーテンを必要ではないですか。五
と四分の一の貨幣で調達できますよ」。 ー 「貴殿とは付き合いたくない」とアントン
は言った、「行きなさい」。
ユダヤ人はためらいながらドアの所へ行って、再び振り返った、「燕麦と素敵な商売が

できます。ついでに供給を引き受けたいのであれば、一部を御用意致します。立派な金儲
けができます」。
「貴殿とは商売はしない、ティンケレス、後生だから行きなさい」。
ユダヤ人は忍び出た。今一度ドアの所で引っ掻いた。しかしこの悪漢の中で良心が強く

咎めたので、もはや部屋に入る勇気はなかった。数分後アントンは彼が憂鬱そうに通りを
横切って行くのを見た。
この日以来アントンは後悔したティンケレスの包囲攻めに遭った。このガリシア人がア

ントンの許に押し寄せて、彼なりに彼との和解を試みない日はなかった。ある時は路上の
彼に襲いかかり、ある時は彼の不安げなノックが書き物机で仕事をしている彼の邪魔をし
た。いつも彼は称賛すべき何事か、伝えるべき新しいことを有していて、贔屓を得ようと
望んでいた。彼の発案力は感動的であった。アントンのために可能な限り一切のものを購
入し、売却し、どんな種類の商売手続きにも応じ、スパイし、告げ口したいと申し出た。
そして彼はアントンが将校達とも付き合いがあって、殊に華奢な顔で、小さな髭の若い少
尉が時にアントンと一緒にレストランから出て来て、アントンの住まいを訪ねるのを発見
すると、彼の意見によれば将校にとって快適なものに違いないそのような品をも提供し始
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めた。アントンはこの罪人との商売をすべて避け続けたが、しかし結局もはやこの哀れな
悪魔を手ひどく扱うことはやめてしまった。そしてティンケレスは幾多のこらえた微笑や
アントンの短い問いかけから店の上司殿の許での彼の保証は不可能ではないと察した。彼
はそれを彼の[ユダヤ人の]先祖のヤコブの忍耐力で得たのである。
ある朝若いロートザッテルがアントンの部屋にがちゃがちゃとやって来た。「私は病気

だそうだ。強いカタルに襲われて、味気ない宿営に残らなければならない」と彼は言って、
ソファーに腰を下ろした。「今晩暇つぶしの加勢をしてくれないか。ホイスト[トランプ]
の勝負をするのだ。他にドクトルと同僚の数人を呼んでいる。来てくれるかい」。 ー
喜んで、そして若干追従された気分でアントンは承知した。「よろしい」とこの若旦那は
続けた、「それでは貴方の許で無心することも大目に見て欲しいな。嫌なヴァンタン[トラ
ンプ]で財布はすっからかんだ。一週間二十ドゥカーテン貸して欲しい」。 ー 「構いま
せん」とアントンは言って、急いで彼の財布を取り出した。
少尉がお金をぞんざいにポケットに収めると、通りで一頭の馬の蹄の音がした。素早く

彼は窓際に寄った。「何だ、立派な代物だ。ポーランド産だな。馬喰が暴徒の一人から盗
んで来て、今正直な兵士の一人をそれでだますつもりだろう」。
「その馬が売り物とどうして分かるのです」とアントンは尋ねた。彼は書き物机で一通

の手紙に封をしていた。
「一人の香具師がその馬をパレードで引いているのを見ていないのか」。
この瞬間こっそりドアでノックの音がした。シュマイエ・ティンケレスがまず巻き毛の

頭を、その後黒いカフタンを部屋の中へ押し込んで、そしてへりくだって、ごろごろした
声で言った、「恵み深い旦那様方へお尋ねします。ひょっとして一頭の馬をご覧になりた
くありませんか。ターラー貨幣に値する分のルイ金貨に値する馬です。 ー ヴォールフ
ァルトさん、せめて窓際までご足労かけて頂きさえすれば、せめて眺めて頂きさえすれば
と存じます。見ることは買うことではありませんので」。
「この人物は貴方の仕事仲間の一人かい、ヴォールファルト」と少尉は笑って尋ねた。
「彼はもはや仲間ではありません。フォン・ロートザッテルさん」とアントンは同じ調

子で答えた、「彼は不興を買っています。今回の訪問は貴方が目当てです。注意してくだ
さい、馬を買うよう誘惑しますよ」。
商人は注意深くやり取りを聞いていて、好奇の目を少尉に据えていた。「恵み深い男爵

様が馬を買い上げるご意向なら」と彼は少尉に迫って行き、少尉をじっと見つめながら言
った、「それでは貴方の農園の荘園でも、立派な乗馬用馬となりましょう」。
「何だと、私の荘園だと」と少尉は言った、「私は荘園を持っていない」。
「この殿方を存じ上げているのか」とアントンは尋ねた。
「何で存じ上げないことがありましょう、貴方の国で大きな荘園をお持ちで、今大きな

工場を建てた方でしょう。家畜の餌から砂糖を作る工場を」。
「貴方の父上のことを彼は言っている」とアントンは少尉に言った、「ティンケレスは

我らの地方とも縁があって、しばしば何カ月も我々の許に滞在する」。
「済みません」とガリシア人は思案して叫んだ、「将校殿の父上ですか。お許しくださ

い、ヴォールファルトさん、それでは貴方はこの殿方の父上の男爵殿とお知り合いですか」、
ー 少尉の口髭の周りに微笑が浮かんだ。
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「少なくともこの殿方の父上にお会いしたことはある」とアントンは答えた。商人の厚
かましい質問に対し、また自分の両頬が赤面することを感じて、不機嫌になった。
「それでお許し願って、質問させて頂くと、貴方は昵懇の友のようにこの将校殿をご存

じなのですか。 ー」。
「それが貴方と何の関係がある、ティンケレス」とアントンは無愛想に尋ねて、更に赤

面した。その質問に対しどう答えていいか分からなかったからである。
「いや、私の良き友だ、ユダヤ人よ」と少尉は、アントンの肩を叩きながら言った、「彼
は私の出納係だ。彼は今日私にまず二十ドゥカーテン貸した。それでだ、馬を買うために、
金を私に渡さないだろう。だから消えてしまえ」。
商人は首を前方に傾げて、将校の言葉を逐一聞いていて、好奇心を抱いて、アントンの

察知では関心を抱いて、若い二人を見つめていた。これは彼のいつもの待ち構えている様
とは異なるものであった。「それでは二十ドゥカーテン彼は貴方にお貸しになった」、彼
は慎重に言った、「彼は貴方がもっと要求されたら、やはりもっと貸すことでしょう。分
かります」と彼はつぶやいた、「分かります」。
「何が分かるのか」とアントンは尋ねた。
「仲の良い二人の友の若い殿方達の間ではどんな具合か分かります」と頭を力強く動か

しながら、商人は言った、「それでは馬には用はないですな、ヴォールファルトさん、で
は辞去致します、ヴォールファルトさん」。こう言って、彼は振り向き、消えた。すぐそ
の後、馬が速歩で駆け去って行く音が聞こえた。
「奇妙奇天烈なやつだ」と少尉は、去って行く者の姿を追いながら叫んだ。
「いつもはこんなに早くは退散しないのですが」とアントンは答えた。この商売人の謎

めいた行動に驚いていた。「多分貴方の制服のせいで早めに去ったのでしょう」。
「貴方には制服が嫌でなければいいが。それでは今晩」と少尉は挨拶しながら部屋を後

にした。
午後再びアントンのドアに微かなノックの音がした。ティンケレスが新たに現れた。彼

は用心深く部屋を見回して、アントンの陰気な表情には注意を払わず、彼の間近に来た。
「敢えて質問をさせてください」と彼は親しげに頭を振りながら言った、「貴方が二十ド
ゥカーテン彼に貸して、彼がもっと要求すれば、渡すであろうというのは本当ですか」。
アントンは商人を驚いて見つめて、起き上がりながら言った。「彼に金を渡したし、も

っと与えることになろう。今貴殿は頭の中で何を考えているのか、正直に言い給え。何か
言いたそうに見えるからな」。
ティンケレスはずる賢い顔をして、意味ありげに目で瞬きした。「たとえ彼が貴方の友

であっても、彼に金を貸さないように用心なさい。よろしいですか、一グルデンももはや
貸さないことです」と力説して彼は繰り返した。
「何故なのかい」とアントンは尋ねた、「何の理由で私に警告するのか分からない限り、
貴殿の助言は何の価値もない」。
「私が承知していることを申し上げましたら、シュレーターさんの許で、私が貴方の帳

場に現れましても、貨物馬車のことはもはや不問にすると私のために取りなしてください
ますか」とこのユダヤ人は素早く尋ねた。
「貴殿はその時から別な具合に正直に奉公して来たと言おう。店主がそれをどう判断さ
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れるかは店主次第だ」とアントンは同様に素早く答えた。
「貴方は私のために取りなしてくださいましょう」と商人は言った、「それで十分です。
貴方の金の大事なゆえんを申しましょう。 ー ロートザッテルは、この若い方の父親は
腐っています。とても腐っています。災難が彼の上に手を伸ばしています。失われた人間
です。救いようはありません」。
「どこからそのようなニュースを手に入れたのか」と驚愕してアントンは叫んだ、「そ

のようなことはあり得ない」と彼はより落ち着いて付け加えた、「嘘だ、片隅の代理人か、
そのような類いの人物の戯言だ」。
「私の話しを信じてください」とこのユダヤ人は根気強く真剣に語った、それで彼の姿

は一層大きくなり、彼の言葉でさえも場違いとは一層言えなくなった。「彼の父親は、不
気味にさまようこと破滅の天使のような人物の手にかかっています。この男は出掛けて、
自分が印を付けた人間達の首に、誰も見ていないうちに罠を置きます。この男が罠を引く
と、するとこの人間達は木製の九柱戯のピンのように倒れます。すでに首に括り罠を仕掛
けられているこのような人々に対して、何故貴方は貴方の金を失うようなことをするので
す」。
「貴殿の言っている悪魔とは誰だ、誰が男爵を両手にかけている」と興奮してアントン

は叫んだ、興奮してすべての用心を忘れていた。
「名前が何になりましょう」とガリシア人は冷たく答えた、「たとえその名前を知って

いても、私は言わないでしょうし、私が名前を言っても、貴方の助けとはならないし、ロ
ートザッテルの助けにもなりません。貴方はその男をご存じないし、男爵もひょっとした
ら知らないかもしれない」。
「この男とはエーレンタールか」アントンは尋ねた。
「私はその名前を言えません」と両肩をすくめて商人は繰り返した、「しかしヒルシェ

・エーレンタールではありません」。
「貴殿の言葉を私が信ずべきで、そのことで貴殿が私の役に立とうという気なら」とア

ントンはより平静に続けた、「貴殿はもっと詳しいことを伝えなければなるまい。私はこ
の男の名前を知らなければならない。貴殿が彼と男爵について耳にしたことすべてを知ら
なければならない」。
「何も私は聞いていません」と商人は頑なに答えた、「貴方が裁判のように尋問して、

私から聞こうとなさるなら。話された話しというのは、空気中に臭いのように消えて行き
ます。ある者はそれを捉え、別な者は別なことを捉えます。私は自分が耳にした言葉を貴
方に言えません。それに私はどんなに金を積まれてもその言葉を言うつもりはありません。
私は手を私の[ユダヤ人の]祈祷時紐に置こうとか、裁判所で証言しようとか思いません。
私が話すこと、それは貴方の耳のためのもので、他人の耳のためのものではありません。
しかし貴方には言いましょう。二人の人間がある晩と言わず、幾晩も一緒に座っていて、
一年と言わず、何年もそうであって、彼らは小声で一緒に我々の宿の手すりの許で、その
下は川が流れている所でひそひそ話していました。川はざわざわと下の方で流れていまし
たが、彼らはこの川の上の方でざわざわと話していました。私は私の部屋で私の藁布団に
寝ていて、彼らは私は寝ていると思ったことでしょう。そしてしばしば私は二人の口から
ロートザッテルの名前とその荘園の名前を耳にしました。私はある災難が彼の上に掛かっ
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ているのを知っています。しかしそれ以上は何も知りません。今私はそれをお話ししまし
た。出て行くことにしましょう。私が貴方に与えた良い助言は、貴方がピストルを持って、
羊毛のため、皮のために戦われた一日のための弁済となるはずのものです。貴方が私に与
えられた約束を忘れないでください」。
アントンは案じて前方下を見ていた。ベルンハルトを通じて、彼は、エーレンタールが

男爵と幾重にも結ばれていることを知っていた。荘園所有者とこの悪評高い投機師との交
際は彼にとってしばしば顕著なことと映じていた。しかしティンケレスが話したことは、
余りに信じがたいものに聞こえた。彼自身男爵の状況について何か不都合なことを耳にし
たことはなかった。「貴殿が今日私に話したことを聞いてから」と彼はしばらくしてから
語った、「安心できなくなった。よく考えて見て欲しい、ひょっとしたらその名前を思い
出すのではないか、貴殿が耳にした個々の言葉を思い出すのではないか」。
「ひょっとしたら思い出すかもしれません」とガルシア人はある独自の表情で答えた、

不安なアントンはその表情を見落としていた、「それでは私どもは帳じりを合わせたわけ
です。私は貴方に心配をおかけし、危険な目に遭わせてしまいました。その代わり私は今
ご注進をしたわけです。大きなご注進を」と彼は自己満足してアントンの当惑した顔を見
ながら付け加えた。 ー 「貴方は銀行券の代わりにルイ金貨をお使いになりますか」と
彼は突然事務的調子で尋ねた、「貴方にルイ金貨をお渡しできます。代わりにドゥカーテ
ンか銀行券を頂けるなら」。
「知っているだろう、私は金融取引はしない」とアントンはぼんやりして答えた。 ー
「ひょっとしたら立派な商会宛にウィーンの手形を振り出せますか」。 ー 「私は手

形は振り出さない」とアントンは怒って言った。
「分かりました」とユダヤ人は言った、「照会は誰も損しません」、そして出て行こう

と向きを変えた。ドアの所で更に一瞬立ち止まった。「殿方達のために馬を連れて来て、
半日間殿方達を待っていなければならなかったゼーリヒマンに私は二グルデンの貨幣を渡
さなければならなかったのです。貴方のために大変の出費です。私にまた二グルデン与え
てくださらないですか」。
「勘弁してくれ」とアントンは叫んだ、意志に反して微笑していた、「今や貴殿は昔の

ティンケレスだ、駄目、シュマイエ、二グルデンは渡さない」。
「それではウィーン宛の手形の代わりに私からルイ金貨を受け取りませんか」。
「それも駄目だ」。
「さようなら」、とティンケレスは言った、「今度会うときは、仲良くしましょう」。彼

は取っ手を握った。「それで貴方が、ロートザッテルを零落させて、誰もがその上を歩け
る国道の草のように小さなものにするその男の名前を知りたいのであれば、ヒルシュ・エ
ーレンタールの簿記係を尋ねなさい。イッツィヒという名前です。ファイテル・イッツィ
ヒというのがその名前になります」。こう言って、ティンケレスはドアから急いで出た。
アントンは彼の後を追いかけた。しかし商人は彼の呼びかけに耳を貸さず、アントンが追
いつく前に、玄関から姿を消した。彼とはすぐに再会するという根拠のある見込みがあっ
たので、アントンは自分の部屋に戻った。この奇妙な聖人の告白にとても心奪われていた。
彼は自分が聞いたことを、早速男爵の息子に伝えなければならなかった。彼は自分につ

ぶやいた。自分の軍人の友の優しい気持ちを考えるとこれを知らせることは難しい、と。
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「しかしやむを得ない。今晩のうちにも彼を脇に呼ぼう。早めに行くか、出る際残るかだ」。

この立派な計画に対し運命は快適な実行の便宜を図ってくれなかった。アントンは早く
に若いロートザッテルの宿営に急いだが、その部屋はすでにかなりの軽騎兵少尉達が居合
わせていた。オイゲンはナイトガウンを着て、ソファーに座っていた。騎兵中隊が彼の周
りにいた。アントンのすぐ後ドクトルが入って来た。「どんな具合」とドクトルは病人に
近寄って尋ねた。
「十分元気です」とオイゲンは続けた、「貴方の毒薬はいらない」。
「若干の熱だな」どドクトルは続けた、「頭ががんがんし、等々だろう。ここは暑すぎ

る、窓を開けるよう提案する」。
「とんでもない、それは御免です、ドクトル」と一人の若者が叫んだ。二つの椅子から

一種のベンチを作っていた。「私は軍務のとき以外、隙間風は我慢ならない」。 ー 「閉
めておいてください」とオイゲンは叫んだ、「我々は類似療法[ホメオパチー]の徒です。
熱は熱で治します。何を飲もうか」。
「何らかのポンス酒が患者には相変わらず最良だろう」とドクトルは言った。
「パイナップルを取ってきてくれ、アントンよ。道具一式と共にすぐ近くにある」とオ

イゲンは頼んだ。。
「結構」とドクトルはアントンが果実を、若者が一籠のワインを持って入って来たとき

叫んだ。「大きな甘いやつだ。見事な見本だな。お許し願って、私がポンス酒を作ろう。
混ぜ具合は患者の状態に合わせなければならない」。彼はポケットに手を入れ、黒いセッ
トを取り出し、果実を剥くためにナイフを探した。
「とんでもない、何てことをするのです。貴方のセットでは駄目だ」と軽騎兵の将校達

一同が起き上がって叫んだ。ドクトルの頭めがけて、垣根からの射撃のように呪いが発せ
られた。
「諸君」とドクトルは、一斉の不機嫌もほとんど意に介さず、叫んだ。「貴方らの誰か

がナイフを持っているのかい。まず探すまでもない。誰も持っていないだろう。鏡とブラ
シの他は更に貴方らのポケットに見つかるものはない。それに一人でもポンス酒を作れる
かい。世慣れたハートの有る紳士が飲めるようなポンス酒を。飲み干すことはできても、
作ることは一切できんだろう」。
「私がやりましょう、ドクトル」と隅の方からボリングが言った。
「おや、フォン・ボリングさん、貴方もいらしたか」とお辞儀してドクトルは答えた。
ボリングはパイナップルを手から受け取って、丁重に医師の腕が届かないようにした。

「アントン、来てくれ」と彼は叫んだ、「ドクトルの怪物がそのメスで飲み物に近付きす
ぎないよう用心しな」。
アントンと中年の少尉が熱心に作っている間、ドクトルは二組のカルタをポケットから

取り出して、厳かにテーブルに置いた。
「カルタは仕舞って」とオイゲンは叫んだ、「今日は少なくとも罰当たりなことはしな

いで過ごそう」。
「そうは行かんだろう」とドクトルは嘲った、「貴方自身がそれに最初に手を出すだろ

う。私はただ左右に安定した比率の平静なホイストを考えているだけだ。敬虔な隠者のた
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めの遊びだ。しかし貴方がこのカルタで何を始めるか、段々明らかになろう。この明かり
の許に置いておく」。
「誘惑者の言うことは聞くなよ」と少尉の一人が笑いながら叫んだ。
「カルタを最初に触った者が、朝食代を罰として支払う」と別な者が叫んだ。
「飲み物ができたぞ」とボリングは言って、ポンス酒をテーブルに置いた。彼は注いだ。
「どうぞ、殺人ドクトル」と彼はドクトルに言った。
「生だな」とドクトルは決めつけた、「明日の夕方飲めるようになろう」。
殿方達が飲み物について論争している時、オイゲンは一組のカルタに手を出し、[機械

的に]二つの小山に分けて、それを並べて置いた。ドクトルは叫んだ、「待て、捕まえたぞ。
彼自身が罰金を支払う」。皆が笑ってテーブルに押し寄せた。「胴元、ドクトル」と将校
達は叫んだ。彼らはカルタを彼に投げた。素早く殿方達のポケットから別なカルタの組が
明るみに出て来て、ドクトルは紙と銀貨の一山をテーブルに置き、賭けが始まった。賭け
金は必ずしも高くはなく、賭博者達は勝ちや負けのたびに短い冗談が言われた。アントン
も一枚カルタを取って、注意も払わず賭けた。今日はただ苦労して会話に付いて行くのが
やっとで、無邪気にカルタを覗いている若いロートザッテルを心から気の毒に思って見て
いた。アントンは数ターラー得た。しかしオイゲンが際限もなく負け続けるのを見るのは
心地よいことではなかった。ドゥカーテンが次々と胴元の金庫へ飛んで行った。自分のホ
ストの負けの際、アントンは利害が全くないわけではなかったので、彼はそれに触れなか
った。しかしドクトル自身が、数ドゥカーテン再び受け取った後、患者に向かって言った。
「貴方は熱くなって来ている。熱があるぞ。もう勝負をやめるのが最も賢明であろう。フ
ァラオで負けたことのない熱病患者は見たことがないのだから」。
「ドクトル、貴方とは関係のないことです」とオイゲンは激しく答えて、再び賭けた。
「オイゲン、ついてないな」と気の良いボリングは叫んだ、「また無茶に繰り出してい

る」。
ゲームが終わると、ドクトルはカルタを受け取って、気分良くポケットに収めた。「胴

元ははなはだ儲けた」と彼は言った、「しかしやめることにする。十分だ」。
再び将校達の間で嵐が生じた。「私が胴元となろう」とオイゲンが叫んだ。「現金を貸

してくれ、ヴォールファルト」。
ドクトルは抵抗した。遂にはこう述べて折れた。「ひょっとしたら胴元として勝つかも

しれない。穴埋めする機会を奪ってはなるまい」。
アントンはポケットから幾つかの現金証を取り出して、黙ってオイゲンの前に差し出し

た。しかし彼自身はもはやゲームをしなかった。悲しげに彼は座っていて、ワインと熱と
で火照った顔の友、賭博者達のカルタを見入っている良き友を見つめていた。再びカルタ
配りが次々と行われ、オイゲンは自分の目の前のものをすべて失った。現金証は彼から飛
んで行き、一枚も彼の獲得となるものはなかった。びっくりして将校達は互いに見つめ合
った。「やめるよう私も提案する」とボリングは叫んだ、「別な折、君にリベンジの機会
を与えよう」。
「私は今日取り戻したい」とオイゲンは要求して、飛び上がり、ドアを閉めた。「誰も

出てはならない。ちゃんと賭けて、勝負だ。ここに金がある」。彼はマッチの束をテーブ
ルに投げた。「一本シャンパーニュターラー貨幣だ。明日私が払う。マッチは折り返され
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ると保証する、一ターラー以下はポイントにならない」。再びカルタがテーブルに配られ、
再びゲームが続いた。一方アントンはポンス酒のスプーンを押さえて、もはやグラスに注
がないことに決めた。オイゲンは負け続けた。マッチ棒は魔力によるもののように多方面
に散った。オイゲンは新たな束を取って来て、叫んだ。「別れの際、決算しよう」。ボリ
ングは立ち上がって、椅子で床を叩いた。
「部屋を去る者は、犬野郎だ」とオイゲンは命じた。
「君は阿呆だ」と相手が不機嫌に言った、「今日我々がしているように間近の戦友から

金を巻き上げるのは面白くない。ここで悪魔がゲームをしているのであれば、その加勢は
したくない」。彼はテーブルから離れた。アントンは彼に近寄った。両人とも黙って金が
一人の手から別の者の手へと投げ出される無茶苦茶を眺めていた。
「私も十分だ」とドクトルは言って、自分の手の中の厚い束のマッチを見せた。「珍し

い晩だ。カルタを知って以来、このようなことは経験ない。彼はパロリ[二倍賭け]をもは
や断ることができない」。
新たにオイゲンはマッチの乗っている脇のテーブルに飛んで行った。するとボリングが

包みの残りを握って、窓を開け、マッチを下の通りへ投げた。「悪魔のマッチ棒は下で長
靴を燃やす方がここで君の財布を燃やすよりもいい」。その後彼はカルタを地面に投げた。
「ゲームは終わりだ。君は先ほどレオポルト一世の哨所からの者のように高飛車であった。
私は今、同じことをするぞ」。
「そんな命令は御免だ」と苛立ってオイゲンは叫んだ。
ボリングはサーベルのベルトを締めて、手で柄を握った。「今日は従ってもらおう」と

彼は本気で言った、「明日連隊の前で君には注意するつもりだ。諸君、勘定をし給え。我
々は出るぞ」。
記録がテーブルに投げ出された。ドクトルが数えた。
オイゲンは陰気に写字板をポケットから取り出し、個々人に自分の借金を記した。楽し

くはなく、短い挨拶の後、一行は別れた。「およそ八百ターラーだ」とドクトルは途中で
言った。ボリングは両肩をすくめた。「彼は金を用意できるといいが。しかし貴方は今日
マーク表をポケットに収めていて欲しかった。この話しが漏れると、ロートザッテルは嬉
しくないだろう。我々は皆この出来事については黙っていることにしよう。貴方も、ヴォ
ールファルトさん、そうお願いする」。
アントンは激しく動揺して家に帰った。夕方ずっと彼は炭火の上に座っている気分であ

って、心の中で浪費家に対し厳しい非難を向けていた。彼は自分が彼に金を貸したことを
自分に非難した。しかし、彼の願望に応えずにいたら、どれほど不適切であったかとも感
じた。
彼が翌朝オイゲンを訪問しようと思っているとき、ドアが開いてオイゲン自身が部屋に

入って来た。不機嫌で、打ちのめされていて、自信なげであった。「昨日はとんだ災難だ
った」と彼は叫んだ、「私は厄介な窮地だ。今日八百ターラー用意しなければならない。
しかしこの災難の巣窟には頼りになる者が、貴方の他にはいない。アントン、頼む、金を
貸してくれ」。
「私でも簡単ではありませんよ、フォン・ロートザッテルさん」とアントンは真面目に

応えた、「取るに足りぬ額ではありません。それに私がここで自由に使える金は、私の所
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有物ではありません」。
「貴方はきっと何とかできるだろう」とオイゲンは説得して続けた、「貴方が私を窮地

から救ってくれないと、私は全く途方にくれてしまう。上司は頭が固いし、この話しには
素早く決着を付けないと、私はやばい」。彼は狼狽してアントンの手を取って、不安げに
握りしめた。
アントンはレノーレの兄である者の困惑した顔を見た。そして心の中で制して答えた。

「私は自分のものである些少の額を私どもの店の金庫に有していますし、こちらから私ど
もの店に送る金があります。私が出納係に私の金を指示して、貴方が入用の額を用立てる
ことは可能でしょう」。
「貴方は私の救世主だ」とオイゲンは安堵して叫んだ。「遅くとも四週間したら、貴方

に八百ターラーお返ししよう」と彼は付け加えた。金の見込みがついて、最善を尽くす気
になっていた。
アントンは書き物机に行って、少尉に金額を数えた。それは彼が自分の遺産分としてま

だ保有していた額の大部分であった。
オイゲンがその証書を現金に感謝して収めたとき、アントンは始めた。「今貴方に、フ

ォン・ロートザッテルさん、昨晩夕方ずっと気になっていたことを話したいと思います。
貴方が知らなければならないこと、しかし他人が口だしする権限はほとんどないことにつ
いて、話すからといって、私のことを厚かましいと思わないで頂きたいのです」。
「私にご立派な忠告をするつもりなら、今この時はまずいぞ」と少尉は陰鬱に答えた、

「いずれにせよ、自分は愚かな烏滸をしたと承知しているし、私の父上の叱責を覚悟して
いる。父親からちょうだいしなければならないことを、第三者から聞きたくはない」。
「貴方は私の思いやりを察しておられません、フォン・ロートザッテルさん」とアント

ンは将校の怒りに気分を害して率直に叫んだ、「私は昨日勿論余り確かでない筋からこう
聞いたのです。貴方の父上殿が貪欲な投機師達の策謀によって紛糾に巻き込まれているか、
あるいは巻き込まれる筈で、その紛糾は財産を失いかねないものだ、と。父上に対して策
略を練っている危険な人間の名前も私に伝えられました」。
少尉は驚いてアントンの真面目な顔を見ていて、そしてようやく言った、「何だと、び

っくりさせてくれるな。あり得ない。父は自分の状況が芳しくないとは、そんなことは一
度も私に語ったことはない」。
「ひょっとしたら父上ご自身、ご自身の貸付金を自分達の目的のために利用しようと思

っている人間どもの策略や酷薄さをご存じないのかもしれません」。
「フォン・ロートザッテル男爵は、誰かに利用されるような男ではない」と誇り高く応

じた。
「私もそうは思う」と率直にアントンは受け入れた、「しかし考えてみて欲しいのです。
男爵殿の最近の大きな企画は、幾重にも、抜け目のない、余り慎重でない商人達との接触
をもたらしています。私に忠告を伝えてくれた者は、明らかに良かれと思って忠告したの
です。彼はある目論見を語っていました。それは案ずるに、下々の商人達のかなりの数の
者達に共有されている目論見で、貴方の父上殿は、かなりの額を失うという深刻な危機に
あるというものです。私と一緒にその男の許に出掛けるようお願いします。ひょっとした
ら彼からもっと詳しく情報を得られるかもしれません。貴方が昨日私の許で見かけられた
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あの商人です」。
少尉は打ちのめされて宙を見つめていた。彼は一言も言わずに、軍帽を被った。そして

両人はティンケレスの住んでいる宿へ急いだ。
「貴方自身が彼のことを尋ねるのが最も良いでしょう」とアントンは途中で言った。将

校は宿に入り、下僕とそれに亭主、すべての出会った宿の人々に尋ねた。シュマイエは昨
日の正午、旅立っていた。彼らは宿から町の司令部へ急いで、多くの問い合わせの後、ト
ルコ国境へのティンケレスのパスポートが査証されていることが分かった。かくてこの押
しの強い男は突然姿を消していた。そしてこの旅立ちでこの警告は両人にとって更に重み
を増すことになった。二人が彼の告白について長く話せば話すほど、一層少尉は興奮して
来た。そして一層少尉はどうして良いか分からなくなった。ようやく嘆きで大きく動揺し
て、彼は発した。「私の父親はひょっとしたら今金に困っているかもしれない。どうして
私は自分の借金を話せよう。忌々しい出来事だ。ヴォールファルト、貴方は誠実な男だ。
この姿を消したユダヤ人からの情報をすでに頭の中に有しながら、私に金を貸したのだか
らな。今や更にもっと体裁良く振る舞って、金額をもっと長期に貸してくれるかい」。
｢貴方自身が返したいご気分になる時まで待ちましょう」。
「それは体裁が良い」と少尉は叫んだ、「それにもう一つ。貴方自身が私の父親宛に書

いて欲しい。奇天烈な人間が貴方に語ったことは、貴方が最も良く承知している。そのよ
うなことを私が父親に伝えるのは、厄介だ」。
「しかし父上殿は他人の介入を厚かましいと正当に思われることでしょう」とアントン

は答えた。レノーレの父親と文通するという展開に気後れしていた。
「私の父は貴方を存じている」とオイゲンは説得して言った、「すでに私の妹が貴方に

ついて私に語ったのを覚えている。私から頼まれたとただ書けばいい。貴方が引き受けて
くれたら、実際その方が良い」。アントンは同意した。彼は早速取りかかって、男爵にか
の商人の警告を報告した。
かくて彼は異郷にいて、男爵の家族と新たな関係に入った。彼とロートザッテル家にと

って厄災に満ちた関係になる定めのものであった。

4.

自分自身の土地の広大な表面を歩いて行く足は幸せである。緑なす自然の力を分別ある
意志に従わせる術を心得ている頭は幸せである。人間を強力に、健康に、善良にするもの
すべて、これは農夫に付与されて来た。農夫の生涯は絶えざる戦いであり、終わりのない
勝利である。純然たる神の欲望は、農夫の体の筋肉を鍛え、自然の太古からの秩序は、農
夫の思考をも秩序ある走行に強いる。農夫は持続性、躾け、習俗というもの、つまり一民
族の最初の徳目を遵守すべき司祭である。有益な活動の他の種類は古びるとしても、農夫
の活動は地上の生活同様永遠である。他の仕事が人間を狭い壁の中に、大地の奥深くや、
船の厚い板の間に、閉じ込めるとき、農夫の視線はただ二つの境、つまり上の青い空と下
の固い地盤を有するのみである。農夫には創造という至高の喜びがある。というのは自分
の命令が自然に要求するもの、植物と動物、これが自分の手の下で独自の喜ばしい生命に
生長するからである。都会人にとっても、緑の苗床、畑の黄金の穀物、野原の牛、ギャロ
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ップする若駒、森の緑、野原の香り、これらは心を爽やかにするものである。しかしこう
自覚して自分の沃野を進む男の快適さはもっと力強く、もっと誇りがあり、もっと高貴で
ある、即ち、この一切は私のものであり、私の力がこれを創ったのであり、私への祝福と
なっている、と。というのは農夫は自然が自分に展開してくれる像を苦労のない享受の中
で眺めているのではないからである。視線のそれぞれに一つの願望が、印象のそれぞれに
一つの企画が結び付いており、それぞれの事物が彼にとって一つの目的を有している。と
いうのは一切のもの、実り豊かな田畑、動物、人間、これらは農夫の意志、命令者たる者
の意志の下、新しいものを作る定めになっているからである。日々の労働は農夫の享受で
ある。この享受の中で彼の力は育つ。 ー このように自らが自らの荘園の勤勉な亭主で
ある男は暮らしている。
何世代にもわたって粗野な自然の気まぐれに対して強力な戦いを遂行して来たある土地

の領主は三倍幸せである。犂先は深く浄化された土壌の中に食い込み、注文の多い栽培食
物はその葉を華美に豊かに広げて、茎には大きな散形花序や実り豊かな莢が広がり、下の
大地では力強く太い塊茎植物が丸まって行く。すると耕作地に技術的産業が定住する時代
がやって来る。すると機械の冒険的な形姿が農園に進んで来て、不気味な銅のボイラーが
花で飾られて向かって来る。百もの歯の巨大な車輪が従順に円を描いて、長い管が新しく
建てられた部屋で絡み合って、機械的関節が休みなく昼夜働く。高貴な産業。これは土壌
の力から花咲き、再びこの力を拡大させる。荘園の自らの大地が工場のその果実を豊かに
恵むところでは、野外で太古からの犂先が働き、壁の中の家では新しい蒸気ボイラーが同
志として協同し、自分達の領主をより豊かにし、より堂々たる者、より賢明な者とする。
彼が単に古い穀物を育て、動物の緑の餌と丸い塊茎食物を育てる限り、次の週の市での値
段がひょっとしたらこの余所の世界で自分に最も関心があったであろうものかもしれな
い。そして村の百姓が自分に対して高飛車に出たら、これがひょっとしたら最大の怒りと
なったかもしれない。そして締めくくりの誇りと共に、彼は自らの限定された圏内から遠
方の青空を見るように、大都会の忙しい営みを、つまり新しい時代と共に創造された複雑
な諸状況を覗いていたことであろう。今や彼は自ら近代生活の歯車の最中に立っている。
しかし彼は多くの他人の活動について判断を得ている。自分の田畑の外部での人間精神の
多くの潮流を観察している。人生の多くの法律を、人間達の多くの考えを彼は知るように
なり、人間の価値について別の尺度を得ている。今や市場の混雑、学者の書斎を自分のた
めにも必要とするのである。彼は他の職業の人々とも自分の縁の糸を結び、他人は彼に手
を差し伸べ、自分達の利点と彼の利点を結びつけることに喜びを見いだす。彼の関心を引
くサークルはますます大きくなり、他人から得る影響はますます強力になって行く。
田舎の日雇いの隣に勤勉な人々の新たな世代が耕作地にその小屋を建てて行く。知識や

教養のすべての段階の人々である。すべての人々に彼は公正に振る舞い、すべての人々に
彼は救済となり得る。するとその地方の力が強力に増大して行く。土壌の価値は年々上昇
し、より大きな生業への誘発力が頑健な百姓をも旧来な軌道から追い出して行く。劣等な
野原の道は国道となり、沼地の溝は運河となる。穀物畑の間を貨物馬車が列をなして進ん
で行く。荒れ地に新しい住まいの赤い屋根が隆起する。以前は単に週に二日革のバッグを、
田畑の中、運んでいた郵便配達人が今や毎日現れる。彼のランドセルは手紙や新聞で重い。
そして新しい家に立ち寄って、夫と一緒に遠方から越して来た若い妻に、故郷からの頼り
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を届けると、喜んだ妻がドアの所で差し出す一杯の牛乳を感謝して受け取って、彼女に素
早くこう語る。以前は新しい村から隣村まで長いこと暑い太陽の中、歩むものであった、
と。すると欲望も、つまりすべての進歩の子供っぽい基盤も目覚める。仕立屋の針は大い
に新しい素材を縫うようになり、百姓の家々の間に小さな商人が小売りの店を開ける。商
人はショーウインドウにレモンを、美しい包装の煙草を、銀色のラベルの魅力的な瓶を置
く。そして村の学校教師達は子供の数の多さをこぼす。二番目の学校が建造され、高学年
のクラスが設置される。教師は自分の居間の戸棚に最初の貸し文庫を置き、町の書籍商が
新しい本を販売のために教師に渡す。 ー かくて強力な農夫の人生は周囲、国全体の恵
みとなる。
しかし自分の足許の土壌が見知らぬ諸力に堕ちて行く農夫は何と嘆かわしいことか。他

の人々が彼に対して要求する諸注文に自分の仕事がもはや応じられないとき、彼は破綻し
ている。自然の諸霊は祝福を、ただ自分達に自由に確実に対処する者にのみ恵む。弱さや
性急さ、中途半端な勇気が予感されるときには、諸霊は怒る。どんな仕事ももはや救済と
ならない。油菜畑の黄色の花や亜麻の青い花は実らずに干涸らびて、穀物には銹病や黒穂
病が襲い、ジャガイモの小さな根は致命的な腐敗熱にやられてしまう。これらは皆、長い
こと大事にされて来ていて、ぞんざいな扱いには辛辣な罰をくだす。すると領主にとって
畑を毎日歩くことは毎日の呪詛となる。ライ麦から雲雀が上がると、穀物はすでに発育中
に売却されていたと思わざるを得ないし、一連の牛がクローバーを小屋に運ぶとき、牛乳
や肉の代金はすでに余所の債権者から請求されていると承知している。そして食欲盛んな
動物どもの反芻によって来年自分の耕作地に生ずるであろう収穫がまだ自分にも利益とし
て残るか疑念を抱かざるを得ない。そうなると自分の農業や畑は容易に面倒なものとなり、
自分の沃野の向こう側で煩わしい考えから逃避するようになる。そしてこの逃亡で自分の
没落を早める。ひょっとしたらまだ彼を救うかもしれないもの、つまり仕事への完全な没
頭、これが耐えがたいものとなる。
そして早まって無分別な欲望で蒸気機関の黒い技術を自分の土壌へ導入し、そこに存在

しない諸力をその土壌から得ようとする者には、三倍の厄災がある。彼は死すべきものに
必定の最も過酷な呪詛を受ける。彼のみがより弱くなるのではない。彼が自分の人生の奉
仕へと結び付けた多くの他の人々も不幸にする。彼が浅はかに自分の圏内に置いた歯車の
揺れで、農園の中でまだ無事であったものが引き裂かれる。土壌の力は実りのない誘惑の
中で憔悴し、自分の引き牛馬は重い工場の運送で疲弊し、彼の正直な農業労働者達は汚れ
た腹ぺこのプロレタリアートに変貌する。以前は平静な従順さが少なくとも必須なものを
成し遂げたというのに、今や口論や反抗、欺瞞がはびこっている。彼自身が煩わしい仕事
の渦に巻き込まれ、荒れ狂う波のように、絶望的な戦いの中、様々な要求が彼に迫って来
る。そして実りのない闘いに疲れて、下の深淵へ沈んで行く。
以前しばしば男爵の荘園では苗床は近隣よりも立派に育っていた。彼の家畜は逞しいも

のとして地方一帯で知られていた。他の者達を嘆かせる不作の年でも、彼の場合比較的害
は少なかった。今やこうしたことすべてが邪悪な魔法で変わってしまった。牛の群れには
ペストのような病気が発生した。穀物は実らず伸びたままで、納屋で穀物の束が打穀され
るとき、盛り上げられるシェッフェルの量はわずかであった。いつでも収穫は見積もりよ
りも少なかった。別な時であれば、彼は冷静に耐えていただろう。しかし今は気に障った。
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農場経営は厭わしくなった。彼はそれをすべて行政官に任せた。彼の希望はすべて今や工
場に向けられた。彼が農園に出向くとき、それは単に、蕪を見るためであった。その栽培
に彼は昨年荘園の最良の力を注ぎ込んだのであった。
公園の木々の背後に新しい工場の建物がそびえていた。仕事中の人々の多くの叫び声が

新しい建物の周りで飛び交っていた。最初の蕪の収穫が運び込まれ、加工のために盛られ
ていた。翌日から工場で規則的に仕事が始まる予定であった。今でもまだ銅板金職人がそ
の中でハンマーを叩いており、大きなプレス[圧搾機]の許で機械工が働いていた。そして
熱心な女達が鉋屑やモルタル破片の籠を壁から運び出し、自分達が引き続き下働きをする
ことになる箇所に雑巾をかけて綺麗にしていた。男爵は家の前に立っていた。彼は苛立っ
てハンマーの音を聞いていた。これまでかくも長く工場の完成を遅らせていたものであっ
た。明日から自分にとって新しい時が始まる。彼は今や自分の宝の家の小さな門に立って
いた。今や昔からの憂いを遠く背後に投げ棄てられる。来年以降借りた金を返すことにな
る、それから金を貯めるのだ。そのようなことを考えている間に、彼は自分の疲れ切った
馬どもや、老行政官の憂いに満ちた顔を眺め、ある定かならぬ不安が醜い昆虫のように彼
の思念の落ち着かない揺れる葉の上に忍び寄って来た。彼はすべてをこの仕事に賭けて来
た。彼は自分の荘園をとても高額に抵当権で追い詰めていたので、この瞬間まだ荘園の幾
らが自分のものなのか、自問するほどであった。 ー すべては農作物の過酷な果汁で、
自分の家柄の紋章をより高く掲げるためであった。用心召されよ、男爵。汝が白い水晶を
鍛えて、宝石のように響くようにしても、それらの水晶は風雪に耐えられないし、雨で流
れ散るし、空中に舞い飛ぶ。そして汝がその上に築いたものは、瓦礫となって崩れるのだ。
男爵自身ここ数年で別人になってしまった。額に皺ができて、口の周りには二つの不機

嫌の皺があり、こめかみの鬢は白い。これは資本、家族、荘園の将来に関する永遠の憂い
の最初の結果であった。彼の声は、かつては力強く胸から響いていたのであるが、鋭く、
かすれたものとなった。彼の物腰には怒った性急さが見られた。男爵は近年、重い憂慮を
有して来た。大きな建築の際、金の欠如と呼ばれるもの、この惨めさを彼は徹底的に知ら
された。エーレンタールは今や宮殿への規則的訪問者となった。彼の馬どもは毎週男爵の
秣用格子の立派な干し草をむしり取っていたし、毎週彼は自分の財布を取り出し、勘定す
るか、現金証を数えた。彼の手は最初は恭しく財布を探っていたが、遅れがちになった。
そしてただゆっくりとひらひら舞う紙片が彼の指から離れて行った。彼の下げられていた
首は強張り、彼の卑屈な微笑は無愛想な挨拶に変わった。彼は今や吟味する眼差しで、農
園の中庭を歩いた。そして熱い賛辞の代わりに幾多の非難が彼の口から漏れた。へりくだ
った代理人は要求がましい債権者へと育った。そして男爵は不愉快を絶えず募らせながら、
もはや欠かすことのできないこの男に耐えた。しかしエーレンタール一人だけではなかっ
た。他の見知らぬ人物が荘園主の仕事部屋をノックし、彼と二人っきりで交渉した。荒っ
ぽいピンクスの肩幅の広い姿が三ヵ月ごとに村の旅館から宮殿へと歩いて来た。彼の重た
い足が階段に踏み込んで来るたびに、彼の後では家の中に不快感が残った。
毎週エーレンタールは荘園に現れていた。今や最も難しい時が来ていた。誰の目もこの

商人を目撃しなかった。彼は旅立ったと町では噂されていた。そして落ち着かずに男爵は
馬車の物音のたびに、この馬車には遅参の者、憎い者、欠かすわけに行かない者[エーレ
ンタール]が乗っていないか耳を澄ました。
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レノーレが父親に近寄って来た。豊満な背丈の高い形姿の成熟した美人となっていた。
彼女も人生の厳しさに触れて来たことは、男爵に投げかける思案げな目と心配した眼差し
が語っていた。「配達人が郵便を持って来ました」と彼女は言って、手紙と新聞の包みを
渡した。「きっとまたオイゲンからの手紙はないのでしょうね」。
「彼は今手紙を書くことより他の仕事があるのだろう」と父親は答えた。しかし彼自身、
熱心に息子の筆跡を探していた。そのとき彼は他人の筆跡の手紙を見つけた。オイゲンが
駐留している町の郵便スタンプであった。それはアントンの手紙であった。彼は素早く開
けた。彼は丁寧な言葉遣いに好意の意見を認め、イッツィヒの名前を読んだとき、急いで
手紙を胸ポケットに隠した。今や何度も自分の心を締め付けていた内密の不安に、彼は再
び襲われた。そしてすぐその後、自分の困惑が異郷での談話の対象となっていることへの
不愉快な思いが続いた。定かならぬ警告は、彼が最も必要としないものであった。それは
ただ彼の体面を傷つけるだけであった。長いこと彼は陰鬱に黙って娘の横に立っていた。
しかし手紙はオイゲンについての便りを含んでいたので、彼はようやく強いて話した。「ヴ
ォールファルト氏とかいう人からの手紙だ。今国境の向こう側で商人として旅していて、
オイゲンと知り合ったそうだ」。
｢彼なの｣とレノーレは叫んだ。
「彼はきちんとした男になったと見えるな」と男爵は自制して続けた、「彼は熱くオイ

ゲンについて語っている」。
「その通りよ」とレノーレは喜んで叫んだ、「良心的で安心できること、これをあの人

と付き合うと教わることになるわ。何という偶然でしょう。妹も兄も。何と書いて来たの、
父上」。
「商売のことだ。多分良かれと思っての意見なのだろうが、しかし根本の役には立ちそ

うにない。阿呆な少年どもが第三者からの噂話を聞いて、私の案件のことで、無用な心配
をしている」。こう言った後で、彼はまた重い足取りで工場の方へ歩いて行った。
不安になってレノーレは彼の後を付いて行った。ようやく彼は新聞を広げて、頁をぞん

ざいにめくって、その後その視線を裁判所の告示に向けた。ゆっくりと彼の両頬に濃い赤
みが上り、新聞は大地に落ちた。彼は片手である馬車をつかみ、それで頭を支えた。びっ
くりしてレノーレは新聞を拾い上げて、ポーランドの領地の名前を見た。その領地に父親
は大きな資本を投じていたと彼女は知っていた。破産によるその領地の競売の期日が告知
されていた。
男爵は稲妻に当たったようにその知らせを知った。自分自身の荘園に負債を掛けていた

とき、外国の土地に有している金額は、自分の安定の最後の基盤として映じていた。しば
しば彼は考えていた、異郷の他人に自分の金を任せて、自国でまた別人に余りに高利で支
払うのは馬鹿げていないか、と。いつもこのまとまった資本をも自分の企画に投資するこ
とには抵抗を感じていた。彼はそれを自分の妻の寡婦禄として、娘への相続分として考え
ていた。今やこの金額も危険なものとなった。最後の安全も消えてしまった。彼の周りの
すべてがぐらついた。エーレンタールは彼を騙していたのだ。彼はポーランドの伯爵の全
権委員と文通をしていた。彼はこの前の期限の時も、まだ利子を完全に自分に対し算定し
ていた。間違いない。エーレンタールはポーランドの荘園の劣等な状況を把握していて、
それを彼に隠していたのだ。
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「父上」と彼を馬車から起こしながら、レノーレは叫んだ、「しっかりして。エーレン
タールと話してください。あなたの弁護士の許へ出掛けてください、この災難にも何とか
しなくては」。
「その通りだ、おまえ」と男爵はうつろな声で言った、「災難はまだそれほど大きなも

のではないということはあり得る。馬車の用意をさせなさい。私は町へ行こうと思う。読
んだことはお母さんには黙っていなさい。それで親愛なるレノーレ、一緒に付いて来てお
くれ」。
馬車が寄って来たとき、男爵はまだ同じ所、ニュースが心を直撃した所に立っていた。

黙って彼は、走行の間、片隅に気落ちして座っていた。
町では彼は娘をまだ手放していなかった宿営所に連れて行った。知人や妻に財産がしぼ

んで行くかのような疑念を抱かれないためであった。彼自身はエーレンタールの許へ行っ
た。怒って彼は帳場へ行き、商人に荒っぽい挨拶の後、新聞を差し出した。エーレンター
ルはゆっくりと起き上がって、頭で頷きながら、言った。「存じています。レーヴェンベ
ルクがそのことで私に手紙をくれました」。
「貴方は私を騙したな、エーレンタール殿」と男爵は叫んだ、努めて姿勢を保とうとし

ていた。
「何でですか」と肩をすくめながら商人は答えた、「何で貴方に隠しましょう。新聞が

伝えるに決まっていることを。これはどの荘園でも、どの抵当権でも起こりえることです。
何の災難がありましょう」。
「領地の状況は劣等なままだ。貴方はそのことを長く把握していたろう」と男爵は叫ん

だ、「貴方は私を欺いたのだ」。
「何の詐欺を仰有っているのです」とエーレンタールは怒って叫んだ。「他人に聞かれ

ないようご用心ください。私は貴方の許に私の金を預けているのです。何故貴方を零落さ
せ、貴方の困惑を広げようと画策しましょうか。私自身ここで貴方に深く関与しているの
です」、そう言って彼は人間の場合心臓が通常存在する箇所を示した、「あの工場が私の
金を十分に食らうであろうと、次々に千ターラーを食らい、尻の開いた動物のように食ら
うであろうと承知していたら、私は熟慮して、貴方には一ターラーたりとも支払わなかっ
たことでしょう。私は私の金で一群れの象を飼ってみたいと思いますが、二度と工場は御
免です。それでどうして貴方は私が貴方を欺いたと仰有るのです」と彼はますます熱くな
って続けた。
「貴方は破産のことは把握していたのだ」と男爵は叫んだ、「そして私には伯爵の状況

は秘密にしていた」。
「貴方に抵当権を売ったのは私でしたかな」と怒ったエーレンタールは尋ねた、「私は

半年ごとに毎年、利子を払って来ました。それが私の不正ですと。私はその上更に多くの
金を払ったのです。それが私の欺瞞ですと」。 ー 彼は宥めて、続けた、「この件を冷
静にご判断ください、男爵様。別な債権者が領地の売却を申し立てて、裁判の者達がそれ
を我々に告示しなかったとします。あるいはその告示を間違った方面に送ったとします。
どうなりましょうか。貴方は今や強制競売の後、貴方の資本が支払われることになります。
そうなると貴方の荘園に対する債権者達に支払いができるわけです。この領地では大きな
荘園が幾つもあると聞いています。貴方の資本のことで案ずることは何もありません」。
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このいかがわしい希望を聞かされて男爵は去らなければならなかった。打ちのめされて、
彼は馬車に乗った。彼は御者に言った、「法律顧問官ホルンの許へ」、しかし道の途中で
彼はその命令を撤回して、自分の宿営所に戻って来た。彼と昔からの法律家の友の間に隙
間風が入っていた。彼はこの友に自分の止むことのない困惑を伝えることをためらった。
この友の好意的警告で傷つけられていたために、今までしばしば他の法律家の助言を仰い
でいたのであった。

イッツィヒは男爵の馬の頭を路上で見かけると、思いやって帳場から逃げていた。今や
再び頭を中へ入れて来た。「どんな風でした」と彼はエーレンタールに尋ねた。
「どんな風だったと言われてもな」とエーレンタールは嫌そうに答えた、「多くの小骨

のある魚のようだった。空中で頭を振り回していた。私は怒りが募って来た。私はこの荘
園に金を注ぎ込んで来た。荘園のことでは心配だ、頭の髪の数ほどの心配だ。貴方の助言
に従ったからな」。
「貴方が、ある騎士領が川の魚のように流れて来ている、自分はただ手を差し出して、

つかめば済むとお考えならば、それはいかがなものでしょう」と意地悪くファイテルは答
えた。
「私に工場は要らない」とエーレンタールか叫んだ、「荘園は煙突がなかった方が私に

は二倍の価値があった」。
「それならば煉瓦をお売りなさい、煙突をまず所有されてから」とファイテルは皮肉に

答えた、「私は明日私の地方からの知人の訪問があります。このことを更に貴方にお伝え
致します。明日は貴方の帳場に来られません」。
「貴方は過ぐる年、よく自分の商売をやっていた」とエーレンタールは粗暴に答えた、

「貴方がもっと長く私の帳場から去っても、何も私は構わない」。
「貴方は何と仰有っているかご承知ですか」とファイテルは激した、「貴方は、イッツ

ィヒよ、私はもはやおまえに用はない、去ってよろしいと仰有っています。しかし私は自
分の都合が良いときに、出て行きます。貴方の都合が良いときにではありません」。
「図々しい人間だな」とエーレンタールは叫んだ、「そのような語り方は貴方に禁ずる。
貴方は誰だい、若造のイッツィヒ」。
「私は貴方の仕事全部を承知している人間です。私はその気になれば、貴方を破滅させ

ることのできる人間で、貴方自身よりももっと良く貴方を大事にしている人間です。です
から私が明後日帳場に来たら、お早う、イッツィヒと私に言って頂きます。お分かりでし
ょうな、エーレンタール殿」。彼は縁なし帽をつかんで、通りに急いだ。そこでエーレン
タールに対して抑えていた怒りが明るい炎となって爆発した。彼は激して両手を振って、
脅しの言葉をつぶやいた。同じことをエーレンタールも帳場でした。

男爵は自分の娘の許に馬車で戻った。彼は打ちひしがれて、ソファーに座った。レノー
レの愛情に満ちた言葉は聞かれずに彼の耳元を通り過ぎた。彼が有するものは、まだ彼を
町に引き留めていたもので、男爵夫人に悲しい知らせを伝えるという恐れだけであった。
彼は生ずるであろうこの損失を避けるにはどうしたらいいか思案して、そしてこの出来事
がもたらすに違いない結果の真っ黒な色彩を思い描いていた。一方レノーレは黙って窓際
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に座って、路上の混雑を見下ろしていた。通り過ぎて行く貨物馬車であったり、歩道を歩
いて行く仕事中の人々の流れであったりした。絶え間ない稼ぎと享楽を求めての流れであ
った。そしてレノーレがこう自問しているとき、つまり通り過ぎて行くこれらのすべての
人々の中に一人でも過ぐる年月、自分の若い胸に去来した秘かな苦悶、恐怖、無益さを感
じた者があろうかと自問しているとき、時折下の方で一人、立派な家の鏡のような窓に見
入って、それから彼の目は賛嘆して美しい少女に留まるのであった。そしてひょっとした
ら彼はこの高貴な女性の幸せを羨んだかもしれない。稼ぎを求めて苦労しなければならな
い人々を上の方から平静に見下ろしているこの高貴な女性の幸せを。
かくて路上は暗くなった。ランタンの明かりは部屋の中に鈍い照明を投げかけていた。

レノーレは部屋の壁を動く影や光の帯を見ていた。そして闇が増すと共に、彼女の胸の中
の不安も増大した。しかし家の玄関の前で二人の男が熱心な会話を行っていて、そのうち
の一人が家に入り、呼び鈴が引かれ、重たい足取りが控えの間で響いた。従者が入って来
て、ピンクス氏を告げた。名前を聞いて男爵は飛び上がった。明かりを要求して、隣室へ
急いだ。
宿の亭主は男爵の許に近寄り、何度か自分の大きな頭を下げて、しかし急いで話そうと

はしなかった。男爵はテーブルの甲板に手を支えて、すべてを聞く用意のある者のように
していた。「こんなに遅く何の用だ」。
「男爵様は明日が一万ターラーの手形の期限とご承知でしょう」。
「延期して、貴方の十パーセント計算に入れるのを待てないのか」と男爵は軽視して尋

ねた、「明日その算数計算に取りかかろうと思うのだ」。
「計算をするのはよろしくないと」とピンクスは答えた、「そう主張しているのではあ

りません。私が参りましたのは、貴方に告げるためです。突然金が必要な状況に私は陥っ
たのです、と。明日一万ターラーお願いすることになりましょう」。
男爵は一歩退いた。これは二番目の直撃であった。この直撃は彼の生命に利いた。彼は

自分を砕くものがまだ何か来るであろうと予感していた。今や、彼は自分が発し得る言葉
の一切が無益であるとよく分かった。彼はかすれた声でこう始めたとき、彼の顔は空ろな
黄色となっていた。「我々が互いに話し合った後、どうしてこんな要求ができるのだ。貴
方は何度も誓ったではないか。この手形の形式は単に意味のない体裁にすぎない、と」。
「今日までは体裁でした」とピンクスは言った、「今では一つの強制となっています。

私は明日借金のある男に一万ターラー払わなければならないのです」。
「それではその男と話してくれ」と男爵は言った、「貴方に譲歩する用意はある。しか

し今は支払えない」。
「男爵殿、残念ですが、こう言わざるを得ません、貴方に対して手形法に従って粛々と

進める、と」。
男爵は黙って、そっぽを向いた。
「明日はいつまた金を受け取りに伺ったらよろしいですか」とピンクスは尋ねた。
「同じ時刻だ」と老人の声のように空ろに響く声が答えた。新たに頭で頷いて、ピンク

スは去った。男爵は自分の部屋によろめいて戻った。彼の頭はソファーの背もたれに沈ん
だ。凝然として彼は、今や生ずるに違いないことを考えた。レノーレは彼の側に跪いて、
彼の頭を抱き、それを自分の肩に置いて、ごく優しく名前を呼び、また話すよう懇願した。



- 252 -

彼は何も聞いていず、何も見ていなかった。彼の中でハンマーのようにますます激しく、
ますます早く動悸がした。彼が吹き込んだ多彩なガラスの空ろな形成物がはじけて、破片
となった。彼は今や恐るべき真実を予感した。彼は破産した男なのだ。
かくて彼は夕方遅くまで座っていて、娘がようやく、一口ワインを飲んで、帰ることを

考えるよう仕向けた。「そうだ、ここを出よう」と彼はようやく叫んだ、「野外へ出よう」。
彼らは出発した。国道の木々が彼の側を飛び過ぎて、新鮮な空気が彼の顔に当たると、再
び彼の魂に生気が戻った。今晩と次の一日はすべて自分のものだ。この時間に救いが見つ
かるに違いない。これは自分が感ずる最初の困惑ではない。そして彼はこれが最後の困惑
ではなかろうとまで今や希望した。元来は七千ターラーと数百ターラーの手形の借用で始
まっていた。今日この金を取り上げに来た商売人は、数年前彼の許にやって来て、彼にそ
の金を差し出し、いや強く要請したものだった。最初はごく低い利子であった。運の良い
起業家という確たる度胸を抱いて、彼はその金を受け取っていた。数週間そのままほって
置かれた。それから彼はそれに手を掛けた。一歩一歩と債権者はその要求を上げて行き、
遂には単一手形となり、法外な利子率に至った。今やこの悪漢が歯向かって来た。彼は船
の差し迫った沈没に気付いて、自ら逃げだそうとしている鼠なのだろうか。男爵は笑い声
を上げて、レノーレはぞっとした。 ー しかし自分は無抵抗のままペテン師の手に落ち
る男ではない、自分は今夜と次の一日のうちに救いがもたらされるに違いないと承知して
いる。エーレンタールは自分を放置する筈がない。
彼は自制する必要性を感じた。彼は自分を取り戻して、娘とまた取るに足りない事柄に

ついて話すことにした。「今圧迫して来ているのは、不都合な仕事だ」と彼は言った、「私
はこの頃私宛になされる多くの諸要求で肉体的にも疲れてしまった。いいかい、これは過
ぎて行く。どのような起業家にもこのような時が来る。工場がまず軌道に乗ったら、面倒
は消えてしまう」。
二人が家に着いたとき、夜となっていた。男爵は自分の部屋に急いだ。彼はベッドに就

いた。しかし彼はこれは単に自分の従者に演じて見せた芝居であると分かっていた。これ
はまた眠りが自分の頭に触れようともせぬ筈の夜であった。村の教会の塔が時を次々に告
げた。男爵はすべての鳴る鐘を数えた。時間ごとに彼の血は激しくなって、血管を脈打っ
た。彼の不安はより一層熱くなった。救いはどこにあるか。エーレンタールの他に救いは
ない。明日懇願者としてこの男の前に歩み寄る様への嫌悪感はいずれも、自分の額から流
れ出る熱病患者の汗と共に消え去った。そのように寝ていて、彼は両手を揉んだ。夜の静
かな子供である微睡みが彼の臥所に忍び寄って来たときも、相変わらず不安の灰色の幽霊
が彼の頭の側で起き上がって来て、脅す身振りでこの救助の神を彼の側から追い払った。
ようやく朝方頃に彼は自分の惨めさの感情を忘れた。
鋭い不協和音が中庭から彼の部屋に迫って来て、彼を起こした。工場の労働者達が村の

音楽と共に彼の窓の下へやって来て、彼にシュテントヘン[セレナード]を歌った。別な時
であれば彼はこの好意的熱意を喜んだことであろう。今日はただ雑な音色のみを聞いた。
そしてその音色に苦しめられた。急いで彼は服を着用し、中庭へ急いだ。彼の家は花輪で
飾られていた。労働者達がドアの前に整列していた。彼らは彼を歓呼で迎えた。彼は口を
開けて、自分は今日の日を喜んでいる、これから多くの恵みを期待していると言わなけれ
ばならなかった。そして語りながら、自分の言葉がいかに真実でないか、いかに自分の勇
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気が挫けているか感じていた。彼は馬車を用意させて、まだ妻と娘に挨拶しないうちに、
再び町へ飛んで行った。彼はエーレンタールの家に立ち、帳場のドアを叩いた。まだドア
は閉ざされていた。彼の従者が朝食中の商人を下に連れて来なければならなかった。
早朝の訪問という異常なことに苛立ってエーレンタールは現れた。彼は今度は急いで古

いナイトガウンを脱ぐことはなかった。男爵は、眠れない夜の後の状態のまま素っ気なく
自分の用件を述べた。エーレンタールはこの上なく激昂した。「ピンクスごときが」と彼
は何度も叫んだ、「厚かましく貴方に手形引き換えで金を貸したのですか。何で彼がそん
な大金を貸せるのでしょう。この男が一万ターラー有する筈はない。彼は資産のない小さ
な男です」。男爵は額はもっと少なかったのだ、と白状した。しかしこの告白はエーレン
タールの憤りを高めた。
「七が十にですか」と彼は叫んで、激しく右往左往した。彼のナイトガウンが梟の羽の

ように飛んだ。「ほぼ三千ターラー儲けている。私はこの人間にはいつも大して信用して
いなかった。今正体が分かった。彼はスパイです。二股かける二股膏薬です。それに彼が
七千ターラー渡せる筈がない。彼のがらくた全体が七千ターラーに値しない」。
商人のこの強力な道義的憤激は男爵の心に一つの喜びの微光を投げかけた。いかに自分

はしばしばこの男のことを心中不当に考えていたことか。「私にも、このピンクスを危険
な人間と思う理由がある」。
しかしこの賛同は男爵にとって災いとなった。エーレンタールの怒りは今や彼に向けら

れた。「ピンクスについての私の話しは」と彼は叫んだ、「彼はその正体通りの男のよう
に行動したにすぎないということです。しかし、貴方は、貴方は貴族でしょう。その貴方
がどうして私に対してこのようなやり方を見せるのです。貴方は私に隠れて他の人と取引
をなさって、短期間に七から三を手形で儲けさせている。手形ですよ」と彼は続けた、「手
形でという意味がお分かりですか」。
「私もその借金が」と男爵は言った、「必要なければ良かったのにと思っている。しか

し今日が期限の日で、この男は延期に同意しない。それで我々は支払いの用意をしなけれ
ばならない」。
「何で我々です」とエーレンタールは激してかみついた、「貴方が支払いの用意をなさ

い。ポケットに三千ターラーと書いてやった男に対してどう金を工面するかお考えなさい。
貴方は手形を発行されるとき、私には相談されなかった。どう金を工面するか私に尋ねる
必要はありません」。
男爵の中では不安と怒りが闘っていた。「エーレンタール殿、言葉を慎んでくれ」と彼

は叫んだ。
「何で私が慎むのです」と商人は声を荒げた、「貴方が慎まれなかった。そしてピンク

スが慎まなかった。私も慎みたいとは思いません」。
「私はまた来ることにしよう」と男爵は言った、「貴方が、私に対してはどんな状況で

あっても弁えていて欲しい態度となったときに」。
「貴方が私から金を得たいのであれば、二度と来ないでください」とエーレンタールは

叫んだ、「貴方のための金はありません。貴方の荘園に一ターラーであれ更に払うくらい
なら、私はむしろ道端に何ターラーも投げましょう」。
男爵は黙って部屋を去った。彼の惨めさは大きく、彼は卑俗な男の悪口に耐えなければ
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ならなかった。今や彼は町の知人達の許を馬車で回り、毎時間新たに金を無心して、絶え
ず拒絶の返事を得るという苦痛を忍んだ。正午に彼の力は尽きた。彼は自分の宿営所に戻
って来て、もう一度エーレンタールの許へ行くか、それとも手形の支払いを高利貸し的利
子の故に拒絶するべきか考えた。そのときこれまで彼の人生を広い圏の中で待ち伏せして
いた男が彼の家に忍んで来た。荘園の将来の所有者、ロートザッテル家の相続人である。
男爵は、自分がほとんど一，二度も見かけたことのない見知らぬ形姿が、彼の部屋に入っ
て来たとき、いぶかしく思った。痩せた顔で、赤い髪に包まれていて、両のいたずらっぽ
い目、そして口の周りには、カーニヴァルのとき笑った仮面によく見られるグロテスクな
面影があった。
ファイテルは深くお辞儀して、始めた。「恵み深い男爵様、仕事のことで貴方の許に参

上致しましたことをどうぞお許しください。私はピンクス氏より手形の金の支払いを受け
るよう委託されております。私に果たしてその金を恵み深く支払うご意向か、恐懼してお
尋ね申し上げます」。
男爵がその長身の姿を見、背をかがめて、しかめっ面をし、茶番めいた上品さを演じよ

うとしている様を見たとき、その時間の陰鬱な深刻さは男爵から消えて行った。「貴方は
誰か」と彼は大きな領主の威厳を持って尋ねた。
「ファイテル･イッツィヒというのが私の名前です、恵み深い旦那様、貴方に敢えて名

乗らせて頂けますならば」。
男爵は名前イッツィヒを聞いて縮み上がった。これこそ彼が警告を受けていた男、目に

見えない、仮借ない男であった。再び不安が彼の心を締め付けた。
「私は今までエーレンタールの許の簿記係でした」とイッツィヒは謙虚に続けた、「し

かしエーレンタールは私には偉すぎます。私は少しばかりの財産を相続しました。私はピ
ンクスの仕事にそれを貸しました。今や私自身独立しようと思っています」。
「その金は今用意できない」と男爵は一層冷静に答えた。この頼りない姿は、ほとんど

危険な男とは思えない。
「有り難いことに」とファイテルは言った、「恵み深い旦那様から、午後には支払われ

るということをお聞きして光栄に存じます。時間はあります」。 ー 彼は銀の時計を取
り出した。 ー 「夕方頃まで待てます。男爵様に再度参上して面倒をかけないよう、貴
方にとって都合が良くないし、あるいは貴方のご不在の折に参上しないよう、勝手ながら
貴方の階段に立っていようと思います。立っておれます」と彼は言って、階段に腰掛ける
ようにとの男爵の招待をあらかじめ断りたいかのようであった。「私は今晩五時まで待ち
ます。恵み深い旦那様は私のことで気兼ねすることはありません」。ファイテルの謙虚な
茶番は嘲笑のように響いた。男爵の心は新たに時間の残酷さに襲われた。ファイテルはお
辞儀してドアの許へ行き、蟹のように部屋から退出した。そのとき男爵は彼を呼び戻した。
魔法にかかったかのように、彼は屈んだ姿勢のまま立ち止まっていた。彼はこの瞬間全く、
若干気弱な奇妙な人間に見えた。警告の手紙は簿記係のこの哀れな人物に、ひょっとした
らエーレンタール自身が企んでいたかもしれないことを転嫁させていたのであろう。いず
れにせよこの男の方が他の者よりも付き合いやすく思われた。
「今日、あるいはここ数日に、その額を払わなくても」と心の中で自制しながら男爵は

尋ねた、「貴方の要求の代償となり得るようなものを教えて頂けるかな」。
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ファイテルの目は猛鳥の目のように一瞬光った、しかし彼は頭を振って、長く両肩をす
くめて、考え込む素振りを見せた。「恵み深い男爵様」と彼はようやく言った、「ひょっ
としたら一つの手段があります、最後の手段です。貴方は荘園に対する二万ターラーの抵
当権をお持ちです。これは貴方ご自身のもので、エーレンタールの帳場にあります。ピン
クスが貴方に一万を残し、更にもう一万貴方にお渡しするように致しましょう。私の友に
この抵当権を譲渡なさるならば」。
男爵は耳をそばだてていた。「多分貴方はご存じでないのであろう」と厳しく彼は答え

た、「私はすでにその文書をエーレンタールに譲渡したのだ」。
「済みません、恵み深い旦那様、貴方はそうなさっていません。法律上の譲渡は存在し

ません」。
「しかし文書での約束がある」と男爵は言った。
ファイテルは両肩をすくめた。「貴方がエーレンタールに、彼の金に対して抵当権を置

くと約束なさったのであれば、まさにこの抵当権である必要はありません。それにエーレ
ンタールのために抵当権が必要ですか。今年中に貴方はロスミン近郊の領地に対する貴方
の資本を得られます。そうなったら彼には現金で支払えます。それまでは静かにその抵当
権を彼の手許に置いておけばいいのです。貴方が私どもにある譲渡をしたと誰も知る必要
はありません。一人の公証人と私の友の許へ一緒に出掛けてくださり、この公証人の前で
抵当権の譲渡確約をしてくださいますならば、今日のうちにも私は二千ターラー用意し、
私どもの手にその文書を置かれる日に、残りを支払いましょう」。
男爵はこの申し出を微笑を浮かべて聞くよう努めていた。最後に彼は短く言った。「貴

方の提案は受け入れられない。別の抜け道を考えて欲しい」。
「他はありません」とファイテルは言った、「しかし今ようやく正午です。私は五時ま

で待てます」。彼は再び深くお辞儀して、今一度ドアの所で振り向いた、「貴方が、恵み
深い旦那様、今必要とされている金は」と彼は真面目に言った、「一万ターラーだけでは
ありません。次の数ヵ月のうちに更に同額が工場のために、そしてポーランドの領地の資
本救出のために必要となりましょう。私に抵当権を譲渡されたら、そのすべての金が得ら
れます。更に貴方にお願いがあります。どうぞエーレンタールには私どもの取引は内緒に
お願いします。彼は苛酷な男です。私を生涯いじめることでしょう」。
「案ずることはない」と男爵は別れの手の仕草で言った。ファイテルは退いた。
男爵は大股であちこち歩いた。このへりくだった男が提案したことは、彼の内面をかき

回した。いや、これは彼にとってこの件とそれに来る面倒事の解決策であった。しかし彼
はそれに踏み込めなかった。これは自明なことであった。この提案をした男は滑稽であっ
た。怒る気にすらなれなかった。本気でそう思っているのである。しかし男爵は[エーレ
ンタールに]約束していた。この提案はもはや考えてはならない。
しかし自分にとって危険は少ないのではないか。抵当権文書は静かにエーレンタールの

手許にある。男爵がポーランドの金を受け取ったら、全額を現金でエーレンタールに支払
い、文書を請け出せる。誰もこの取引のことは知らない。最悪の場合、エーレンタールの
ために、自分の荘園への一つの抵当権を作成させればいい。更にある賠償もしよう。商売
人はそれで満足するだろう。絶えず彼は自らその考えを拒否した。しかし絶えずまたその
考えに戻った。一時が告げられ、二時が告げられた。彼は呼び鈴で従者を呼び、馬車の用
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意をさせ、ついでにまだ余所の男は家にいるか尋ねた。御者が乗り付けてきた。その余所
の男は下の階段に立っていた。男爵はその男に目を向けずに、階段を降りて行き、馬車に
乗った。従者が帽子を取って彼の側に立って、御者はどこへ向かえば良いのか尋ねた。そ
こで初めて自分自身それが分かっていないのに気付いた。「エーレンタールの許だ」と彼
はようやく言った。
一方エーレンタールは不穏な午前を過ごしていた。第三者が彼の権利へ挑戦して来てい

る生意気な介入によって、自分の他に更に別の未知の力が男爵に対し投機しているという
邪推が生じた。彼はピンクスを呼び寄せ、ピンクスに非難を浴びせ、あらゆる手段で資本
はどこから入手したのか聞き出そうとした。しかしピンクスは百戦錬磨で、臆面もなく、
粗野であった。その後エーレンタールはイッツィヒを呼びにやった。イッツィヒはどこに
も見つからなかった。
かくて男爵が再び彼の許へ乗り付けたとき、彼は癇癪を起こしていた。彼はこの新たな

借金がなくても、この貴族が年月の静かな経過の後、自分の荘園を手放すに至ると最も良
く承知していた。それ故無用な混乱を引き起こした阿呆者として男爵のことを怒った。彼
は素っ気ない言葉で、金の支払いを停止しなければならない時になっていると告げた。再
び激しい場面となった。男爵は激して帳場から去り、馬車に乗り、裕福な男として知られ
ていた以前の戦友の許に更に最後の訪問をすることに決めた。
彼が希望もなく、自分の宿営所に着いたとき、四時を過ぎていた。階段には痩せた姿が

寄りかかっていて、側を過ぎる男爵に深いお辞儀をし、静かに立ったままでいた。男爵の
力は尽きていた。彼はソファーの角に前日同様座って、宙を見据えていた。救いはなかっ
た。彼は今や正確に知っていた、向こうの下の支柱の影の中に彼を待ち伏せている救いの
他に救いはない、と。荒廃した弛緩の中で、彼は生ずるであろうものを待っていた。背も
たれから彼は頭を上げずに、何もせずに、四時から五時までの十五分ごとの時の音を聞い
ていた。再びそれが彼の頭の中でハンマーのように響いた。音が響くたびに、運命が彼の
許に寄って来る瞬間を近付けた。五時の最後の音が響き、控えの間の呼び鈴の紐が引かれ、
男爵は座席から身を起こした。イッツィヒはドアを開けて、手に二枚の紙を持っていた。
「私は支払えない」と男爵はかすれた声で彼に呼びかけた。
イッツィヒは再びお辞儀をして、彼に別の紙を差し出した。「これが一つの契約の案で

す」。
男爵は彼の帽子を取って、この余所者を見ずに言った。「公証人の許へ行こう」。

男爵が自分の父祖の宮殿に戻って来たとき、夕方になっていた。青白い月光が建物の小
塔と先端の上に輝いていた。湖はピッチのように黒く、控え柱、つまり家の土台を支えて
いる柱は黒かった。公園や家が色を失っていたように男爵の顔もそうで、彼は長い闘いの
末に決定を下した者のように、馬車の中で後ろにもたれかかって、唇を引き締めていた。
彼は水面や自分の家の壁、屋根の冷たい月光の光を無関心に見ていた。しかしながら太陽
が輝いていず、自分が父祖の家を日中の黄金の明かりの中で眺める必要のないことは都合
のいいことであった。彼は今やより確実なものとなった未来を考えるように努めた。彼は
自分の工場から得るに違いない利点をすべて数え上げた。彼は自分の息子がここに、確固
とした豊かな男として住むであろう時代のことまで考えた。父を低俗な商売人との共同体
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へ導き、その髪を白くさせた憂慮なしに住むであろう時代である。彼はすべてを考えた。
しかしまた彼の考えの中で最も好ましい考えすらも自分にとってどうでも良いものとなっ
て来た。その好ましい考えが消えないよう努めなければならなかった。彼は降りて、一杯
になった財布を確かめた、それから彼の妻に手を差し出し、レノーレに頭で頷いて挨拶し
た。この挨拶は彼女の不安な視線を安心させる筈のものであった。彼は懇ろに女性達に語
りかけた。落ち着きのない一日について冗談を言うことができた。しかし彼は自分と最愛
の者達の間に何かが生じたことを感じた。彼女達も彼には馴染みのないものに思えた。彼
女達が彼の側に寄り添って、彼の手を握ったとき、彼は微かにびくとした、あたかも手を
引き抜く必要があるかのようであった。そして彼の妻が優しく彼を見つめたとき、彼女の
視線には、その視線を彼は常に、最大の試練の時も、最後の拠り所として眺めていたもの
であったが、今や何か彼には耐えられないものがあった。そして彼は目を大地の方へ向け
た。彼は工場へ歩んで行った。そこでは人々がまだ領主の到着を待っていた。彼は自分の
名前の列が、多彩なランプで合成されて、ドアの上で燃えているのを観た。その上には彼
の一族の七叉の王冠があった。彼は目を下に向けた。ランプの輝きが彼の魂に突き刺さっ
た。
彼の周りでは歓声が上がった。労働者達は彼に万歳を次々に発した。村の音楽がまた陽

気なダンスを奏した。その音楽は彼がかつて連隊と共に老将軍の前を行進して行ったとき
の行進曲と同じであった。老将軍はこの若い将校を父親のように愛していた。彼はこの老
兵士の傷跡の多い顔と、自分の戦友達を思い出した。彼はまた連隊の将校達がかつて名誉
をかけた誓いを軽率になして、それを破った不幸な男に対して行った名誉裁判をも思い出
した。彼は寝室に入った。自分の周りが暗黒で、もはや一切見えないし、彼の宮殿も工場
も見えないし、自分の妻の吟味するような視線も見えない闇を喜んだ。そして再び彼は臥
所で時が次々に告げられるのを聞くことになった。告げられるたびに、彼はこう考えざる
を得なかった。「今や灰色な髪となってから、かつて一人の若者が頭にピストルを発射す
る羽目になったのと同じ事をした連隊の別の男がいる。ここにその男が横たわっていて、
眠ることができない。名誉をかけた誓いを破ったから」。

5.

アントンが店へ呼び戻されたとき、春の嵐が平地を襲っていた。冬は彼にとって苦難の
仕事、大きな困難の時であった。異郷の町から彼は一度ならず寒さと雪の中、荒廃した風
景の中へ旅した。東部や南部の奥深い地、ジーベンビュルゲンの山々[ルーマニア]やマジ
ャールの平原の諸国[ハンガリー]にまで及んでいた。彼は多くの悲しいことを目撃した、
焼け落ちた貴族の屋敷、破壊された秩序、不安な人々、飢餓や粗野、党派間の激しい憎悪
であった。
「何時に彼は着くの」とザビーネは兄に尋ねた。
「まもなくだ、次の列車だ」。
ザビーネは飛び上がって、鍵の束を掴んだ。「まだ小間使いの娘達は終わらないのかし

ら。自分で確かめなければ。今晩は私どもと一緒に彼は食事していいでしょう、トラウゴ
ット。私ども女も何か彼から聞きたいわ」。
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兄は笑った、「彼を甘やかさないことだな」。
「それは大丈夫」と叔母さんは言った、「彼がまた帳場に座ることになったら、引き出

しに入ったも同じで、昼食の時以外は、外では見つけられません」。
一方ザビーネは自分の宝物の中から探し出した。従者の腕に色々な小荷物を預けて、男

衆がさっさと奥の家から帳場へ移らないか、苛立って中庭を見下ろしていた。ようやく彼
女自身アントンの部屋へさっと行った。彼女は更に点検の視線をソファーのクッションに
注いだ。不在者のために彼女が刺繍したものだった。そして庭師が育てていたすべての花
々をアラバスターの鉢に生けた。そして鉢に取りかかりながら、彼女の視線は部屋の壁に
落ちた。そこにはアントンが入店した最初の頃の週に描いたスケッチが掛かっていた。そ
して更にフィンクが床に残したままであった高価な絨毯を見た。フィンクがこの家の住人
である間、自分の足を遠ざけていたこの部屋に彼女が来たのは久しぶりのことであった。
フィンクは今どこに暮らしているのかしら。今日彼女には何年も彼と離れているかのよう
に思われた。彼への思い出は重たい夢への不安な感情のように見えた。今ここに住んでい
る正直な男には、彼女は率直に、何と彼が自分には大事な人となったか言うことができた。
そして彼女には喜んでその時を迎えることが許されていた、彼が自分の兄に対してなした
すべてのことに感謝を捧げようと思う時のことである。
「でもザビーネ」と叔母さんは驚いてドアの所で叫んだ。叔母さんもこっそりと自分の

食卓の隣人の部屋へと誘われていた。
「どうしたの」とザビーネは見上げて尋ねた。
「でもこれはあなたが仕上げた刺繍されたカーテンですよ。これは奥の家、男衆の部屋

にふさわしいものではありません」。
「構わないわよ」とザビーネは微笑して言った。
「それにこれらのカバー、これらのハンカチ、前代未聞です。これはあなたの最良の品

ですよ。びっくり。レースのあるカバー、それに薔薇色の裏地まであって」。
「大目に見てください、叔母さん」と赤面してザビーネは叫んだ、「今日戻って来る方

は、古い棚から最良のものを得るに値する仕事をしたのだから」。
しかし叔母さんは頭を振り続けた。「私自身本当に目にするまで、信じられなかったこ

とです。このようなものを毎日の使用に供するなんて。ザビーネ、あなたのことが分から
ない。ー 段々低い番号に下がって行くでしょうけど。それは気付かれないでしょうけど。
それでやっとほっとします。でも信じられないことです」。彼女は両手を打ち合わせて、
興奮して部屋を去った。
ザビーネはまた鍵を握った。そして急いで彼女の後を追った。「トラウゴットに告げ口

されたら嫌だ」と彼女は歩きながらこっそり自分に言った、「叔母さんにこうするしかな
かったと分からせなくては」。
一方旅行者は長い留守の後、父の家へ戻る息子のような気分であった。首都の駅に近付

くたびに、彼の胸は喜びの動悸を打った。古い家に同僚達、店、それに自分の写字台、店
主にザビーネ、皆が彼の眼前を笑いかける図柄で通り過ぎた。ようやく辻馬車が開いた玄
関の前に止まった。貨物馬車や大樽、梯子の親柱が並んでいた。すると父親のシュトゥル
ムが広い通りに明るく響く声で、彼の名前を呼んで、馬車の扉を開け、親が子供を馬車か
ら引き上げるように、彼を外に持ち上げた。するとピックス氏が急いで通りに出て来て、
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長く彼と握手して、喜びの余り気付いていなかった、つまり彼の黒い筆はこの動作を利用
して、アントンの毛皮に色々な線や点を描いていたのである。それからアントンは大きな
秤の側を通り過ぎ、手で満足して鎖を揺すった。それから彼は前面の帳場に入った。そこ
ではすでにランプが燃えていて、彼は心から「今晩は」と挨拶した。歓声が上がって、同
僚達は一斉に一人の男のように起き上がって、彼の周りに駆け寄った。シュレーター氏は
奥の部屋から急いで来た。そして彼が「ようこそ」と叫び、手を差し出すと、喜びの明る
い輝きが彼の真面目な顔に走った。それは幸福な瞬間であった。アントンは成熟した男に
はふさわしくないほど一層軟弱になった。彼が最初の問いかけと返事の後、帳場から自分
の部屋に向かうと、中庭でプルートーが性急に彼に飛び込んで来て、法外にもじゃもじゃ
の尾を振った。アントンは犬の愛撫を堪えるのに苦労した。彼の部屋の前で従者が楽しげ
に微笑して出迎えて、恭しくドアを開けた。びっくりしてアントンは見回した。部屋は祝
典のように飾られて、暖炉の前の炉では快適に火が燃えていて、緑色の花綵がドアの上に
掛けられ、ソファーには新たな刺繍されたクッションが敷かれ、テーブルには可愛いお茶
用セットがあり、その横には花の生けられたアラバスターの花瓶があった。「ご令嬢が自
らすべて置かれました」とフランツが彼に打ち明けた。アントンは鉢に屈み込んで、個々
の花々を正確に観察した。それらは一般的にその種の他の作物とは違う種類のものではな
かった。しかしアントンはまだこのようなものを見たことがなかったかのように、じっと
見つめた。その後彼はクッションを手に取って、刺繍を触り撫でた。そして感嘆してまた
その場に置いた。最後に彼は猫も手に取って、その背中を叩き、用心して生き物であるか
のように再び書き物机の上に置いた。猫もこのような親切には無感覚ではなかった。とい
うのは暖炉の火の赤い光を受けて、猫は明るく生き生きと輝いたからで、部屋の中を微か
な猫の甘え声が響いた。
再びアントンは帳場に急いで、店主に自分の最近の活動について報告をした。商店主は

彼を自分の小さな部屋に招いて、彼と過去の出来事について懇ろに話し合った。友人と一
緒に重要な案件について語っている風であった。しかし真面目な話し合いであった。多く
のものが失われていて、少なからぬものがまだ危険であった。遠方にいて初めてアントン
は店が直面していた危機の範囲全体を把握できた。そして彼は理解していた、損害を取り
戻し、千切れた糸の代わりに新たな糸を結び付けるには、何年もの活動が必要である、と。
短い言葉で店主が彼に同じことを言った。「貴方の周到さとエネルギーを大いに多として
いる」と彼は結んだ、「失われた一帯を別な方法で再獲得する加勢をして頂きたい。仕方
のないことは耐えることにしよう」。そしてアントンが出て行くとき、彼は微笑して呼び
かけた。「貴方に感謝を述べたい者がまだ他にいる。今晩私の客人になって頂きたい」。
かくてアントンは自分の写字台に近寄って、長く閉ざされていた台を開けて、書類とペ

ンを真っ直ぐに置いた。しかし今日は筆記することは多くなかった。ヨルダンは彼に手紙
類を渡すことを拒んだ。そして二つの仕事部屋では落ち着かない動作が止むことがなかっ
た。次々に人が席を離れて、アントンの椅子の所にやって来た。バウマン氏は自分の部屋
の隣人の背中をこっそりと何度か叩いて、それから再三満足して自分の席へ戻った。シュ
ペヒト氏は大いに興奮してアントンの席の隣の手すりにしゃがみ込んでいた。彼の質問と
驚いた感嘆詞が小川のようにアントンに向かって来た。リーボルト氏は店仕舞いの数分前
に元帳に吸取紙を置き、前面の帳場へやって来た。プルツェル氏でさえ、手に聖なる白墨
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を持って、自分の板仕切りの部屋から出て来た。最後にピックス氏も部屋に入って来て、
アントンに打ち解けて語った。自分は数ヵ月前からソロ[トランプ]をしていない、それに、
シュペヒトが狂気と明らかな類似性を有する状態に陥っている、と。
夕方アントンは表屋の上の階に入った。門番達は引き下がり、ザビーネが彼の前に立っ

ていた。彼女の口は笑っていたが、しかしその目は湿って輝いていて、自分の兄の頭を死
の危機から救った手に向かって屈んで握手して来た。
「お嬢さん」とアントンはびっくりして叫び、手を引っ込めた。
「感謝しているのです、感謝しているのです、ヴォールファルト」とザビーネは叫んで、
彼を両手でしっかり抱いた。彼女は彼を黙って見つめていた。感動で神々しくなっており、
感動を抑えられずにいた。アントンが、頬を赤くしながらかくも感動し感謝して自分を見
上げている少女を見たとき、彼はスラヴ人のサーベルへの例の一撃以来、家族と彼女への
彼の地位も変わったことに気付いた。これまで帳場の労働者と令嬢とを隔てていた仕切り
が落ちていた。彼の心を高めた誇り高い喜びと共に、彼はまた、自分自身がこの時期一人
前の男になった、一人の女性がその力と沈着さを信頼するに多分足る男になったと感じた。
彼は彼女に今一度、彼女が多くの質問で彼の口から聞き出そうとした事、馬車をめぐる

闘い、野蛮な時代の恐怖について語った。敬虔にザビーネは彼の言葉に耳を傾けていた。
彼はまた彼女にとって別人となっていた。彼の面影は明確になり、彼の挙措はより安定し、
彼の話しぶりは確かであった。彼女の目は彼の目のより明るい輝きを求めた。そして彼の
全視線が喜んで彼女に注がれると、彼女は自分の目を思わず伏せた。彼がいとも可愛く堂
々たるものであることに彼女は気付いたことがなかった。今日彼女はこのことも悟った。
率直な男性らしい顔、その上の栗色の褐色の巻き毛、両の濃い青色の輝く目、力強い口、
両頬の上品な赤み、この赤みは感情が高まるにつれ、笑う沃野の陽光のように変化して行
った。彼は彼女にとって新たなものとなっていた。しかし愛しい打ち解けた友のようであ
った。
叔母さんが入って来た。刺繍されたカーテンは彼女の魂に一つの震撼を生じさせていて、

それはまだ続いていて、今や絹の服と新しい頭巾でそれが明るみに出て来た。彼女の挨拶
は声高で、言葉が豊かで、新しい頬髭はヴォールファルトさんにとても似合っていますと
いう彼女の見解は、姪の静かな頷きで肯定されていた。
「帳場の英雄を御覧になったわけだ」と商店主は叫んだ、「今度は素敵な言葉よりも、

騎士殿のご奉仕に上手に報いることができることを示して頂きたい。キッチンと貯蔵庫の
最良のものを彼に供しなさい。どうぞ、こちらに、ご同行の友よ。幾多の重たいポーラン
ドでの酔いの後、貴方の栄誉に与りたいとライン･ワインが待っている」。
ランプの静かな明かりの中で、四人が食卓に腰掛けたとき、部屋は心地よく輝いた。商

店主はテーブル越しにグラスをアントンの前に持って来た。「ようこそ故郷へ」。 ー
「ようこそ、我が家に」とザビーネは叫んだ。そして彼は小声で言った、「私には故郷が
あります。居心地良く感ずる家があります。貴方らの好意で私はこの二つを得ました。向
こうのひどい宿にいた幾晩も、言葉も余り分からない野蛮な余所の人々の許で、この食卓
のことを思い出しました。再び貴方らのお顔とこれらの部屋を拝見することになったら、
何と幸せであろうか、と。この世で最も辛いことは、静かな時、一人の友もいず、心の落
ち着く場もなく、一人っきりだと感ずることですから」。
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夕方遅く退室するとき、夜の挨拶の際、商店主は言った。「ヴォールファルト、貴方を
もっとしっかりこの家に引き留めて置きたいと思う。ヨルダンは次の三ヵ月が過ぎたら我
々の許を去って、彼の叔父の商会の社員となる。私は貴方を彼の職にと決めた。この店で
私の代理人にふさわしい男は他にいないと思うのだ」。
アントンは自分が部屋に戻って来たとき、人間がただ人生でわずかな数時間感じても罰

が当たらないこと、つまり、自分が後悔もなく、願望もなく、幸せであるということを感
じた。彼はソファーに腰掛け、クッションと花々を見た、そして彼の考えは先ほどの数時
間を振り返った。再三彼は、ザビーネが自分の手に屈み込んで握手して、彼に感謝する様
を眼前に見た。長いこと彼はこのような優しい夢に浸っていて、自分の疲れた頭を、ザビ
ーネの手が刺繍した絹のアラベスク模様の上に置いた。
そのとき彼の目はテーブルに注がれた。テーブル掛けの上に一通の手紙があった。郵便

のスタンプはニューヨークのもので、宛先はフィンクの筆跡のものであった。
フィンクは彼に別れて最初の年、数回手紙を寄越して来た。ほとんどいつも単に数行で、

決して自分の商売のことには触れず、諸計画、彼が奥の家で自分の将来について語ってい
た諸計画について書くことは更に少なかった。それから長い時が経過して、その間アント
ンはこの友から何の知らせも受け取らなかった。彼はただ、フィンクが多くの時間を合衆
国の西部の旅で過ごしており、そのときには自分の叔父が長を努めていた商会の全権委員
として、そしてこの故人が関与していた様々な会社の利益のために活動しているというこ
とだけを知っていた。しかし今日アントンは驚いて以下のことを読んだ。
「哀れな若造の貴兄に黙っていようと思っていたことを、ようやく吐き出さなければな

らない。私は強盗や殺人鬼の群れの中に入った。貴兄が残酷な喉切断者を必要とするとき
には、ただ私に依頼すればいい。私は自発的にヤクザ者となった若造と自負している。少
なくとも悪魔と賢明な契約を結ぶという楽しみ事がある。そして心地よいと感ずる素晴ら
しく低級なことを探し出せるのだ。私の運命は余り快適ではない。私は他人どもが考案し
た奸計の縛りの中で、ある道に追いやられた。この道は雪崩が今深みに落下中の国道と逆
毛になりそうなほど類似性を有するものだ。雪の塊の中の岩のように、私は四方を固めら
れて、恐ろしい投機という凍える冷たさの中に潜んでいる。かつてどんな高利貸しも思い
つかなかったような投機だ。故人はご親切にも私を彼の大好きなプロジェクト、国土の投
機というものの相続人に選び出してくれた。長いこと私は自らこの商売の個別の件に深入
りすることを避けていた。一年間私はヴェストロックに遺産のこの部分は任せていた。こ
れが臆病と言われたら、私は亡き叔父の株式の仕事の多さを弁解としてきた。ようやくこ
の仕事も引き受けざるを得なくなった。故人が良心の代わりに携帯していたこの気嚢[鳥
類の肺]の広大な拡がりについて私が予め確かな予感を抱いていたとしても、今や彼の遺
言の意図は、私が叔父に対して抱いていた子供っぽい悪意に対して、私を古くからの荒廃
したヤクザ者達の仲間に引き入れて、復讐するつもりであったことが、全く確かなことと
なった。これらのヤクザ者達の抜け目のなさは大変なもので、悪魔自身がその尾をポケッ
トに入れて、彼らから逃げ去るであろうものである。
この手紙を貴兄はテネシーの新しい町から得ることになる。優美な所で、私の金の投機

によって建造されたが、一層結構な所にはなっていない。幾つかの木造小屋があって、そ
の半ばは居酒屋で、屋根の下まで移住して来た汚い非道のならず者達で一杯であり、彼ら
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のその半ばが腐敗と高熱で倒れている。 ー それでもまだ動き回っている者は、目の空
ろな発育不全の種族で、皆死の一歩手前だ。毎日これらの薄ら馬鹿が昇る朝日を見て、何
か食って飲みたいという浅はかな願いを感ずるたびに、毎日彼らの朝から晩までの楽しみ
事といえば、陸の鮫どもを呪うことで、この鮫どもが、移送費、土地代、教育費と称して
彼らの金を巻き上げ、彼らをこの一帯に送り込んでいるのだ。この一帯は年に二ヵ月水浸
しであり、残りの期間は、何らかの大地というよりはネバネバした粥にむしろ似ている代
物だ。しかし彼らにこの糞まみれの道を通って天国へと指示している男達は、私の代理人
であり、相棒なのだ。そして拙者、フリッツ･フィンクはここで毎時間すべての呪詛をド
イツ語とアイルランド語で受けている果報者だ。まだ健康な脚を有している者ども、これ
らを私は外に送り出している。私の救貧院の住人として徘徊している者ども、これにはト
ウモロコシやキナ皮を餌として与えなければならない。私の部屋では、私がこの文を書い
ている間、三人の裸のアイルランド人の子供達が床で這い回っている。その母親達は養育
の義務を忘れてしまって、この嘆きの谷を去っている。私は蛙のような化け物どもを夜間
便器の上に持ち上げるという結構なことを楽しんでいる。我が父親の息子には何とも快適
な仕事だ。ここにどれほど長く居座るのか分からない。ひょっとするとご臨終になるまで
かもしれない。
一方私はニューヨークの私の社員達とは不仲になっている。大方の不満を頂戴するとい

う結構な目に遭っている。大きな西部結社の出資者達が結束して、私に弾劾演説をして、
決議した。この結社から抜け出す方策が見つかるのであれば、この決議はほとんど気にな
らない。しかし故人はこの件をとても抜け目なく考案していて、私は黒人奴隷船の奴隷の
ように固く縛り付けられている。途方もない額がこの荒廃した投機には投じられている。
私がこの仕事を打ち切ったら、きっと確実に彼らは、故人が記していた金額を私に支払う
ようにさせる方策を見つけだすことだろう。私が破産しないようにするだけでなく、まさ
かフィンク兼ベッカー社も破産に至らないような具合にして、これをどう切り抜けるべき
か、まだ私は目途が立っていない。
ところで私は私のなすべきことについて貴兄の意見を聞きたいとは思っていない。それ

は何の役にも立たないだろう。いずれにせよその意見は承知している。そもそも貴兄から
の手紙は願っていない。単純な時代遅れのトーニよ。貴兄は正直に行動することは、パン
にバターを塗る具合に簡単な話しと思っているよな。というのはだ、私は出来ることを全
部済ましたら、つまり一方の者達を埋葬し、もう一方の者達には餌を与えて、そして仲間
達を能う限り立腹させたら、数ヵ月間、更にもっと西部の方へ移るつもりなのだ。正直な
プレーリー[北米の大草原]の方であって、そこにはこちらよりも鰐や夜の梟どもの物騒な
声はもっと少なくて、もっと貴族然としたものが見いだせるであろう。このプレーリーで
インクや鉛筆が見つかったら、貴兄にまた書こう。この手紙が貴兄が私から貰う最後の手
紙となったら、私に一滴の涙を注いで、貴兄の薬効多い流儀で言って欲しい。彼は残念な
ことだった、立派な面も有していたのに、と」。
その後フィンクの商店の正確な商人らしい描写と地方結社の規約が続いていた。
アントンはこの楽しくない手紙を数回読み通して、それから書き物机に腰掛けて、友人

宛に、友人の禁止にもかかわらず、一晩中書き続けた。
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翌日の静かな明かりの中でもアントンは昂揚した気分であった。彼が帳場で働いていて、
同僚達と冗談を言うとき、いかに自分の生活が確実にこの大きな家の壁の中で根付いてい
たか、ずっと感じていた。他の人々もこのことに気付いていた。昼食の食卓で会話は今や
以前よりも活発になった。店主ばかりでなく、アントンとザビーネも会話を主導した。商
売が余り芳しくない時期に、この三人には新たな生活が生じていた。商店主はその話しを
ほとんど専らアントンに向けた。そしてアントンが語ると、食卓の全員が注意深く傾聴し
た。そして時折すべての同僚達の陽気な笑い声が厳かな食卓の周りに響いた。夕方もアン
トンは贔屓の人物となった。彼はしばしば表屋に招待された。そのときには彼は女性達や
店主と一緒に小さな食卓に座った。そして家の主人から、自分の店の利益と共にかくも親
密に育った男に対する個人的関係がいかに自分にとって好ましいものとなったか見てとれ
た。この男の新鮮な秩序ある感覚に、自身の若い時の姿を認めていた。
ザビーネにとってこの時間は一つの楽しみとなった。会話の際、一日のニュース、読ん

だ本や、体験したこと、感じたことについて、何年もかくも間近に一緒に生活して来たこ
の男が多くの点で彼女と一致することに気付いたのは、彼女にとって嬉しい発見であった。
彼の教養、彼の判断に驚かされた。彼女は彼の正直な情緒が突然輝かしい色彩を帯びて眼
前にあると知った。旅人が波打つ霧が長いこと覆っていた豊かな風景を驚いて見るような
按配であった。
落ち着いて同僚達は自分達の仲間の尋常でない昇進に対処した。彼が店主の命を救った

ことは、店主の口から彼らは聞いていた。そしてこの偶発事が、ピンクス氏でさえ、アン
トンの表屋への招待を意見を述べずに耐える根拠となっていた。アントンは、帳場の人々
に自分の人間性を評価して貰えるべく責務を果たした。仕事仕舞いの夕べに彼は一人一人
を自分の部屋へ招待した。一行が全員彼の許に集まることも稀ではなかった。ヨルダンは
微笑して、自分は生前すでに忘れられてしまったと嘆いた。そして帳場では、アントンを
彼の後継者として、若い衆への物静かな助言者として見ることに慣れて行った。アントン
はバウマンと一緒のときが最も楽しかった。彼は昨年また伝道師への欲求という強烈な思
いつきにとらわれていたが、今やこの厳しい現在、熟練した会計係が店に欠けてはならな
いよと納得させられて、やっと引き留められていた。しかし最も熱心にアントンの好意を
求めていたのは空想的なシュペヒトであった。彼にとって旅行者のアントンはロマンチッ
クな後光を得ていた。アントンが体験したと思われるものを、シュペヒト氏の空想はどぎ
つい色彩で描き出した。彼はこう考えがちであった、つまり帰郷者は、自分が語った冒険
の他に、更に無限に魅力的な恐ろしい冒険を体験しており、これらの冒険については、秘
密の諸般の事情で、止むなく秘匿しているのだ、と。
残念ながら同僚達に対する彼自身の立場は、アントンの不在の間に、かなり弱体化され

ていた。彼はずっと他の者達の陽気な気まぐれの発散の対象にされ易い者であった。弱い
小木に巻き付き植物が絡む按配であった。しばしば彼は他人の機知の花々でほとんど窒息
させられた。今やアントンは遺憾ながら、この善良なシュペヒト氏が皆にいじめられて暮
らしていることが分かった。彼の四重唱者達でさえ彼を見放していた。少なくとも彼と二
人のバス歌手の間には不機嫌の陰気な雲が漂っていた。シュペヒトが必ずしも反論の余地
がないわけでない議論を述べても、ピックスは両肩をすくめて、彼に聞き慣れない言葉、
「カボチャ」を軽視して返していた。シュペヒトが述べることは、ほとんどすべて「カボ



- 264 -

チャ」であった。食事中でさえこの植物は軽蔑されて口々に発せられていた。そしてこの
言葉が発せられるたびに、シュペヒト氏は怒りを露わにし、深く侮辱されて会話を打ち切
り、他の人々との社交の場から自分一人の許へ引きこもった。
アントンはある晩この被追放者を部屋に訪ねた。すでにドアの前で彼はこの同僚の鋭い

声を耳にした。彼は有名な歌、「私はここ芝生に菫で飾られて座っている」[Klamer
Schmidt 1781原作]を彼の住まいの高所から ー シュペヒト氏は四階に住んでいた、
ー 下の家の中へ歌っていた。アントンがこっそりドアを開けると、シュペヒトが芸術的
身振りで、優雅に片腕を支えにして、テーブルのランプの許に座っていて、とても心地良
げに歌っており、アントンは数瞬間立ち止まったまま、酔狂な者の邪魔をしないようにし
た。シュペヒトが住んでいる部屋は大きなものではなかった。そしてこの主人の発明力が
数年間発揮されて、この部屋には通常の部屋の性質とは異なるものが付与されていた。こ
の部屋は実際他の地上の住まいとの類似性がなかった。すべての壁が絵で覆われていた。
有名な女性芸術家達の肖像画で、多くがその配役の衣装であった。その間に数多くの陳列
棚がそびえていて、それらの上に小さな花瓶や貝殻、粘土細工や他の珍しいものが並んで
いた。陳列棚はその上に置かれるべき作品よりも多くて、それでシュペヒトは空いた棚を
杯やシャンパーニュの瓶で臨時に埋めていた。ベッドの上では輝く真鍮製の騎士の盾が掛
かっていて、その横にはフェンシング用の手袋と矢の付いた箙があった。矢の上では一枚
のビラが壁に貼られていた。それには描かれた髑髏と二本の交差する骨と警告の言葉、「毒
殺」があった。その言葉の後には三本の感嘆符が付いていた。
最も人目を引くものが、部屋の中央に設置されていた。そこではおよそ人の背丈を越え

る所に巨大な箍が浮かんでいた。それは天井の鉤に紐で固定されていた。その下には大き
な陶器の鉢があって、土が詰められ、鉢からは数多くの引き締まった紐が箍まで伸びてい
た。箍の下には節くれ立った木の枝で出来た庭用テーブルと柳の枝で出来た若干の椅子が
あった。こうした仕掛けでこの部屋は全く前代未聞の外観を呈していて、その部屋では四
肢の自由な動きは、慣れた住人以外の他人にはとても難しいものとなっていた。この神秘
的仕掛けの目的は一体何なのか予見できなかった。勿論野外用テーブル、椅子、土の容器
は人間の精神にある程度庭や野外を思い出させたが、一方ぴんと張られた紐は船のマスト
の籠へと導く縄梯子とのかすかな類似性を有していた。最後にアントン次のような見解に
傾いた。この発明は、蜘蛛の巣を手本に作られていて、意地悪な同僚達の頭や脚を捕まえ
るべく計算されている人間罠をイメージしているのではあるまいか、と。少なくともシュ
ペヒト自身はこの巣の中央に指揮者として座っており、彼の白鳥の歌は多分、入室者達を
仮装の緑の芝生と偽りの菫の花輪で罠へと誘う魂胆なのではあるまいか。
アントンは罠の外部に立ったままでいて、ようやくシュペヒトにドアから呼びかけた。

「一体何でまたこんな紐細工を貴方の部屋で考案したのかい」。
シュペヒトは飛び上がって、目を輝かせて答えた、「これは園亭なのだ」。
「園亭だと。緑がないではないか」。
「出て来るのだ」とシュペヒトは言って、訪問者を彼の鉢の許へ案内した。
よく見てみると、アントンは土鉢の中に若干の弱々しい木蔦の蔓を見いだした。それら

は埃になって腐っており、目覚めて行く人間にとって数瞬間魂の糸の中に掛かっていて、
その後すぐに永久に消えてしまう朝方の夢の残像のように見えた。
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「しかしシュペヒト、この木蔦は生えないよ」とアントンは言った。
「しかしこれだけではないのだ」とシュペヒトは秘密めかして教えた。「御覧、ここに

別のが生えて来る」。彼は幾つかの痩せて、アスパラガスに似た植物を示した。これらは
土鉢から出ており、ただ春の時期、ジャガイモが温かい貯蔵庫で呈する不幸な発芽の試み
と比べられるものであった。
「しかしこれらの芽は何だい」。
「これらは豆にカボチャだ」とシュペヒト氏は言った、「全体はカボチャの園亭になる

のだ。数週間したら蔓の糸が出て来るだろう、ヴォールファルト、何と素晴らしいものに
なることだろう。四方八方に緑の蔓や花々、大きな葉が育つのだ。全体は二つの入り口の
あるテントとなろう。大方のカボチャを私は剪定する、余り重くならないようにな。個々
のカボチャを垂れさせて、それらには下に網を置く。全体濃い緑を想像してくれ給え。間
には黄色の花々があって、魅力的な眺めとなる。ここは、立派な友と一本のワインを飲ん
だり、四重唱を歌う一つの場となる」。
いやはや、立派な友はシュペヒト氏の許を去っていた。しかし彼は日曜日ごとに従者か

らワインを半分取り寄せさせて、テーブルの四個のグラスを置いて、次々に飲んでいた。
「しかしシュペヒト」と笑いながらアントンは尋ねた、「カボチャが貴方の屋根裏部屋

で育つだろうと本気で思っているのかい」。
「育たないことがあろうか」と侮辱されてシュペヒト氏が叫んだ。「貴方も他の人々と

変わらない。植物は陽を受けており、私は新鮮な空気も入れている。牛の血も注いでいる。
必要なものをすべて与えている」。
「しかしこれらはどうしようもなく病んでいるように見える」。
「これは最初だけだ。外の空気はまだ冷たい。陽が照らない数週間があった。後には一

気に生長する。庭園の類いを何も有しないときは、工夫しなければならない」。彼は楽し
げに部屋を見回した。「御覧、私の部屋の飾りはどんな金持ちにも引けをとらない。勿論
私の資産に応分のものだ。油絵は大したものではない。普通は黒っぽいものだが、ここの
私の絵はせいぜい少しもっと明るい。金がかかったが、その代わりここは素敵になった。
私の部屋は広くはないが、しかし住み心地はいい」。
「そうだね」とアントンは応じた、「ある種の落ち着きのない不作法な人間向きではな

い。真っ直ぐに立ったりとか動き回るとかは不向きだ。それはここでは断念しなければな
らない。すぐドアの所で床に座る訪問は受けられるね」。
「静かに座ることは実際会話の基本だな」とシュペヒトは答えた、「残念ながら人間は

しばしば劣等で、無慈悲だ。 ー ヴォールファルトよ、我らの帳場でも若干の同僚は情
緒に欠けると思わないかい」と彼は小声で言った。
「時折若干手短だ」とアントンは答えた、「しかし意見は立派だ」。
「私はそうは思わない」とシュペヒトは溜め息を付いた、「私は今全く一人っきりだ。

私は慰めを家の外で探さなければならない。出来るときには、芝居に行ったり、乗馬に行
ったり、そして小人とかアザラシの興行のときとか、勿論コンサートに行ったりだ」。
「しかしそれでは必ずしも孤独の解消にはなるまい」。
「ならないな」とシュペヒトは答えた、「金がかかるし、貴方も承知しているように、

私の給料は高くない。今より多くはもはや貰えないのではないか案じている。実家では財
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産があったのだ」と彼は勿体ぶって言った、「しかし私の後見人であった私の従兄弟がそ
れを奪ってしまった。それがまだあったら、ひょっとしたら四人で出掛けられるかもしれ
ないのだが。実際私はもっと幸せにはなれないだろう。ピックスがこれほど粗野でなくな
ってくれさえすればいいのだが」と彼はまた嘆いた、「ヴォールファルトよ、このことを
毎日聞かなければならないのは、辛い。 ー 私は貴方が旅していたとき、彼と決闘しよ
うとしたのだ」と彼は叫んで、古い長剣を指し示した。その刃はベッドの背後から覗いて
いた。「しかし彼はひどい振る舞いをした。私は彼に書いた。貴方と決闘しなければなら
ないのはとても残念である、どこで私と決闘するか、私には場所はどこでもいい、と。私
は遊歩道の山か、広さが十分にある我らの屋根裏部屋の床を提案した。そして彼に彼が適
当と思う武器を選んで伝えてくれるように頼んだ。すると彼は無礼な返事を寄越した。自
分はただ、一日のすべての時間を過ごしている玄関で決闘したい、武器に関しては、私は
自分の欲するもので闘っていいが、彼の武器は大きな筆となろう、私のどの頬にも印を付
ける用意がある、と。私はこれには同意出来なかったと貴方は了解してくださろう」。
アントンはこれに頷いた。
「今彼は他の同僚達を私の敵対者に駆り立てている」とシュペヒトは小さな声で続けた。
「この状況は私には耐え難い。私は全くもはや、侮辱を感ぜずには、他の人々とやってゆ
けない。しかしどうして復讐するか私は承知している。私は今貯蓄している。カボチャが
花開いたら、私は皆に一文送る。ただピックスだけを招待しない。ヴォールファルト、か
つて貴方をそんな風に遇したよな。我々二人分彼に復讐しようと思うのだ」。
「分かった」とアントンは言った、「それは気に入った。しかし分かるだろう、私も同

僚達に恩義を感じているから、我々二人で一緒に貴方の部屋で祝典を行おう」。
「それは素晴らしい、ヴォールファルト」とシュペヒトは幸せに叫んだ。
「それにカボチャが大きくなるまでは」とアントンは続けた、「待たないことにしよう。
別な緑のもので間に合わせることにしよう」。
「よろしい」とシュペヒトは言った、「ひょっとしたら樅の木かな」。
「私がその手配はしよう」とアントンは続けた、「そして結局ピックスを除外しないこ

とにしよう。まともに招待しよう。これは貴方の立派な心に最もふさわしいはるかにより
繊細な復讐となろう」。
「そうだろうか」とためらってシュペヒトは尋ねた。
「大丈夫だ」とアントンは決した、「私は次の土曜日を提案する。招待は連名でしよう」。
「文書でな」と朗らかにシュペヒトは叫んだ、「薔薇色の紙だ」。
「それがいい」とアントンは言った。その後両人は園亭で祝典のより詳しい設営を話し

合った。
同僚達は数日後色とりどりの紙片で、シュペヒト氏の部屋へのカボチャ花パーティーに

招待されたとき、少なからず驚いた。シュペヒト氏が秘密めかして帳場の時間開始前に各
人の席に置いていたものであった。アントンの尊い名前のサインもあったので、彼らは招
待を受ける他なかった。一方アントンは令嬢に秘密を打ち明けて、彼女の庭園から幾つか
の現存する木蔦の株とその他丁度手放しても構わない花々をもらい受けた。シュペヒトは
その週ずっとドアを閉ざして自分の部屋で働き、祝典当日には従者の助けを借りて、隙間
の紐に緑の蔓を巻き付け、若干の花咲く灌木をグループごとに置いて、かなりの数の色つ
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きガラスのランプを取り寄せ、蔓に黄色と白色の紙を工夫して漏斗状にして取り付け、カ
ボチャの花と全くそっくりな具合にした。
このような設営によって、この部屋はシュペヒト氏がその夢想の中ですでに長いこと思

い描いていた外観を呈することになった。祝典の夕べ客人達は極めて驚いた。最後にピッ
クス氏が入って来たとき、彼もびっくりした。「魂消たな」という言葉を抑えることがで
きなかった。不幸な園亭が本当に蔓が巻き付いて、黄色の花々を付けているのを見たので
ある。これらの花々は多彩なランプの明かりで微光を発して、その針金から親しげに下に
頷いていた。大きな陶器の鉢は灌木で隠されていて、園亭の中ほどでは赤いランプが蛍の
ように下がっていて、庭用テーブルには巨大な大きなカボチャがあった。アントンは四重
唱のメンバーを園亭の中へ押し入れ、他の者達はすべて部屋のまだ空いた箇所に招いた。
ベッドもクッションが置かれていて、二番目のソファーとして使用されていた。
皆が陣取ったとき、シュペヒトが大きなカボチャに近寄って、厳かに叫んだ。「貴方ら

は長いことカボチャで私のことをからかったきた。ここにその復讐がある。ここにカボチ
ャがある」。彼は短い茎を手に取って、上の部分を持ち上げた。カボチャは空洞で、ポン
ス酒が中にあった。
同僚達は笑って、「ブラヴォー」と叫び、シュペヒトは諸グラスを一杯に満たした。
しかしながら最初はシュペヒト氏と他の男衆の間である種のわだかまりが解けなかっ

た。確かに悪評高い「カボチャ」は聞かれなかった。しかし彼の提案が進んで受け入れら
れることはめったになかった。アントンが異郷で同僚達の土産に買っていたトルコ式パイ
プの束が回されて、出席者に配られたとき、シュペヒトはこう提案した。皆がトルコ人と
して脚を組んで、ベッドや床に座したらどうか、と。この提案は不評を買った。そして彼
が、今両親からトルコの家庭に売られたチェルケス人の少女達が、我らの商会のオリエン
ト貿易のかなり拡大された取引によって我々の許へ来て、バイエルンのビアホールで給仕
人の仕事を引き受けるであろうという見解を述べたときも、この見解自体少しも認められ
なかった。しかし次第にカボチャの穏やかな中味は同僚達の厳しい魂に作用した。
まずこの店の音楽家達の不和が解消された。アントンは四重唱のメンバーの健康に乾杯

をした。四重唱は若干戸惑って感謝した。というのは四週間前に不協和音が発せられたば
かりであったからである。バスの歌手達の陰鬱な仄めかしによって、シュペヒトが彼らに
ぶしつけな要請をしたことが明らかになった。シュペヒト氏はサーカスのある曲馬師の女、
蠱惑的なティレビ嬢にシュテントヘン[セレナード]を捧げるべく、彼らを利用しようとし
たのであった。バス歌手達はこのような夜間の仕事に従事することを拒んだ。しかしシュ
ペヒトはこの拒絶に激しく怒って、彼らがこの比類のない美女に対し、つまらない躊躇い
から、敬慕の誠を拒むのであれば、一曲も他の者達とは歌わないと誓ったのである。「彼
がシュテントヘンをまだ晩のうちに捧げようと思ったのであれば」とバルブスは語った、
「ひょっとしたら我々はもめ事を嫌って、一緒に出掛けたかもしれない。しかし彼はこう
主張したのだ。早朝四時でなければならない、その時が曲馬師達が馬に餌をやるために起
きる時間だから、と。これは我々にはとんでもない時間だ。それにこの女はサーカスの道
化師と駆け落ちした」。
「それは本当ではない」とシュペヒトは叫んだ、「道化師が強引に拉致したのだ」。
「いずれにせよ道化師はそれで我々に一つの貢献をなした」とアントンは言った、「男
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衆に貴方の力強い誓いの実現を不可能にしたのだから。それ故貴方は芸術家として、また
誠実な同僚として、これ以上長く貴方の音楽的練達さの発揮を断念すべき理由はないこと
になろう。聞くところによると、最も親愛なるシュペヒトよ、貴方は少しばかり激しい。
この点について、名誉ある男にふさわしい仕方で、男衆に詫びたらどうか、その後で男衆
に、四重唱を即刻新たに結成するよう私が提案しよう」。
するとシュペヒトは立ち上げって、言った。「私の友ヴォールファルトの助言に従って、

貴方らにお詫び申し上げる。ちなみに私は貴方らにどんな話しにも応ずる用意がある」。
こう述べて、自分のグラスを飲み干し、バス歌手達と激しく握手した。
その後楽譜が持ち込まれ、四人は皆快適にカボチャの園亭でその声を響かせた。
更にピックスとの和解が最も困難な仕事として残っていた。シュペヒトは自分の敵を一

晩中うさんくさそうに見つめていた。
ピックスは無愛想にベッドに座っていて、プルートーを撫でていて、この犬は彼と一緒

に夕べの一同の許に来ていた。
シュペヒトはピックスのグラスを満たして、ベッドの脚に置いた。ピックスは黙って飲

み干した。シュペヒトは新たに杯を満たして、世慣れた紳士の調子で始めた。「さて、ピ
ックス、カボチャをどう思う」。
「狂った考えだ」。
侮辱されてシュペヒトは向きを変え、また落ち着かず自分の敵を見つめた。しばらくし

て彼は両足を、快適さを装って、伸ばし、両手をズボンのポケットに入れて、肩越しに言
った。「ピックスよ、人は色々な事柄について様々な見解を持てるのであって、だからと
言って敵対する必要はないということを認めるだろう」。
「それは認めるよ」とピックスは言った。
「それでは何故」とシュペヒトは激しく続けて、飛び上がった、「何故貴方は私の敵な

のだ。何故貴方は私のことを軽く見るのか。自分の同僚達と敵対して暮らすのは辛い。私
は黙っているつもりはない、私は貴方を尊敬している、しかし貴方の振る舞いは我慢なら
ない、と。貴方は私に名誉回復を拒んで、今なお私に意地悪だ」。
「おだを上げることはない」とピックスは言った、「私は貴方の名誉回復を拒んでいな

いし、少しも貴方に意地悪ではない」。
「そのことをこの男衆皆の前で宣言してくれるかい」とシュペヒトは喜んで叫んだ、「私
と乾杯してくれるかい」。彼は自分のグラスを持って来た。
「こちらに来給え」とピックスは穏やかに言った、「私は少しも貴方に敵対していない。
私はただカボチャの件は少し狂った思い付きだと言っているにすぎない」。
「しかしまだ私の思い付きなのだ」とシュペヒトは自分のグラスを引きながら叫んだ。

「私は牛の血の肥料をやっているし、数週間したら緑になるだろう」。
「そうはならん」とピックスは答えた、「永久にお仕舞いだ。明日早朝貴方もそれは分

かろう。今はこちらに来給え。そして乾杯し給え。カボチャについては我々はもう話さな
いことにしよう」。
シュペヒトは怪訝そうに乾杯して、すぐその後陽気になった。彼を長いこと苦しめて来

た彼の重荷が取れた。彼は歌い、同僚達と握手した。そして大胆な主張をのびのびとする
ようになった。
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アントンが他の者達と階段を下りて行くとき、プルートーが何か黄色のものを口に入れ
て、熱心に噛んでいるのに気付いた。「シュペヒトのカボチャだ」とピンクスが説明した。
「この犬はそれを牛肉だと思って、皆囓ってしまった」。

6.

アントンは病気のベルンハルトのベッドの前に立っていて、友人のやつれた姿を心から
同情して見ていた。この学者の顔は以前よりも更に皺が増えていて、彼の肌は蠟のように
透明であって、彼の巻き毛が乱れて、湿った額の周りにあり、目は熱を帯びて、興奮して、
訪問客に注がれていた。「貴方が異郷にいる間」と彼は嘆いて、叫んだ、「私は毎日貴方
に憧れていた。今貴方が戻ったから、私も快方に向かうことだろう」。
「貴方が我らの会話で疲れないのであれば、しばしば伺うよ」とアントンは答えた。
「疲れない」とベルンハルトは言った、「静かに拝聴しよう。貴方の旅について話して

欲しいな」。
アントンは自分の報告を始めた。「私はこの期間我々がよく互いに願っていたこと、異

郷の人々や嵐のような営みについて見聞してきた。私は異郷でも立派な若者に出会った。
しかし私の体験した多くのことで、こう確信するに至った。自分の故郷で、自分の同国人
と一緒に立派に働くことほど大きな幸せはない、と。貴方も喜ぶであろう多くのことを経
験した、詩的なことで、魂を感動させたから。しかし結局厭わしいことが前面にあった」。
「向こうも地上のすべてと同様だ」とベルンハルトは決めつけた、「大いなる感情が心

を震撼させて、人間を前進させようとしても、大地はその汚れをそこに投げ出し、美しい
ものを萎縮させ、すべての偉大なものが滑稽にされる。どこであれ、我らの許よりましで
はないだろう」。
「それは我らの古い論争だな」とアントンは陽気に言った、「貴方はまだ心を入れ替え

ていないのか、信仰の足りない者よ」。
ベルンハルトは指で自分の掛け布団をつまんで、下の方を見ながら答えた、「ひょっと

したら心を変えたかもしれない、ヴォールファルト」。
「おや」とからかってアントンは叫んだ、「誰が貴方に改宗を働きかけたのか。貴方が

体験したことのせいか、きっとそうに違いない」。
「それは何であれ」とベルンハルトは微笑を浮かべて答えた。その微笑は明るい輝きの

ように彼の顔に浮かんで過ぎた、「思うに、我らの許でも美や愛らしいものは存在する。
思うに、我々の許でも人生は大きな情熱をもたらし得る。神聖な歓喜や辛辣な苦痛を。思
うに」と彼は悲しげに続けた、「人は我々の許でも恐ろしい運命の圧迫の下で没落するこ
とがある」。
心配してアントンはこれらの言葉を聞いていて、病人の大きな目が感激して高みを覗く

のを見た。「きっと貴方の言う通りだろう」とアントンはようやく答えた、「しかしこの
人生に最高の価値を与える最も美しいものは、人間の力が人間を圧迫すべてのものよりも
偉大なときのことだ。私は情熱や本気の運命の力を自分の能力以上のものにはさせない男、
また不正を行っても、再びそこから抜け出すことを心得ている男を称える」。
「しかしそれが遅すぎたり、諸状況の力がその男より強い場合どうなる」。
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「私は諸状況の力は余り信じない」とアントンは言った、「私は、ある男がそれほど押
し込まれても、有為の力を発揮しさえすれば、切り抜けられるであろうと信ずる。彼は戦
闘の際の兵士のように傷を受けるだろうが、しかし傷は良く似合うようになるだろう。救
いは見られなくても、少なくとも勇敢な男として闘うことだろう。それで倒れても、皆は
同情して彼を見ることだろう。嵐が来たとき、抵抗もしないでただ屈する者、この者を風
邪は地上からさらって行く」。
「鳥のにこ毛は祈っても石には変わらない、と詩人は言っている」とベルンハルトは答

えて、指で枕から羽毛を空中に取り出した。「私は貴方にちょっと聞きたいのだ、ヴォー
ルファルト」と彼はしばらくして続けた、「もっと近寄って欲しい。私はキリスト教徒で
あって、貴方は私の告解師と思って欲しい、その人を前に秘密を有してはならない告解師
だ、と」。彼は不快げに隣室のドアを見て、こっそり尋ねた、「貴方は私の父の仕事につ
いてどう思われるか」。
当惑してアントンは後ずさった。ベルンハルトは不安げな面持ちで友人を見つめていた。

「私はこれらの事柄について詳しくない、ひょっとしたら無知だ。彼が金持ちか貧乏か知
りたいとは思わない。しかし貴方に友として尋ねたい。余所の人々は彼の金儲けの仕方に
ついてどう思っているのか。彼の息子の私がそのようなことを尋ねるのは恐ろしいことだ
し、ひょっとしたら大変不正なことかもしれない。しかし事情があって、どうしても尋ね
なければならない。ヴォールファルト、私には正直に答えて欲しい」。彼はベッドで起き
上がって、アントンの首に腕を置きながら、アントンの耳に言った、「私の父は貴方らの
ような男達の許で品行方正と見なされているか」。
アントンの心は内心の共感で縮み上がった。彼は自分の考えていることを言ってはなら

なかったし、嘘を付いてもならなかった。かくて彼はしばらく黙っていて、病人は布団に
また沈み込んだ。微かなうめき声が部屋で震えた。
「私の大事なベルンハルトよ」とアントンは答えた、「息子の貴方にそのような質問の

答えを言う前に、何故第三者にそのような質問をするのか、尋ねなければならない。私の
見解で自分の父親の仕事についての貴方の判断を補完するために、貴方がただ質問してい
るのであれば、その答えがどのようなものであろうと、返事を拒絶しなければならない。
というのは、例えば私が知っていることは、他人の冷淡な、ことによると好意的ではない
かもしれない見解に過ぎないからだ。そのような見解を、商売人の息子たる者は、決して
自分の見解としてはなるまい」。
「私が質問しているのは」とベルンハルトは厳かに言った、「他人の安寧がとても心配

だからだ。ひょっとしたら貴方の返事が幾人かの人間の不安や困窮を取り除くことになる
かもしれない」。
「それだったら」とアントンは言った、「貴方に答えよう。私は商人的概念に従って不

正であるような個々の取引を貴方の父親に関して知らない。私が知っているのは、彼は大
きな生業者達のクラスの一員であり、この人達はその仕事の際、自身の利益が他人の損失
によって購われるものであるかどうかについてはそれほど気にかけないということだけ
だ。エーレンタール氏は用心深い、有能な男と見なされていて、彼は数百人の他の人々の
ように堅牢な男達の善良な意見を歯牙にかけないということはない。彼はひょっとしたら
確実な自負心の商人なら避けるような幾つかのことを行うかもしれない。しかし彼はきっ
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と彼の周囲の良心のかけらもない投機者どもの敢えて行うような多くのことに嫌悪感を抱
くことだろう」。
再び震える溜め息が病人の唇から漏れて、痛々しい沈黙が続いた。ようやくベルンハル

トは起き上がって、アントンの耳の間近で語って、アントンは病人の熱い息を自分の頬に
感じた。「貴方はロートザッテル男爵をご存じだろう」。アントンはびっくりして見上げ
た。「ご令嬢が私自身に貴方とは知り合いだと告げた」。
「レノーレ嬢の仰有る通りです」とアントンは答えた。自分の興奮をかろうじて隠して

いた。
「私の父親と男爵の関係について何かご存じかな」。
「ほんのわずかでしかない」とアントンは言った、「ただ貴方自身が私に時折語ったこ

と、つまりエーレンタール氏は男爵に荘園を担保に金を貸したということだ。今度異郷で、
男爵に何らかの危機が迫っていると耳にした。それどころか男爵にある陰謀を警告する羽
目になった」。ベルンハルトは不安一杯にアントンの唇を見つめた。アントンは頭を振っ
た。「しかしそれはある者のことだ」と彼は言った、「貴方の家と縁のある者、簿記係の
イッツィヒのことだった」。
「あれはならず者だ」とベルンハルトは激しく叫んで、自分の細い手を固く握り締めた。
「卑俗な、低劣な奴だ。彼が我らの家に来た最初の日から、私は不潔な動物に対するよう
な嫌悪感を抱いたものだ」。
「私には」とアントンは続けた、「私が昔から知っているイッツィヒが貴方の父親の背

中に隠れて、男爵に働きかけているように見える。男爵のためを思って私に知らされた警
告は漠然としたもので、判然としたものではなく、私自身が得た警告をそのまま男爵に伝
えることしかできなかった」。
「このイッツィヒが私の父を支配しているのだ」とベルンハルトはささやいた。「彼は

我々の家庭の悪霊だ。私の父が利己的に男爵に対し振る舞っているのであれば、この人間
のせいなのだ」。
労ってアントンはこのことを認めた。「私は男爵と私の父親の関係を知らなければなら

ない」とベルンハルトは続けた、「その家族を困惑から救出するために何がなされるべき
か知らなければならない。私は手助けできよう」と病人は叫んだ、再び歓喜の鈍い光が彼
の顔に過った、「私の父親は私を愛している。彼は私をとても愛している。今病床にあっ
て、彼が私を心にかけているのが、実感できている。父が夕方私のベッドに来て、その手
で私の額に触れるとき、父が貴方の座っている所で私に向かい合わせに座り、何時間も心
配して見つめているとき、感ずるのだ。 ー ヴォールファルト、やはり彼は私の父なの
だ」。彼は両手を打ち合わせて、自分の頭を枕に沈めた、「私の友よ、貴方は私を助けて
くれなければならない」と彼は再び始めた、「男爵を助けるために何ができるか、教えて
くれなければならない。私はこのことを貴方に要請する。私自身は父に尋ねよう。そのこ
とを父と話し合う時が怖い。しかし貴方の話しを基に判断すると、父もすべてが分かって
いるか、心配だ、あるいは」と彼は口ごもって付け加えた、「私にすべてを語ろうとはし
ないかもしれない。しかし貴方は自ら男爵を訪問しなければならない」。
「忘れてならないのは、ベルンハルト」とアントンは答えた、「どんなに純粋な意志か

らであろうと、他人の関係の中にそのように割り込んで行くことは許されないということ
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だ。我々の意図がどんなに良いものであれ、男爵にとって私は他人だ。私の仲介は男爵に
とって、貴方の父親にとっても同様、容易に僭越な厚かましさに見えることだろう。案ず
るに、我々はこの道では経験が少ない。この方策が無駄だと言っているのではない。しか
し覚束なく思える。むしろ貴方自身が貴方の父親のやり方に影響を与える方が可能性は高
い」。
「それでも男爵の許へ行って欲しい」とベルンハルトは執拗に頼んだ、「彼自身が貴方

に心を閉ざした場合、令嬢に尋ね給え。私は彼女と会った」と彼は続けた、「私はそのこ
とを、人間が最も大事な秘密を隠すように、貴方に黙っていた。今日打ち明けよう。私は
何と彼女は綺麗なのかと思う。何と彼女の態度は誇り高く、彼女の振る舞いは高貴なのだ
ろう。彼女が芝生の上を歩くとき、自然の女王のようであった。彼女の頭の周りには青い
微光が輝いていた。彼女が覗き込むと、すべてが彼女の姿の前で礼をする。 ー 彼女の
歯は真珠で、胸は薔薇の丘だ」と彼は小声で言って、組み合わせた両手と共に目を輝かせ
て、布団の中にまた沈んだ。
「彼もか」とアントンは心の中で叫んだ、「哀れなベルンハルト、貴方は陶酔している」。
ベルンハルトは頭を振った、「その日以来、私は我々の人生は灰色ではないと分かった」

と彼は微笑して言った、「灰色ではない、しかし廃人にする。それでは男爵とそして男爵
の娘と話してくれるかい」。
「そうしよう」とアントンは立ち上がりながら言った、「しかし繰り返すが、私は何か

珍しいこと、我々両人にとっても、容易に紛糾を招き寄せかねないことを始めることにな
る」。
「私のように臥せっている者は、紛糾を恐れない」とベルンハルトは言った、「そして

貴方は」と彼は続けて、アントンを験すように見つめた、「貴方が私に今日語った者に、
貴方の人生でなって欲しいものだ。やり抜く一人の男だ。たとえ傷を受けても、その使命
は運命と闘うことだ。私の方は、アントン・ヴォールファルト、私を突風が吹き飛ばすこ
とだろう」。
「度胸がないな」と優しくアントンは叫んだ、「それは貴方の病気が言わせているのだ。
度胸は病気が治ると戻って来るよ」。
「そうだろうか」と疑わしげに病人は尋ねた、「よく私もそう思ってみる。しかしただ

時に気弱になることがある。いや、生きてみよう。これまでとは違った風に生きよう。力
を傾注して、もっと強くなるようにしよう。もはや今までのように夢見ることはやめよう。
もはや小部屋で興奮したり、悩むことはやめよう。どんな悪さを自分が受けようと仕返し
をする有能な男のようにそんな生き方を試みてみよう」と彼は両頬を紅潮させて叫び、手
を友人に差し出した。
アントンは彼の友の許に屈み込んで、それから部屋を去った。

夕方エーレンタールは自分のベッドの許に寄って来た。彼が帳場を閉ざし、鍵を寝室に
隠した後、彼はいつもそうしていた。「ベルンハルト、今日ドクトルは何と仰有った」。
ベルンハルトは頭を壁の方へ向けていた。今や突然向きを変え、激しく言った。「父上、

私は父上とちょっと話さなければなりません。ドアを閉めてください。誰も邪魔しないよ
うに」。
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びっくりしてエーレンタールは両ドアの方へ行き、閉め、そして従順に閂をして、急い
で息子のベッドの許へ戻った。「どうしたのか、何を悩んでいる、ベルンハルト」と彼は
尋ねて、手で病人の額を触った。ベルンハルトは頭を逸らし、父親の手はベッドの布団に
落ちた。「こちらに腰掛けてください」と息子は陰鬱に言った、「そして自分が自分自身
に答えるように、率直に私の質問に答えてください」。
老父は腰掛けて、言った。「息子よ、尋ねるがいい。何でも答えよう」。
「父上は男爵ロートザッテルに沢山金を貸した。そして彼には金をもはや貸さないつも

りだ、この貴族は荘園を維持できないだろうと仰有いました」。
「私の言った通りだ」と父親は尋問の時のように用心して答えた。
「それで今や男爵とその家族はどうなるのです」。
エーレンタールは両肩をすくめた。「彼は荘園を手放すだろう。そして荘園が裁判で競

売にかけられる日になったら、私は自分の金のせいで荘園に値を付けることになろう。そ
して出来れば、それを購入したい。私は大きな抵当権を有している、それは確実なものだ。
そして小さな抵当権を奥の端に有している、それは劣等なものだ。劣等な抵当権のことで
荘園を求めるつもりだ」。
「父上」とベルンハルトは鋭い声で叫び、それでエーレンタールは縮み上がった、「父

上はその男の不幸から利益を引き出そうとしています。そしてその地位に就こうとしてい
ます。いや、父上は男爵の荘園へ出掛けて、私を同伴させました。ひょっとしたら男爵の
当惑を利用しようと考えたのかもしれません。恐ろしいことです、恐ろしいことです」。
彼は布団に沈み込んで、両手を揉んだ。
エーレンタールは自分の席で落ち着かず、そわそわした。「おまえには分からない仕事

のことでそんな風に話すものではない。仕事は昼間のもので、夕方私がおまえの許に来た
ときには、私の仕事のことで案ずることはない。おまえが両手を上げたり、恐ろしいと叫
んだりしたら嫌だ」。
「父上」とベルンハルトは叫んだ、「私が恥辱と苦悶の余り身罷るのをお望みでなけれ

ば、父上の目論見を放棄してください」。
「放棄せよと」と怒ってエーレンタールは叫んだ、「何で私が自分の金を放棄できよう。
私が日夜目指して来た荘園を何で放棄できよう。私が人生で仕上げて来た最大の仕事を何
で放棄できよう。頑是無い子供だなあ。おまえは全く何でもないことで我々に心配をかけ
る。男爵に金を貸したこと、これが何の不正であろう。彼がそれを望んだのだ。荘園を私
が買って、それが何の不正であろう。私は自分の金を取り返すのだ」。
「父上がそれに使ったターラー貨幣はすべて呪われろです。父上がその不幸な決心をし

た日は呪われろです」とベルンハルトは声を上げて、自分の手を威嚇するように父親にあ
げた。
「どうしたのだ」とエーレンタールは飛び上がって叫んだ、「何という邪悪な考えが私

の息子の心を捉えて、父親に対してそんな風に語るのだろう。私が何をしたかね。誰のた
めに私はそれをなしてきたのか。私のためや、私の老いの日々のためではない。息子よ、
毎日私はおまえのことを考えてきたのだ。息子のおまえはおまえの父親とは違うのだ。私
は苦しい目に遭ってもいい。おまえは宮殿から芝生に出掛けて、また宮殿に戻って来て欲
しいのだ。おまえが出掛けるとき、行政官がその帽子を取り、中庭では下僕達がその帽子
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を取って欲しいのだ。そして彼らが自分達にこう言って欲しい。こちらは若殿エーレンタ
ールで、出掛けられる我らの領主だ、と」。
「いやはや」と辛辣にベルンハルトは叫んだ、「それが父上の愛です。父上は私を不正

行為の共犯者に仕立てようとしている。父上、間違っています。決して私は宮殿から本を
持って庭園に出掛けません。むしろ私は哀れな乞食として食事を共同体に乞いましょう。
罪で購われた荘園に足を踏み入れるくらいなら」。
「ベルンハルト」と両手を揉んで老父は叫んだ、「おまえは父の私の心に石を投げつけ

ている、地面に押し潰される重荷を感ずる」。
「父上は息子を台無しにしています」とベルンハルトは情熱を迸らせて叫んだ、「誰の

ために暴利で騙してきたか御覧になるといいのです。しかし我々の上に一つの天がある限
り、それは父上の不幸な息子のためになされたと誰にも言ってなりません」。
「息子よ」と父親は嘆いた、「私の心をおまえの呪いで苦しめないでくれ。おまえが祈

祷の小本を学校に運んでいた小僧であった頃から、おまえを見るたびに誇りを感じていた
ものだ。おまえにはおまえの大好きなことを何でもおまえの好きなようにさせて来た。お
まえには本を買って来た。おまえの欲しがる以上にお金を与えて来た。おまえの目でおま
えの心が察せられるときには、その心を察して来た。下の所で一日中立腹していたときで
も、私はいつもこう考えざるを得なかった。私は自分が不安に思っているから、息子には
笑って欲しい、と」。彼は自分のナイトガウンの先端をつまんで、それで目を拭いて、自
分をまた落ち着かせようとしてできないでいた。そのように彼は打ちのめされた男として
息子に向かい合って座っていた。
ベルンハルトは屈んだ姿を黙って見ていて、ようやく手を差し出した。「父上」と彼は

優しく叫んだ。エーレンタールは素早く両手で差し出された右手を掴んで、また引き抜か
れるかもしれないという風に、しっかり握った。彼はもっと間近に寄って、その手に接吻
し、さすった。「おまえはまた私の良き息子だ」と彼は感動して言った、「もうそんな厭
わしい話しはしないでおくれ。二度とこの男爵のことで喧嘩はしないでおくれ」。
ベルンハルトは急いで自分の手を引き抜いた。
「男爵には迫らないつもりだ。利子のことでは大目に見ようと思う」と父親は懇願する

ように続けて、息子の手を求めた。
「父と話すことは無駄なことだ」と極めて悲痛な声で叫んだ、「私の話しが分かってい

ない」。
「おまえがまた私に手を返すように」とエーレンタールは嘆いた、「何でも聞くように

するよ」。
「荘園に対する父上の考えを放棄しますか」とベルンハルトは尋ねた。
「荘園については話さないでおくれ」と老父は嘆願した。
「無駄だな」とベルンハルトはつぶやいて、向きを変え、顔を両手で隠した。
エーレンタールはしょんぼりして病人に向かい合って座っていた。彼も深い溜め息を付

いた。「聞いておくれ、息子よ」と彼はようやく小声で頼んだ、「男爵には自分の資産で
手に入るだけの別の荘園を用意しよう。聞いたかい、私の息子のベルンハルト」。
「行きなさい」と穏やかにベルンハルトは叫んだ。しかし深い痛みのエネルギーがこも

っていた、「私を一人にしてください」。
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エーレンタールは身を起こし、うなだれて部屋を去り、隣室で激しくあちこち動き、両
手を揉み、自らと語った。そしてまたこっそりとドアを開け、ベルンハルトのベッドに近
寄って、嘆いて尋ねた。「また手を与えてくれないか、私の息子よ」。 ー ベルンハル
トは脇を向いたままで、動かなかった。

動悸しながらアントンは男爵の従者に自分の名前を告げた。「ヴォールファルトか」と
男爵はゆっくりと叫んだ。アントンの手紙を思い出して、自分の魂に傷つく痛みを感じた。
「案内しなさい」。冷ややかに彼はアントンの深いお辞儀に答えた。「貴方の最近のお手
紙にまだ礼を述べていなかったのではないかな」と彼は言った、「御厚意の意見に返事を
差し上げなかったのは、私の多忙のせいと寛恕されたい」。
「私が今同じ件で参りましたのは」とアントンは始めた、「どうぞ僭越なこととお考え

くださらないようお願いします。ここへ参りましたのは、ある知人の依頼を受けてのこと
で、この知人は貴方と貴方の家庭にこの上なく熱い恭順の意を感じている者です。それは
商人エーレンタールの息子です。彼自身は病気のせいで貴方にお目にかかることができま
せん。それ故貴方にこう言上するように頼まれています。自分の父親に対する自分の影響
力をご利用頂きたい、と。貴方にとって彼の協力が必要と思われるような場合には、貴方
の願いの伝達役を申し出るよう私は依頼されています」。
男爵はじっと耳を傾けた。今、皆が去って、彼自身諦めていた時に、余所の人物が彼の

人生へ押し寄せて来た。あのイッツィヒに、ヴォールファルト、エーレンタールの息子。
彼にヴォールファルトが申し出たことは、冒険的に聞こえた。しかしそれは絶えず彼の胸
を責め苛むことに対する一つの救い、エーレンタールの諸要求に対する、彼の評判に関わ
る恐ろしい危険に対する一つの救いとなり得るものであった。「私はその若者とはわずか
しか面識がない」と彼は取り繕って言った、「どうしてこの方の尋常ならざる御厚意の栄
に浴するに至っているのか、その点をとりわけ説明して頂きたい」。
アントンは温かく答えた。「ベルンハルト･エーレンタールは高貴な心の持ち主です。

彼の人生は純粋なものです。本を読みながら育って、父親の商売のことは余り理解してい
ません。しかし父親が、劣等な助言にそそのかされて、貴方に対して邪悪に振る舞ってい
ると認識するに至っています。彼は父親に対し影響力があります。彼の繊細な名誉心がと
ても脅かされていて、彼は至急、自分の父親に対し、自分自身が不正なものと考えている
諸方策を止めさせようと願っています」。
ここに救いがある。これは、ある病室の窒息性の部屋に侵入して来た純粋な空気であっ

た。しかし病人にとってこの新鮮な風は不愉快であった。この名誉正しい人々、自分達に
とって不正と見えるものを弾劾する用意のある人々は彼にとって苦痛であった。そしてす
でに今、不確かとはいえ、この展望が彼にとって意味する価値を尊重しながらも、彼は心
の中で、自分の不安からの解放をこの二人への恩義に委ねることに反撥を覚えた。少なく
ともこの熱心なヴォールファルトに対して、信頼性、良心性に関して申し分ないとされる
この男に対して、彼は委細を告げたくなかった。それで彼は上辺だけの友好性を保って、
答えた。「貴方の友人の父親に対する私の関係は勿論、第三者による好意的な仲介があれ
ば双方とも利点となるであろう具合になっている。若いエーレンタールがそれにふさわし
い人物であるかどうか、私は判断できない。いずれにせよ、私の案件に対する彼の関与に



- 276 -

私は感謝していること、および彼の都合の良い時に、彼自身とこの点につき相談する予定
であるということをお伝え頂きたい」。この告知の後、アントンは立ち上がった。男爵は
彼をドアの所まで案内して、そして ー 珍しく彼はそこでアントンに深いお辞儀をした。
アントンが控えの間を通って行った瞬間、レノーレも入って来たのは偶然ではなかった。

「ヴォールファルトさん」と彼女は喜んで叫び、彼の許に駆け寄った。「親愛なるご令嬢」
と彼も叫び、両者は旧来の友として互いに挨拶した。
二人は瞬時に過ぐる歳月を忘れた。二人は数年前同様、ダンスのレッスンの際の騎士と

レディーであった。二人は互いに、お互い年を経て変わったと言い、そう語っている間に、
感情と言葉の面でいつの間にか、最後の会話から過ぎ去っていたすべての年月の分、また
若返っていた。
「貴方は襟カラーがまた立っているわ」とレノーレが小声で非難して叫んだ。アントン

は素早く下へ払った。
「貴女はまだ当時のカピュションを着ていますか。赤い絹の裏地でしたね、恵み深いお

嬢様」と彼は尋ねた、「とても魅力的でした」。
「今のは青の裏地よ」とレノーレは笑って言った、「それでね、あの小さな伯爵令嬢の

ラーラは来週結婚するの。最近貴方のことや日記のことを話したばかりよ。オイゲンも貴
方のことについて手紙を寄越しました。兄と知り合ったなんて素敵。お入りください、ヴ
ォールファルトさん、あの時以来どうなさっていたか、知りたいわ」。彼女は彼を社交室
へ案内し、安楽椅子に腰掛けるよう招待した。彼女は彼の真向かいに座って、目で笑いな
がら彼を見つめた。その挨拶は以前彼を幸せな思いにさせたものであった。彼の中で多く
のことが変わっていた。いや、ひょっとしたら、今は時に別の少女の頭が黄色い猫の部屋
で彼の巻き毛を揺すっていたかもしれない。しかし彼が自分の若い年月の時の女神、野生
の尊敬すべき少女が、高貴なレディーとして対峙しているのを見たとき、過去のすべての
情感が再び蘇った。そして彼は恍惚となって、彼女の暮らしている上品な部屋の繊細な香
りを吸った。
「貴方に会うと」とレノーレは言った、「ダンス教室が昨日のことのようです。私にと

っても楽しい時でした。あれ以来とても深刻なことを経験しました」と彼女は付け加えて、
頭を垂れた。アントンは熱心にそれは遺憾だと述べて、令嬢は努めてまた陽気に見えるよ
うにし、また彼の目を好意的に覗いた。
「何故私の父の許にいらしたの」とようやく調子を変えて彼女は尋ねた。
アントンはベルンハルトのこと、この友の長患い、彼女の家庭への彼の善良な願いにつ

いて語り、彼女自身これに大いに関与していると隠さずにいて、それでレノーレは下の自
分のハンカチを見つめ、端をたたんでいた。彼は自分の友の病気がとても心配だと述べた。
「貴女が父親殿にベルンハルトの仲介に応ずるよう、何かなさることができるのであれば、
なさってください。エーレンタールの帳場で男爵に対し何か陰謀が巧まれているという秘
かな憂慮が拭えないのです。ひょっとしたら貴女が、ベルンハルトか私に男爵殿のお役に
立てるよう教えてくださる方策を見いだされるかもしれません」。
レノーレは不安げにアントンの顔を見て、自分の椅子を彼の椅子の方へ近付けた。「貴

方は昔からの友のように思われます。貴方になら私が不安に思っていることを打ち明けら
れます。父は母と私には、自分の悩みを隠しているのです。父自身年々変わってしまった。
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工場のために沢山の金を使ってしまって、時にその金が足りないのです。私も承知してい
ます。毎日母と私は天に、また平和が戻って来て欲しいと祈っています。貴方と知り合っ
た頃の当時のようになればいい、と。 ー 何か分かったら貴方にお知らせしましょう。
貴方にお手紙を書きます」と彼女は決然と叫んだ、「オイゲンが休暇で帰って来たら、貴
方を訪問するように言いましょう」。
かくしてアントンは男爵の住まいを去った。美しい女友達との再会で興奮して、家族の

ために尽力しようと大いに張り切っていた。ドアの所でエーレンタール氏に出会った。手
短に挨拶して、彼はこの危険な男の側を通り過ぎた。エーレンタールは、すぐに息子ベル
ンハルトを訪問してくれるよう、アントンの背中に依頼を呼びかけた。

エーレンタールは数日悲しい日々を過ごしていた。彼は自分の人生で今この時ほど多く
溜め息を付き、頭を振ったことはなかった。ジドーニエ夫人が娘にこう尋ねても甲斐はな
かった。「夫は何故こんなに溜め息を付くのかしら」。イッツィヒが雇主の挫けた心を、
未来の楽しい絵を描いて立て直そうとしても無駄であった。この商人の心に溜まった不満
は簿記係に発散された。「貴方の勧めのせいで男爵に対するこうした段取りとなったのだ」
とベルンハルトとの悶着の後の朝、彼に呼びかけた。「貴方は自分が分かっているか。貴
方は外道だ」。
イッツィヒはびっくりして自分の真向かいの顔を見て、両肩をすくめた。「貴方はご存

じでないのですか」と彼は言った、「一体『外道』がどういう意味であるか、言語辞典の
本を開きましょうかね。そんなに気弱にならないでください、エーレンタール」。それか
らまたエーレンタールは再び溜め息を付き、ファイテルを意地悪く見つめて、頭を新聞に
隠した。
彼は二日以上長く自分の息子の苦痛に耐えられなかった。息子は目に見えて病気が募っ

て、両親のどんな説得も手短な言葉で撥ね付けていた。「私は一つの犠牲を払わなくては
なるまい」とエーレンタールは独り言を言った、「彼の夜が休まるようにし、彼が呻き声
を上げることのないようにしなければなるまい。息子のことを思って、男爵にロスミン近
郊で別の領地を得られるようにしよう。ロスミン近郊に今彼の金は置かれているのだが、
たとえ領地を得られなくても、自分にとって益のないままその金を救出することにしよう。
その金を救出したら、レーヴェンベルクと一緒に得られる筈の利益を失うのだが。千ター
ラー以上の損だ。これでベルンハルトは私を勘弁してくれるだろう」。かくて彼は決意し
て帽子を被り、深く額まで押して、相変わらず自分の中で生じて来る反対意見を強引に抑
え込もうとして、借財人の住まいに向かって行った。
男爵は思いがけない訪問を不安な思いで受け入れた。この不安は今や商売人が登場する

たびごとに、息を奪うものであった。「警告者が出て行ったかと思うと、敵本人がやって
来る。この敵は今や抵当権の法的譲渡を私に要求することだろう。今やその結果が目に見
えている」。しかし嬉しく驚くことになった。エーレンタールは丁寧な言葉で自発的に、
彼のためにロスミンへ旅して、必要とあらば更に先へ向かって、ポーランドの領地の売却
の際に彼の立場を代弁すると申し出たのである。「私自身、信頼できる男、ロスミン出身
の法律委員ヴァルターに加勢を頼みましょう。すべて遺漏なく行われていると貴方に納得
して頂くためです。私に全権をお与えください。荘園に値を付けて、貴方の抵当権が他人
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の支払う買値で補償される程度に買い手と交渉するためです」。
「これは必要なことであろうと承知している」と男爵は言った、「しかし後生だ、エー

レンタール、領地が我らの手許に残ったら、どういうことになろう」。
エーレンタールは両肩をすくめた。「私が貴方にその抵当権を推奨したのではないとご

承知でしょう。いや、私の記憶では、貴方に手を引くよう申しています。貴方が当時私の
助言に従っていたら、ひょっとしたらその抵当権は購入しなかったことでしょう」。
「しかしともかく買ってしまったのだ」と苛立って男爵は答えた。
「男爵様、私には科はないと証言して頂きたいのです」。
「今となってはどうでもいいではないか」。
「貴方にとってはどうでもいいでしょう」とエーレンタールは言った、「しかし私にと

って、商売人としての名誉にとってどうでも良くはありません」。
「どういうことだね」と男爵は激して、エーレンタールはすくんだ、「貴方自身に名誉

にならんことは、私にはどうでもいいと言いたいのかね」。
「熱くならないでください、男爵様」と商人は叫んだ、「貴方の不名誉を申し上げてい

るのではありません、とんでもないことです」。
「貴方はそのことを話しているではないか」とこの不幸な男は言った。
「昔からの馴染みの者をどうして誤解なさるのです」とエーレンタールは嘆いた。「私

は抵当権の購入の時に科はないという貴方の保証だけを求めています」。
「科はない、それは構わん」と男爵は叫んだ、地団駄踏んでいた。
「それで結構です」と商人は落ち着いて言った、「たとえ不幸なことで、貴方が領地を

保有しなければならなくなっても、そのときの対処を考えることにしましょう。金を貸す
のには悪い時期です。しかしそれでも貴方に保証金の前払いをし、領地に対する一つの抵
当権への裁判費用を立て替えましょう」。
その後彼は全権委任状と近隣の地方への自分の旅について話し合った。彼が男爵の許を

去ると、男爵は相反する気分に翻弄されるボール球となった。
自分は破れたのか、自分は救われたのか。苦しい憂慮が生じて来て、この抵当権が自分

の運命を決するかのように思われた。彼は自ら旅して、エーレンタールには何も任せない
と決めた。しかしまた不安に襲われて、自分は今やこの男に大きな信用を示さなければな
らない、この男が自分に不信感を抱かないようにしなければならないと思った。かくて彼
は力なく危険の海に翻弄された。波が高く上がって、彼の人生に音高く迫って来た。
夕方エーレンタールはまた息子の病室へ入って、自分のために用意された全権委任状を

ベッドの布団に置いた。
「おまえの手を今私に差し出せるかい」と彼は自分の息子に尋ねた。息子は陰鬱に宙を

見つめていた、「私は男爵のために旅する。彼のために一つの新しい荘園を購入する。我
々はすべてを一緒に話し合ったのだ。ここに、彼が私のために発行した全権委任状がある。
更に一つの資本を彼のために前払いするのだ。彼が賢明なら、彼はまた声望ある男となれ
る」。
ベルンハルトは悲しい目で父親を見て、頭を振った。「それでは十分ではありません、

哀れな父上」と彼は言った。
「私は男爵と和解したのだ。彼はこの不幸は私のせいではないと請け合ってくれた。こ
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れで十分ではないか、息子よ」。
「いいえ」と病人は言った、「父上の帳場に劣等な人間、あのイッツィヒがいるかぎり、
私の人生に安らぎはありません」。
「彼には去って貰おう」とエーレンタールは承知して叫んだ、「私の息子ベルンハルト

がそれを望むのであれば、次の三ヵ月で去って貰おう」。
「そして男爵の荘園を自ら購入する考えを放棄しますか」とベルンハルトは更に、父親

に向かいながら、尋ねた。
「売却の時が来たら、おまえの言ったことを考えるつもりだ」と父親は曖昧に答えた、

「今はもう荘園の話しはしないでおくれ。おまえがまた私の元気な息子になったら、その
ときその件について話し合おう」。かくて彼はベルンハルトが出し渋っている手を取って、
しっかり自分の手に握って、黙って彼に向かい合って座っていた。
彼がかつて人生で満足したときがあったとすれば、息子との和解を取引して得た今この

時であった。

7.

波が次々に溺れる者の頭に襲って来た。
工場は冬の間、数ヵ月稼働した。荘園での蕪の収穫は不作であった。男爵が多くを期待

していた近隣の耕作は十分ではなかった。小さな農夫達の幾人かは契約を満たさず、他の
者達は劣等なものを供した。蕪が不足し、資本が不足し、工場が停止し、労働者は散った。
エーレンタールはポーランドの地方を旅していた。男爵は期待の熱病にうなされていた。

彼は全権委任者を追うために郵便馬車を予約した。そしてまたそれを解約した。期限の日
時や、値付け、暴利、震える不安の余りじっとしておれず、文書の締結に至るまで続いた。
たとえ商人エーレンタールに信用が置けなくても、ロスミンの弁護士には信頼が置ける。
かくてエーレンタールが法律委員ヴァルターの手紙と共に彼の前に現れる陰鬱な日がやっ
て来た。男爵の資本は、エーレンタールが男爵のために領地を購入することでのみ救出し
得た。十万ターラーの最初の抵当権の所有者達は十万四千ターラーにまで競り上げていた。
それから彼らは去って、他の購入者は期限内に現れなかった。「領地は今や貴方のもので
す、男爵様」と商人は結んだ、「貴方が諸荘園を主張できますように、私は最初の抵当権
の所有者達と交渉しました。彼らは貴方の十万ターラーの抵当権には手を付けないことで
しょう。貴方のために四千ターラーと裁判費用を支払いました」。男爵は一言も言わなか
った。彼の頭は書き物机の木材に重く垂れた。商人はどのようにして男爵のために領地を
引き受けたか、語った。ドアの前で彼はつぶやいた。「彼はもうお仕舞いだ。次の三ヵ月
で自分の昔からの荘園を失う。新しい荘園を主張する力は残っていまい。結局私がこの領
地も買わなければなるまい」。
今や男爵が借用した金の利子を支払わなければならない期日が迫っていた。彼はあちこ

ち出掛けて、再び金を求めた。無駄であった。最後に、母親の荘園を引き継いだゲオルク
・ヴェルナーの許へやって来た。この若い領主は気後れして彼を迎えた。彼は数年間レノ
ーレに敬慕の誠を見せていたが、それから用心して引き下がっていた。男爵の困惑はもは
や秘密ではなかった。荘園の隣人は、このような出会いの際に不作法でない関心を示した。
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新しく購入した男爵の領地が多大な抵当権の競売になったことを大いに残念がった。「公
判に誰を送ったのですか」。
「ヒルシュ･エーレンタールだ」と男爵は重苦しく答えた。
今やこの隣人は雄弁になった。「案じますに」と彼は叫んだ、「この人間の代理がまず

かったのでしょう。私はこの高利貸しを知っています。彼は数年前私どもから悪巧みを仕
組んでかなりの額を巻き上げました。私の父が上の地方[州]の荘園で一つの森を伐採して、
木材を材木商に渡したのです。エーレンタールはこの男とペテンの取引をして、この材木
商はとんだ安値でエーレンタールに材木を売却し、そしてアメリカへ逃亡しました。この
二人のならず者が私の父の金を山分けしたのです」。
男爵の両頬は青ざめた。彼は立ち上がって、自分の用件はもはや一言も述べず、隣人の

敷居から犯罪者のように去った。
この日以来彼は自分の安楽椅子に陰鬱に座って宙を見つめていた。彼が外出するのは、

単につかの間の気散じをするために過ぎなかった。彼は自分の妻につれなく当たった。娘
に対しては全く受け付けなかった。女性達は言いようもなく苦しんだ。
まだ一縷の望みが微かに見えていた。ベルンハルトの仲介であった。このたびは、この

方策にまだ救いが見いだされるという点で彼は正しかった。しかし彼は利己心なく差し出
されていた手を握らなかった。彼はアントンを呼び寄せず、別人を、姿が見えないときは
不気味に思われるが、姿を見るときには古物商的振る舞いが心地よく思われる人物を呼び
寄せた。今一度最後の瞬間に恵み深い運命は彼の未来について自由な決断をさせた。いや、
彼自身もはや自由な者ではなかった。今や彼の判断を狂わせたのは、劣等な行為の呪いで
あった。
再びイッツィヒが彼の前に立っていた。男爵は屈んだ姿を脇から見た。「若きエーレン

タールが私に対し、自分の父親との私の齟齬を調停しようと申し出ている」。
ファイテルは銃で撃たれたかのように高く飛び上がった。「ベルンハルト」と激しく彼

は叫んだ。
「多分そういう名前だろう。彼は病気だそうだ」。
「亡くなることでしょう」とファイテルは答えた。
「いつだ」と自分の考えに没頭していた男爵は尋ねて、すぐにまた訂正した。「何の病

気だ」。
「ここです」とファイテルは胸を指しながら言った、「鞴のようになっています。一つ

の穴が破れたら、息は止まります」。
男爵は遺憾の意の表情をしたが、ただ自分自身時間がないと考えた。「病人は自分の父

親にとても影響力があって、彼のお蔭でエーレンタールの同意は得られる見込みだそう
だ」。
「ベルンハルトに仕事のことが分かりましょうか、彼は阿呆です」とファイテルは叫ん

で、自分の怒りを隠すことができなかった。「文字で記された古い歌の本を彼に差し出し
たら、その代わり抵当権を与えましょう。彼は無知です」。
「貴方にはこの方策は気に入らないようだな」と男爵は途方に暮れて尋ねた。
イッツィヒは答える前に長く思案していた。落ち着きなく目は男爵から部屋の隅へ移っ
た。ようやく突然好意的に答えた。「恵み深い旦那様の仰有る通りです。貴方とエーレン
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タールが病人ベルンハルトのベッドへ行き、そこで一緒に二人の取引を片付けるのが、最
良でしょう」。再び彼はしばらく黙った。そして彼の顔は嵐のような考えで紅潮した。「恵
み深い旦那様、貴方がベルンハルト・エーレンタールに面会するのに最良の日時をお知ら
せすることを私にお任せ頂けますか。貴方が帳場にいらしたら、素早く私がベルンハルト
の許へ駆け上がり、貴方がいらしたと告げましょう。一方貴方はどうぞ帳場にお残りくだ
さい。そして私が戻って来るまで、三十分かかりましょうが、お待ちください。エーレン
タールが何と言おうと、何を叫ぼうと、是非お待ちください。貴方らを上にお連れします
ときには、万事上手く行きましょう。ベルンハルトが父に対して望むこと、これは彼には
できますから」。
「貴方の知らせを待つことにしよう」と男爵は結んだ。重苦しい日への展望で苦しんで

いた。

イッツィヒは男爵の許を去ると、荒々しく興奮して、ピンクスの家の自分の臥所に駆け
込んだ。激しく彼は自分の小部屋であちこち歩き回り、拳でベルンハルトに対して固めた。
彼は古い書き物机を開けて、隠されていた引き出しから二本の鍵を取り出して、それらを
机の甲板に置いた。再三彼はそれらの前に立ち、それらを見つめた。ようやく彼はそれら
をポケットに収めて、下の隊商宿へ飛んで行った。そこではバルコニーの隅にヒップス氏
がうずくまっていた。ファイテルの賢い友である。ヒップスは近年諸状況の圧迫を受けて、
一層堂々と、一層若々しく、一層正直になることが難しくなっていた。彼はむしろ異常に
やつれ、損傷を受けているように見えた。今や彼は温かい陽光の注ぐ片隅に押しやられて
いて、汚い長編小説を読んでいた。ファイテルは急ぎ足で入って来ると、彼はより深く頭
を本に垂れて、眼前の若い商人よりも活字のそれぞれにより関心を抱いているように見え
た。
「貴殿の本を閉じて、私の言うことを聞いて欲しいのだ」とファイテルは苛々して叫ん

だ、「ロートザッテルはエーレンタールから諸文書を返還されて、私に抵当権を渡すこと
になろう。そして私はまだ残っている八千ターラーを男爵に用立てすることになろう」。
「ほら見ろ、ほら」と老公は、彼の醜い頭を揺すりながら答えた、「何が起こるか分か

らんな。エーレンタールが、彼との約束を破ったルンペン男爵に金を投げ棄てる時には、
我々も敬虔になって、告解に行く潮時だ。更に話し合う前に、私の好物の食べ物、飲み物
を何か運び上げてくれ。私は喉が渇いて、一言も話せない」。
ファイテルは下へ急いで、望みの物を取りに行った。老公は彼を見送ってつぶやいた。

「いよいよだな」、そして頭を振りながら本の向こうを凝視した。
ファイテルは要求の食事を弁護士の前に置くと、短く言った、「幾ら」。
「三百だな」と老公は言った、「それでもまだ考慮の余地がある。私の専門ではないし

な、優しいイッツィヒよ。私の専門ではもっと安くで奉仕していた、おまえが昔の時分に
経験しているようにな。しかしカルトゥシュ氏とかおまえの他の友人達の流儀での尊重す
べき仕事となるともっと良い手当を私は要求する。私は単にボランティアにすぎない。私
はこのような仕事が好きとは言えないしな」。
「上手く行くだろうか」とイッツィヒは叫んだ、「これを避ける手段があるなら、教え

て欲しい。男爵とエーレンタールを引き離して、互いに相手を破滅させる方策があるので



- 282 -

あれば、教えて欲しい。エーレンタールの自らの息子が両者を和解させようとしている。
息子は両者の間に、二人の惚れた者達の間の天井画の翼のある裸の小僧のように立とうと
している。我らは踏み倒された者達となろう」。
「我々かい」と老公は楽しげに言った、「おまえは踏み倒されよう、コクマルガラスの

おまえは。私におまえの仕事が関係あろうか」。
「二百だ」と彼に近寄りながら、ファイテルは叫んだ。
「三百だな」と老公は答えて、自分のグラスを飲み干した、「しかし私一人ではしない。
おまえが側にいなくてはならない」。
「私がそばにおれるのであれば」とファイテルは言った、「自分一人でやれよう。貴殿

の助けは必要ないことになる。いいかい、こういう次第だ。私は家が空になるようにし、
エーレンタールと男爵が同じ時に帳場から出て行くように段取りする。私は貴殿に、その
書類がテーブルの上にあるか、戸棚の中にあるか合図を送る。暗くなる時であろう。時間
は三十分ある。そう、私は家の玄関に鍵をするつもりだ。通常閂がしてある裏の路地への
出口、これを開けておこう。十歳の子供でも仕事できるような簡単なものだ」。
「おまえにとっては簡単であろうが」と老公は不機嫌に言った、「しかし私には簡単で

はない」。
「我々は法律に従ってできることを試みてきた。しかしそれでは上手く行かない」とフ

ァイテルは叫んだ、「それで法に反してなされなければならない」。彼は拳で手摺りを叩
いて、歯をかみしめて、歯ぎしりの音をさせた。「貴殿がやる気がないのであれば、それ
でも決行しよう。その時間の間、ベルンハルトの部屋に私がいなければ、すべての嫌疑は
私に降りかかると分かっているけれど」。
「その通りだな、陽気なイッツィヒよ」と老公は言って、眼鏡を押して、相手の怒った

決意をより正確に観察した。「おまえは勇気があるから、おまえを見捨てないよ、しかし
三百だ」。
商談が始まった。両者はバルコニーの片隅に一緒になって、小声で互いに暗くなるまで

話し合った。

その数日後、アントンは黄昏時病人ベルンハルトの臥所に座っていた。「どんな具合な
のか、飛んで見に来たよ」。
「駄目だ」とベルンハルトは答えた、「相変わらず駄目だ。呼吸が苦しい。野外に出ら

れさえすればいいのだが。せめて一度この小暗い部屋から外に」。
「医者は外に馬車で出掛けるのを許さないのか。天気が良ければ、明日、貴方を迎えに

馬車で来よう」。
「そうだな」とベルンハルトは叫んだ、「来て欲しい。それに話すこともあるのだ」。

彼は用心深く見回した、「私は今日町の郵便で署名のない文を貰った」。彼は枕の下から
小さな手紙を取り出して、それを秘密めかした表情で友に渡した、「読み給え、ひょっと
したら筆跡が分かるかもしれない」。
アントンは窓際へ行って、読んだ。「ロートザッテル男爵は今日夕方頃貴方に面会の意

向です。貴方の父親と二人っきりになるようご配慮ください」。
アントンはこの手紙を返すと、ベルンハルトはその文を敬虔に眺めて、また布団の下に
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差し入れた。「筆跡が分かるかい」と彼は尋ねた。
「分からない」とアントンは答えた、「手紙は偽装されたように見える、ご令嬢の筆跡

ではない」。
「書き手は誰であろうと」とベルンハルトは小声で続けた、「今晩良いことを期待して

いる、ヴォールファルト、この諍いは私の胸にツェントナーの重さでのしかかっている。
息が苦しくなる。錘のように私は圧力を感じている。今日もっと良くなろう、今日私は自
由になる」。
話すことは彼にとって疲れることだった。彼の唇からはただ短い文だけが漏れた。「そ

れではまた明日会おう」とアントンは叫んだ。彼が立ち上がると、優しいレディーの足音
がして、母親とロザーリエが病人のベッドに近寄って来て、客人に挨拶した。「どんな具
合、ベルンハルト」と母親は尋ねた、「今日あなたは父親と二人っきりよ。今晩大きな音
楽アカデミーがあって、ロザーリエはピアノを弾くの。ヴォールファルトさん、私どもは
ピアノを奥の部屋へ移したのですよ。ロザーリエの練習がベルンハルトに障ったらいけな
いから」。
「ちょっとだけここに腰掛けて、お母さん」とベルンハルトは言った、「長いこと母上

の美しいドレス姿を見ていなかった。今日はとても綺麗ですよ。このようなドレスは、私
が少年時に猩紅熱のとき着ていました。母親の夢を見るときは、いつもこの黄色の服を思
い浮かべます。手を差し出してください、お母さん。今晩音楽を聞くときは、ベルンハル
トのことも思い出してください。私はここで静かな音楽を心で聞くことにします」。
母親は彼の許に腰掛けた。「彼はまた熱があるわ」と彼女はアントンに語った。アント

ンは黙って同意した。
「明日陽の中に出掛けるのだ」とベルンハルトは興奮して叫んだ、「きっと楽しいこと

になろう」。
「馬車が待っているわ」とロザーリエが促した、「家の奥を通ってこの服で行かなけれ

ばならないの、奥は汚れているのに。イッツィヒが父に説得したの、馬車は家の前に乗り
付けてはならない、ベルンハルトに障るから、と」。
「良くお休み、ベルンハルト」と母親は言って、今一度丸い手を彼に差し出した。女性

達は急いで部屋から出た。アントンは彼女達の後を行った。
「ベルンハルトの状態についてどう思います」と母親は階段で尋ねた。
「とても重いと思います」とアントンは答えた。
「夫に言ったのですよ、更に夏になったら、ロザーリエと鉱泉に行きます、と。一緒に

ベルンハルトを連れて行くつもりです」。
アントンは重苦しい気持ちで別れた。
家の中は静かになった。エーレンタールの各部屋では病人の重苦しい呼吸しか聞こえな

かった。ただ彼の下の床でかさかさ音がした。一匹の鼠が材木を囓っていた。落ち着かず
ベルンハルトは鼠に耳を傾けていた。「穴が開くまで鼠はずっと囓るのだろうか、開いた
らこの部屋に入って来る」。悪寒に襲われた。彼は臥所でじたばたした。小暗さが今日は
窮屈に思われ、空気は窒息しそうであった。彼は長く呼び鈴を押して、ようやく小間使い
がやって来て、ランプを置いた。この時彼は疲れて見回した。部屋は今日彼にとって古ぼ
けて色あせて見えた。部屋は客室のように余所余所しく思われ、自分はここに単に訪問に
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来ている客人のように思われた。無関心に彼は本棚や、大切な写本が収まっている引き出
しを眺めた。床の焼け焦げ、ドアの隙間、そこから隣室の明かりが毎晩漏れ出て来る様、
こうしたことすべてを彼は明日後にして、アントンと一緒に窮屈な部屋から脱出するつも
りだった。彼は、二人して、令嬢が荘園に往還する路上へ出掛けられないか考えた。ひょ
っとしたら彼女に会えるかもしれない。彼の目は輝いた。彼は令嬢にその途中きっと出会
うに違いないと期待した。彼女は気位高く真っ直ぐにその馬車に座っている。ヴェールが
その花咲く顔の周りになびく。彼女の白い腕が上がって、彼の馬車に挨拶して合図を送っ
てくれる。いや、彼女は彼と分かり、彼女は彼が自分の父親に一つの貢献をしたと承知し
ている。ひょっとしたら彼女は馬車を止めさせて、彼の馬車に病気はどんな具合か問いを
寄越すことだろう。そして彼は彼女と話しをして、彼女の声の高貴な響きを耳にするのだ。
今一度彼女は彼に頷いて、それから両馬車は離れて行く。一方はこちらへ、一方はあちら
へ。 ー そして自分はどこへ行くのだろう。「陽の中だ」と彼はささやいた。 ー そ
して彼は再び不安げに囓る鼠に耳を傾けた。
急ぎ足で玄関の間を通り過ぎた。ベルンハルトは起き上がった。彼の顔に血が上った。

彼の許にやって来たレノーレの父であろう。こっそりとドアが開けられた、醜い形姿がす
るりと中へ入って来て、おずおずと部屋を見回した。びっくりしてベルンハルトは叫んだ、
「ここに何の用があるんだ」。
素早くイッツィヒが彼のベッドに近寄って、短い息と、そして病人の声同様に押し殺し

た声に響く声で語った。「男爵が今帳場に入って来た。彼は私に告げた、貴方の許に行っ
て、貴方の父親に求めている彼の要求への支援を願っていると伝えて欲しい、と」。
「貴方に彼がそう言ったのか」とベルンハルトは叫んだ、「どうして男爵は貴方のよう

な男に依頼するのだろう」。
「静かに黙っているんだ」とファイテルは粗野に応じた、「今無駄話をしている時間は

ない。私の言葉を聞きな。男爵は貴方の父親に名誉をかけて誓い、二万ターラーの保証を
約束したのだ。しかしこの保証を与えることができない。同じ文書を別人に売却したから
だ。彼は誓いを破った。そして今貴方の父親からその立派な保証を断念するよう要求して
いる。貴方の父親が二万ターラー失うよう説得できるのであれば、そうすればいい」。
ベルンハルトは震えて、両手が飛んで行きそうであった。「貴方は嘘つきだ」と彼は叫

んだ、「貴方の口から出て来る言葉はすべて、欺瞞であり、偽善であり、策謀だ」。
「黙っているんだ」とファイテルは不安の熱に駆られて繰り返した、「貴方は貴方の父

親の損となるように話すべきではなかろう。男爵に救いはない。彼は蠟燭で羽根を焼き焦
がした一匹の蠅だ。ただ後這うことができるのみだ。たとえエーレンタールが阿呆となっ
て貴方の劣等な助言に従っても、貴方は何も分かっていないからな、それでも男爵に荘園
を維持させることはできない。父親が彼を投げ出さなくても、別人がそうする。私が貴方
にこう言っても、私には何の利益もない」と彼は落ち着かず続けて、家の前の物音に耳を
澄ました、「私は貴方の家庭に良かれと思ってこう言っているにすぎない」。
ベルンハルトは空中でもがいた。「出て行ってくれ」と彼はようやく叫んだ、「すべて

はこの世の欺瞞と嘘だ」。
「男爵とエーレンタールを上に連れて来よう」とファイテルは語って、外に飛び出した。
大声で玄関ではエーレンタールの怒った声が響いていた。「私は裁判所へ行きます。貴
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方と貴方の陰謀を告発します」。ファイテルがドアを開けた。革の椅子に男爵が座ってい
て、顔を手で隠していた。彼の前では怒りで震えて、エーレンタールが脅していた。写字
台には男爵の厄災に満ちた借用証と抵当権の入った手文庫があった。ファイテルは部屋の
中へ叫んだ、「聞いてください、エーレンタール。貴方のベルンハルトは重い病です。上
に一人っきりでいて、貴方を呼び、男爵殿を呼んでいます。お二人にベッドへ来て欲しい
のです」。
「何だと」とエーレンタールは叫んだ、「貴方は私の見えない所で私の息子とも陰謀を

企んでいるのか」。
「貴方は彼のために用意された新しい抵当権を見せたのですか」とファイテルは男爵に

瞬時に尋ねた。
「彼は見ようともしなかった」と男爵は陰鬱に言った。
「出してください」とファイテルは素早く言って、新しい文書をエーレンタールの前の

テーブルに置いた。
「貴方は私の立派な金に対し一枚の紙を与えようとなさる。何の価値もない紙くずで、

私は燃やしてしまいましょう」。
「ぐずぐずしないでください」とファイテルは不安げな声でまた叫んだ。「上のベルン

ハルトの許には誰もいません。彼は貴方と男爵を求めて叫んでいます。自らに危害を加え
かねません。どうぞ上に上がってください。呻いています。貴方らをすぐお連れするよう
に言われています」。
「何ということだ」とエーレンタールは叫んで、帽子を握った、「これはまたどういう

ことだ。私は息子の許へは行けない。私は今自分の金が心配だ」。
「彼は叫び疲れて死んでしまいます」とファイテルは再び叫んだ、「金のことは後で十

分に話せましょう。急いでください」。
男爵とエーレンタールは帳場から出て行った。イッツィヒが続いた。エーレンタールは

ドアを閉めた。彼は鉄の竿を前に置いて、南京錠で固定した。彼らは階段を急いで上がっ
た。ファイテルが最後であった。階段で一枚の貨幣の音がした。エーレンタールは見回し
た。「私のポケットから落ちたのです」とファイテルが言った。
男爵とエーレンタールが病人の部屋へ入った。彼らの後からイッツィヒが忍び込んで、

壁沿いに窓際まで行って、ベルンハルトの頭の奥に収まって、ベルンハルトの目に触れな
いようにした。男爵は臥所の頭部に、父親は足先に腰掛けた。ランプからは鈍い明かりが
一同にかかっていた、一同は瀕死の病人の許に資本と保証のことで諍うために来ていた。
男爵は丁重な話しで始めた。自分は以前のベルンハルトの訪問を覚えており、直にまた自
分の荘園で出迎えることができれば嬉しい、と。しかし彼の目はやつれた顔を臆して見て
いて、彼の中ではこう言う声が聞こえていた。ぎりぎりの時だ、と。ベルンハルトは自分
のベッドで起き上がって座し、頭を胸に傾けていた。彼は手を上げて、男爵の話しを遮っ
た。「どうか男爵様、私の父に対して何を望まれているか私に話してください。私は商売
人ではないという点にご留意ください」。
男爵はこれを説明した。エーレンタールは、しばしば彼を遮ろうとしたが、しかしベル

ンハルトが手で制止し、老父は再び中断し、激しく頭を振ったり、思わずつぶやくことで
満足していた。
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男爵が終えると、ベルンハルトは父親に合図した。「もっと近くに寄って、静かに私の
言うことを聞いてください」。父親は耳を彼の息子の口許にまで近付けた。「私の言うこ
とは」とベルンハルトは小声で言った、「私の固い意志です。今日初めてこの決心に至っ
たのではありません。父上が金を儲けたのは、私が父上より長生きして、父上の死後私を
相続人とするお考えからでしょう。そうだったのでしょう」。エーレンタールは頭で強く
頷いた。「父上が私を相続人としてお考えであれば」とベルンハルトは続けた、「私の言
葉をお聞きください。父上が私を愛しているのであれば、私の言う通りに行動してくださ
い。私は私ども二人が生きている間、私の遺産分を断念致します。父上が私のために集め
たのは、無駄に集めたことになるのです。私は自分の将来に何も要求致しません。私がま
た元気になる運命であれば、私は自身の仕事でしのいで行くつもりです。私は学び、自分
自身を頼りにするつもりです。父上の愛と祝福の他には何も私のためには求めません。そ
のことをお考えください」。
エーレンタールは両腕を上げて、叫んだ、「何ということを言うのだ、私のベルンハル

ト、私の哀れな息子よ。おまえは病気だ、とても重い」。
「更に聞いてください」とベルンハルトは頼んだ、「父上がこの男爵の荘園に対して有

する権利は、ここではどうでも良いものです。父上は男爵と長年交際されて来た。父上が
男爵の家族が不幸となる原因になってはなりません。私は大きな額を無効にしろと要求す
るものではありません。それは父上にとって余りに辛いことで、男爵にも面目がないでし
ょう。しかし男爵が父上に申し出ている保証を受け入れるよう要求致します。以前別な具
合に約束しているとしても、それは忘れなさい。男爵が不安に思う書類を父上が手にして
いるのであれば、それはお返ししなさい」。
「彼は病気なのだ」と父親は呻いた、「とても重い」。
「このことは辛いことであろうと分かります、父上。祖父の家を哀れなユダヤの少年と

して出て以来、裸足で、ポケットに一ターラー持って出て以来、父上は儲けることしか考
えて来なかった。誰も父上に何か別のことを教えて来なかった。父上の宗教故に、人生に
価値を与えるものについてもっと理解の深いような人々との交際が断たれていました。大
きな額を危機にさらすことは父上にとって心苦しいことと分かります。しかしそうなさっ
てください。父上は私を愛されるからには、そうなさってください」。
エーレンタールは両手を揉んで、涙を流しながら言った。「おまえは、おまえの要求が

分かっていないのだ、息子よ。おまえの要求は、父親に対する窃盗だ」。
息子は父の手を握った、「父上はいつも私を愛して来られた。父上は、私が父上より別

な風になるよう望まれていた。父上はいつも私の言葉に耳を傾けられた。私が願いを発す
る前に、その願いを叶えてくださった。今私が父上に望むものは、父上への最初の大きな
依頼です。そしてこの依頼を、私は存命の限り、父上の耳に話しかけます。これは、父上、
私の最初の依頼です。そして最後の依頼となるでしょう」。
「おまえはとんでもない子供だ」と父親は我を忘れて叫んだ、「おまえは私の命を、私

の全仕事を要求している」。
「書類を取って来てください」とベルンハルトは答えた、「私は自分の目で確認したい

のです。男爵が書かれたものを、父上が男爵にお返しする様を、男爵がなお渡されるもの
を、父上がその手から受け取る様を」。
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エーレンタールは自分のハンカチを取り出して、大声で泣いた。「彼は病気だ。息子を
失うことになろう。私の金も失うことになろう」。一方男爵は黙って椅子に座っていて、
下の方を見ていた。しかし窓辺ではイッツィヒが震える手を握り締めて、気付かずに、レ
ールからカーテンを引っ張っていた。
一方息子は向きを変えずに父親の身悶えを見ていたが、ようやく堪えながら叫んだ、「父

上、お願いします。書類を取って来てください」。それから彼は元の布団の中へ沈んだ。
父親は彼の許に駆け寄ろうとした。ベルンハルトは嫌がる手短な身振りで父を追い返し、
苦しげに呼吸しながら言った、「十分です。見ておれません」。
そこでエーレンタールは飛び上がって、自分の帳場の明かりを握って、部屋からよろめ

いて出て行った。部屋は静かになった。ただ残された者達の不安げな呼吸のみが聞こえた。
相変わらず男爵は屈んで座っていた。しかしその弛緩の中で、彼は喜びに似たものが心の
中でうずくのを感じた。彼は自分の天に、薄暗い雲の中から太陽が兆す箇所を見た。彼は
救われた。自分の名誉をかけた誓いの言葉が撤回され、新たに八千ターラーが窓辺の男か
ら見込まれていた。今や自分はまた上を見上げられる。自分はまた頭を高く持することが
許される。彼は病人の手を取って、握手し、小声で彼に言った。「貴方に感謝申し上げる。
いや、感謝申し上げる。貴方は私の救い主だ。貴方は私の家族を絶望から守り、私を恥辱
から守ってくださった」。
ベルンハルトは男爵の手を固く握った。浄福の微笑が彼の顔に浮かんだ。一方窓辺では

一人の者が歯ぎしりし、絶望的緊張の中にいた。彼は自分の体をぴったりと壁に押しつけ
て、自分を揺さぶる高熱を制御しようとしていた。
かくて部屋は長いこと静かであった。誰も語らなかった。エーレンタールは戻って来な

かった。突然入り口のドアが開け放たれ、ものすごい形相で一人の男が部屋に突入して来
た。顔は狼狽し、髪は乱れていた。それはエーレンタールであった。 ー 彼はゆらゆら
燃える明かりを手にしていた。他は何も持っていなかった。
「消えた」と彼は叫び、両手を打ち合わせた。それで明かりは床に落ちた。「すべて無

くなった、すべて奪われた」。彼は自分の息子のベッドに突進してきて、両腕をあたかも
救いを請いたいかのように、病人に両腕を差し出した。男爵は飛び上がった。エーレンタ
ールに劣らず驚いていた。「何が盗まれたのだ」と彼は相手に呼びかけた。
「すべて無くなった」とエーレンタールは呻いた。ただ自分の息子を見つめていた、「書
き付けが無くなった。抵当権が無くなった。私は奪われた」と彼は飛び上がって叫んだ、
「泥棒だ、押し入りだ。警察を呼ばなければ」。そしてまた駆け出して、男爵が後に続い
た。
麻痺して、半ば失神してベルンハルトはそれらを探した。そのとき窓辺から、残ってい

た者がベッドに近寄った。病人は自分の頭を脇へ向けて、その男を見つめた。蛇に魅入ら
れた疲れた小鳥であった。病人が見たのは、一人の悪魔の顔であった。赤い髪が高く剛毛
のように立っていて、醜い面貌には地獄の不安と底意地の悪さが見られた。ベルンハルト
は両目を閉じて、手を前に持って来た。しかしその顔は彼に近寄って、かすれた声で彼の
耳許にささやいた。
一方下の帳場では二人の男が互いに対峙していた。互いに素知らぬ視線で見つめていた。

手文庫は中味と共に消えていた。男爵が写字台に置いたもの、それが消えていた。エーレ
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ンタールはいつものように自分の鍵で開けた。錠に異常はなかった。帳場のすべては元の
場にあった。開いた金庫から金が消えたとしても、ただわずかであったろう。保存の良い
窓の鎧戸には傷付いた痕跡はなかった。どのようにして文書が奪われたのか不明であった。
両男性は玄関を走り、そこで周囲を照らし、階段の奥、古い箱の奥、地下室の入口、黒

い中庭を探した。どこにも捜し物はなかった。玄関でさえ閉ざされていた。用心深い簿記
係が上がる際、閉めたのを二人は思い出していた。そして再び彼らは帳場へ走り戻って、
すべての隅をますます素早く、ますます不安一杯になって探し求めた。それから二人は向
かい合って座っていた。血の気のない頬をして、各分秒ごとに募る不安の中、それぞれ相
手を信用せずに、それぞれ相手を敵意ある目で盗み見て、良心の呵責の痕跡が見られない
か窺っていた。そして再び両人は飛び上がって、絶望に駆られて非難を応酬し合ったが、
野蛮人のように互いに両腕を上げながら、両人とも相手が自分同様に被害を受けているこ
と、そして声を荒げないようにしなければならない、他人にこの場面の証言をされては困
ると感じていた。
エーレンタールの帳簿から書類が消えたのは、エーレンタールが渋々と息子の要求に屈

して、男爵と和解しようとした瞬間であった。彼はまだ和解に同意していないときに、一
人でその書類を取りに出掛けた。書類が盗まれたことを信じて貰えるだろうか、自分自身
の息子が自分を信じてくれるだろうか。
そしてまた男爵にとってすべてが書類にかかっていた。彼の損失が最大であった。たっ

た今先、救出の望みに浸っていたのに、今や彼は奈落に落ちた。その深さは落下する男の
目が計測することすらできないものであった。他人の手に証書はあった。泥棒がそれを利
用する術を心得ていたら、いや窃盗が単に裁判に訴えられてさえ、彼は破滅であった。書
類が紛失したままであっても、それでも彼は救いもなく破滅であった。失われた抵当権が
裁判所で新たに発行されるまで何年もかかるであろう。彼の運命は数週間で決するに違い
なかった。彼は敵意を有するエーレンタールと話し合うことはできなかった。他の債権者
達に埋め合わせをすることはできなかった。今や彼は救いもなく破滅していた。彼の前に
は貧乏、零落、恥辱があった。再びかの名誉裁判が、彼の戦友達、そして自ら片を付けた
不幸な若者の姿が思い浮かんだ。彼は当時その死者を検分しなければならなかった。彼は
そのような死に方をした者がどのように見えるか知っていた。彼は今やどのようにしてそ
のような死に至るのか承知していた。以前はこの死者の姿を思い浮かべると慄然とした。
今や何も慄然としなかった。彼の唇は動いて、そして夢の中でのように、自らに慰めの言
葉を語っていた。「これが最後の救いだ」。
かくて二人の男は向かい合って座っていた。ぼんやりと物思いに耽っていた。そして彼

らの頭に襲いかかった数分間が彼らの顔を崩し、判断を崩していた。
より激しく明かりが揺らめき、ドアが開け放たれ、ゆっくりと両人は顔を侵入者に向け

た。一つの醜い頭がドアに現れ、野蛮な叫び声が聞こえた。「上の方へ、ヒルシュ･エー
レンタール。貴殿の息子が死ぬ」。幽霊は消えた。大きな叫び声を上げて、エーレンター
ルはドアの方へ突進した。男爵は疲れた男としてよろめいて家へと出て行った。
父親が息子のベッドに倒れ伏したとき、今一度白い手が脅すように高く上がって、それ

から白い体は元に沈んだ。ベルンハルトは陽の方へ向かった。
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外は温かい夕方であった。軽快な雲の靄が夜空の星々を覆っていた。しかし秘かな薄明
かりが大地を照らしていた。開放された公園の花咲く茂みから風が心地よい香りを町の通
りへ運んでいた。ゆっくりと家へ帰る散歩者達が家々に沿って進んでいた。散歩者達にと
って、南風と別れて、壁の中へ閉じこもることは難しいことであった。快適に乞食が石造
りの宮殿の敷居で伸びをした。恋人を有する若者は皆今日彼女の許へ急いで、通りを案内
していた。疲れていた者は、今日一日の労働を忘れた。悩みを有する者は、今日余り悩み
を感じず、普通一年中一人っきりで過ごす者が、今日は隣人を訪問した。戸口の前では人
々が立っていて、おしゃべりし、笑った。子供達は路上で遊び、互いに黄昏の中鬼ごっこ
をし、舗石の花崗岩の板石の上で踊っていた。今日は小夜啼鳥が鳥籠の中で最良の歌をさ
えずって、美しい初夏が来たと歌った。人生が容易となり、希望が花開く幸せな時が来た、
と。
散歩者達の群衆の中を重たい足取りで一人の男の高貴な姿が歩んでいた。頭は胸に垂れ

ていた。彼の馬どもは苛々して舗石を踏み付けていて、主人の帰りを待っていた。労働者
達の群れの中、上品な宿営所へ連れて帰るためであった。馬どもは夜更けまで待って空し
かった。待たれていた主人は、馬どものことを忘れていた。彼は小夜啼鳥の鳴き声を何も
聞かなかったし、踊る少女達の輪の中を、子供達の陽気な声一つ聞かずに過ぎて行った。
彼の頭は重く、彼の思考の列は緩慢であった。かくて彼は町から公園に来た。ゆっくりと
花で飾られた丘を登って行き、そこで疲れてベンチに腰掛けた。彼の足許の下では小暗い
奔流が海に注いでいて、彼の向かい側には古いドームの巨大な塊がそびえていた。彼の前
の川は木材の筏が一杯浮かび、奔流の上方からやって来て、遠く海の近くまで下って行く
のであった。筏には棹さす下僕達の小屋と彼らが夕食を用意するための小さな竈の火があ
った。時折静かな大気の中、舟人達の甲高い笑い声や粗野な叫び声が響いた。流れゆく河
川、諸塔の大胆な輪郭、高い上方の香る雲のヴェール、これらを彼は霧の中で見るように
見た。ただ一つの考えが彼の暗い気持ちの中で閃光を発した。下の川の中の炎の点のよう
であった。彼も筏の材木で商売をしたことがあった。彼がそれで得た金は、他人から犯罪
の金のように呼ばれた。それはピストルで奪った金のように、他人の所有物であった。彼
は素早く立ち上がって、丘を急いで下った。
高いプラタナスの並木道を彼はあちこち歩いて、また疲れて立ち止まり、自分の背中を

ある木の幹に立てかけた。彼の前には町の工場労働者が住みついた宿営所の諸煙突が並ん
でいた。巨大なオベリスクの一列が高く人間の住まいの屋根の上にそびえていた。雲にそ
びえるこのような柱を建造することは何を意味するか彼は承知していた。彼もこの建築の
基礎にすべてを投げ込んでいた。自分をこれまで守り育てて来た一切、自分の力、自分の
金、自分の名誉を投げ込んでいた。眠れぬ夜を過ごし、灰色の髪となりながら、自分の思
い付きでこのようなモニュメントを造ったのであった。それは彼が自分の荘園に建造した
一族の墓碑であった。そして彼が夜の判然としない明かりの中で眼前に見ていたものは、
これは巨大な教会墓地で、幸せな人間達の安心立命が納棺されている多くの影多い記念碑
であった。そして彼は頭で頷き、発して、それで自らその言葉を聞き取った。「これが最
後のものだ」。彼は起き上がって、自分の家に歩んで行った。
途中彼は、このような醜いイメージから自らを解放できるものを考えることは如何に快

適か感じていた。彼は玄関のランプが目に留まった時、楽しげな顔をした。入口に立って
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いたとき、彼は男爵夫人の部屋での話し声を耳にした。レノーレが朗読していた。彼は聞
き入って、彼女が朗読しているのは小説からであると察した。彼は女性達を驚かせてはな
らなかった。しかしそこは家の奥の部屋で、離れていて、隣の部屋が空いており、そこに
彼は行かなければならなかった。彼がまだ立っていたとき、ドアが開いて、男爵夫人が顔
を覗かせた。彼女は彼をドアの所に見かけると、思わず後ずさった。彼は微笑して、元気
の良い足取りで部屋の中へ入った。彼は妻に手を差し出し、レノーレの頭を撫で、読んで
いるものを見るために、屈み込んだ。男爵夫人は、彼抜きでお茶を飲んでしまったと嘆い
た。彼は、好物の飲み物を待ちきれない彼女の性急さについて冗談を言った。そして自身
にとっても一時間は全く待てないと考えた。彼は鳥籠に近寄った。そこには異国からの二
羽の小鳥が眠って止まり木に止まっていた。ぴったり寄り添って、小さな頭を互いに合わ
せていた。彼は金属の棒の間から、撫でたいと思っているかのように、指を差し入れて、
思わず言った。「休んでしまった」。それから従者の手から蠟燭を取って、自分の部屋の
ドアへ歩んで行った。取っ手を握ったとき、妻の目が不安げに彼に向けられているのに気
付いた。彼は今一度彼女の方を向いて、明るく頷いた。それから彼はドアを閉めた。彼は
自分の書き物机から磨かれた箱を取って来て、それを家の角の部屋へ明かりと一緒に運ん
だ。ここは誰かの妨げになる恐れはなかった。
ゆっくりと彼は装填した。装填しながら彼は床尾の象眼細工を見ていた。それは哀れな

銃製造人の辛苦の作品であった。彼の知人達はよくそれを称賛していた。ピストルそのも
のは、将軍の贈り物で、将軍は彼の結婚式のとき、両親のいない妻の花嫁の父役になって
いた。素早く彼は装填棒を銃身に押し込んだ。それから自分の背後を見た、自分が倒れた
とき、床に落ちたくなかった。入室して来た者達に醜い印象で驚かせてはならない。かつ
て床の戦友を見て自分は驚いたのであった。
彼は銃をこめかみに置いた。そのとき一人の女性の甲高い叫び声を聞いた。彼の妻が部

屋に飛び込んで来た。彼の腕は絶望の力で掴まれた。彼はぎくとして、指が引き金に触れ
た。火花と爆音がした。彼はソファーに崩れて倒れ、あえぎながら両手を目に持って行っ
た。
商人の家では死者の部屋から一人の父親が、明かりを手に階段を下りて帳場へ行った。

不安げに彼は写字台、戸棚、部屋のすべての隅を照らした。彼は腰を下ろし、頭を振って、
訝しんだ。それから帳場に錠をし、また上がって行き、ベッドに呻き声、叫び声を上げて
崩れた。かくて彼は一晩中嘆いて、探していた。狼狽し、無残な、破滅した男であった。

8.

商店主の店では店の仲間達の生活はまた平坦な流れに戻って行った。故郷へ帰って来た
アントンの引き起こした小さな渦はまた次第に散って行った。胡桃の戸棚からの前代未聞
の豪華品は別な番号に席を譲った。それらの番号は同じように立派なものであったが、し
かし叔母さんにとっても納得の行くものであった。叔母さんはアントンが情熱的な感謝に
対するこの平静な分別という秘かな勝利に何も気付かないであろうと予言していた点でも
正しかった。ただ一つの変化は残っていた。最大の栄光に満ちた変化であった。奥の家の
住人[アントン]は、若い女主人の心の中で特等席を得ていた。彼の立派な形姿は、今やし
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ばしば、ザビーネが作業籠や宝庫で自分が思い浮かべる諸イメージの中で登場した。
今日ザビーネは、昼の食卓の前、落ち着かず自分の部屋の中をあちこち歩いていた。何

でも知っている叔母さんが早速彼女に語ったのであった。エーレンタールの家の一人の娘
が帳場に走って来て、ベルンハルトの死を友人に伝えた、と。「その知らせは辛いことだ
ろう」とザビーネは考えた。そしてエーレンタールの名前を聞いて、過去のこと、今や遠
方に暮らしている別の男のこと、そして自分の心の動揺がこの死者の家からの一通の手紙
によって速やかな決着に至ることになったその往事のことを考えざるを得なかった。そし
てアントンはこの葛藤の感情について知っていた。彼女は何としばしば彼の案じた視線か
ら、彼の思いやりのある言葉から、この察知を了解していたことだろう。彼の態度は彼女
に対して何と配慮に満ちたものであったことか。彼が語らいの中でもたらした静かな協力
は何と騎士的なものであったことか。彼女が次第に青春の愚かさに対して勝ち取った勇敢
な勝利について彼は果たして予感していたろうか。彼女は頭を振った。「いや、あの人は
この点は何も知らない。相変わらずあの人は、自分の子供っぽい愛着という弱さに屈した
娘と見ている」。彼女は自分の花台の前に立っていた。「この場で偶然私が当時感じてい
た思いをあの人に気付かれてしまった。今日になっても過去があの人と私の間に小暗い雲
となって横たわっている。私は夕方ヴォールファルトの隣に座るたび、あの人が私に挨拶
して語りかけるたびに、いつでも私は私の側に別れて行った男性の影を感ずる。いつもあ
の人の調子と挙措はこう語っている。貴女は一人っきりではありません。自分が付いてい
ます、と」。彼女はすくんで、手を軽く軽快な葉に持って行き、自分を苦しめる考えを拭
い去ろうとした。彼女は自分が今長いこと秘匿されて来た苦しみから解放されていると彼
に言うことができなかった。しかし彼にとって大好きであった自分の友を失った今日、彼
女は、彼を案じている別な心もなおいるのだと彼に示さざるを得なかった。そして再び物
思いに耽ってあちこち歩き、彼と二人っきりで話す方策を探った。
従者が食事に呼んだ。アントンは他の男衆と一緒に来て、早速自分の席に座った。食事

前に彼と話す機会はなかった。しかし彼は悲しみに満ちた視線で彼女を見つめ、彼女は思
わず彼に衷心から頷きかけた。「彼は今日は何も食べない」と叔母さんは彼女にささやき
かけた。「焼き肉も食べない」と彼女は非難して繰り返した。ザビーネはとても落ち着か
ず心配になった。今や男衆は椅子を押さなければならなかった。すると彼は一緒に広間か
ら出て行く。すると彼女は一日中彼とは再会できなくなる。すでにヨルダン氏が起き上が
っていた。その時彼女はアントンに呼びかけた。「大きなカラーが咲いています。貴方は
最近蕾みを楽しんでおられた。ちょっと御覧ください。お見せしましょう」。アントンは
お辞儀して残った。しばらく痛々しい数分が続いたが、兄も立ち上がって、彼女はアント
ンの許に急ぎ、彼を自分の部屋の花台の前に案内した。
「今日は辛い知らせを得たのでしょう」と彼女は小声で始めた。
「知らせそのものには驚かなかったのです」とアントンは動揺して答えた、「医師が見

込みはないと言っていました。しかし彼のことで失ったものは大きい」。
「私はお目にかかったことはないのです」とザビーネは言った、「でも貴方の口から、

彼の生涯は孤独なもので、喜びや愛に乏しかったと聞いています」。
彼女はアントンに安楽椅子を勧めて、友人について語るよう促した。温かい関心を抱い

て一言一言彼女は耳を傾けていた。愛情深く彼女は問うて、慰めた。アントンは友につい
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て語りたいという欲求を感じていて、雄弁に彼は友の静かな営み、学識、情熱的な感情に
ついて語った。そして一休止の後、ザビーネは懇ろに彼の目を見て、尋ねた。「フォン･
フィンクさんから知らせがありますか」。
彼女がアントンに対してその名前を唇に乗せたのはこれが最初であった。彼女がまさに

この時間、自分の心の恋人について尋ねているという感動的親密さを彼は感じた。彼は感
動して、自分の前のテーブルに置かれている彼女の手を握った。ゆっくりと彼女は手を引
き下げて、両目を伏せた。ほんの一瞬のことで、それから彼女はまた好意的に彼の顔を見
た。
「彼は新しい生活を幸せなものと感じていません」とアントンは真面目に言った、「彼

の最近の手紙は辛辣に気まぐれなものでした。私は彼の言葉からよりも更にこの点から、
向こうでは多くが彼の望んでいたようなものではないと推定しています。彼が叔父さんの
死で投げ込まれた仕事は、彼の気に入っていません」。
「詮無い仕事でしょう」と素早くザビーネは叫んだ。
「少なくともこの家で正直なものと呼ばれているものではありません」とアントンは答

えた、「フィンクは余りに偉大に考え、余りに長く貴方の兄上の間近で暮らして来たので、
寂寞とした投機を喜ぶことはできないのです。向こうではただ余りに普通のことに過ぎな
いのですが。彼の仕事仲間は大部分が良心のない人間達で、彼の魂はこの仲間達に怒って
います」。
「フォン･フィンクさんはこのような状況をほんの一日でも耐えられるかしら」とザビ

ーネは尋ねた。
「他人に対しては支配者然と自らの意志を貫ける彼が」とアントンは答えた、「外的強

制にはほとんど従おうとしないまさに彼が、現在の活動で、いつも両手を縛られて働いて
いるというのは、珍しい運命です。これらの投機の力学全体がアメリカでは強固に確立さ
れていて、個々の参加者はほとんどそれを変えられません。かくてフィンクの状況は、今
や自らの願いを達成して、大きな資本、何平方マイルもの土地の自由な権限を得ているの
に、かつて自分の人生で経験ないほど危ういものになっています。彼は常に他の人間につ
いて軽々に考えてしまう危険を有していましたが、今や自分自身の人生について語る時の
苦い軽視が気になります。彼の最近の手紙は耐え難い状況を語っており、何らかの強引な
決意を予感させるものでした」。
「ただ一つの決意しかないでしょうに」とザビーネは叫んだ、「貴方のご返事は何だっ

たのか伺っていいですか」。
「私はどんな条件であれ即刻このような仕事から訣別するように彼に要求しました。彼

に提案した逃げ道が不可能であっても、彼の真面目な意志で道は開けてくるでしょう。私
は彼に、昔からの計画を実行して、アメリカで本当に荘園経営者になるか、あるいは私ど
もの許に戻って来るよう頼みました」。
「貴方ならそう書かれるであろうと分かっていました」とザビーネは深く息をして言っ

た、「いや、彼は戻って来るべきでしょう、ヴォールファルト」と彼女はより小声になっ
て繰り返した、「しかし私どもの所は避けて欲しいものです」。 ー アントンは黙った。
「フィンクさんは貴方の助言に従うであろうと思いますか」。
「分かりません」とアントンはゆっくりと答えた、「私の助言は余りアメリカ風ではな
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かった」。
「でも貴方がなさるに違いない助言です」と喜びの誇りを浮かべてザビーネは言った。
「将校がお一人、ヴォールファルトさんとの面会をご希望です」と従者が入って来る二

人を遮った。 ー アントンは飛び上がった。ザビーネは花の許へ近寄って、悲しげに緑
色の葉の上に屈み込んだ。彼女と彼の間にはまだ別人の影が漂っていた。
伝達者の素早い言葉でアントンは定かならぬ不安を感じて、控えの間に急いだ。そこに

はオイゲン・フォン・ロートザッテルが立っていた。アントンは温かく挨拶して出迎えよ
うとしたが、狼狽した顔を見て、驚いて後ずさった。しかしオイゲンは不安げに、良心の
呵責を覚えている風にささやいた。「私の母が貴方と話したいと願っている。何か恐ろし
いことが起こってしまった」。アントンは自分の帽子を取って、帳場に飛んで行き、素早
くバウマンに頼み、店主への留守の詫びを託した。それから少尉の伴をして、男爵の住ま
いに向かった。打ちのめされてオイゲンはアントンと並んで行った。彼は頭が全く混乱し
ていた。彼が言うことは、脈絡がなく、アントンにとって腑に落ちるものではなかった。
「私の父は昨夜間違って銃で傷付いてしまった。 ー 騎乗の使者で私は駐屯地から首都
へ呼ばれた。 ー 私が着くと、母は気を失っていた。一時間ほど母は寝ていただろうか。
私と妹はどうしていいか分からなかった。レノーレが母親に跪いて頼んだのだ、貴方を呼
ぶように、と。貴方が緊急の際信頼できる唯一の人間なのだ。私は商売のことは何も分か
らない。しかし父親は全く上手くいっていないのに違いない。母親は全く取り乱している。
家全体がこの上なく混乱している」。
彼が言ったこと、彼が黙っていようとしていること、彼のとりとめのない語り、彼の不

安に満ちた視線から、昨夜の驚愕の幾ばくかを予感した。男爵夫人の居間では泣いている
レノーレに出会った。疲れ切って彼女は彼の方へよろめいて来た。「親愛なるヴォールフ
ァルト」と彼の手を握りながら、彼女は叫んだ。新たに彼女はすすり泣き始めて、力なく
彼女の頭が彼の肩に沈んだ。一方オイゲンは両手を揉みながら、部屋の中をあちこちし、
ようやくソファーの隅に腰掛けて、静かに思わず泣いていた。
「恐ろしいことです、ヴォールファルトさん」と起き上がりながら、レノーレは嘆いた。
「誰も父親の許へ行ってはならないのです。オイゲンも、私も。ただ母親と老ヨーハンだ
けが父親の許にいます。 そして今朝早く商人エーレンタールがここに来ました。どうし
ても父と話したいと言って、大声で母に対して叫び、父を詐欺師と誹ったのです。それで
母は床に倒れました。私が部屋に駆け込むと、その恐ろしい人は去って行きました。それ
でも拳で私どの方を指し脅したのです」。
アントンはレノーレを安楽椅子に導いて、彼女が落ち着くまで待った。こちらで慰める

のは不可能であった。彼自身心の奥底で悲嘆に震撼されていた。「母上を呼んで来て、オ
イゲン」とようやくレノーレは言った。兄は急いで出た。「私どもを見捨てないで」と両
手を揉んでレノーレは頼んだ。「極端なことになってしまった。貴方の助けも災難を防ぐ
ことができなかった」。
「ひょっとしたら助けられたかもしれない男は死んでしまった」とアントンは悲しげに

答えた、「私が役に立つか分かりませんが、精一杯の気持ちはお認めください」。
「有り難いわ」とレノーレは叫んだ、「オイゲンもすぐに貴方のことを考えました」。
男爵夫人が入って来た。彼女はゆっくりとアントンの方に向かって来て、椅子に手を置
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いて支えていたが、しかし平静に挨拶した。「私どもは、私ども三人よりも商売のことに
精通した友の方を必要とする状況に至っています。不幸な事故で、男爵は自分で自分の案
件の処理ができないのです。多分かなりの間できないと思います。この件はほとんど分か
らないのですが、素早く対処することが私どものために必要と分かっています。私の二人
の子供は貴方の名前を挙げました。私どものために貴方の時間を割いてくださるようお願
いするのはご迷惑でしょうが」。彼女は腰掛けて、アントンに座るよう合図した。そして
子供達に言った。「離れていなさい。ヴォールファルトさんにかいつまんでお話しするの
に、あなたたちの顔を見ているのは辛いから」。
彼女は二人っきりになると、アントンにもっと近寄るよう合図して、話そうとしたが、

しかし彼女の唇はぴくついて、彼女は顔をハンカチで隠した。
アントンは彼女が伝えようとして耐えて闘っている様を感動して見ていた。「恵み深い

奥様、尊くも率直なお話しを拝聴する前に、貴女のためにお伺いせざるを得ません。貴女
が内々のお話しをもっと気楽に語れるような、親戚の方か間近な友が男爵にはいらっしゃ
るのではないですか。私自身の仕事の経験は微々たるもので、私の身分は、男爵殿にふさ
わしい助言者と見なされる類いのものではないということをお考えください」。
「誰も他に知らないのです」と男爵夫人は途方に暮れて言って、宙を見つめた。「黙っ

ていてはならないことを貴方に話す方が、私どもの家の知人の一人に話すよりも楽に思わ
れます。ご自分を病人の許に呼ばれた医師とお考えください。 ー 男爵は今朝早く私に
自分の財産状況について若干のことを知らせました」。
そして今や彼女は、自分の夫の諸紛糾について承知していたこと、家族の荘園が置かれ

ている危機のこと、ポーランドの領地を引き受けるために要した資本のことについて語っ
た。彼女が語ることのできたものは、不十分なものであった。しかし家族の将来について
アントンを不安な思いにさせるのに十分であった。
「私の夫が書き物机の鍵を私に渡しました。夫はオイゲンが、専門家と一緒に私どもの

案件をより冷静に話し合うことの方を男爵自身が話し合うことよりも望んでいます。私の
息子と一緒にこの吟味をなさってくださるよう貴方にお願いします。貴方が情報を必要と
するときは、私が男爵からこの情報を得るよう試みます。それで、私どもは他人ですが、
私どものためにこの労を引き受けてくださいましょうか、いかがでしょう」。
「喜んでその用意はあります」とアントンは真面目に答えた、「そして私の店主の好意

で、それに必要な時間は得られると思いますが、しかし男爵様の経験のある弁護士に任せ
る方がもっと合理的と思われませんか」。
「多分この弁護士に助言を頼むのは、後になってからのことでしょう」と男爵夫人は拒

むように言った。
アントンは起き上がった、「いつ始めたらよろしいでしょうか」。
「今すぐです」とレディーは答えた、「一日も余裕はないと案じています。書類の調査

の際はお手伝い致します」。彼女はアントンを隣室に案内して、オイゲンを呼び寄せ、男
爵の事務机に鍵を差し入れた。戸棚を開くと、彼女は一瞬自制を失って、次の言葉が口か
ら漏れた。「故人の遺産のよう」。彼女は窓によろめいた。そしてカーテンの震える動き
で、彼女の体の震える闘いが察せられた。
悲しい仕事が始まった。刻一刻と過ぎて行った。オイゲンは吟味に耐えられなかった。
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しかし母親は自分が有用と思う手紙や記録を渡した。そして彼女の仕事を中断しなければ
ならなかったが、彼女は耐えた。アントンは現存のものを整理し、個々の書類をざっと見
て、少なくとも表面的了解に達するように努めた。
夕方になっていた。老従者が驚いてドアを開けて、部屋の中へ叫んだ。「彼がまた来て

います」。男爵夫人は小声で叫び声を発し、手で撥ね付ける仕草をした。
「誰も家にはいないと申したのです。しかし立ち去らないのです。階段でわめいて、手

に負えません」。
「また彼の言葉を聞いたら、私は死んでしまう」と男爵夫人はつぶやいた。
「その男がエーレンタールなら」とアントンは起き上がりながら言った、「彼を連れ去

るようにしましょう。最喫緊のことは済みました。どうぞ書類を保管して、明日また伺う
ことにさせてください」。男爵夫人は黙って肯う合図をして、椅子にくずれ落ちた。アン
トンは帽子を取って、すでに遠くからエーレンタールの騒ぐ声のする控えの間へ急いだ。
彼はこの商人の外見に驚いた。帽子をはるかうなじの方へ押し込んで、青白い顔は酩酊

したように浮腫んで、据わった目は赤みを帯びて、エーレンタールは彼の前に立っていて、
途切れ途切れに男爵を呼び、嘆き、呪っていた。「顔を出せ」と彼は叫んだ、「即刻顔を
出せ、劣等な男だ。貴族だとぬかしながら、ルンペンだ。警察を連れて来るぞ。私の金は
どこだ。私の抵当権はどこだ。居留守を使っている男からまた保証を貰うぞ」。
アントンは彼の間近に近寄って、しっかりした声で言った。「私をご存じですか、エー

レンタールさん」。エーレンタールはその据わった目を彼に向けた。次第に彼は亡き息子
の友を見分けた。
「息子は貴方を好いておった」と彼は嘆いて叫んだ、「息子は父親よりももっと多く貴

方と話しをした。貴方は息子がこの世で有したたった一人の友だった。 ー エーレンタ
ールの家で起こったことをご承知かな」と彼はささやきながら、言い続けた。 ー 「奴
等が書類を盗んだとき、息子は亡くなったのだ。息子はこのような手をして亡くなった」、
彼は拳を握って、額を叩いた、「息子よ、息子。どうしておまえは父を許さなかったのか」。
「息子さんの許へ行きましょう」とアントンは言って、商人の腕を掴んだ。エーレンタ

ールは何の抵抗もせず、彼と一緒に階段を下りて家まで送って行った。
そこからアントンは法律顧問官ホルンの住まいに急いで、彼と長い話し合いをした。
情熱的に感動して彼は夕方遅く家に帰って来た。何年も前から確固とした幸せな人達と

思い描いていたその人達のことを案じながら、彼の心は震えた。その人達が自分達の不幸
を彼に打ち明けたその信頼に対し、彼の心は誇りで満たされた。彼は彼らを助けてやりた
い一心になった。誠実に奉公すれば、救済の道が見つかるであろうと期待した。まだその
道は分からなかった。彼が月光の中、商会の大きな家を眼前に見て、下の階の窓には格子
があり、ドームや地下室は鉄の扉で閉ざされていて、夜の微睡みの中、かくも確固として
強固にあるのを見たとき、彼は察した。助けることのできる人がおれば、それは彼の店主
だ、と。彼の明察なら、男爵が陥ったすべての薄暗い秘密に分け入って行き、荘園領主を
押さえつけている悪漢どもをその鉄の力でなぎ倒すことだろう。いや、店主は広大な心を
持っている、苦もなく正義を、闘わずして見いだすことだろう。アントンは二階を見上げ
た。家の正面全体は暗かった。ただ角の部屋にまだ明かりが点っていた。そこは商店主の
仕事部屋であった。
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素早く決断して、アントンは従者を探し出し、シュレーター氏の許へ案内させた。商店
主は驚いて、入室して来るアントンを見た。「何の用だい、ヴォールファルト、何か起こ
ったのか」。
「私は助言をお願いしたいのです。助けて欲しいのです」。
「自分をか、他人をか」。
「偶然縁のある家族のことです。強力な友の手が災いを防がないと、没落します」。こ

の後アントンは手早くこの日の午後体験したことを報告し、動揺して商店主の手を握って、
叫んだ。「私が目にしたものは、恐ろしいものでした。不幸な女性達を哀れと思って助け
てください」。
「助けるのか」と商店主は真面目に尋ねた、「どうして私にできるのか。私にそう要請

するよう依頼を受けているのか、それとも私にこの要請をしているのは単に貴方の温かい
心の故か」。
「依頼は受けていません」とアントンは言った、「ただ男爵の運命に対する私の思い故

です。それで貴方の許へ参りました」。
「それで何の権利があって、貴方は私にこのことを知らせているのか。これは貴方自身

にも荘園所有者の夫人の内密な信頼の中で明かされたものではないか」と慎重に商店主は
尋ねた。
「数日後には他人にとって秘密ではなくなるであろうことを貴方に話しても口の軽いこ

とをしたとは思いません」。
「貴方は今、尋常でなく興奮している。さもないとこう自覚していよう、つまりどのよ

うな状況であれ、商人たる者、私の帳場の筆頭通信員がこのような知らせを敢えて告げる
場合、ただ関係者達の特別な許可を得ている場合に限られる、と。勿論私が貴方から伝え
られたことを乱用することはないことは自明だ。しかしヴォールファルト、貴方が私に対
しあけすけなのは、商人道に余りかなっていない」。
アントンは当惑して黙った。彼は店主が正しいことは分かった。しかし店主がこのよう

な時間親密に打ち明ける者を叱ることは苛酷に思えた。商店主も黙って部屋をあちこちし
た。ようやくアントンの前に立ち止まった。「私は今貴方がなぜかくも温かい思いをこの
家族の運命に寄せるのか尋ねることはしない。フィンクのお蔭の縁でなければいいが」。
「すべてお話ししましょう」とアントンは応じた。
「まだいい」と店主は拒んで答えた、「今貴方に繰り返したいのはただ、私にとって、

関係者達の直接の要請がなければ、他人の家族に介入することは不可能だということだ。
更に付言すると、私はこの要請を望んでいない。隠さずに言うと、私はその場合であれ、
多分ロートザッテル男爵のため一肌脱ぐことは拒絶するだろう」。
アントンの気持ちは沸き立った。「正直な男、愛らしい女性達を、罠にかけた詐欺師ど

もの手から救い出さなければなりません。これは私にはどの男にとっても義務に見えます。
全く引くことのできない大切な責務に私には思われます。しかし貴方の支援なしには私は
何もできません」。
「それでは借金を抱えた荘園所有者をどのように救出しようと貴方は考えているのか」

と腰を下ろしながら商店主は尋ねた。
幾らかもっと冷静になってアントンは答えた。「まずは、貴方のような老練な商人がこ
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の紛糾の全体を見通そうと試みることです。悪漢どもを押さえられる一点があるに違いあ
りません。貴方の助言、貴方の明察なら見抜けましょう」。
「その二つはどんな弁護士も私より高度に有している」と商店主は応じた、「難なく男

爵は有能で正直な法律家を得られるであろう。男爵の敵対者達が法に何らかの違反をして
いる場合には管財人の鋭い眼光がこれをまず発見するだろう」。
「残念ながら男爵の弁護士は余り希望を抱いていません」とアントンは答えた。
「それならば、親愛なるヴォールファルト、他人にとっても何かすることは難しかろう。
困っていて、そして差し出された手を掴み、救出される力を有する男の名を貴方が挙げて、
この人を助けて欲しいと私に言うとき、貴方は友であり、貴方には大きな恩義があるから、
私は自らの手をこの危難者に差し出すのは吝かでない。貴方はそのことは確信されていよ
う」。
「確信しています」と小声でアントンは答えた。
「しかし私が聞いていることすべてによれば、男爵はこれに該当しない。貴方の話しか

らと、町で彼のことについて語られていることから、私が彼の状況に関し、理解している
限りでは、彼が高利貸しの手に陥ったのは、単にすべての人間の人生にとってまず大切な
もの、思慮ある判断と、普段の労働力が欠けていたからに過ぎない」。
アントンはこのことを大きな溜め息と共に認めざるを得なかった。
「このような男を助けることは」と商店主は仮借なく続けた、「おそらく分別が正当に

否という理のない使命だ。自らを変えられる人間に対しては希望を放棄してはなるまい。
しかし力の欠如は改善が最も難しい。他人のために働くという我らの能力は限られている。
一人の弱者に自分の時間を犠牲にする前に、このようなことをしていては、もっと良き人
を救助する能力を自ら奪ってしまうのではないかと問うべきであろう」。
アントンは落ち着かず叫んだ、「彼は幾らか思いやりを得るに値しませんか。彼は人生

への諸権利の中で育っていて、私どものように自らの努力でたたき上げる術を学んでいな
かったのです」。
商店主は手を若者の肩へ置いた、「まさにそれ故なのだ。いいかい、自分達の古来から

の家系の思い出のせいで苦しむこれらの領主達の大部分は救い難い。有能な男達のかなり
の数がこの人間のクラスにも見られることを私は否定しない。重要な才能とかあるいは高
貴な人格が彼らの許から輩出するとき、それはまさに彼らの守られた身分の中で立派に成
長するのかもしれない。しかし人間の大部分の凡庸な者にとってこの状況は芳しいもので
はない。家柄で享受する人生への諸権利を有して、祖先故に傑出した立場を取れる者は、
しばしばこのような立場に値する完全な力を保持できない。我らの古来からの声望ある家
系の多くが没落した。これらの家系が没落しても、国家にとっては不幸ではないだろう。
彼らの家系の思い出が彼らを不当に高慢にし、彼らの視野を狭め、判断を混乱させている」。
「こうしたこと一切が本当であっても」とアントンは叫んだ、「個々の人を我らの同朋

として助けることを我らに禁じてはなりません。同情の思いが刺激されるときには」。
「そうだな」と店主は言った、「それが刺激されるときにはな。しかし年取ると、若い

頃のようには素早く萌え出なくなるのだ。 ー 男爵は自分の領地を、資本や人間的力の
大きな波から、永遠に自分の家系に譲渡する方策で絶縁すべく働いていたそうではないか。
永遠にだぞ。貴方は商人として、このような努力を何と考えるべきか知っていよう。理性
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的男は誰であれ、多分、土地所有の貴族の暴利屋は我らの国で絶えてしまえと願うに違い
ない。同じ耕作地は父親から息子へ引き継がれるのが、誰もが利点が多いと考えるであろ
う。その方が耕作地の諸力はまず愛情深く計画的に増大されるからな。我々は先祖が使っ
ていた家具と大切にする。ザビーネは貴方に誇らしげに、すでに曾祖母がその鍵を有して
いたこの家の各部屋を開けて見せよう。かくて荘園領主の心でも、自分の周りの一片の自
然、自らの力と安寧の源泉を、自分にとって最愛の人間達のために保存しようという願望
が生じても、それは当然のことである。しかしそのための手段はただ一つしかない。この
手段とは、自分の人生を、この遺産を維持し増大させるために有為なものとすることであ
る。この力が家系でか個人でか消滅するとき、財産も消滅すべきであろう。金は自由に他
人の手に流れ去るべきであろう。犂はもっと良く使い方を知っている別人の手に渡るべき
であろう。享楽で弛緩する家系は、再び大衆生活の土壌へ沈んで行くべきであろう。新た
に勃興して来る力に席を譲るためにな。他人の自由な活動を犠牲にして、自らと自らの子
孫のために永遠の特権を求める者、この者を私は我らの国家の健康な発展の敵対者と見な
す。そしてこのような男がこのようなことを目指して没落するとき、私は他人の不幸を喜
ぶ気持ちなど抱かずに見守って、こう言うことだろう。正しい裁きが下された、この者は
我らの人生の偉大な原理に反したのだから、と。そしてこの男を支援するとなると、私は
二重の不正と見なすことだろう。私は私の救援が不健全な家系政治を支援するために使用
されたと案じなければならないのだから」。
アントンは悲しげに下の方を見ていた。彼は自分の願いへの共感、温かい協力を期待し

ていた。そして自分にとって大切なこの男の許で、つれない冷淡さを見いだした。「私は
反駁致しません」と彼はようやく言った、「しかし私はこの場合貴方のように考えること
はできません。私は男爵家のとてつもない痛みを共に感じて見てきました。私の魂全体が
憂慮と同情の念で一杯で、私に率直に思いを打ち明けられた人々に対し何かしたい気持ち
で一心になっています。貴方が私に語られた言葉の後では、この件に関わられるよう貴方
ご自身に依頼する勇気はありません。しかし私は男爵夫人に約束致しました。私は微力を
尽くして、そして貴方のお許しを得て、夫人が諸状況を整理する際、お手伝いします、と。
それで貴方にそのお許しを願い出ます。私は帳場の時間を規則通りに守るよう努めますが、
しかし来週以降、時に一時間遅れる場合、この点大目に見て頂きとう存じます」。
再び商店主は黙って、部屋の中をあちこち歩き、ようやくアントンの前に立ち止まって、

深刻な表情で彼の興奮した顔を見て、若干面影に悲しみを浮かべて、そして克服しながら
答えた。「ヴォールファルトよ、考えなさい。情緒が刺激された行動はいずれも容易にそ
の人間にある力を及ぼし、それがその人の人生を前に進めることもあれば妨げることもあ
ることを。これが貴方の願いを簡単に許すことができない理由だ」。
「私も数週間前から同じことを予感のように感じていました」とアントンは小声で言っ

た、「今は他に仕様はありません」。
「分かった、それでは貴方のやむを得ないことをしなさい」と商店主は陰鬱に結んだ、

「私は貴方の支障となるようなことはしない。数週間後にこの案件全体をもっと冷静に判
断するよう希望する」。アントンはもっと礼儀正しく部屋を去った。商店主は長いこと額
に皺を寄せて、自分の店員が立っていた箇所を見ていた。
しかしアントンは心の中では一層落ち着きがなくなっていた。彼の依頼が、冷ややかに
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不興げに受け取られて、彼は深く傷付いていた。「とても無愛想で、とても仮借ない」と
彼は疲れた自分の部屋で腰を落ち着けながら叫んだ。彼の魂の片隅で、自分の店主はやは
り自分が信頼するほどには思いやりがなく、利己心が多いのではないかという疑念が生じ
た。フィンクの幾多の意見が再び思い浮かんだ。若いロートザッテルが少年のような傲慢
さで商店主に対して反抗したかの晩のことが思い浮かんだ。「彼のこの不作法が忘れられ
ないのであろうか」と彼は懐疑的に自問した。そして高貴な女性達の明るい姿の背後に彼
の店主の鋭い皺の顔が消えて行った。「私は不当なことはしない」と自らに呼びかけた。
「彼が何と言おうと、彼に対しても公正でいよう。私の運命は、今日からは、自分の進む
べき道を自分一人のために探すことだ」。かくて彼は長く暗闇の中に据わっていた。この
部屋のように彼の思考は陰気であった。彼は窓辺に寄って、暗い中庭を見下ろした。その
とき雲間から部屋の中に射し込む鈍い明かりの中、自分の横で巨大な白い萼が霊のように
空中で微光を発した。びっくりして彼はそれを掴んだ。彼は明かりを点けた。そしてザビ
ーネの花台の華麗なカラーの花を見た。折れた茎にそれは悲しげに垂れていた。ザビーネ
がこっそりと花をそこに置いていたのであった。悲しい予兆のようにこの些細な事故は思
われた。彼は花をもいで、目の前のテーブルに置いた。長いこと彼は黙って座っていて、
巻き込まれた花弁を見つめていた。
ザビーネは、蠟燭を手に、兄の部屋へ入った。「お休みなさい、トラウゴット」と彼女

は彼に頷きかけた。 ー 「ヴォールファルトが晩にあなたの許に伺いました。そして遅
くに去って行きました」。
「彼は我々の許を去ることだろう」と商店主は陰鬱に答えた。ザビーネは驚き、燭台が

テーブルで軋んだ。「まあ。何があったのですか。去るつもりだとヴォールファルトが言
ったのですか」。
「まだ彼自身分かっていない。しかし一歩一歩そうなって行くのが分かる。私も、まし

てやおまえも、彼を引き留めるために何かすることはできない。彼がここ私の前に立って、
頬を輝かせて、震える声で破滅した男への救助を頼んだとき、彼を駆り立てて行くものが
分かった」。
「何のことか分かりません」とザビーネは言って、兄を大きな目で見つめた。
「彼は、没落した荘園所有者の相談相手になりたいのだ。娘の両目が彼を我々からさら

って行く。ロートザッテル家の取引管理人になることが自分の野心にふさわしい目標とな
っているように見える。彼は帳場ではフィンクの相続人と呼ばれている。貴族の荘園所有
者とのこの縁はフィンクが彼に残した遺産だ」。
「それであなたは救助を拒んだのですか」とザビーネは小声で尋ねた。
「死人は死人に埋葬させないとな」と商店主は荒々しく言って、書き物机の方を向いた。
黙ってザビーネは離れて行った。燭台が彼女の手の中で震えて、彼女は長い部屋の列を歩
んで行った。不安げに彼女は自身の足音に耳を澄ました。そして一つの戦慄に襲われた。
あたかも見知らぬ形姿が目に見えぬまま自分の横を滑って行くかに思われた。これは別の
男の復讐だ。過去の中から彼女の罪のない人生に落ちかかる影、その影が今や友人をも彼
女の圏から追い払って行く。ある別の女性にアントンの憧れの心は掛かっていて、彼女自
身は彼にとって、ある去った男[フィンク]を愛していて、辱めた余所なる女性のままであ
ったのである。そして今や自分の青春の過ぎ去った思いを未亡人のヴェールをまとって振
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り返っている女性なのである。

翌週以降アントンは活動で消耗して過ごした。彼は帳場の時間は自己の義務を果たすべ
く精一杯努めた。夕方、仕事仕舞いのたびに、彼は弁護士とのそして男爵夫人との会議の
書類のテーブルで過ごした。その間、男爵の災難は経過して行った。彼は、自分の家系荘
園に積もっていた諸資本の利子を最後の期限の日に支払っていなかった。諸抵当権の一連
の列がある日実行を宣言され、家系の荘園は田畑証券の管理下に置かれた。複雑な裁判が
起こされた。エーレンタールは告訴して、二万ターラーの最初の抵当権を要求し、新しい
作成を求めた。彼はまた、男爵が厄災に満ちた時間に差し出した最後の抵当権への諸権利
も主張する気であった。レーベン･ピンクスも同様に最初の抵当権を自らに要求して、二
万ターラーの金額を支払ったと主張した。エーレンタールは証明ができず、自分の裁判を
雑に進めて、今や何週間も自分の仕事に従事することができずにいた。これに対しピンク
スは、奸智に長けた悪人が考え得るあらゆる策謀で闘った。そして男爵が彼と結んだ契約
は、ずる賢い弁護士の的確な傑作であって、男爵の弁護士は裁判の冒頭すぐに見込みがな
いと分かった。ついでに言うと、ピンクスは裁判に勝って、抵当権は彼のものとされ、新
たに彼のために作成された。
アントンは次第に男爵の諸状況に理解を深めて行った。ただ最初の抵当権の二重の売価

を男爵は入念に男爵夫人に対し隠していた。彼はエーレンタールの諸要求を根拠がないと
言い、エーレンタール自身が彼の帳場で盗みを犯したという嫌疑を述べた。これが実際彼
の意見となってしまっていた。かくてイッツィヒの名前はアントンに対して全く隠された
ままで、弁護士も共有していたエーレンタールへの嫌疑のせいで、アントンは、イッツィ
ヒの許で解明を試みることができなかった。
アントンと商店主の間ではある緊張が生じて、これに帳場の全員が驚いて気付くことに

なった。アントンがあるとき仕事時間に不在の折、商店主は陰鬱にアントンの空の席を見
た。そして心が動揺し、夜の仕事で青白くなった自分の帳場員アントンの顔を無関心に見
た。かつてフィンクの不規則な仕事ぶりに対してそうであったように、彼は今やアントン
の新たな活動に対しても一言も言わず、彼はそれに気付いていないように見えた。妹に対
してさえ、彼は頑固な沈黙を守った。会話をヴォールファルトのことに向けようとするザ
ビーネの試みを彼は短く本気になって拒んだ。アントンの心はこの冷たさに激した。彼が
帰還した後、彼は家の子供のように、称えられ、慈しまれ、甘やかされてきた。それが今
や投げ与えられるパンに値しない日雇いのように虐待された。理解しがたい気まぐれの玩
具だ。少なくともこれは行き過ぎであろう。かくて彼は家族の傍ら閉ざされて、自分の写
字台の前では寡黙に座っていた。しかし夕方、自分の部屋の孤独の中、しばしば過去と現
在の対照が鋭く頭を過って、彼は激しく飛び上がり、足で床を踏み付けた。
ただ一つ慰めが彼には残っていた。ザビーネは彼に対して怒っていなかった。彼は彼女

に会うことが今や少なくなっていた。彼女も食事では言葉少なで、アントンに話しかける
のを避けた。しかし彼女は自分を正当に扱っていると彼は分かっていた。商店主とのかの
話し合いの数日後、アントンは一人っきりで大きな秤の側に立っていて、家の下僕達がド
アの前で貨物馬車に取りかかっていた。そのときザビーネが階段を下りて来て、彼の間近
を通り過ぎ、彼女のドレスが彼に触れた。アントンは後ずさって、儀礼的挨拶をした。「ヴ
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ォールファルト、私に対して余所余所しくしないでください」と彼女は小声で言って、頼
むように見つめた。ほんの一瞬間のことで、短い挨拶であった。しかし両人の顔に楽しげ
な感動が輝いた。
かくてヨルダン氏が商会を去る日がやって来た。店主は再びアントンを小さな帳場に呼

んだ。厳しくはなく、かといって普段見せていた優しさの痕跡もなく、彼は始めた。「貴
方に支配権を渡すために、貴方をヨルダンの地位に就けるという私の意図を貴方に話して
いた。貴方の力は、最近の週、別の仕事に奪われていて、私の代理人を望めないほど削が
れている。 ー それ故貴方自身にお尋ねする。今からヨルダンの活動を引き受けること
ができるか、と」。
「できません」とアントンは言った。
「いつか、 ー 余り遠からぬ日に、 ー いつになったら貴方が現在の仕事から解放

されると教えて貰えるかな」と商店主は尋ねた、「この点につき来週以降はっきりさせる
ことにしよう」。
アントンは悲しげに答えた、「まだ、いつになったら自分の全時間が自由になるのか、

決めることができません。幾多の不規則な事態で、いずれにせよ貴方の寛大さに甘えてい
ると感じています。それ故、シュレーターさん、その職の任命に関しては、私のことは考
慮されないようお願いします」。商店主の額には皺が刻まれた。そして黙して彼は頭をア
ントンに傾げた。アントンは部屋のドアを背後で閉めたとき、この瞬間、自分と商店主の
間に亀裂が完全に入ったと彼も感じた。彼は自分の席に腰掛けて、熱い頭を手で支えた。
すぐその後、バウマンが商店主の許に呼ばれて、彼がヨルダンの地位に就いた。彼は前面
の帳場に戻って来ると、アントンに近寄って小声で言った。「私はその地位に就くのを断
ったのだが、シュレーター氏がそう主張されたのだ。貴方に申し訳ないことをした」。
ー その夕方バウマン氏は自分の部屋で、サムエル記上から怒った王サウル、つまり自分
の商店主の章と及びヨナタンと追放されたダヴィデの友情についての章を読み上げ、かく
して自分の心を強めた。

その翌日アントンは男爵夫人の部屋へ入った。レノーレと母親はあらゆる形の身繕い品
や宝石箱の置かれた大きなテーブルの許に座っていた。強く鉄で打ち付けられたトランク
がこの貴婦人の足許にあった。カーテンが閉ざされて、和らげられた陽光が鈍い輝きで豪
奢に飾られた部屋を満たしていた。床の絨毯には枯れることのない花輪が描かれていて、
アラバスターの箱では時計が陽気に時を刻んでいた。花咲くミルテの木の下、銀メッキの
鳥籠の中、二羽の愛し合う小鳥が止まっていて、絶えず呼びかけ合っていた。一羽が次の
止まり木へ跳ねて行くと、もう一方は不安げにまた戻って来るまで鳴いて誘った。それか
ら二羽は心地良げにぴったり寄り添った。より温かい天蓋の小さな優しい子供達が緑色や
赤色の金箔から微光を発していて、その天蓋では柔らかな生命は寒い突風とは無縁なので
あった。そのように部屋は輝き、香りを放っていた。 ー 「後どれほどか」とアントン
は考えた。
男爵夫人は起き上がった。「またお手数をおかけします。私どもは、私ども女性の気に

かかる細工の許にいます」。
テーブルには女性の装身具、黄金のネックレス、ダイヤモンド、指輪、ネッカチーフ、
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これらが一山に積み上げられていた。「手放せるものを探しました」と男爵夫人は言った、
「どうぞ、これらの品の売却を引き受けてください。その個々のものは値打ちがないもの
ではないと言われてきました。今はとりわけ金が入用なので、私どもの友の方々の心痛を
減らそうと、ここに一つの救いを求めています」。
アントンは当惑して輝く糸玉を見つめた。「ヴォールファルト」と心配そうにレノーレ

は頼んだ、「必要なことかしら。役に立つことかしら。母上は、私どもの装身具を一切、
毎日使うものではないすべての銀製品を、売却してしまうよう主張しました。私自身が出
せるものは、お話しにならないけど、でも母の装身具は高いの。多くは青春時代からの贈
り物よ。失ってはならない思い出です。貴方がその必要はないと仰有るのであれば」。
「その必要があるのではないでしょうか」とアントンは真面目に答えた。
レノーレは飛び上がった。「可哀想な母上」と彼女は嘆いて、両腕を男爵夫人の首に絡

ませた。
「持って行ってください」と母親は小声でアントンに言った、「出来るだけのことはし

たと分かれば、心がもっと落ち着きましょう」。
「しかし全部持ち出すのでしょうか」とアントンは頼むように尋ねた、「貴女にひょっ

としたら愛着のあるものの多くが、宝石商にとっては余り価値がないかもしれません」。
「私はもはや装身具は身に着けません」と男爵夫人は冷静に答えた、「全部持って行っ

てください、全部」。彼女は手で目を覆って、脇を向いた。
「母を苦しめています」とレノーレは激しく叫んだ、「テーブルの上にあるものを仕舞

ってください。できる限り早く家から運び出してください」。
「このように高価なものは」とアントンは言った、「私の責任をもっと軽減するような

若干の措置なしには、引き受けられません。とりわけ貴女の目の前で、私に渡そうとなさ
るものを少なくともざっとメモするつもりです」。
「何と無駄に残酷な」とレノーレは叫んだ。
「長くはかかりません」。アントンは札入れから若干の紙片を破いて、一個一個書き付

けた。
「母上、見ていてはなりません。私は耐えられない」とレノーレは迫って、母親を部屋

から出した。それからアントンの許に腰掛けて、彼が個々の品を包んで、番号を付け、一
緒にトランクに収めるのを見守った。
「市場のためのこうした準備は恐ろしいことだわ」とレノーレは嘆いた、「母の全生涯

が売却される。どの品にも思い出があるのよ、ヴォールファルト。このダイヤモンドの飾
りは母が王女から頂いたものよ、父と結婚するときに」。
「豪華な[ブリリアント形の]ダイヤモンドですね」とアントンは感嘆して叫んだ。
「この指輪は私の祖父からのもの。そしてこちらのものは哀れな父上からの贈り物。

－ これらの装身具にどれだけ愛着があるかは、男の方には分からないでしょう。私にと
っても、母上が[ブリリアント形の]ダイヤモンドを身に着けるのはいつも祭日でした。
ー 今度は私のつましい財産ね。これらは大した価値がない。この腕輪は立派な金かしら」。
彼女は自分の手を彼に差し出した。
「分かりません」。
「これも他のに加えましょう」とレノーレは言って、金の輪を腕から抜いて、それをテ
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ーブルに置いた。「いや、貴方は良い方です、ヴォールファルト」と彼女は続けて、彼の
湿った目を誠実に見つめた。「私どもを見棄てないでください。兄は何の経験もなくて、
私どもよりも頼りにならない。私にとっても恐ろしい状況です。母の前では、しっかりし
ているように努めています。でも大声で叫んで、一日中泣いていたい」。彼女は椅子に沈
んで、彼の手をしっかり握った。「親愛なるヴォールファルト。私どもを見棄てないでく
ださい」。
アントンは彼女の上に屈み込んで、情熱的に感動して、涙ながらに信頼して彼を見上げ

ている美しい姿を見つめた。「出来るなら、お役に立ちたいと思います」と彼は自分の感
情が沸き立っていて語った、「貴女が私を必要とするときには、側にいるようにしましょ
う。貴女は私の知識と力を買いかぶっています。貴女が思っているほどには、役に立たな
いことでしょう。しかし微力を尽くしましょう。どのような仕事でも、どのような方策で
も」。
温かく握手して両手が離れた。一つの盟約が結ばれた。
男爵夫人は部屋に戻って来た。「私どもの弁護士が今朝私の許へ来ました。今貴方に助

言をお願いします。弁護士の話しでは、男爵は家系の荘園を維持する見込みはないそうで
す」。
「金を借りるのが高くて、難しいこの時節では、見込みはありません」とアントンは答

えた。
「私どもはポーランドの領地を救出するためにすべてをかけなければならないというご

意見ですか、貴方も」。
「そうです」とアントンは答えた。
「そのためには金が必要でしょう。ひょっとしたら私の親戚を通じて、少ない額であっ

ても、幾らか用立てることができるかもしれません。お金はまずこれで」、 ー 彼女は
トランクを指した、 ー 最初の準備の費用を補うのに充ててください。私は装身具をこ
ちらで売却することを望んでいません。私が期待している金額を受け取るためにも、首都
への旅は不可避となることでしょう。男爵の弁護士は貴方の周到さを大いに尊敬して話さ
れました。弁護士の願いもあって、私は貴方に一つお願いを申し上げたく存じます。来年
以降、少なくとも最大の厄介事が片付くまでの期間、私どものために貴方の全時間を割い
て頂けないでしょうか。私は子供達と相談しました。二人とも、私同様に、貴方の活動に
唯一の救いを見ています。男爵も了解しています。私ども不幸な者が貴方から永続的ご協
力を頂けるものか、貴方のご都合はいかがか、伺いたく存じます。貴方がどのような条件
でなさろうとも、私どもは感謝致します。私どもが貴方に預ける大きな責務に対して貴方
の外的身分としてふさわしい何らかの肩書きがあれば、それを仰有ってください」。
アントンは凝然として立っていた。男爵夫人が彼に要求していることは、商会からの別

れ、彼の店主とザビーネからの別れであった。彼がレノーレの前に立っていたとき、ある
いは男爵の手紙を覗き込んでいたときに、この同じ考えがすでにもっと早く生じていたで
あろうか。今この言葉が発せられたとき、彼は震撼させられた。彼は、母親の背後で両手
を頼むように合わせているレノーレを見た。「私は他の人々の同意なしには」と彼はよう
やく言った、「離れることを許されない境遇にあります。私はこのお申し出を覚悟してい
なかったので、恵み深い奥様、考慮の時間をください。私の将来を決める一歩となります」。
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「私は迫っていません」と男爵夫人は言った、「ただお願いしているのです。貴方の決
定がいかなるものであろうと、私どもの温かい感謝は貴方に捧げられます。私どもの弱い
力を支援することが貴方にかなわないのであれば、他には誰もいないと案じている次第で
す。そのこともお考えください」と嘆願するように彼女は頼んだ。
頬を輝かせてアントンは通りを急いだ。貴婦人の嘆願する視線、レノーレの揉み合わさ

れた両手、これらは薄暗い帳場からかなりの自由、尋常でない未来へ彼に合図していた。
この未来の暗がりの中から個々のイメージが輝いて閃光を発した。大きな意味で、ある要
請が彼になされていた。その要請に応えることに力強く彼は惹かれた。疲れを知らぬ、犠
牲的救助者が、女性達を災難から守るには必要となろう。この衝動に従えば、自分は立派
な仕事をすることになる、自分の義務を果たすことになる。
かくて彼は商会の家へ入った。いやはや、ここで彼の目が見たものは、彼を引き留める

ために手を差し出していた。彼は薄明かりの商品のドームを見、家の下僕達の誠実な顔を、
大きな秤の鎖を、正直なピックスの絵の具入れを見て、再び自分はこちらに属していると
感じた。ザビーネの犬が彼の手に湿った鼻面を押しつけ、彼の後を部屋まで追って来た。
彼とフィンクの部屋である。ここで孤児の少年の子供っぽい心は一人の友人を見いだした
のであった。立派な同僚達に、一つの故郷、自分の人生にとっての確固とした名誉ある目
標。そして彼は窓から下の中庭を覗き、強固な家の隅々や先端を覗き、その背後でリーボ
ルト氏が元帳の許に座っている格子付き窓を覗き、自分の写字台がある帳場を覗き、自分
に今立腹し、何年間も父親代わりの友人であった者が働いている小さな部屋を覗いた。そ
のとき彼の視線はザビーネの貯蔵庫の部屋へ注がれた。しばしば彼の目はその移ろう明か
りの微光を追ったものである。その微光は大きな店全体を明るく照らし、彼の部屋へも快
適さを送っていた。素早く目を上げて、彼は自らに言った、「彼女に決めて貰おう」。
ザビーネは、アントンが急ぎ足で彼女の前に現れると、驚いて立ち上がった。「どうし

ても貴女に会いたくなったのです」と彼は叫んだ、「私は自分の将来に一つの決断を下さ
なければなりません。しかし覚束なく感じ、自分の判断にもはや自信がありません。貴女
はいつも私に優しかった、私が入店した最初の日から。私はこの家で私の心を揺する出来
事のたびに、いつも貴女に注目し、貴女のことを考える習慣になっています。今日も貴女
の口から貴女が良いと思うことをお聞かせください。私はロートザッテル夫人から男爵の
全権委員として男爵と固い関係となるよう依頼を受けました。私は受けるべきでしょうか。
それともここに残るべきでしょうか。私は分からないのです。私と他の人々にとって正し
いことを教えてください」。
「私はできません」とザビーネは後ずさって言った。彼女の頬は青ざめていた、「それ

について敢えて決定することは、許されません。 ー それに貴方自身それを望んでいな
いでしょう、ヴォールファルト。貴方はすでに決心なさっているから」。
アントンは宙を見つめた。
「貴方はすでにこの家を去ることを考えられた。その考えは一つの願望となった。貴方

は正しい、貴方の判断は素晴らしいと私に言って貰いたいのでしょう。それを私からお望
みでしょう」と彼女は辛辣に続けた、 ー 「しかしそれはできません、ヴォールファル
ト、あなたが去ってしまうのは悲しいから」。
彼女は彼に背を向けて、一つの椅子の背に寄りかかった。
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「私のことを怒らないでください、ザビーネ嬢」とアントンは懇願した、「それは耐え
られません。私は先の週ずっと苦しみました。シュレーターさんは突然私に好意を寄せら
れなくなった。長いこと私の人生の最大の宝と思っていたのに。私は冷淡にされる罪はあ
りません。私が最近行って来たことは不正なものではありません。店主には断って仕事を
して来ました。多分彼の好意に私は甘えて来たのでしょう。その故に彼の不機嫌を一層深
く感じています。私に一つの安らぎがあるとすれば、貴女は私を誤解していないという考
えでした。今私に対し冷たくなさらないでください。永久に私は惨めな気持ちになりまし
ょう。私は愛を請い求めてよい人、私の疑念に理解を示してくれる人をこの世に有しませ
ん。私に妹がいたら、今日私は妹の心を求めることでしょう。貴女は私にとって、一人っ
きりの私にとって、貴女の挨拶、貴女の楽しげな握手が今日まで意味していたものをご存
じないことでしょう。私に冷たく当たらないでください、ザビーネお嬢様」。
ザビーネは長いこと黙っていた、そして彼の方は向かずに、ようやく問い返した。「余

所の人々の許に引かれるのは何故ですか、 ー 楽しい希望ですか、 ー それともただ
同情だけですか、 ー 私が貴方に対するよりも、貴方自身が自分に対して厳密になって、
お答えください」。
「今私がここから去ることを可能にしているものは、知りません。心の中でこの動きに

賛同する一人の名前を挙げるならば、一人の女性に対する熱い感謝の念です。彼女は一人
で世間に出て来たとき、先へ向かっている少年に親切に語りかけて来た最初の女性でした。
彼女の過去の生活の平穏な輝きの中、私は彼女を称賛して来ました。しばしば子供っぽく
彼女のことを夢想して来ました。彼女に対する優しい思いが私の心全体を満たしていた時
でした。当時私は永久に彼女のイメージにとらわれるであろうと思っていました。しかし
年月がその上に新たな緑を芽生えさせて経過して行き、私は人間や人生を別な目で見るよ
うになりました。すると私は彼女を再び見いだしました。不安一杯になって、不幸で絶望
していました。私の中で感動が大きくなりました。彼女と離れているとき、彼女は余所の
女性と分かっています。しかし間近にいると、彼女の手ひどい苦痛しか感じないのです。
昔、彼女のサークルから私が罪人のように去らなければならなかったとき、彼女は私を追
いかけて来て、嘲笑する一同の前で彼女は私に手を差し出して、私に真心を見せたのです。
そして今彼女が来て、私の手を父親救助のために求めています。その手を断ってよろしい
ものでしょうか。私がそう感ずるのは不当なことでしょうか。私は分からないのです。誰
も言えません、貴女の他には誰も言えません」。
ザビーネの頭は安楽椅子の背もたれまで低く垂れていた。今や彼女は素早く立ち上がっ

て、涙を湛えた目で、愛と痛みの溢れる声で叫んだ、「貴方を呼ぶ声に従いなさい。行き
なさい、ヴォールファルト、行きなさい」。
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第四の書

1.

冷たい十月のある日、二人の男がロスミンの町の市門格子の側を通り過ぎて平原に向か
った。平原は単調に果てしなく彼らの眼前に広がっていた。アントンは毛皮をまとって、
帽子を額目深に被って座っており、彼の横には若いシュトゥルムが古い騎兵用外套を着て、
陽気に兵士用縁なし帽を片耳にかけていた。前方では町の農業市民の下僕が麦わら束の上
にしゃがんでいて、小さな馬どもに鞭を当てていた。風はその巨大な箒で刈り株畑越しに
砂や麦わらを掃いていた。通りは広い草原の道で、溝も並木もなく、馬どもはすり減った
小さな水溜まりを渡って行ったり、深い砂の中を進んで行った。黄色の砂が耕作地の乏し
い緑の間、至る所に輝いていて、そこではコウモリが巣の入口を設けていたり、あるいは
熱心なモグラが力任せに働いて、平原に小さな丘の連なりを隆起させていた。土壌が沈下
している所では泥水があった。そのような箇所では古い柳の空洞のある幹が奇形の枝を空
中に這わせていて、その若枝が互いに風で叩き合っていた。そして枯れた葉が濁った水に
舞い落ちていた。ここかしこに矮小な松の小さな茂みがあって、カラスの休息地になって
いて、カラスは馬車で脅されると、大きな鳴き声で旅行者達の頭上を飛んで行った。通り
には一軒の家も見えず、旅人も馬車も見えなかった。
カールは時折寡黙な同行者を見つめて、ようやく馬どもを指しながら、言った。「何と

馬の毛はもじゃもじゃで、その灰色の鼠皮は結構な代物だろう。これらの馬の何頭分が私
の曹長の馬に匹敵するのだろう。 ー 私が父と別れたとき、老父は言った。『小男よ、
クリスマスにおまえの所に行くかもしれんぞ、クリスマスツリーに明かりを点す時にな』。
ー 『できないだろう』と私は言った。『どうしてできない』と父は尋ねた、『郵便馬

車を信用していないだろう』と私は言った。すると老父は叫んだ、『そうかな。郵便馬車
は頑丈に出来ている。私は心配していない』。 ー 今となっては、アントンさん、私の
父は決してこちらには来ないだろうと分かる」。
「何故来ない」とアントンは尋ねた。
「父がロスミンまで来ることは可能だ。馬車ではなくても、その横をな。というのは一

人分か二人分の席に座ったかと思うと、いずれにせよ郵便馬車の横を駆けることになろう
からな。しかしこれらの馬どもや、この道を見たら、父は即刻引き返すだろう。『砂が脚
の下で水のように流れ去る所、鼠どもが馬代わりに引く一帯に行くべきものだろうか』と
父は言うだろう、『この土地は十分に固定していない』と」。
「馬どもはこの一帯で必ずしも最劣等なものではない」とアントンはぼんやりして答え

た、「見てみろ、これらは走っている」。
「そうだね」とカールは答えた、「しかし普通の馬並みではない。脚でパセリの中でじ

ゃれている二匹の猫のように交錯させている。どんな靴を履いているかというと、明らか
に鵞鳥の足で、これらの蹄には鉄は無用だ」。
「前に進みさえすればいい」とアントンは答えた、「風は冷たいし、毛皮を着ていても

凍える」。
「全権委員殿は最近の夜、安眠なさっていません」とカールは敬礼しながら言った、「風
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はこちらでは土間から吹き付けて来るようです。地球はこの一帯では他の所のように丸く
はなく、ケーキのように平板です。まさにこちらでは人々が荒野を設営しており、我々は
すでに一時間乗っても、まだ村一つ見えません」。
「その通り一つの砂漠だ」とアントンは溜め息を付いた、「もっと良くなるといいが」。
そのようにして深く沈黙して進んで行った。ようやく御者がある水溜まりの側で止まっ

て、旅行者達のことは気にせず、馬どもを放して、水の所へ連れて行った。
「一体、何ということだ」とカールは馬車から降りながら、叫んだ。
「餌を与えているです」と下僕は不機嫌に外国人風な抑揚で言った。
「どんな餌を与えるのか、見物だな」とカールは馬車の中へ語りかけた。「餌袋の影一

つないのだから」。
馬どもは燕麦がなくても生きる術を心得ていることを示した。馬は地面にもじゃもじゃ

の首を突っ込んで、草を食べ、水溜まりの縁の灌木の葉をむしり取っていた。時折頭を水
面にまで沈め、濁った飲み水を試していた。一方下僕は座席から一つの袋を取り出し、榛
の木の茂みを利用して腰掛け、乗客には目もくれずに、ナイフでパンとチーズを切り分け
ていた。
「おい、イグナーツかヤーコプよ」とカールは、乱暴に彼を押しながら叫んだ、「朝食

はいつまで続くんかい」。
「一時間」と下僕は噛みながら答えた。
「ここから荘園までは後どれほどだ」。
「二時間、ひょっとしたらもっとかかるかも」。
「喧嘩しちゃならないよ」とアントンは言った、「国道のしきたりには従わなければな

らない」。彼は馬車から降り、馬の許に近寄った。
アントンはポーランドの領地への途上であった。彼は今や男爵の経営責任者であった。

憂慮に満ちた数ヵ月を過ごして来た。 ー 彼の店主と商会からの別れは辛い思いに満ち
たものであった。アントンは最後の時、同僚達の許でも一人っきりであった。ただ静かな
バウマンだけが彼の味方で、残りの帳場の者達は彼を放蕩者と見なしていた。鉄のような
冷たさで商店主は彼の辞職を聞いていた。別離の時になっても店主の握手は固い金属のよ
うであった。 ー それ以来アントンは男爵家の依頼で幾つかの旅をし、首都へ赴き、債
権者達の許へ行った。今や彼は、男爵の農園のために採用したカールと一緒に新しい荘園
での改善を進める予定であった。エーレンタールは競売期限の後、自分の全権を盾に、領
地を引き継いでいて、ポーランドの管理人をも男爵のために仕事させていた。引き継ぎの
際、勝手なことが行われて、荘園の管理人がそれ以降多くの売却や詐欺を行ってしまった
とロスミンでは聞かされていた。それでアントンも今や平穏な日々を見込んでいなかった。
「今や私が私の委託を実行する時間になった」とカールは叫んで、両手を馬車の麦わら

の中へ入れた。彼は塗装された金属の大きめの小箱を取り出して、アントンの許へ下ろし
た。「昨日ザビーネ嬢が私にこれをと貴方に渡されました」。満足げに彼は蓋を開け、豊
かな朝食の中味と一本のワインと銀製の杯を差し出した。アントンは小箱を手に取った。
「とても巧妙に収まっています」とカールは説明した、「ザビーネ嬢がそのように注文さ
れたのです」。アントンはその容器を矯めつ眇めつ見て、丁寧に柔らかな草の茂みの上に
置いて、それから杯を取り、そこに自分の名前が彫り込まれて、その下に「あなたの健康



- 308 -

を[ヴォール、お元気に]」と書かれているのを見た。彼はそのことで朝食と一帯を忘れて、
小さな容器を物思いに耽って見つめていた。
「朝食を忘れないでください、総全権委員殿」とカールは促した。
「私の許に腰掛け給え、忠実な友よ」とアントンは言った、「私と一緒に飲み食いしよ

う。丁重な言葉のいたずらは止めて欲しいな。我々は得るものは少ないだろう。しかし手
に入るものは兄弟のように分け合おう。グラスがないのであれば、瓶から飲めばいい」。
「革のしかない」とカールは言った、ポケットから褐色の革製の小さな器を取り出した、
「貴方がたった今語ったことは、真心があって、感謝している。しかし服従がなされなけ
ればならない、他の人々の手前もあるからな。ともかくすでに全権委員殿はまず私が最初
に握手して、その他万事昔のままということを私に許されている。馬どもを御覧あれ、ア
ントンさん、忠実な友よ、奴等は薊も食らっている」。
再び馬どもがつながれて、再び短い脚を砂に入れて進み、再び不毛の一帯を行った。ま

ずは空虚な平原の中、劣等な松の森の中、それから一連の低い砂丘を越えて行った。これ
らの丘は植物の乏しい土壌の上に荒れた洪水の砂丘のようにそびえていた。それから小さ
な小川の上の損傷した橋を渡った。「ここが荘園です」と御者は振り向いて言い、鞭で小
暗い麦わら屋根の一群れを指した。丁度彼らの眼前に現れたものであった。アントンは座
席から身を起こして、領主の館があると思われる木の群れを探した。それは何も見当たら
なかった。村の周りには、彼の故郷のどんなに貧しい百姓の家々であれ、飾りとして有し
ている幾多のものが見られなかった。納屋の背後に果樹の群れもなかったし、囲まれた庭
園も、村の広場の菩提樹[リンデ]もなかった。単調に不毛な汚い小屋が並んでいた。
「これは悲しい」と彼は腰を下ろしながら、溜め息を付いた、「ロスミンで我々が聞い

ていたよりもひどい」。
「村は呪われているように見える」とカールは叫んだ、「引き馬や牛は田畑で働いてい

ない。牛も羊も刈り株畑で見られない。多分こちらでは畜舎飼育なのだろう」。
下僕は馬に鞭を入れた。不規則な駆歩[ギャロップ]で村の粘土小屋の二列の間を進んで

行き、居酒屋の前で止まった。カールは馬車から飛び降り、居酒屋の部屋を開け、亭主を
呼んだ。一人のユダヤ人が暖炉の席からゆっくり起き上がって、玄関に来た。「ロスミン
の警官は着いているかな」とアントンは尋ねた。警官は村へ来ていた。 ー 「農園中庭
への道はどこだ」。
亭主は、分別のある顔をした初老の男で、道をドイツ語とポーランド語で教え、ドアの

所に立ったままであったが、カールの言うには、二人の人間を見て全く我を忘れていたそ
うである。馬車はある脇道へ曲がって行った。その道は両側が太い木の切り株で占められ
ていて、伐採された並木道の名残であった。でこぼこ道を、泥水溜まりや石の上を馬車は
がさごそと進み、粘土小屋の前を通って行った。小屋にはまだ白い漆喰の残りが掛かって
いた。「納屋や家畜小屋は空だ」とカールは叫んだ、「屋根が開いていて、我らの馬車が
中に突入できるほどの大きさだからな」。
アントンはもはや何も言わなかった。彼はすべてを覚悟していた。家畜小屋の間の隙間

から旅行者達は農園中庭へ入って行った。大きな不規則な広場で、三方を損傷された建物
で囲まれていたが、四番目の方向は田畑に開かれていた。そこには一群れの瓦礫、粘土、
腐った梁、崩れ落ちた納屋の残りがあった。中庭作業場は空で、農機具や人間の活動の痕
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跡は何もなかった。「検査官の住まいはどこだろう」とアントンは当惑して尋ねた。御者
は探しながら、見回し、ようやく彼は麦わら屋根と不潔な窓の平屋の建物をそれと決めた。
馬車の物音で一人の男がドアの入口に寄って来て、旅行者達が下りて彼のすぐ前に立つ

まで、鈍重に待っていた。浮腫んだブランデー焼けした顔の肩幅の広い若造で、もじゃも
じゃした織りの上着を着ていた。彼の背後には同じもじゃもじゃの犬が鼻面をドアから出
して余所者達にうなっていた。「貴方はこれらの荘園の検査官ですか」とアントンは尋ね
た。
「その通り」と背丈の低い男は、その場から動かず、ブロークンなドイツ語で答えた。
「私は新しい所有者の全権委員です」とアントンは言った。
「そんなんは、一切関係ない」ともじゃもじゃの男は粗野な調子で怒鳴って、すぐに振

り向き、部屋に戻って、ドアに中から閂をかけた。
アントンは激昂した。「窓を打ち破れ、この悪漢を捕まえる加勢をしてくれ」と彼は同

行者に呼びかけた。カールは一本の材木を冷淡に取って、ガラスを叩き、腐った開き窓の
戸をがらがらと部屋に崩した。そしてその隙間から一気に飛び込んだ。アントンも続いた。
部屋は空で、その隣の小室も空でそこから空いた窓が野外に通じていて、その男は外に飛
び出ていた。「窓から入って、また出て行った、悪魔のような奴だ」とカールは叫び、逃
亡者の後を追った。アントンは急いで家の裏に回った。彼は犬の吠え声を聞き、カールが
不実な管理人に襲いかかり、犬が吠えまくる中、彼の襟を掴むのを見た。アントンは救助
に飛び込み、脱出者を取り押さえた。一方カールは犬を足蹴にして、犬を遠く地面の上、
逃げ去らせた。その後両人は、激しく抵抗をする検査官を、角を曲がって、家の中へ連れ
戻した。
「居酒屋へ向かって、警官と亭主を連れて来い」とアントンは御者に呼びかけた。御者

は殿方達の喧嘩は意に介さず、旅行者達の荷物を馬車から降ろしていた。下僕は従順に馬
車で向かった。逃亡者は部屋の中へ連行され、カールは古い布を取って、彼の両手を背中
で縛った。「申し訳ないが、検査官」と彼は言った、「ロスミンからの警官が来るまでの
数時間だけのことだ。警官は我々が予約してある」。一方アントンは住まいを見回した。
必要最低限の家具やこの男のベッドの他には何も見当たらなかった。帳簿も計算書もなか
った。疑いもなく、この住まいもすでに片付けられていた。捕虜の上着のポケットから書
類の束が見えていた。アントンは嫌がる男からそれを取り出した。それはポーランド語で
の交渉録、文書であった。一方下僕は居酒屋の亭主と武装した警官を連れて戻って来た。
亭主は当惑してドアの所に立ち止まっていた。アントンは手短に警官に経過報告をした。
「役所の届けを出してください」と警官は言った、「即刻その男を引き渡してください。
貴方の馬車でロスミンへ送ることになりましょう。この男を遠ざけることが最良です。こ
こらは治安が悪く、奴はロスミンの方が貴方にとって安全でしょう。ここには奴の相棒、
仲間がいますから」。居酒屋から長いこと探した末、一枚の書類がもたらされた。アント
ンは届けを記して、ポーランド語の文書を頭を振りながら通読していた警官の願い出に応
じて、この届けを添えた。捕虜は馬車に乗せられた。警官は彼の横に腰掛けて、出発する
前に更にアントンに言った。「このようなことになろうと長いこと思っていました。ひょ
っとしたら近日中にもっと頻繁に私を必要とすることになるかもしれません」。かくて馬
車は屋敷から出て行った。このようにアントンによる荘園の引き継ぎはなされた。彼は荒
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涼たる島に下ろされた気分であった。彼の革のトランクと旅の必需品は野外の粘土の壁の
側にあった。ポーランドの村の居酒屋の亭主が、二人に情報を与えることができ、この不
快な状況の中、助言を与えることができる唯一の人間であった。
検査官が遠ざかった今、亭主の舌は滑らかになって、善良な意志を示し、恭しくすべて

の仕事に応じた。長い話し合いが始まった。結論は大体、アントンが法律委員のヴァルタ
ーやロスミンの役人達の警告に従って案じていた通りのものであった。連行された管理人
はここ数週間力任せに、財産目録の略奪を計っていた。彼は町から流れて来ていた噂、つ
まり新しい所有者も荘園を引き受けるつもりはないという噂で安心していた。ようやくア
ントンは交渉をこう述べて締め括った。「あの悪漢が働いた狼藉に対しては、正当な仕置
きがなされるであろう。我らの次の心配事は、荘園にはまだどれほど残っているか、確定
することだ。貴殿には今日案内役となって貰おう」。
かくて彼らは人気のない中庭作業場を探し求めた。 ー 二人の下僕に四頭の馬 ー

彼らは森で出掛けていた、 ー わずかな傷んだ犂、二，三の粉土機、二台の干し草馬車、
一台のブリチュカ[軽四輪馬車]、ジャガイモの入った貯蔵庫、数束の燕麦、わずかな麦わ
ら。 ー 記録は大きなスペースを要しなかった。建物は全体傷んでいた。年代経過のせ
いではなく、人間達の等閑のせいであって、人々は自然の浸食を数年前から放置していた
のであった。
「館はどこにある」とアントンは尋ねた。亭主は中庭作業場から牧草地、広い野原に案

内した。それは次第に小川の畔へと下降していた。そこは大きな放牧地であった。牛や羊
が踏んで穴を作っていた。貪欲な豚の鼻が地面を掘り返していた。灰色のモグラの丘や豊
かな草の茂みが地面から隆起していた。亭主は手を差し出した。「あそこに城があります。
この城は辺り全体で有名です」と彼は称賛して付け加えた。「一帯の貴族はこのような石
造りの館を有しません。この地方の領主達は粘土や木造の家に住んでいます。最も裕福な
者、タロフの領主もただ低い家を有するだけです」。
最後の納屋からおよそ三百歩の所に、赤い煉瓦の強力な建物が黒いスレートの屋根と厚

く丸い塔を有してそびえていた。木々のない牧草地の上の陰気な壁が生命の痕跡もなく、
灰色の曇り空の中に、幽霊の城砦のように立っていた。大地から一帯の緑の生命を壊すた
めに、醜い精神が大地の深みから出現させたものであった。
男達はもっと近寄った。城は建築する職人達がその仕事を完成させる前に、すでに廃墟

となっていた。太古以来この地には不格好な塔が立っていて、それは大きな荒石で壁が築
かれ、小さな窓と銃眼があった。この土地の昔の領主達はこの高さから木々の梢を見てい
た。当時梢は多分平野のまだ遠くまで達していたことであろう。領主達はこの塔から厳し
い領主として農奴を管理していた。農奴達はその足許で国土を耕し、領主のために働き、
死んで来た。幾多のサルマート人[イラン系]の矢が小さな窓越しに押し寄せて来る敵に対
して放たれた。そして幾多の突撃して来るタタール人の馬が頑丈な石壁で撥ね返された。
この灰色の塔の許で何年も前、この土地の僭主が、ある敬虔な修道院用壁を犯した罪の贖
罪のために建設させた。しかし修道院は決して完成することはなく、長いこと無意味に立
っていたが、遂に亡き伯爵がその壁を一族用の領主の館のために利用することになった。
彼は豪華な建物、他に一帯には見られない建物を建てようと思った。
この館の正面は塔の所に壁作りされ、それで塔が中央に収まり、そして正面の直線から



- 311 -

半円を描いて前方に出ており、新しい建物の二つの側翼は小川の方へ並んでいた。城[宮
殿]の前に高いアプローチを築くことが意図されて、中央入口が塔の中に穿たれ、ドーム
状にされた。しかしアプローチは盛り土がなされず、玄関の石造りの敷居は塔の壁の中、
人の背丈大の所にあって、梯子がなければ入れない高さであった。ドアがこの大きな開口
部を閉ざすことはなかった。下の階[二階]の窓の穴はまだ荒い壁を見せていて、板でやむ
を得ず閉ざされていた。上の階[三階]の個々の窓は曲げられた木材の技法的枠で飾られて
いた。大きな窓ガラスが嵌められていた。しかしまた壊されていた。他の窓の穴は粗い松
の木の応急の枠に小さな濁ったガラスを付けていた。塔の女墻にはコクマルガラスの群れ
が巣を作っていて、余所の男達を訝しげに見下ろしていた。時折一羽が大声で飛び上がり、
屋根の別な箇所に下りて、再び歓迎されざる者達をじっと見下ろしていた。
「カラスやコウモリ用の館で、人間用ではない」とアントンは叫んだ、「まだこの盗賊

の館への入口が分からない」。亭主は建物を回って案内した。二つの側翼が馬蹄形を形成
している奥の側に地上階と地下室への低い入口があった。その下の方に家畜小屋や大きな
丸天井の台所、農奴の従者達用の小さな独房があった。しかし牧草地から上の方へ木の階
段があって、下の階[二階]へ通じていた。ぎしぎしとドアは蝶番で動いた。狭い通路を通
じて側翼は正面の家の各部屋とつながっていた。そこではすべてが大規模に設置されてい
て、豊かな備品が考慮されていた。丸い控えの間は、古い塔のドームで多彩な大理石でモ
ザイク状に張られていた。そこから大きなドアの開口部を通じて野外が見えた。広い階段
は、国王の宮殿のようで、上の階に通じていた。ここでは二番目の丸いホールが小さな窓
の穴と共にドームを形成していた。塔の二階[三階]部分である。ホールの両側に部屋が並
んでいた。どこも高い、荒れた部屋で、重たい樫の両開きドアと汚い漆喰の壁であった。
天井は厚い唐檜の幹で、チェス盤状に組み合わせて細工されていた。幾つかの部屋には巨
大な緑色のカッヘルオーフェン[タイル張り暖炉]があり、他の部屋では全く暖炉が欠けて
いた。幾つかの部屋では床は技法豊かな鏡板張りで、別の部屋は節くれ立った松の板であ
った。一棚の薪用の二つの巨大な暖炉のある大きな広間は古い小幅板の間に合わせ天井で
あった。この宮殿は野蛮なアジアの宮廷用に、フランス製の革と絹の絨毯を使い、イギリ
ス製の高価な木材化粧を使い、ドイツの鉱山からの大量の銀製品を使い、誇り高い領主用、
広間や控えの間に一杯となるはずの、数多くの客人用、一群れの農奴の下僕達用に出来て
いた。この宮殿の建造者は、この建物を建てさせたとき、自分の野蛮な先祖達の豊かな生
活を思い出していた。そのために自分の森から数百の幹を伐採していた。彼の農奴達は手
と足で数千もの煉瓦を捏ねていた。しかし時は、仮借ない時は、彼の計画に中止の指を上
げた。そして彼が望んでいたものは何一つ生きたものとはならなかった。彼自身は建造の
間に干涸らびで死亡した。彼の息子、異郷にいる一人の子供は、彼の遺産の没落を、遠い
余所の国で、無分別な者に可能な限りの速さで進めた。今やスラヴ人の城の石壁は開いた
ドアと窓のまま立っていて、客人が入って来て、賀詞を述べることはない。ただ野生の鳥
類が飛んで出入りし、イタチが梁越しに好奇心を起こして忍んで来る。無益に醜く壁は立
っていて、ここを住処としていた一族同様に砕けて散りかねなかった。
アントンは急ぎ足で部屋から部屋に移った。この住まいを最後の避難所のように期待し

ていた二人の女性にふさわしいと思える一部屋を探しだそうと望んで空しかった。彼はド
アを次々と開けて、ぎしぎし言う階段を上下し、小鳥達を驚かせた。小鳥達は開口部から
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侵入して、昨年の夏の巣にまだ残っていたのであった。しかし彼は汚い漆喰の壁と粗い壁
の部屋に住めそうなものを何も見いだせなかった。至る所、隙間風と、ぱっくり空いたド
アと塞がれた窓を見た。大きな広間には若干燕麦が盛り上がっていた。上の階の若干の部
屋は以前緊急に人間の滞在用として使われたのかもしれない。劣等な椅子に粗放なテーブ
ル一つ、これが家具として見られる一切であった。
ようやくアントンは塔の朽ちた階段を上がって、見晴台に来た。そこから壁の縁を越え

て下方と遠くの平野を覗いた。彼の左側に太陽が灰色の雲の塊の奥、針葉樹林の小暗い影
の中に沈んでいた。右側に農園中庭の不規則な四角形があった。その背後に村の見苦しい
小屋が国道に沿っていて、彼の背の方に小川があり、小川は沈んで行く太陽の方から村の
方へと流れ込んでいて、その岸辺には一条の牧草地が見えた。この野原や牧草地の周りに
耕作地が死んだように静かにあって、不毛な緑色が大方の地に芽生えていて、ただわずか
な地が褐色の土塊を見せていた。新たな耕作の印であった。田畑はあちこちで野生の梨の
木が見られ、ポーランドの農民達の喜び、強力な王冠を有する強力な幹となっていた。そ
れぞれの田畑の下には草の茂み、植物の茂みの一つの島があり、葉が落ちて多彩な色合い
となっていた。ただ野生の木のみが、無数の小鳥のねぐらのみが、単調な平野には見られ
た。この木々と視野の縁に小暗い森があった。というのは野原と畑の背後、黄色の砂の背
後では単調な針葉樹が視界を囲んでいたからである。天は灰色で、土壌はつやがなく、小
川の畔の木々や灌木は緑を欠き、森はその先端と入り江で一つの防塁に似ていた。この防
塁がこの地をすべての人間から、すべての教養から、人生のすべての喜びと美しさから隔
離していた。
アントンの心は重くなった。「哀れなレノーレ、哀れな郎党よ」。彼は声高く溜め息を

付いて、悲しげに両手を組んだ。「ここはすさまじく見える。しかし改善できよう。金と
趣味を有する者、その人間は何でもできる。この家は改造できよう。大きな費用をかけず
に飾れよう。カーテンに絨毯、数百フィートの金縁、壁紙貼り職人にペンキ屋がいれば立
派な宮殿に変わるだろう。牧草地を平すのは容易だし、上品な草を植えて、明るい色合い
の若干の花壇を置いて、その奥にかなりの茂みを植える。村の小屋は木の葉で隠す。そし
て家と公園に、活気、活動の感情が戻れば、この風景も、何の慰めもない荒涼たるこの風
景も、快活な図柄となろう。そのためには、資本と人間の力、きちんとした感覚しか必要
ない。しかし男爵はこれらの荘園をどう思われよう。この家の快適な立ち上げが、活動的
で成果の多い人生の花となるべきであろう。しかし男爵の人生は壊れている。これはこの
荘園がその領主にいそいそと準備する剰余によってのみ合理的になされよう。これらの混
乱に新しい人生の端緒を用意するには、数千ターラーが必要となろう。この土壌が農園経
費以上に、あるいは出資された資本の乏しい利息以上に稼ぐには、何年も要することだろ
う」。
一方カールは上の階の二部屋を専門家の目で眺めていた。「この二部屋が他の部屋より

格別私の気に入った」と彼は亭主に言った、「漆喰の壁に、床があり、暖炉があり、いや
それどころか窓がある。確かに窓ガラスは傷んでいる。しかしガラス屋が来るまでは、厚
紙も悪くはない。ここを住処としよう。貴殿は箒とか雑巾の類いを取って来てくれるかな。
頼む、出来るだろう。それに数枚の紙が欲しい。黐用坩堝は持参している。即刻木材を取
って来て、暖を取り、黐を煮て、紙の窓を嵌めて、隙間をくっ付けることにしよう。しか
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しまずは農園中庭から我らの荷物を取って来て欲しい。すぐ取りかかるぞ」。
彼は張り切って亭主を送り出し、荷物が部屋に運ばれ、カールは色々な道具の詰まった

箱を広げて、亭主は居酒屋へ駆けて、女中を呼び寄せた。
一方国道では数人の騎乗者が農園中庭に駆け寄って来た。紳士服の立派な男達であった。

彼らは役人[検査官]の住まいの前で止まった。彼らの一人が降りて、激しく閉ざされたド
アを叩いた。アントンは同行者を呼んだ。カールは牧草地を越えてこの余所者達に向かっ
て急いだ。騎乗者達がギャロップで近寄って来た。「今日は」と一人が丁重なドイツ語で
叫んだ、「検査官は家にいるのか」。
「農場管理人はどこにいる。ブラツキーはどこだ」と他の者達が叫んだ。せわしい彼ら

の馬のように苛立っていた。
「この荘園の先の検査官のことなら」とカールは素っ気なく答えた、「貴方らから逃げ

はしないだろうが、今ここにはいない」。
「どういうことだ」と先頭の騎乗者が尋ね、カールにもっと近寄った。「詳しく説明し

て欲しい」。
「ブラツキー殿と話したいのであれば、町へご足労願わなければならない。牢屋にいる」。
馬どもが棒立ちになって、騎乗者がカールにもっと迫って来て、ポーランド語での活発

な叫び声が皆の唇から漏れた。「牢屋にだと、何故だ」。
「私の主人に聞くがいい」とカールは答えて、アントンの姿が見えた塔のドアを示した。
「荘園の新しい所有者殿に拝顔の栄を得ているのかな」と騎乗者は、塔に近寄りながら

尋ね、帽子を浮かせた。アントンはびっくりしてこの余所者を観た。その声と顔とで、厳
しい時節、不愉快に張り切ってアントンに対し戒厳令を敷くと宣言した白いセーム皮の手
袋の殿方が思い出された。「私はフォン･ロートザッテル男爵の代理人です」と彼は答え
た。騎乗者の馬は二回跳ねて後ずさった。騎乗者は素早く向きを変えて、同行者達と二，
三言葉を交わした。その後ずる賢い狐顔の一人の中年の男が叫んだ、「個人的な事でこれ
までの荘園の検査官と話したいのだ。この者は逮捕されたと聞いた。何故か教えて頂ける
かな」。
「彼は逃亡して私への荘園の譲渡を拒もうとしたのだ。不正な取引をした疑いがある」。
「それは証拠があるのか」と騎乗者はまた上の方へ尋ねた。
「何故そのようなことを聞かれるのか」とアントンは問い返した。
「済まない」と別の男が答えた、「この男は偶然、私のものである文書を彼の住まいに

有していたのだ。その文書を私が所有できないとなると、困ったことになる」。
「彼の文書は彼と一緒に町へ移送された」とアントンは答えた。再び騎乗者の馬どもが

入り乱れて、小声の話し合いが始まり、それからこの余所者達は手短に挨拶して、全速力
で村へ戻り、そこで一瞬居酒屋の前で止まって、そしてようやく森の背後の道路へと消え
た。
「ヴォールファルトさん、奴等は何を望んでいるのですか」とカールは尋ねた、「嵐の

ような訪問だった」。
「そうだな」とアントンは答えた、「私も、珍しい事だと思っている。私の間違いでな

ければ、これらの殿方の一人はすでに全く別な一帯で会ったことがある。多分このブラツ
キー氏とやらは不正な富で仲間を作っていたと思う」。
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夕方、城と森は灰色の覆いに包まれた。下僕達が馬と一緒に森から戻って来た。カール
は彼らをアントンの目の前に連れて来て、ポーランド語で彼らに短い演説をして、新しい
主人に対し奉公するように述べた。それから更に亭主が様子を見にやって来た。彼は水と
一担ぎの薪を持って来て、アントンに言った。「恵み深い旦那様に夜ご用心のほどお願い
申し上げます。百姓どもが居酒屋に来ていて、貴方らの到着に対し文句を言っています。
中にはひどい連中もいます。夜麦わらに硫黄の糸に火を点けて、中庭を燃やすかもしれま
せん」。
「誰もそんなことはしねえよ」とカールは応じた。暖炉に新しい薪を投げ込んでいた。

「丁度村の方へ良い風が吹き付けている。誰も阿呆じゃないから。自らの納屋全部を火事
にすることはしない。同じ西風が今日から毎日吹くよう、手配することにしよう、我々が
ここにいる限りはな。そう郎党に言っときな。 ー 両人のジャガイモを持って来たかい」。
アントンは翌朝も来るよう亭主に頼んだ。二人の同行者だけが荒れた家に残った。
「聞いたことは気にされんでいい、アントンさん」とカールは続けた、「世界中どこで

も酔っ払いのならず者がいて、火を点けると脅すものだ。 ー 結局、正直に言って、そ
れも大した害にはならない。 ー それでアントンさん、二人っきりだ。このポーランド
の農園のことはもう気にかけず、今から心地よく過ごすようにしよう」。
「その通りだな」とアントンは言って、床几を暖炉に近付けた。
緑色のカッヘル暖炉では薪が弾けて、炎の赤い反映が床に熱い絨毯を描き出し、部屋全

体に縞模様の明かりと影を作りだそうとした。
「暖かさが心地よい」とアントンは言った、「しかし煙の臭いがしないか」。
「勿論」とカールは答えた、カールは暖炉の穴の前でナイフでジャガイモに丸い穴を彫

っていた。「まさに最良の暖炉は、冬の最初、最も強く煙を出すものだ。またその作業に
慣れるまではな。それにこの緑色の厚い頭ときたら、ひょっとしたら一世代火を見たこと
がないのかもしれない。すぐに順調でないのは当たり前だ。お願いだ、パンを一切れ切っ
て、そしてここで隙間を貼り付けて欲しい。私は明かりを仕上げる」。彼は大きなケース
から明かりを取りだして、それぞれのジャガイモに明かりを突き刺し、下半分の丸みを切
り落として、それを明かりとしてテーブルに置いた。それからブリキ缶を置いた。「これ
は使い切れない」と彼は言った、「明日の昼まで保つぞ」。
「そうだな」とアントンは満足して同意した。とても腹が減ったな。それで我らの農園

をどうするか考えることにしよう。家具として不可欠なもの、これは町から取り寄せよう。
早速見積もってみよう。一本の明かりはまた消そう、もったいない」。
かくてこの晩は案を練って過ごされた。カールは、箱や板きれから家具の一部を数時間

で仕上げることは出来ようと発見した。陽気に時折この僭主の家の壁の中で二人の仲間の
笑い声が響いた。ようやくアントンは就寝しようと勧めた。彼らは麦わらと干し草の臥所
をよく整えて、旅行カバンを開け、敷き布団と毛布を取りだした。カールはネジの錠を箱
から出して、部屋のドアに取り付け、カービン銃の装填を調べ、ジャガイモを取って、敬
礼して言った。「明日何時に総全権委員殿は御起床を希望されますか」。
「健気な奴だ」とアントンは叫んで、手を臥所から彼の方へ差し出した。
かくてカールは自分用に探し出していた隣室へ行った。すぐその後両人の明かり、この

見棄てられていた家で再び点された生命の最初の微光が消えた。暖炉では更に長くこの家
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の小さなコーボルト達[いたずらの家の精]が新たな炎について不思議がっていた。彼らは
煙道でぶつぶつ言い、ドアと窓を叩いて、余所の男達の営みに驚いていた。ようやく彼ら
は古い塔の片隅に集まって、論争し始めた。今晩点火された炎は今からずっと燃え続ける
のであろうか。今から窓辺から毎日楽しげな明かりが牧草地、田畑、森に投げかけられる
のであろうか、と。この新奇なものが保たれるほどに十分に強いものであるのか、彼らが
疑念を抱いているとき、煙はコウモリを煙突の住まいから追い出して、彼らは寝ぼけて塔
の女墻の周りで舞い飛び、壁の隙間の中のフクロウはその厚い頭を振って、新たな時代に
対し呻き声を上げた。

2.

いつも人生の整備された道を進んで行った者、法律によって規制され、故郷で数千年続
く慣行として世代から世代へと受け継がれた秩序、風習や形式に従って来ていて、突然個
々人として異郷の者達の中へ投げ出される者、法がその正義を単に不完全にしか遵守され
ない所、個々人が自らの力で生きる権利を毎日勝ち取らなければならない所に投げ出され
る者、この者は個々人すべての人間の周りに、共同して生きる数千人が形成している神聖
な圏の恵みを初めて認識することになる、つまり家庭、仕事仲間、自らの民族、自らの国
家を認識することになる。個々人が異郷で敗北するか、勝利するか、それで別人となる。
個々人が弱者であれば、その個々人は自らの流儀を、自らがその威力に屈する他人の権力
に対して、犠牲にすることになる。その個々人が一廉の男の素質を有するならば、今やそ
の一廉の男である。その魂にとって、自らがそれを所有して育った財産は、二重に価値の
あるものとなり、ひょっとしたら自分の人生に付着していた偏見もそうなるかもしれない。
そして以前は無関心に眺めていた空気や陽光といった幾多のもの、これが今や至高の財産
となる。初めて外国で自分の故郷の方言の魅力を享受し、初めて異郷で、祖国とは何かが
分かる。
アントンも自分が何を所有し、自分にまだ何が欠けているか験すことになった。
翌日土地面積の視察が始まった。所有は主要荘園と三つの分農場から成り立っていて、

土地のただ半分だけが耕作されており、小さな部分は野原にあった。残りの半分はほとん
ど森で、森の縁はむき出しの砂であった。城と村はほぼ大きな空き地の中間にあって、二
つの分農場は対照的な端、東側と西側にあり、両者は森の突端で隠されていた。南側の三
つ目の分農場は森で全く荘園から離れており、それは別のポーランドの村と接していた。
自らの農園中庭を有していて、古来から分離した荘園として編成されていた。これは土地
面積の四分の一以上を占めており、蒸留酒製造業を行っており、数年前からある富裕な男、
ブランデー製造業者の賃借となっていた。この賃借人との契約はエーレンタールによって
数年間延長されていて、賃借の利子は低くて、荘園領主よりも請負人の利益となるよう定
められていた。しかし現在この賃借関係は荘園にとって一つの幸運であった。荘園の一部
から収入がもたらされるからである。その荒廃した森は一人の森林官の下にあった。
主要農園の沃野を通っての最初の視察は全く芳しくないものであった。田畑は冬穀のた

めにはほとんど例外なく耕作されていなかった。畑の痕跡を示すわずかな部分は、村の住
民達によってなされていて、彼らは領主のいない荘園を自らの土地と見なしていて、余所
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からの移住者達を不機嫌に、憤激を抑えて見つめていた。数年前から手仕事の夫役、輓曳
牛馬の夫役はなされていず、アントンが呼び寄せた村長は反抗的にこう宣言した、教区民
は古い時代に逆行することは甘受しないであろう、と。彼は一言もドイツ語は分からない
と称し、カールの熱弁も単にとりとめのない話しを引き出せたにすぎなかった。耕作地そ
のものは、等閑にされ、雑草で傷んでいたが、多くの畑が、アントンの期待以上に立派な
ものであった。そして居酒屋の亭主はその収穫を称えた。ただ森の近くでは貧弱であって、
幾多の畑が穀物栽培に向いていなかった。
「真剣な一日となろう」とアントンは札入れを仕舞いながら言った、「ブリチュカ[軽四

輪馬車]を用意させよう。雌牛どもの所へ行くぞ」。
牛を飼っている分農場は西側にあって、城から三十分ほど離れていた。惨めな牛舎で、

それに隣接して一人の下僕の住まいがあった。これが一切であった。牛の群れと、二組の
輓曳雄牛はこの下僕長に任されていて、彼はそこに妻と一人のとろい家畜番と一緒に住ん
でいた。郎党はわずかしかドイツ語を解さず、信頼を決して寄せなかった。夫人は不潔な
女性で、靴も靴下も履いていなかった。その牛乳鉢は水の洗浄力をほとんど経験したこと
がなかったであろう。下僕と時折家畜番が、適当と思われる所を雄牛で鋤いていた。牛の
群れは分農場の休閑の畑で草を食んでいた。「そなたの仕事があるぞ」とアントンは言っ
た、「群れを調べて、冬用の餌があるか調べてくれ。私は建物と道具をメモする」。カー
ルは報告した。「二十四頭の乳牛、その半分ほどの若い牛、一頭の老いた雄牛。せいぜい
一ダースほどの雌牛が使いものになっており、別な一ダースは無駄に草を食んでいる。全
体は劣等な種類だ。以前一度別な雌牛が、多分スイス牛が運ばれて来たのだろう。それに
一頭の種牛が、当地の種のものには大きすぎる牛が来て、詰まらぬ混合種が生じたのであ
ろう。最良の品種のものは明らかに交換されている。群れには若干の惨めな土地産のもの
がいるからな。これは離れてまとまっている。最近他のと混じったのであろう。餌として
は冬用に若干の干し草と何束かの燕麦の茎がある。敷き藁は全くない」。
「建物はどうしようもないな」とアントンは叫んだ、「御者殿、蒸留酒製造業者の許へ

行ってくれ。 ー 賃借契約は正確に目を通していて、そこは最も良く調べている」。
馬車は小川の上の劣等な橋を越え、耕作地を越え、不毛な砂地を越えて行った。そこは

わずかに高灯台や砂地の草に覆われていて、それらの根には時折松の種子から芽が出てい
て、曲がった灌木としてその枝を砂地の上に広げていた。その後森となって、広い隙間の
地の間に茂みや若木の森があり、その間は砂がむき出しで、至る所に伐採された木々の根
株があり、地衣類や束のエリカが周りに見られた。一歩一歩馬どもは緩い砂地を進んで行
った。二人の同行者はどちらも無言で、苛立たしく二人の視線は、偶然都合良く貧弱な隣
の木よりも丈高く、幅広く育ったそれぞれの木に向けられた。
ようやく視界が開けて来て、後一ダースほどの松の木が途中に見られ、再び平野が旅行

者達の眼前に広がっていた。同じように単調で、彼らの出発地の耕作の島のように森で囲
まれていた。彼らの前に教会のある村があって、木製の十字架の側を通り過ぎて、分農場
の中庭で止まった。賃借人は多分すでに彼らの到着を耳にしていたのであろう。おそらく
彼は男爵の状況について、アントンが望んでいる以上に承知していたと思われる。という
のは彼は彼らの訪問にパトロンの表情と頭の高い様で対応したからである。彼は彼らを空
いた部屋に案内しようとほとんどしなかった。彼の最初の質問の一つはこうであった。「ロ
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ートザッテルが荘園の権利を主張できると貴方は思われるのかな。大いに費用がかかりま
すぞ。私が聞いているところでは、この男は資本投下できないそうだ」。
この僭越な冷淡さはアントンの癇に障った。しかし彼は商取引の通が備えている冷静な

タフさで答えた。「フォン･ロートザッテル男爵がその権利を主張されるかお尋ねであれ
ば、こうお答え致そう。男爵は賃借人達や貢租を納める人々が、自分に対して良心的にそ
の責務を果たすであろうと納得されればされるほど、一層速やかに実行されるであろう、
と。現在私がこちらに参っているのは、貴方自身がこの義務を果たされたか調べるためで
す。私は貴方の財産目録を貴方の賃借契約に基づいて調べる全権を委任されています。男
爵の善意が貴方にとって、現在と将来において、大事と思し召されるなら、その代理人に
対してもっと丁重であってしかるべきと忌憚なく助言致します」。
「男爵の善意など知ったことか」と威張り屋の賃借人は答えた、「しかし貴方が全権と

言うのであれば、その書類を見せて頂こう」。
「ここにそれはあります」とアントンは平静に文書をポケットから取り出しながら言っ

た。
請負人は文書を丁寧に見ていた。あるいはその振りをした。ようやく彼はその紙片をぞ

んざいに返して、粗野に言った。「貴方が今私の農園を通る権利があるか全く承知してい
ない。しかしそれに反対はしない。好きなように行って見なされ」。そう言って、彼は帽
子を被って、脇へ向いて、隣室へ行こうとした。
カールは立腹して椅子を掴み、地面に投げた。しかしアントンは速やかに進んで行く賃

借人の道を塞ぎ、平静な事務的調子で言った。「どちらか選んでください。貴方が即刻自
ら農園を案内しようとなさるか、あるいは私が棚卸しを裁判を通じて検分させるかです。
後の場合貴方に費用がかかりましょう。無駄な費用です。財産目録の在庫を確定するため
には貴方が立ち会うことが必要です。それ故貴方は自ら私どもに同行する義務があります。
その上更に、どの賃借人も自分の賃借の延長を望むとき、所有者の善意が必要であると貴
方には言い添えておきましょう。貴方の賃借は後二年で終わりになるのです。私にとって
も、貴方と一緒に次の時間過ごすことは快適ではない。しかし貴方が契約と私に対する丁
重さの義務を等閑になさるならば、貴方の分農場の所有者は、ここに見られるすべての契
約違反の放置に関し、裁判を通じて貴方との関係を断つために利用されることであろう。
さあ、選択されたい」。
賃借人は数瞬間あっけにとられてアントンの決然たる顔を見ていて、ようやく言った。

「貴方がどこまでもそう主張されるのであれば、 ー 悪意はなかろうから」。思わず彼
は帽子に触って、先に立って中庭へ行った。アントンは続き、また写字板を取り出した。
視察が始まった。第一、住まい、屋根損傷。 ー 第二、牛舎小屋、粘土壁の一面欠落、
等々。 ー かくて長いこと、楽しくない観察と不満が進んだ。アントンの事務的本性と
彼の同行者の戦闘的姿勢は、結局この賃借人に影響を及ぼし、彼の声は小さくなって、そ
れどころか若干の詫びを口ごもった。
アントンが馬車を近寄せたとき、この男に言った。「注意した損傷箇所を片付けるため

に、貴方に四週間の猶予を与えよう。この期限が過ぎたらまた伺う」。そして馬車からカ
ールがこの鈍重な男に叫んだ、「私が今しているように、貴方の帽子を取ってくれるご好
意を見せていただけないものかな。今それにふさわしい時だ。 ー そうその通り。段々
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貴方も心得が行こう。出発だ、御者殿。 ー 貴方がまた出向くときには」と彼はアント
ンに向かって言った、「この男はスモモから這い出て来るハサミムシのごとくなっていよ
う。奴は分農場で太ってしまった」。
「主要農園は彼のせいで劣等になったのだ」とアントンは言った。 ー 「新しい分農

場へ行こう」。

貧弱な住まい、一方の側には長い羊小屋、他方の側には馬小屋と納屋がある。
「珍しいな」と遠くから建物を見ながら、カールは言った。「この屋根には穴が一つも

ない。向こうの隅では新しい麦わらの四角形が収まっている。おや、屋根が改善されてい
る」。
「ここに最後の望みがある」とアントンは答えた。
馬車が通って行くと、若い夫人の頭が窓辺に見え、その横にはブロンドの髪の子供の頭

が見え、両人が素早く引き下がった。
「この分農場は荘園の宝だ」とカールは叫んで、ブリチュカの縁を越えて飛び降りた、

「ここには肥料場の明らかな痕跡がある。一羽の雄鶏とその後に雌鶏ども。何と三日月形
の尾の正規の雄鶏だ。ここには窓際にミルテの木がある。万歳。ここには主婦がいて、祖
国がある。ここにはドイツ人がいる」。
夫人が家から出て来た。清楚な姿で、カールした髪の少年を連れていた。この少年は客

人達の姿を見ると、素早く指を口に突っ込んで、母親の前掛けの背後に隠れた。アントン
は夫のことを尋ねた。「夫は貴方の馬車を畑で見つけたことでしょう。すぐに戻って来ま
しょう」と夫人は赤面して言った。彼女は殿方に部屋へ入るように言い、前掛けで素早く
二脚の木製椅子の塵を拭いた。そこは小さな白く塗られた部屋で、家具は赤い油絵の具で
塗られていたが、しかし清潔に洗浄されていた。カッヘル暖炉ではコーヒー鍋が煮え立っ
ていた。隅にはシュヴァルツヴァルト製の時計が時を刻んでいた。壁の小さな木製の棚に
は蠅叩きと白樺の笞があって、丁寧に赤いリボンが巻かれていた。そこは彼らがこの広大
な荘園地表で見いだした最初の快適な部屋であった。
「賛美歌集に一本の笞」とアントンは好意的に言った、「健気な夫人とお見受けします。
おいで坊や」。彼はきょとんとした少年を膝に抱いて、膝をついて馬乗りさせ、常歩、速
歩、駆歩を試し、とうとう少年は自分の両手を口から出す決意をするに至った。「分かっ
ているのです」と夫人は喜んで言った、「父親が、お利口していると、丁度そのようにし
てくれます」。
「厳しい時代を経験なさったことでしょう」とアントンは言葉をかけた。
「まあ、あなた」と夫人は叫んだ、「私どもはドイツの領主が荘園を購入されたと聞き、
そして今からすべてを貴方らのためにまとめなければならないし、貴方らがすぐにも来ら
れて、ひょっとしたら引っ越して来られるかもしれないと聞いたとき、私どもは子供のよ
うに喜びました。私の夫は一日中、居酒屋に行った者のようでした。私は喜びの余り泣き
ました。私どもは今やきちんとなるだろうと思いました。だって誰のために働いているか
知りたいですからね。私の夫は真面目に牧人と話しました。 ー 彼もまた私どもの一帯
からの出身です、 ー そして二人の男は一緒にこう決めたのです。検査官が更に何かを
売るとしても、我慢はしない、と。同じ事を私の夫は検査官にも言いました。しかし四週
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間経っても誰も来られません。私どもは毎日居酒屋で問い合わせました。私の夫はロスミ
ンの裁判所に出掛けて、そこで問い合わせたのです。結局こう言われました。貴方らは全
く来られないだろう、荘園はまた売却されるだろう、と。すると今から二週間前のことで
すが、検査官が余所の肉屋と乗り付けて来て、夫に去勢牛を渡すように要求したのです。
私の夫は拒みました。すると彼らは脅して、暴力で羊小屋に押し入ろうとしました。牧人
と私の夫はその前に立ちはだかって、両人を突き返したのです。その後両人は捨て台詞で
去って、羊を取りに来るぞと怒鳴ったのです。その時以来私どもの男達は毎日番をしてい
ます。向こうに装填された散弾銃があります。代官の夫が借りて来たものです。牧人の犬
が吠え、中庭で物音がすると私は飛び上がります。そして夫と子供のことがものすごく心
配になります。こちらには危険な人々がいます。行政官長様、貴方もお分かりになるでし
ょう」。
「今から多くがもっと良くなると思います」とアントンは言った、「こちらでは寂しい

生活ですね」。
「多分寂しいものです」と夫人は言った、「村へは私どもはほとんど行きませんし、ほ

んの時折日曜日ドイツ人の村へ、教会参詣に行きます。でもいつも家ではする仕事があり
ます。そして」と彼女は当惑して続けた、「率直に申し上げましょう。貴方にとって都合
が良くないのであれば、止めることにします。私は納屋の背後の小さな地を鋤き返しまし
た。そこを囲って、小さな庭園を作りました。そこに台所で使うものを育てたのです。そ
れに」と彼女は詰まりながら続けた、「他に雌鶏がいますし、 ー それに一ダースの家
鴨、それに怒らないで頂きたいのですが、刈り株畑に鵞鳥がいて」、そして前掛けを目に
持って行きながら続けた、「更に雌牛と子牛がいます」。
「僕らの子牛」と小さなブロンド髪の子供が声高く叫び、アントンの膝を両手で叩いた。
「私が家畜を自分用に飼うのが、不都合であれば」と夫人は泣きながら続けた、「すべ

て止めましょう。先の羊毛の刈取以来私の夫と牧人は賃金を得ていないのです。生活のた
めに必要なものを、売却して、用立てしなければなりません。でも私の夫は精算を行って
いて、貴方に呈示することと思います。私どもが不正を働いているのではないと、承知し
て頂くために」。
「その通りだとはっきりすることでしょう」とアントンは興奮した女性を慰めた、「今

は庭を見せてください。可能なら貴女のものとなりましょう」。
「庭にはもう何もありません」と詫びながら夫人は言って、客人達を囲まれた土地へ案

内した。そこの床はすでに冬の休閑用に大きな土塊となって鋤き返されていた。彼女は屈
み込んで、まだ見つかる花々を探し出した。何本かのアスターに彼女の自慢の秋咲きスノ
ーフレークであった。彼女は花束を作って、アントンに渡した。「貴方はドイツ人ですか
ら」と彼女は言って、嬉しげに微笑していた。
中庭で急ぐ足音がした。代官が仕事着のジャケットを着て、頬を紅潮させて近寄り、自

己紹介した。彼は信頼できそうな顔をした物分かりの良い堂々たる若い男であった。アン
トンは彼に若干鼓舞する物言いをし、この男は張り切って家の中へ急いで、勘定書を持っ
て来た。
「まずは農園を見よう」とアントンは言った、「帳面は私が持参して行く。貴殿は明日

城へ来られたい。そこで委細を話し合おう」。



- 320 -

「馬どもは畑にいます」と代官は説明した、「私自身が片方の犂を使用し、もう片方を
牧人の下僕が加勢することになります。こちらにはただ四頭の馬がいるだけで、他には十
二頭馬小屋にいます。今年は私どもの現物給与と家畜の餌以上のものは余り作っていませ
ん。すべてが欠けています」。
しかし農園場を通っての視察は楽しいものであった。建物はかなりまともなものであっ

た。現存する備蓄は、群れが冬を越せるであろうと希望を抱かせた。最後に代官は嬉しそ
うな顔をして、住居の中の穀倉を開いて、一山の豌豆を指し示した。「茎の方は羊小屋の
所で御覧になった。ここに豌豆そのものがあります。検査官には隠していました。貴方ら
のものと思ったのです。それに自分の利益にもなります」と彼は正直に続けた、「私ども
には何も残らない具合になってしまったものですから、冬何の助けも得られない時、この
分農場を救済する何かを考えなければならなかったのです」。
男達が出発するとき、代官の妻も少年と一緒に現れた。彼女の顔は状況の改善が間近に

思われて喜びで輝いていた。
「結構なことだ」とアントンは微笑して言った、「お互い上手くやって行こう。今度は

羊だ、行こう、一緒に来て欲しい、代官殿」。馬車はゆっくりと田畑を越えて行った。代
官は熱心に田畑の状態を説明した。分農場に所属する耕作地の四分の一が耕作されていな
い。数年前から長い距離、牧草地として休閑中であった。
彼らが羊毛の群れに近付いたとき、カールは堪らず先に急いだ。それは現在荘園に属す

るものの中で唯一の生きた宝であった。ゆっくりと牧人が大股で客人達に寄って来た。二
匹の犬を連れていて、一方は老いた経験豊かな犬で、主人と同じ歩調で、雇い主同様に慎
重に荘園の新たな運命が寄って来るのを見守っており、もう一方は若い犬で、羊の番犬と
いう難しい職務の見習として、冷静な威厳を見せかけようと努めながらしくじっていた。
この犬は再三若さに任せて主人より先に駆けて、客人達に吠えかかって、老練な仲間の犬
がそれはいかんと呻って、この犬を落ち着かせていた。牧人は儀礼的に幅広のフェルト帽
を取って、余所者達の語り掛けを待っていた。勿論彼は思慮する男、自然通として誰を目
の前にしているか承知していた。しかし羊や犬どものせっかちな性分を抑制することに生
き甲斐を感じている人間にとって、この人間自身が雄山羊同様な好奇心を見せたら、とて
も都合の悪いことであったろう。代官は円を描く手の仕草で牧人を両殿方に紹介した。牧
人は何度か頭を下げたが、それは発せられた言葉の意味を完全に理解していることを示す
動作であった。
「立派な群れだ、牧人殿」と彼にアントンは語りかけた。
「五百二十五頭です」と牧人は答えた、「そのうち八十六頭が子羊で、向こうの奥に四

十頭の肥育した去勢羊がいます」。彼は吟味する眼差しで群れの中の一頭を探した。見本
にふさわしい品種のものを求めて、彼は屈み、後脚に素早くけりを入れて、羊を掴み、羊
毛を見せた。カールが調べ始めた。荘園の状況にふさわしい大きな頑丈な羊どもで、体格
と羊毛が均質で、すべての点で願わしいものであった。「餌が十分であれば、羊毛ができ
ます」と牧人は誇り高く言った、「第一級の羊毛です」。
一歳子羊が遠慮なく咳をした。牧人は不機嫌に声を上げた羊の方を見た。「群れは元気

そのものです」。
「ここで奉公して何年になる」とアントンは尋ねた。
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「九年です」とその男は答えた、「私がこちらに来たとき、羊は町のプードル並でした。
尻が剥き出しで。苦労しました。誰も群れの面倒を見ていなかったのです。それ故これ以
上ひどい目には遭わずに済みました。いつも豆類の茎が手に入りさえすれば、この冬、正
規の豌豆が母羊に与えられさえすればいいのですが」。
「どんな手が打てるか、見ることにしよう」とアントンは慰めた、「農園ではこの冬用

のものはぎりぎりだ」。
「その通りです」と牧人は言った、「しかしここには立派な休閑牧草地がある」。
「貴殿の羊が」とアントンは微笑して言った、「不満足でなければいいと願っている。

貴殿の犬が四季ごとに吠えなかった田畑は少ないことだろう。貴殿が新しい領主のために
如何に健気に群れを守ってくれたか耳にして喜びに堪えない。こちらの人々は貴殿をよく
立腹させたのか」。
「言えないほどです」と牧人は答えた、「人間はどこでも似た用なものです。人間は言

うことを聞きません。人間は思慮がありません。私は群れのためには一人の人間よりも一
匹の犬を仕込みます」。彼は自分の長い棒で広軌に支えとして、満足げに自分の犬を見下
ろした。犬は義務に忠実に群れの周りで吠えていて、今や主人の許に戻って来て、その鼻
面を主人のズボンで信頼して拭った。「この犬を御覧ください。私は一匹の犬を二年間躾
けにかけます。すると良い犬か、そうでない犬か分かります。良い犬でなければ、追っ払
います。それでお仕舞いです。一度良い犬と分かったら、その犬が生きている限り、自分
自身同様に信頼できます。向こうの去勢羊の許の若い犬は三年間奉公しています。この犬
が狂った思いに駆られて、私の羊を右側に追いやる代わりに、自らが左側を走るなんて、
一時間も考えられません。それ故人間は信用ならんと私は申します」。
「それで貴殿はこの世で誰を信頼している」とアントンは尋ねた。
「まずは私自身です」と羊飼いは言った、「私は自分のことは分かっていますから。そ

れから私の犬のクラムボーです。これも私は承知しています。その上最後になお、然るべ
きものを」。 ー 彼は頭を少しばかり持ち上げて示した。それから小声で犬に口笛をし
て、クラムボーはまた群れの周りで輪を描いた。「それで貴方は」と牧人は続けた、「男
爵の許ここに滞在されるのですか」。
「そうするつもりだ」とアントンは答えた。
「何の職でと尋ねてよろしいですか。検査官や行政官とは貴方は違う。貴方は去勢羊を

御覧になったことがまだないのだから。去勢羊は手放さなければならない。潮時です。そ
れで、新しい領主の許での貴方の職を尋ねてよろしいですか」。
「肩書きのことなら」とアントンは答えた、「簿記係と呼び給え」。
「簿記係か」と思案して牧人は繰り返した、「それでは貴方と私の現物供与について話

してよろしいでしょうな」。
「牧人殿、それは次回、貴殿と会う時にしよう」。
「急ぐことではありません」と牧人は言った、「ただ手続きを知りたいだけです。私の

部屋のガラス窓が壊れました。ガラス屋が今度また城へ来るのでしょう。お願いです、簿
記係殿、私のことを覚えていてください」。
カールと代官が近寄って来た。アントンは御者に叫んだ、「森林官地だ」。
「森林官の許へ行きなさるのか」と代官は当惑した表情で尋ねた。
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「森林官だって」と牧人は繰り返して、数歩近寄って来た。
「何故不思議がるのか」とアントンは馬車から尋ねた。
「ただ」 ー と代官は詰まりながら言った、「森林官は風変わりな男です。男爵殿ご

自身がいらっしゃらないと、恭順の意は示されまい」。
「それでは要塞に住んでいるのか」とアントンは笑いながら尋ねた。
「彼は堡塁を作っています」と代官は言った、「それで誰も家に入れません。独自な具

合に生きています」。
「森人間です」と牧人は頭で頷きながらそれを肯った。
「ポーランド人は、彼のことを黒魔術師と言っています」と代官は続けた。
「姿を消せます」と牧人は叫んだ。
「貴殿らもそれを信ずるのか」とカールは喜んで尋ねた。
「魔術ではありません」と牧人はこうした偏見を強く否認して説明した、「村に住んで

いる幾人かはそれを信じています。森林官は普通の男です」。
「彼は根は良い男だ。しかし頑固なのだ」と代官は言った。
「私の全権に敬意を払って欲しいものだ」とアントンは応じた、「そうしなければ、彼

の損となろう」。
「私が代官と面会すれば、もっと良いでしょう」と代官は頼んだ、「貴方と同行するこ

とを許して頂きたい。 ー 私には信頼を寄せています」。
「構わないよ」とアントンは結んだ、「手綱を取り給え。下僕はその間鋤きを持つこと

になろう。帰りに貴殿を下ろそう。今はその危険な男の許に出掛けよう」。

代官は田畑の中の道を進んだ。道は森の若い松林に通じていた。土壌はまた砂となり、
木の育ちは貧弱になった。根や石ころの上、脇道を奥深く森の中へと進み、十五年樹齢の
森林伐区の所で車道が終わり、代官は手綱を木の幹に結び付け、殿方に降りるよう請うた。
狭い歩道を彼らは太い松林を縫って進んだ。長い松葉が彼らの服に触れ、閉ざされていた
大気は力強い森の臭いが満ちていた。若木の森の背後で土壌は沈んでいて、大地は締めっ
て、緑色の苔がその柔らかなクッションを広げていた。強力なヨーロッパ赤松の一群れが
その薄暗い冠を高く空中に伸ばしていた。ここに森林官の家があり、森の木々の褐色の枝
で覆われていた。低い木造建築で、強靱な板垣で囲まれており、その外側に三重の列の若
木の唐檜が生垣として植えられていた。垣根の材木の下で小さな泉が湧き出ていて、大き
な羊歯の葉で覆われており、幾つかの石の上にさらさらと流れていた。柔らかな緑の苔の
下、その上には百年を越える樹齢の木々の幹が芒のある地衣類を這わせていて、その中に
に家が緑なす垣根の背後に潜んでいた。それは砂と荒野の間では多分に喜ばしく思われる
に違いない光景であった。どこにも道は見つからなかった。ここには人の通った痕跡すら
なかった。ただ中庭で犬が吠えて、女神ホレとか七人の小人がこの小屋に住んでいるので
はなく、生きた人間が住んでいると告げていた。男達は垣根の周りを回って、狭いドアの
所に来た。そのドアは強力な厚板に釘が打ち付けられていて、固く閉ざされていた。
「彼の鷽が上の窓際に止まっている」と代官は言った、「彼は家にいる」。
「それでは彼を呼び出してくれ」とアントンは命じた。
「彼は夙に、我らが来ていると承知している」と代官は答えて、垣根の小さな開口部の
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列を示した。「覗き穴が分かりますか。彼はすでに我々を観察している。しかしこれが彼
の流儀なのだ。私は私の合図を送らなければならない、さもないと彼は開けてくれない」。
代官は口に二本の指を入れて、三度口笛を吹いた。しかし一切静かであった。「彼は意地
悪だ」と代官は案じて言った。再び彼の甲高い口笛が響いて、犬の吠え声が咆哮へと変わ
り、天窓の鷽が翼をばたばたさせた。
ようやく一つの粗い声が壁の別な側から響いた。「畜生、貴殿は誰を連れて来たのか」。
「開けてくれ、森林官」と代官は叫んだ、「新しい領主がいらした」。
「領主など糞食らえだ」とその声は不機嫌に答えた、「躾けにはうんざりしている」。
代官は狼狽してアントンを見た。「門を開けなさい」とアントンは命じた、「自発的に

そうした方が身のためだぞ、さもないと強制しなければならない」。
「強制だと」とその声は尋ねた、「それができるものなら、やってみな」。二連の散弾

銃の銃身がドアの穴から出て来て、ゆっくりとあちこち動いた。
「銃など役に立たない」とアントンは答えた、「我々は今日からこの森で暴力よりも強

力なものを手許に有している。我らの権利と法だ」。
「そうかい」とその声は尋ねた、「それで貴方は誰かな」。
「私は新しい領主の全権委員だ。ドアを開けるよう命令致す」。
「貴方はモーゼと言うのか、レビと言うのか」とその声は再び叫んだ、「この世の全権

委員など知った事じゃない。全権委員と称して私の許に来る奴は悪漢だ」。
「拙者が頑固頭に一発お見舞いするぞ」とカールははなはだ激昂して叫んだ、「何で私

のご主人に対してそんなぞんざいな物言いをするのだ。べらぼうの糞軍曹」。
「糞軍曹だと」とその声は尋ねた、「気に入った、分別のある言い方じゃないか。久し

ぶりに耳にしたぞ」。閂が外された。森林官がドアの前に現れて、またドアを自分の背後
で閉めた。彼は小さな肩幅の広い男で、灰色の髪、長い灰色の髭で、その髭は胸の所まで
垂れていた。皺の多い顔の中、両のずる賢い目が炭のように輝いていた。彼は厚い色あせ
た上着を着ていた。その上着は太陽と雨がすべての色合いを奪ったものであった。手に二
連の散弾銃を持ち、反抗的に余所者達を見つめていた。かくて彼は森からの一本の木の幹
に似ていた。ようやく彼は言った、「ここでほざいたのは誰だ」。
「私だ」とカールが前に出て答えた、「不服従を続けるならば、言葉以上に厳しい目に

遭うぞ」。
「何という帽子を被っているんだ」と老公は尋ねた、カールを注意深く観察していた。
「これが分からんとは森の中で茸になってしまったのではないか」とカールは答えて、

彼の兵士帽を頭の周りで揺すった。
「軽騎兵か」と老公は尋ねた。
「傷病のな」とカールは答えた。
老公は彼の上着の小さなリボンを示した。「後衛軍だ、一八一三年と一八一四年のな」

と彼は言った。
カールは帽子を握って、敬礼した。「敬礼申す、老公殿。しかしそれでも貴殿はけしか

らん」。
「貴殿も傷病兵には見えんがの」と森林官は言った、「貴殿は十分たわけに見えるぞ。

それによく吠えるのお。それで貴方は商人ではなかろう、代理人ではなかろう」と彼はア
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ントンに向かって尋ねた。
「それで分別してくだされ」と代官は叫んだ、「この殿方は、荘園全体を引き受け、今

から領主自身が来られるまで管理する委託を受けておられる。森林官殿、もっとましな時
代になるぞ。この殿方は、近年こちらにいた殿方達とは異なる。頑固に反抗しているとと
んでもない災難に陥りますぞ」。
「そうかい」と森林官は言った、「私の災難は案じてくれなくて結構。一人でしのいで

いくからな。それでは貴方は全権委員か。近年はいつ何時でも互い違いに全権と称してや
って来る。それでこう言ってやるのだ」と彼は怒って続け、数歩前に出た、「帳面や簿記
は私の許にはない。私の件はこうなっている。五年前から私はこの森を任された森林官と
して全権委員どもとやり合って来た。全権委員は皆、数棚の木々を伐採してポケットに入
れる。最後には百姓どもがすべての村から来て、好きなだけ木を持って行くのだ。私が鉄
砲を奴等の鼻先に突きつけると、全権委員とやらの悪漢の紙切れを私の鼻先に出すのだ。
何でも彼らに許している紙切れをな。私はもはや何も言わずに、ここで自分のために暮ら
して来た。野獣は少ない。私が射殺したのは、私が食らった。その皮類は売った。生きて
行かなければならんからな。五年前から給料は一文も貰っていない。自分で得ることにし
たのだ。毎年こここちらの十五本の幹だ。向こうに空き地が見えるだろう。樹齢九十年の
森があって、五回十五本の幹を自分用に伐採した。まだ三回の冬の分、こちらの幹はある。
私の計算ではそれくらいになる。最後の幹が伐採されたら、私は犬どもを射殺して、森で
静かに眠る私の地を探すつもりだ」。彼は陰鬱に自分の散弾銃を見た、「私はこちらに三
十年間生きて来た。私は妻と子供達をドイツ人の教会墓地に埋葬した。これから私がどう
なろうと、気にしていない。私の家の周り、犬どもの吠え声が届き、私の弾が達する限り、
森に異常はない。それ以外は全権委員達のものだ。これが私の帳簿だ。それで私のことは、
好きなようにするがいい」。彼は大変興奮して、銃の床尾で地面を叩いた。
「貴方が話されたことに関しては」とアントンは答えた、「森林官地の部屋でお答え致

そう。そこは今から貴方の雇い主、フォン･ロートザッテル男爵の所有となるものだ」。
彼はドアに歩み寄って、木製の閂に手を置いた。「それで私は新しい雇い主の所有権の物
に触れているわけだ」。彼はドアを開けて、森林官に合図した。「貴方の犬どもを追い払
って、我々を貴方の部屋に然るべく案内されたい」。
森林官は反論しなかった。彼はゆっくりと先を行き、犬どもを去らせ、玄関の取っ手を

開けた。
アントンは同行者達と部屋に入った。「さあ、今度は森林官殿」と彼は言った、「貴方

が家を開けられたからには、貴方にこの場で告げることにしよう。この日までにこの森で
貴方に関し生じたことは、これは変えられない。これに関しては今後話さないことにしよ
う。今日から貴方はまた固定給と現物供与を得ることになる。それ故我々は互いに新たな
契約を作成することにしよう。今日から私は荘園の森と、森林権、狩猟権に属する一切の
ことを、貴方の監視下に置くことにする。貴方の義務は、今から健気な森林官として、荘
園主の権利のために尽くすことだ。今この時間から貴方をその責任者とする。私はすべて
の法的行為の際、貴方を擁護することになる。私自身がこれを行えないときには、法の救
済を我々のために要請することにしよう。森に関してなされるすべての不法行為に対して、
我々は違法が止むよう厳格に対処することにしよう。これらの荒廃した諸荘園ではより良
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い躾けがなされるべきであろう。新しい領主は、貴方が忠実で誠実な男として協力してく
れることを期待されている。貴方がここ数年過ごして来た茂みの中での荒れた生活は止め
て頂くことになる。我々は同郷人だ。貴方は規則的に城に参上し、森について報告するこ
とになる。貴方が晩年に孤独な思いをしないよう我々は配慮致そう。貴方が私の要求する
こと一切を誠実に行う気があるならば、今私に手を差し出して頂きたい」。
森林官は啞然として、帽子を取ってアントンの話しを聞いていたが、今や差し出された

手を握って、言った。「そうしよう」。
「この握手を」とアントンは続けた、「荘園領主の名において、貴方を義務と奉公に就

ける印とする」。
森林官は長いこと両手でアントンの手を固く握っていて、ようやく叫んだ。「この荘園

がもっと良くなることを更に体験することになれば、嬉しいことだ。私は自分に出来るこ
とをしよう。しかし前もって貴方に言っておくが、厳しい諍いが起こることになろう。諸
管理人や放漫な農園経営で荘園民は盗賊のようになってしまった。一度ならず私の古い散
弾銃が最後の切り札になるに違いないと案じておる」。
「我々は不正を甘受しないし、不正も行わないつもりだ。成果は待たなければなるまい」
とアントンは真面目に答えた、「それで森林官殿、今度は貴方の住まいを見せて頂き、そ
して森へ同行する用意をして頂きたい」。アントンは小さな家を歩いて行った。梁で作ら
れていた。部屋は内側から板を打ち付けられていた。小さな窓ガラスから光が薄暗く射し
込んでいて、板壁の褐色の色彩と黒い梁の天井は暗さを増しており、部屋に神秘的外見を
添えていた。壁の周りに置かれているものは、ただぼんやり分かるだけであった。鹿の枝
角、犬の首輪、狩猟道具、剥製の小鳥。暖炉には台所食器の小さな棚があった。「私は自
分で料理する」と森林官は言った、「自分で入用なものは、居酒屋から取り寄せている」。
窓際には二羽、三羽の鳥籠が重なり合って掛かっていた。小さな森の小鳥の鳴き声、絶え
ざる諍いと誘いとおしゃべりの声が、森自身が老番人と語る秘密の話し合いのように響い
て来た。暖炉の近くには、もじゃもじゃ羽毛のカラスが止まっていた。その頭と翼には白
い羽根が微光を発していて、この鳥の高齢を示していた。この鳥は首を縮めて、全く自身
に没頭しているように見えた。しかしその輝く目は余所者達の動きをすべて観察していた。
居間の隣に寝室があって、そこには銃が掛かっており、ベッドの側には木製の長持ちがあ
った。窓にある格子で、ここは家の砦であることが分かった。
「このドアはどこに通じているのか」と床の跳ね上げ戸を指しながらアントンは尋ねた。
「地下室への穴だ」と森林官はためらいながら答えた。
「ドームになっているのか」とアントンは尋ねた。
「一人だけで入るなら」と森林官は言った、「下に案内していい」。
「中庭で待っていてくれ」とアントンは部屋の中の同行者達に叫んだ。
森林官はランプに点火して、小部屋のドアに入念に閂をして、明かりを持って先に行っ

た。「存命中に」と彼は言った、「他人の目に私の秘密をさらすとは思ってもみなかった」。
数段下がると狭い丸天井の所に来た。そこは壁の隙間から乏しい明かりが得られていた。
しかし壁の別な側は基盤の壁が穿たれていて、低い地下道が大地に作られていた。木の幹
で支えられていて、鋭角に支え合っていた。
「これは私のアナグマの巣穴だ」と森林官は言って、ランプを三角形の黒い開口部に持



- 326 -

って行った。「この道は地下を通って若木の森へ通じている。四十歩以上の長さかな。こ
れを掘るのに長い時間を要した。途中で私は家から忍び出たり、また忍び入ったりする、
誰にも気付かれずにな。私がここで持ち堪えて来たのはこのお蔭だ。愚かな百姓どもが私
を魔術師として恐れているのは、このせいなのだ。当時私の命が狙われていた。私が中庭
に出るのを奴等が待ち伏せしていて、安心して盗めると思っているとき、突然また奴等の
背後に来れるのだ。もう十年前になるかな。一味が私の家を襲ったのだ。しかし私は穴熊
として地下道から逃れた。貴方に見せたことは、誰にも内緒だぞ」。
アントンは漏らさないと約束した。彼らは中庭作業場へ戻って来た。そこではカールが、

若い狐用の木製の飼料槽を、地面に打ち込んだ四本の杭の間に固定しようと骨折っていた。
狐はこの軽騎兵の好意を有り難がっていず、彼に猛然と呻っており、鎖を揺らして、カー
ルが小屋に閉じ込めるために差し込んだ板切れの下を絶えず目指して、働いているカール
の両手やふくらはぎに掴みかかろうとしていた。「小さな赤頭の狐君、手に接吻してくれ
んか」とハンマーを振りながらカールは叫んだ、「うい奴、何とも誠実な穏やかな目をし
ているぞ。よし、できあがり。これで跳ねたり、また戻ったりできるぞ。森林官殿、これ
は言葉を守りますな。気の良い奴だ。全くお主の性情のままだ、戦友」。
森林官は笑った。「狐罠の作り方を存じておるかな」。
「分かると思う」とカールは言った。
「ここいらにはもっとこのような奴がいる」と森林官は続けた、「貴殿の都合が良けれ

ば、次の日曜日一緒に仕掛けよう」。
かくて皆が最良に同意して森の中を歩んで行った。アントンは森林官を自分の横に呼ん

で、彼から最必要な情報を得た。老公が報告したことは、勿論結構なものではなく、農園
自身が必要とする伐採可能な森はほとんどなかった。古い略奪システムが極めて乱暴な仕
方で森を破壊していた。森林官が森の縁で帽子を取って、敬意を持って、明日は何時に城
へ伺えば良いか尋ねたとき、アントンは嬉しくこう感じた。新しい関係を結ぶためには支
障となろう筈の内心の不安を隠すことに成功した、と。
「実際」と彼は両人が緑色のカッヘル暖炉の前に座っているとき、誠実なカールに言っ

た、「これが最も心配なことだ。私はどの下僕に対しても、自分が無知で役立たないと感
じている。しかし農園の威厳を保つことも、私の義務なのだ。善意だけではほとんど役立
たないと、私はこの両日ではっきり悟った。今や良い助言が欲しい。次に農園ではどうす
べきだろうか」。
「家畜で使いものにならんのは、売ることだ。雌牛の許の劣等な奴等は即刻首にする。

牛や馬どもは大きな中庭に集めて、監視下に置く。耕作地でわずかな力でもまだ作れると
ころは、段々として行くことだ。急いてはならん。今は麦わらと燕麦を購入しなければな
らない。ここの中庭では次の春まで、きちんとした役人が必要で、私にその監視を任せば
いい。私は上手にはできんだろうが、しかし貴方の郎党の他の者達よりはましだ」。

夕方遅く階段を急ぐ足音が聞こえた。大きな厩舎用ランタンと悪いニュースを知らせる
顔つきで、居酒屋の亭主がアントンの部屋に入って来た。「私が耳にしたことを、殿方に
お知らせします。たった今立ち寄ったクーナウ出身のドイツ人が、ブラツキーは昨日ロス
ミンには到着しなかったと知らせました」。
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「到着しなかったと」とアントンは飛び起きて叫んだ。
「ロスミンから半マイルの森の中で馬車が四人の騎乗者に襲われました。暗くて、ブラ

ツキーは縛られて馬車にいて、その横には警官がいました。しかし騎乗者達は警官を取り
押さえて、自ら縛り、ブラツキーをその品すべてと共に馬車から解放し、一頭の馬に乗せ、
茂みに去ったとか。二人の騎乗者が馬車には残って、御者に通りから脇の藪に入るよう強
いて、そこでピストルを二時間御者と警官に向けていたそうです。それから立ち去りまし
た。御者は言っています。馬は領主達の馬であった、男達は互いに高貴な話し方だった、
と。警官は足蹴にされましたが、他に害はありません。ただ貴方の報告を警官から持ち去
ったそうです」。
部屋の仲間二人は互いに当惑して見つめ、昨日の騎乗者達を思い出していた。「その知

らせをもたらした男はどこにいる」とアントンは尋ねて、帽子を握った。
「暗くなるから、先を急ぐと急いでおられました」と亭主は言った、「明日この話しに

ついては多くを聞くことになりましょう。馬車を馬に乗って襲う、警官自身が乗っている
馬車を襲うのは、数年前からも起きたことがありません。私どもの許で奪うのは、いつも
徒歩の者だったのです」。
「昨日の午後、村にやって来て、検査官のことを尋ねた騎乗者達の一人を見知っている

か」とアントンは尋ねた。
亭主はアントンをずる賢く見たが、しかし返事を渋っていた。
「これらの殿方は」とアントンは迫った、「近辺からの者だろう。一人か二人は見知っ

ているに違いない」。
「存じ上げないことがありましょうか」と亭主は落ち着かず、答えた、「タロフの裕福

な領主ご自身がその客人達と一緒です。ヴォールファルトさん、有力な男で、貴方の諸荘
園に関しても最上級の警察を有しています。ブラツキーと何の関係があったのでしょうか。
ブラツキーは検査官としてこちらでは警察の仕事もしていて、時折貴族のために馬購入の
際やその他の場合、商人の仕事もしていました。警察が検査官と話したいことがあるとき、
警察が出て来ることは考えられます。フォン･タロフの人々はずる賢い、奴等は何をなす
べきか、何を話すべきか承知しています」。このように亭主は大層雄弁に語った。しかし
彼の目と彼の顔の表情は何か全く別のことを語っていた。
「貴方にはいかがわしい点がある」とアントンは叫んだ。亭主を鋭く見つめていた。
「いかがわしい点があるなんてとんでもありません」と亭主はびっくりして続けた、「ヴ
ォールファルトさん、貴方に私の意見を敢えて申し上げて良ければ、何のために貴方も誰
かにいかがわしい点があると思われるのです。貴方はここ荘園でなすべきことが十分にあ
って、貴族の方々を一度ならず必要となさることでしょう。何で無闇に敵を作ろうとなさ
るのです。ここは、殿方が騎乗して来て群れに集まって、また散る、そして頭を寄せ集め
ては、また散る、そうした国です。そうしたことを気にしないのが、最も賢明な行動です」。
亭主が夜のお休みの挨拶をして城を去ったとき、アントンは陰鬱に、誠実な同行の友に

言った。「案ずるに、荘園だけが心配なのではない。まだ何か別なことが我々に関し生じ
ており、これに対しては我々二人がどんなに知恵を絞ってもかなわないかもしれない」。
この大胆な襲撃は周辺一帯を興奮させた。アントンは次の週以降何度かロスミンへ召喚

された。彼の陳述は何の成果も上げられず、当局は犯人達を探すことも、誘拐された検査
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官本人を拘束することもできなかった。

3.

最初の週の頃、両入植者は、毎晩死ぬほど疲れて臥所に身を投ずる活動をして過ごした。
次第に両人はその地に落ち着いた。カールはすぐ翌日、行政官に任命され、強固な手でま
だ荘園に手綱として存在するものを握った。家政と台所をアントンは、近隣のドイツ人の
村で求めたタフな女性に任せた。彼女が城の住民と下僕達の簡単な食事の面倒を見た。最
も難しい仕事は、村とほどほどの関係に達することであった。アントンは沈着に粘って、
少なくとも不満の勃発を抑えることに成功した。彼の最初の規律化の一つは、当局に互い
の[村人と領主の]責務の弁済を申し出ることであった。カールの騎兵外套は数人の兵役を
終えた男達を引き寄せた。そして彼らを通じて、つまり村の紳士達を通じて、移住者は他
の人々へ若干の影響を有するようになった。最後に何人かが自発的に、城への奉公とか、
日当での仕事を申し出た。
アントンは男爵夫人に手紙を書き、彼女に荘園の状態、好意的でない環境、この冬家族

が越して来ることへの彼の憂慮の念を隠さず伝えた。彼は、春まで首都に彼女らが滞在す
ることを優先できないものか、問い合わせた。返事としてレノーレの手紙が届いて、その
手紙の中で、彼女は両親の依頼を受けて、彼女達は町を去る決心を固めている、父親にと
っても彼女達自身にとっても町の滞在は辛いと伝えて来た。彼女は城をできるだけ住める
状態にして欲しいと頼んでいた。アントンは誠実な友に呼びかけた。「彼女達がやって来
るぞ」。
「えらいことだ」とカールは言った、「我々が職人達を問い合わせていたのは、幸いだ。
左官に指物師、錠前屋、陶工、ガラス屋。貴方の都合が良ければ、私が即刻一人の使者を
ロスミンへ送ろう。せめてこのひどい褐色の油汚れをドアから消せればいいのだが。美し
い樫の木が台無しだ。しかし灰汁は役に立たん。 ー それで暖炉は幾つ必要だ」。
かくて熱心な協議が始まった。「下の階全体は改善しないでおこう」とアントンは始め

た、「窓は厚い板で覆う。ただ控えの間のドアの開閉の所には頑丈なドアを作ろう。そこ
は毎時間通行することになるから。今の壁のままではまずいだろう。しかしここではロス
ミンの左官の他にはいないな」。
「そのような次第ならば」とカールは言った、「部屋を自分で塗ってみたらどうだ。私

は大理石模様化の鬼だ」。
「そなたならできようが」とアントンは、若干の疑心を抱きながら忠実な友を見つめて、
答えた、「いや、すべての部屋を同じ色で塗ろう。褐色はどうだ」。
「ふむ、ふむ、悪くはないな」とカールは言った。
「レノーレ嬢はこの色をことのほか愛していると知っている。しかし余りに濃くしては

いけない。黄色、灰色、赤色、緑色の明るい混合だ。ひょっとしたら若干黒を混ぜるかも」。
「なるほど」とカールは啞然として言った、「ちょっとした色だな」。
「勿論」とアントンは熱心に続け、椅子をもっと近寄せた。「ペンキ屋の色を我々自身

で混ぜることにしよう」。
「それは私の流儀だ」とカールは賛同した、「しかし前もって言っておくが、この漆喰
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塗料は骨が折れるぞ。青く塗ったとする、翌日は白くなるのだ。筆で最上のオレンジ色に
塗る。壁が乾いたら、黄ばんだ下着のように見えるのだ」。「内密に言って」とアントン
は答えた、「レディー達の気に入るようには難しいだろう。それで、思うに、安上がりで、
ほどほどのものに見えるように仕上げよう」。
翌日城ではハンマーが叩かれ、塗装が始まった。下の階では指物師がその職人達と工房

を構え、上の階ではペンキ屋の大きな筆が疲れを知らず壁の上を働いた。大きな前掛けの
白っぽい人影が漆喰の桶を持って階段を上がり、そして下りた。カールはこの時間の間ず
っと十本の腕の男のようであった。農園から解放されると、あらゆる種類の筆を取って、
材木、壁を塗った。彼は折尺を持って走り回り、釘やカーテンの鉤を打ち付けた。そして
次の瞬間にはまた田畑や馬小屋にいて、至る所で彼は兵士の歌を口笛で吹き、労働者を励
ました。城の設備が進むと、彼の中で美化衝動がより強大になった。彼は立派と思う数ツ
ェントナーの油絵の具を購入して、ペンキ塗りの大変な名手ぶりを発揮した。今や彼は大
胆になって、塗装にふさわしいと思うかなりの数の対象物に、立派な木目模様を入れよう
とした。そして刷毛と柔らかな筆の助けを借りて、大きな効果を上げることに成功した。
彼は筆とその美化を農園にまで拡大して、アントンにしつこく頼み、アントンは粘土の壁
の漆喰化に同意した。「この天気では夏のときのように乾く」とカールは言った、「麦わ
ら屋根には塗れない。これが唯一の心残りだ」。これに引き換え、彼は遠慮なく、二台の
新しいジャガイモ荷馬車、古い耐火樽、最良の犂に美しい、青色の油絵の具を施して行っ
た。「この中庭にも目を楽しませるものが何かなくてはならない」と彼は弁解して言った、
「これは甲斐がある。ここらのポーランド人はすべて多彩な色合いのものをより上手に扱
うからな」。

城は間に合わせの設備がなされた。ある冷たい十二月の一日、荘園領主の到着が予定さ
れた。天自身はカールの願いに加勢していた。天は地上に純白を敷いて、多くの汚いもの
を到着者達の目に触れないようにした。雪が牧草地や砂地に積もり、松の梢は白い冠で飾
られた。その葉の落ちた木々の許では豪華な氷の結晶の枝がきらめいていた。村の家々の
醜い麦わら屋根は白く塗られて、砕けた橋の手摺りは雲からの色彩が凍った綿のように横
たわっていた。城では壁の先端のすべてが、塔の女墻が、屋根の稜線が白い兜を被ってい
た。力強く赤茶色の壁がこれと対照をなしていた。城にいる人々にとって仕事と待機に満
ちた一日であった。家具や家財の馬車の荷解きがなされ、すべてができる限り急いで備え
られた。農場管理人夫人と代官の妻が森の小枝の花綵を作って、控えの間と各部屋のドア
を飾った。今や太陽が沈み、風景の銀色が黄金の輝きに変わり、それから鈍い赤色に変わ
り、遂にはこの微光も色あせて、上昇する月が沃野と森を霊的な青色の輝きで覆った。城
では幾つかの壁のランプが点火され、各部屋でできる限り明かりが点された。すべての暖
炉で火が燃えた。そして快適に暖房された部屋は森の小枝の力強い松脂の匂いで一杯にな
った。何度かの試行錯誤の末、アントンは自分の心にかなう褐色の壁の色を見つけ出して
いた。カラフルなカーテンは引き下ろされていて、開けられた部屋の列は明かりの光輝の
許、今日は住み心地良く見えて、アントンは驚いて尋ねていた。いかにしてわずか数週間
の仕事でかくも大きな変化をもたらしたのか、と。カールは城の両側にピッチの鍋を置い
ていた。その燃え上がる明かりはどぎつく雪に落ちて、広範囲に城の壁を温かい赤色に染
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めていた。
下の控えの間では荘園の高位者達が集まっていた。森林官は新しい緑色の上着を着て、

その胸には戦争時代の記念章を、脇には鹿狩り用猟刀を帯びて、兵士的姿勢で代官と牧人
の隣に立っていた。農場管理人夫人と代官の妻は頭巾に最良のリボンを付けていて、待っ
ていて落ち着かず男達の周りをせわしなく歩いていた。カールは燕尾服を着て、彼らに加
わった。一方アントンは今一度部屋を通って歩き、遠くから荘園領主の到着を告げること
になる鞭の音に耳を澄ました。彼の胸は高鳴った。彼にとって今日から新しい時代が始ま
るのである。移住者達の生活は今までたとえどんなに窮乏の多いものであったとしても、
彼と同行者は城の殿方として感じて来たし、時間ごとに付き合いながら、悩みの多い時間
を容易に耐えて来たのであった。今やカールは農園中庭へ引っ越していた。アントン自身
は男爵夫人の希望で城の一室に留まることになっていた。そのことで彼はこの一家と毎日
関係することになった。この関係はどのようなものになるであろうかと彼は自問した。男
爵は彼にとってほとんど全くの他人であった。ただ数瞬間、彼と面会しただけであった。
大いなる痛みの病室の中で、この病人は彼に全権を委任する署名をしたのであった。彼の
活動、彼の人物、これらは男爵のお気に召されるものであろうか。しかも男爵は盲目であ
った。いや、盲目なのである。父親の盲いた目に視力を取り戻すことはできないと医者は
述べているとレノーレが手紙に書いて来た。思いやって人々は男爵にこの恐るべき事実を
隠していた。男爵自身はその暗闇の中で、時が経ち、巧みな医師の手があれば、自分の目
に黒い雲のようにかかっているものは除かれるであろうと相変わらず希望を抱いていた。
彼の親しい友にアントンはこの真実を隠さなかった。荘園の人々にも彼はこう言わざるを
得なかった。領主は現在目を病んでいて、眼帯をしていらっしゃる、と。そしてすべての
人々の顔から、荘園に領主の目が欠けるとき、これは何という不幸かはなはだ了解される
と彼は読み取っていた。 ー そしてまた、今や城の住人として隣で暮らすことになるレ
ノーレのことを考えると、彼の心は落ち着かなくなった。彼女と母親は彼に対してどのよ
うに振る舞うであろうか。彼はこの時、貴族の虚栄的な要求と思われることすべてを入念
に抑え込もうと決意した。彼は最初から彼女達に、彼の自負心を卑下させることはできな
いという態度を取るつもりであった。それでもこう自問した。彼女達は自分を親しい友、
同等な社交人として扱うだろうか、それとも領主としての彼女達から食費や給料を貰って
いるのだと彼に感知させるようにするだろうか、と。自分自身の優しさ故にまさにこの後
者が必要になろうと空しく自分に語っていた。再三彼の中で夢の像が現れた。レノーレと
一緒に暮らしたらどんなに魅力的なことだろう、と。
村から下僕達の鞭の音がして、二台の馬車で領主一家が城に乗りつけてきた。ピッチの

鍋の周りには、農園中庭の人々、居酒屋の亭主、それに村から若干の人々が立っていた。
いそいそと代官が閉ざされた馬車の窓を開けた。レノーレが降りて、彼女の顔がまばゆい
明かりに照らされると、女性達が更に間近に近寄って、男達は歓声の大声を上げ、皆が期
待一杯に馬車の中を見た。しかし歓迎の挨拶を上げようとしていた人々の用意は、好意的
な返礼で弾けることがなかった。ゆっくりと男爵は馬車から持ち上げられた。頭を垂れて
彼は歩み、娘と従者に支えられて、階段を上がって行った。彼の後の男爵夫人の青白い顔
はただ荘園の役人達に黙した一瞥を投げかけ、彼女を準備された部屋へ案内するために先
を行くアントンに対しても、ただ短い挨拶を行っただけであった。「ヴォールファルトさ
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ん、万事素敵です」と彼女は震える唇でアントンに言った。そしてアントンが立ち止まっ
て、彼女の最初の指示を待っていると、軽い手の仕草で彼に別れを告げ、こう言った。「有
り難う」。彼の背後でドアが閉められると、男爵は見知らぬ部屋で力なく沈み込んで立っ
ていた、男爵夫人は大声で泣き出した。レノーレは窓辺に立って、外の白い冬と地平線の
黒い縁を見つめた。大きな涙が彼女の両頬を伝って溢れ落ちた。重たい心のままアントン
は人々の許へ行って、彼らに言った。領主一家は旅でお疲れである、個々人とは明日にな
って面会するご意向である、と。カールは馬車の人々を降りさせて、領主一家同様に泣い
ている老料理女を地階に案内して、彼女に台所を見せた。家族の誰もその夕方更に姿を見
せることはなかった。やがて各部屋の明かりが消された、ただ暗い城の玄関の前ではまだ
ピッチが鍋の中で燃えていて、突風で赤い炎があちこち揺れ、煤の雲が上の窓辺に吹き寄
せた。窓辺では男爵が頭を両手で隠していた。
新しい荘園への一家の到着は以上のような次第であった。
「ヴォールファルトは何と素敵に一切を準備してくれたことでしょう」とレノーレは翌

日母親に言った。
「これらの高い部屋は怖いわ」と男爵夫人は答えて、慄いて自分のショールにくるまっ

た。「各部屋の単調な褐色も住まいを更に荒れた感じにしている」。
「彼に来て貰う時間でしょう」とレノーレは小声で迫った。
「まだお父さんは彼と話す気分ではないのよ」。
「父上をヴォールファルトと二人っきりにしないでね」と娘は頼んだ、「父上が彼を無

下に扱ったら、耐えられない」。
男爵夫人は溜め息を付いた。「他人の男の方に家の中で敬意を払うことに慣れなければ

なりませんね。お父さんにとっても私どもにとっても面倒なことだけど」。
「家の規律をどのようにするつもりなの」とレノーレは再び尋ねた。「ヴォールファル

トは私どもと一緒に食べるのでしょう」。
「それはできません」と男爵夫人ははっきり言った、「私どもの昼食はどんなに悲しい

ものか分かるでしょう。あなたの父上はまだ冷静ではいられないから、他人が毎日居合わ
せることに耐えられないのよ」。
「それでは彼は奉公人と一緒に食事なの」とレノーレは辛辣に尋ねた。
「彼は自分の部屋での食事となります。日曜日ごとに私どもの所に来て貰いましょう。

彼の人柄がお父様にご不満のないものであれば、夕方にも時々はいいでしょう。それ以上
は皆にとって負担になります。すぐ最初から快適な自由を保つことが大切です。お父様の
状態が口実になります」。
彼女は呼び鈴を引いた。アントンが招かれた。入って来るアントンをレノーレが出迎え

た。彼女は黙って、濡れた目で彼に手を差し出した。彼も母親の顔に苦悩の痕跡を見て、
動揺した。男爵夫人は彼に腰掛けるよう頼んで、言葉を選びながら、彼の誠実な配慮に感
謝を述べた。彼女は彼が城をどのように準備したか話して貰って、すべてをねぎらって称
えて、家政の準備について彼と話し合った。彼女は彼に友人のように助言させて、彼女が
望んでいることを、彼自身が提案するように仕向けた。それから彼女は続けた。「私の夫
は貴方と話したいと願っています。でもいつでも男爵は病人なのだということをご考慮く
ださるよう心からお願いします。とても苦しんでいるのです。彼の心も体も。まだ今も痛
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みのない日は一日もありません。自分の無力な状態に慣れていず、絶えず苦しんでいます。
私ども自身が夫を刺激しないよう入念に気遣っています。それでも陰鬱な時間や、いや日
々を遠ざけることができないでいるのです。夫の陰気な気分のせいでご不快な思いをされ
るかもしれません。貴方も大目に見てください。時がすべてを癒やすことでしょう、時が
夫にも平安をもたらすであろうと願っています」。
アントンはすべてに配慮すると約束した。
「私の夫は勿論、荘園領主として、決定に関わることすべてに認識を得ることを望んで

います。夫が今まさに平静な時、自身の裁可を下すことに、ある意味熱心にこだわってい
ることは理解できることです。それでも夫に対して外部から来る不快な印象を私はすべて
恐れています。それ故、貴方が夫に対して何か重要なことを伝えなければならないとき、
それをまず前もって私に知らせるようにお願いします。ひょっとしたら、そうすることで
貴方にとって煩わしい多くの時間を省くことができるかもしれません。私の書き物机を貴
方の住まいの最も間近な部屋の一つに置かせましょう。私は毎朝数時間そこで過ごすつも
りです。レノーレは父親の個人秘書となりました。それで貴方の私どもの家での立場が幾
らかでも快適なものとなりましょう。 ー ここで私をお待ち頂けますか、私は男爵に貴
方の訪問を伝えに参ります」。
男爵夫人は部屋を去った。アントンは真面目に下の方を見つめていた。レノーレが彼の

許に駆け寄って、できるだけ陽気に叫んだ。「すべて褐色ね、ヴォールファルト。私ども
褐色派はここでも忠誠を誓っているのですね。私どもが来たのは都合が悪かったのでしょ
う、つれない方ね」。
「ただ貴女を思ってのことです」とアントンは答えて、外の雪の平野を示した。「私は

田畑を通って行くとき、いつもここではどんなに寂しい思いをされるであろうかと考えま
した。夕方大きな部屋を通って歩むとき、ここではどんなにゆっくりと一日が過ぎるであ
ろうかと案じました。郡の中心都市は二マイル以上離れていて、そこでも見いだせるもの
はわずかで、小さな貸し文庫は貴女の使いものにはなりません」。
「私はスケッチしようと思うし」とレノーレは言った、「女性の手仕事もしてみたい。

でもこれは私には辛いわ、ヴォールファルトさん、これは私、不器用なの。襟とかレース、
作れはしない。でも母上は慣れていて、何でも上手に綺麗に仕上げるわ。それでも可哀想
な母上」。
アントンは慰めようとした。
「首都から出ざるを得なかったのよ」とレノーレは叫んだ、「恐ろしい環境に残ってい

たら、私どもは皆お仕舞いだったことでしょう。私どもの荘園は他人の管理下に置かれて、
至る所当惑した冷たい顔に出会って、偽者の友人達に、鞭打つ言葉、噴飯ものの残念がり
ようなの。ここでは誰もいないのが気持ちよい。ここで凍死、餓死するとしても、フォン
･ヴェルナー夫人やその子供達の肩すくめよりは、何でもむしろましよ。私は人間を憎む
ことを学んでしまった」と彼女は激しく叫んだ、 ー 「父上の許での話しが済んだら、
下りて来て、私に城や中庭、村を案内して欲しいわ。私の哀れなポニーがどこにいるか、
ここの人々はどんなか知りたいの」。
男爵夫人が戻って来て、アントンを夫の部屋へ案内した。当惑して寄る辺なく男爵は安

楽椅子から立ち上がった。アントンが落魄した顔、屈み込んだ姿勢、目の上の黒い眼帯を
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見たとき、この不幸な男に深い気の毒な思いを感じた。温かい気持ちで、彼は自分がどん
なに善意で彼に奉公するつもりでいるか語り、この時節至らぬ点があることを大目に見て
欲しいと頼んだ。その後、今一度この荘園がいかなる状態にあって、これまで何が起きた
か語った。
男爵は黙って報告を聞いていた。ただ短い意見が彼の口から漏れた。しかしアントンが

男爵の他の仕事について語り始め、最大限の配慮をしながらも、商人の明確さで、男爵が
現に有する責務について、そしてこの責務を果たすには不足する財源について語ると、こ
の貴族は自分の椅子に拷問下の被告人のように座ることになった。アントンは語りながら、
他人として、男爵の最も内密な案件に通暁するということがいかに自分にとって辛いもの
か感じた。相手をはなはだ労っているが、どんなに用心した言い回しでも、労らなければ
ならないということをあからさまにしてしまう他人なのである。安楽椅子の背後に立って
いた男爵夫人は、自分の夫が興奮を抑える様をますます不安に感じて見守っていたが、遂
に彼女は手で激しく合図して、アントンは報告の途中で止めなければならなかった。
彼が部屋を去ると、男爵は怒って、自分の妻に振り向いて、心底怒って叫んだ。「私に

後見人を置いたのか」。彼は全く我を忘れていた。男爵夫人は夫を落ち着かせようとして
空しかった。
これがアントンの一家への登場であった。
彼もまた悲しげに自分の部屋へ戻った。この最初の時間に、自分と男爵の間では良好な

関係を築くのが難しいとよく分かった。彼はすべての取引で関係者達の速やかな了解と手
短な交渉に慣れていた。それが今や女性達の口添えで長い議論の末に不合理な決定を受け
かねないのであった。女性達に対する彼の立場も彼には不安定に見えた。男爵夫人は彼を
はなはだ丁重にもてなした。しかし一人の他人としてであった。彼女も、自分にとって有
用な限りその分の信頼を寄せる高貴なレディーのままに留まるのであろうと彼には案じら
れた。つまりどんな親しげな関係も上品に冷淡に突き放す術を心得ているレディーである。
レノーレの好意的な声ですら、彼を元気づけることはできなかった。両人は中庭を歩いて
行った。両人は荘園をただ査定する意図を有する二人の商人のように物思いに耽っていた。

最初の日々と同様にアントンにとって荘園での生活は数ヵ月、真面目に、単調に、束縛
がないわけではなく、経過して行った。彼は自分の部屋で働き、一人で食した。黙って老
従者が食事を運び、また下げた。彼が招待客として家族と一緒になっても、談話は余り楽
しくなかった。男爵は氷塊のように座っていて、活発な会話という生気をすべて妨げた。
以前アントンはこの家族の環境、サロンの設備、その家の上品な飾り付けを称賛していた。
今や同じ家具が各客室にあり、男爵夫人の小さな小鳥達は丁寧な庇護の下、冬の旅を凌い
で来ていた。同じ絨毯に、刺繍、同じ各部屋の香りであった。しかし彼が見知らぬ小鳥を
毎日見る今となっては、小鳥は退屈に思われた。そして各部屋で彼の関心を引くものは、
自らがまずその設備を整えたということだけであった。
アントンは以前、巧みな作法、軽快な談話、交際の洗練された形式への深い敬意を一家

に抱いていた。一家は圧迫され、不機嫌で、打ちのめされていて、雅な陽気さ、フォン･
バルデレック夫人の踊りのサロンでとても快適に思われた陽気さを期待できなかった。一
家は慣れ親しんだサークルから引き離されていた。すべての些細な関係が欠如し、精神を
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柔軟に保ち、不機嫌や苦痛を克服する糧となる刺激が欠けていた。彼は謙虚に、自分はこ
れらのことを与えることができないと自らに言った。しかしもっと別なことで彼は訝しく
思った。寡黙な夕べの後、自分の部屋へ戻るたびに、彼はしばしば一家が彼にとっては馴
染みの多くのことに関心を示さないことを嘆いた。いや、彼らは彼とは全く別の教養を有
していた。そしてやがて彼は大胆にこう主張するようになった、彼らの教養は自分よりま
しなものではない、と。彼が読んできた大抵のものが一家には縁のないものであった。新
聞の論評の際、これは談話の通常の素材であるが、外国の政治状況をほとんど理解してい
ないことに彼は驚いた。歴史の深層は男爵にとっては快適な話題ではなかった。男爵がイ
ギリスの政治生活を判断するとき、男爵は自分の立場を若干正当に偏見のないものと呼ん
で良かったが、それについて全く無知であったからである。別なある晩、アントンが悲し
く思ったことに、セイロン島の位置に関する一家の見解は、この島について船乗りが伝え
ている世界の位置とは決定的に矛盾していたのである。娯楽の読書に関心があって、朗読
を大事にしていた男爵夫人は、シャトーブリアン[1768-1848]を尊敬していて、短い流行
の小説や他に傲慢なレディー達の長編小説を読んでいた。アントンは『アタラ』[シャト
ーブリアン作]を没趣味と思い、それらの長編小説を退屈と思っていた。やがて彼は気付
いた、一家の人々は、世間が彼らにもたらす一切をある観点から、アントンの有していな
い観点から眺めている、と。いつでも彼らは、自ら自覚することなく、彼らの身分の利害
に従って測っていた。この利害にかなうものは、良しとされた。それがたとえ他の人々に
とって耐え難いものであろうと。この利害と一致しないように見えるものは、非難され、
あるいは少なくとも静かに脇へ押し退けられた。彼らの判断はしばしば穏やかで、時には
リベラルであったが、しかしいつもある目に見えない兜が王冠と共に彼らのうなじに据え
られていた。彼らはそのヴィジェール[面鎧の眼孔]の狭い開口部から他の地上人の営みを
覗き込んでいた。そして変えられない事態で立腹すると、彼らは黙ってそのヴィジェール
を下ろして閉ざし、そして自らを遮断するのである。男爵はこれを時に不器用に行った。
しかし彼の妻は、小さな魅力的手の仕草で、歓迎されざるものと断交する名手であった。
一家はノイドルフ[新村]のドイツ人の教会に属していた。しかしそこには祭壇の横に内

陣も桟敷席もなかった。一家は教会の中廊に農民と一緒に座らなければならなかったであ
ろう。これは不適切なことであった。男爵は自分の家に礼拝堂を建立させ、時に聖職者を
城に呼び寄せた。アントンは家での礼拝にはめったに姿を見せなかった。彼はノイドルフ
まで騎行して、そこで教区民の許、村長の横に座った。
彼の活動も色々な障害がないわけではなかった。あるワイン商の旅人が砂や松林を縫っ

て荘園領主の仕事部屋まで侵入して来た。大胆なならず者で、大変に雄弁、競馬や障害物
競馬に情熱的嗜好を有していた。彼はスポーツの報道を一杯手土産に、それで男爵が一オ
ックスホスト[200-250l]の赤ワインを注文するようたぶらかした。アントンは空の金庫を
見て、オックスホストを呪い、男爵夫人の謁見室へ急いだ。この注文をほどほどの量に抑
えるために、彼はレディーの部屋で長い策謀を必要とした。
男爵は自分の馬車の馬に不満であった。馬はもはや若くはなく、栗毛であった。栗毛と

いうのは哀れな領主にとってはどうでもいいことであったかもしれない。しかしまさにこ
れを彼は数年前から気にしていた。というのは一家の感覚は昔からある特別な馬の色に向
けられていたからである。昔の伝説によれば、一族のある先祖が葦毛[赤い白馬]に乗って
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不詳の戦闘で武勲を上げたのであった。いや古びた外見の素敵な歌があって、次のような
詩句であった。
雑踏の中、騎行するは誰、
一人の高貴な騎士。
葦毛の血が、
鞍から赤く滴った。
ロートザッテル[赤い鞍]家はこの歌で先祖を解し、それ故葦毛を他の馬よりも評価して

いた。しかしこの色は立派な馬ではかなり稀であり、男爵はまだこれが獲得できないでい
た。今や運命は、近隣からある商人が対の葦毛を導いてくるように計った。盲目の男爵は
馬を見て喜び、女性達はとても心動かされた。彼は馬を再三、試乗、試走させ、その蹄の
足音を聞き、入念に触り、カールの見解を取り寄せ、彼の妻がその購入で喜ぶようにする
計画に没頭した。カールは無駄な出費を心配して、アントンの許に急ぎ、アントンに危険
が迫っていると知らせた。アントンは再び謁見の部屋へ行ったが、しかし今日は聞く耳を
見いだせなかった。男爵夫人は、彼が間違っていないことを認めたが、しかし今回だけは
夫の意志を許すように強く彼に頼んだ。結局新たな馬がいとも静かに飼い葉桶の許に繋が
れた。購入者は栗毛や自分の私用金庫のすべての金の他に商人に対して更にこう約束して
いた。次の収穫の時、二百シェッフェルの燕麦を法外に安い値段で供給する、と。アント
ンとカールはこの最後の条件を聞いて、これは数ヵ月後にようやく耳にしたのであるが、
荘園の利害を思って大いに憤慨した。
森林官は不幸にして、荘園領主の許で格別の恩寵を見いだせなかった。アントンがこの

森人間との最初の出会いを鮮やかな色彩で描いたのが、男爵の心を森林官から離すよう寄
与したのかもしれない。男爵夫人にはこの老公のぶっきらぼうな本性が気に入らなかった。
老公は勿論孤独な中で、領主が臣下に求める柔軟性を失っていた。あるお茶の夕べ、森林
官が長めに奉公して、寄る辺ない老齢のとき食い扶持の権利を得る前に、この男を罷免す
る案が出て来た。彼の代わりにもっと若い森林官を据え、時に男爵のお仕着せを着せて、
儀礼的な猟師として奉公させる計画であった。一家は先の荘園以来このような関係に慣れ
ていた。アントンは荘園の近隣は野蛮で不安定であるから、一帯のどんな盗賊からも恐れ
られているまさにこの経験豊かな男の方が他人よりもはるかに信頼できると論じて、苦労
して自分の不同意を貫いた。レノーレが彼の味方をした。男爵の冷たい沈黙と、男爵夫人
の諦めた視線の下、この案は却下された。両人はこの後もこの田舎者の老公に対してはヴ
ィジェールを閉ざして、上品に耐えていた。
これは様々の慣習の人間が共同生活を送るとき、不可避である些細な不調和であった。

しかしアントンがこのことをしばしば言上しなければならないのは、少しも快適なことで
はなかった。彼はカールとばかりでなく、森林官や牧人とも、多くの点で、荘園の領主一
家とよりもより良く理解し合っていた。今や彼は時に、自分が彼らとは違って、民衆から
の一人であることに誇りを感じた。
レノーレも彼が夢想していた彼女とは違っていた。常に彼は彼女の中の高貴な令嬢を尊

敬していて、彼女が彼を相手にするときの衷心からの親密さを一つの長所と感じていた。
今や高貴な姿に見えることがなくなった。彼は彼女のレースの袖の模様を個人的に知って
いて、平服のとき、無頓着なレノーレが長いこと気付いていない小さな隙間を承知してい
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た。彼は彼女が持参して来たわずかばかりの本をすでに読んでいて、しばしば談話の際、
彼女の知識の限界を探った。彼女の発言はもはや彼に畏敬の念を与えなかった。彼女も才
知があるかという質問に関して、今や彼は自分の友フィンクに怒る気になれなかったであ
ろう。彼は自らこれを問い質して、この質問に分別正しく答えた。彼女は自分が知ってい
る他の少女同様、大して勉強していない。彼女の情感も全く然るべく育っていない。しか
し彼女は善良な、みずみずしい質で、感情の面で力強く、判断の面で正直である。それに
彼女は美しい。常にその点彼は賛同していた。しかし彼の優しい畏怖の念が彼女のイメー
ジに香り高い雲を与えていた。しかし彼女を毎日見る今となっては、簡素な朝食時服、平
日の通常の気分のとき、今ようやく花と咲く青春の魔法全体を感じていた。
時々彼は彼女にも不満を感じた。最初の日々すぐに彼女は自分がどうしたら家政に有益

となろうかしつこく彼に尋ねた。家政の監視と家計簿の正確な運用はとても有益な仕事で
あると彼は彼女に言った。彼は彼女のために帳簿の線を引いてやった。彼女は、引かれた
線を合理的に使う練習の欠如を露呈したので、彼は喜んで教えてやった。彼女は新しい活
動に熱心に取り組んで、一日中十回、台所のバベッテの許へ走って、情報を仕入れた。し
かし彼女の計算は当てにならず、バベッテの神秘的な線の方がまだもっと信頼できるもの
であった。彼女は一週間ほど良心的に帳簿を付けていても、太陽が陽気に輝く数日がやっ
て来るのであった。すると彼女はたまらず、すでに朝方森林官と一緒に狩りに出掛けたり、
あるいは自分の小さな馬に乗って遠く荘園の境界を出てさまよい、そうすると町の使者の
こと、料理女のこと、帳簿付けのことを忘れてしまうのであった。 ー 彼女は歴史を習
おうとしたり、アントンの指導で若干英語を学ぼうとした。アントンは彼女の思い付きに
幸せになった。しかし彼女は年号を覚えられず、語彙はとても難しく、彼女はこうした象
形文字を逃れて、馬小屋に行ったり、あるいはそれどころか多分に行政官の部屋へ行った
りした。彼の機械工的な器用な仕事を彼女は何時間も大いに関心を示して見守っていた。
アントンがあるとき、彼女を英語のレッスンに呼ぼうと思ったとき、彼女はカールの部屋
にいて、手に鉋を持って、新たな橇の御者台に熱心に取り組んでいた。そして上機嫌に彼
女は彼に言った。「ヴォールファルト、そんなに私のことで励まないで。私は何も覚えら
れない。私の頭はいつも固いのよ」。
再び地上に雪が積もった。そして陽光の中、樹上や野原に数百万の氷の結晶がきらめい

た。カールは二台の橇を手入れした。古い二人席の橇と令嬢用の一台の競争用橇で、これ
は彼自身が組み合わせて、レノーレの加勢を得て、美しい油絵の具を塗ったものであった。
朝の謁見のとき、アントンは男爵夫人に、今日の午後、警察の件で、タロフへ行かなけれ
ばならないと述べた。「私どもはタロフスキー一家を鉱泉の時以来存じています」と男爵
夫人は答えた、「鉱泉ではよくタロフスカ夫人とその娘達と交際しました。男爵は近隣と
の付き合いから全く離れてはならないと切に願っています。ひょっとしたら男爵を今日私
どもと一緒に訪問するよう誘えるかもしれません。いずれにせよ私ども女性はこの機会を
利用して、貴方の庇護の許、そこまで遠出しましょう」。
アントンは小声で行方不明のブラツキーと彼の嫌疑について思い出させた。
「それは単に嫌疑にすぎないのでしょう」と男爵夫人は宥めて答えた。「一家に訪問す

るという私どもの責務は明瞭なものです。それに私はフォン･タロフスキー殿自身が誘拐
に関与しているとは思いません」。



- 337 -

午後橇が乗りつけてきて、男爵夫人は男爵と一緒に大きめの橇に腰掛け、レノーレは新
しい競争用橇を自ら御すると主張した。「ヴォールファルトが私の後の御者席に腰掛けれ
ばいい」と彼女は決めた。男爵は小声で妻に「ヴォールファルトか」と尋ねた。
「あなたを一人で乗せはしません」と男爵夫人は平静に答えた、「心配なさらないで。

その上彼はあなたの仕事で行くのです。不作法はそれほど目立つものではありません。そ
れに私どもは一緒に出発するのですから」。
小さな鐘の音が平野に響いた。レノーレはその胡桃の殻に座って至福であり、馬に力一

杯呼びかけて、駆り立てた。彼女はしばしば振り向いて、アントンに笑顔を見せた。その
顔は濃いフードの下、今日とても美しく、彼の心全体が彼女に向かって跳ねた。彼女の緑
色のヴェールが風になびいて、彼の頬に触れ、彼の顔にかかって、彼の視野を妨げた。そ
れから彼はその覆われた姿を目の前の緑色の薄明かりの下、遠方からのように見つめた。
すぐその後、また彼の口の息吹が彼女のうなじの許でなびくリボンに触れ、ただ絹の覆い
が彼の手を彼女の金髪と白い首から隔てているにすぎないと見て取った。アントンはこう
した考察に耽っていて、彼女のフードを自分の革の手袋で軽く触れてみたいという欲望を
ほとんど抑えきれないでいたとき、自分の横で一匹の兎が雪の穴から飛び出てきた。兎は
その耳で脅かす仕草をして、アントンに向かって意味ありげな宙返りをした。アントンは
この好意的警告を理解して革の手袋を引っ込めた。兎は立派な行為を果たしたと満足して、
雪の上を駆けて行った。
アントンは自分の考えを別な方向へ向けた。「白い道には一人の人間の痕跡もない、轍

も、足跡もない。自然の無言の眠りの他には別な生は何もない。我々は旅人だ、まだ誰も
自分達より先に行った者がいない余所の国へ侵入する旅人だ。木は次々に異ならず、雪原
は果てしない。辺り一帯墓地の静けさだ。そしてまた上の方は晴れた陽光だ。一日中こう
であって欲しい」。
「貴方を一度乗せることができて、幸せよ」とレノーレは叫んで、彼の方へ屈んで振り

向き、片手を彼に差し出した。アントンは早速兎のことは忘れて、手袋に一つの接吻をす
ることを抑えられなかった。
「これはデンマーク製の革よ」とレノーレは笑った、「作法は構わないわよ」。
「ここには穴がある」とアントンは言って、その試みを繰り返そうとした。
「貴方は今日丁重だわね」とレノーレは、手をゆっくりと引っ込めながら叫んだ、「と

ても貴方に似つかわしい、ヴォールファルト」。
引き下がる手を追って革の手袋が差し出された。その上では二羽のカラスが木々の上で

ひどい喧嘩をしていた。カラスは競って叫び、飛び上がり、アントンの頭上を罵りながら、
舞っていた。「失せやがれ、ならず者のカラス」と情熱的なアントンは考えた、「もはや
邪魔はされないぞ」。
しかしレノーレは彼を誠実に見つめていた、「これほど私に対して丁重にすることが貴

方にふさわしいか分からない」と彼女は一層真面目に続けた、「貴方は私の手に接吻して
はならないわ。だって私には貴方に同じことをする気がないのだから。一方の者に正しい
ことは、相手も受け入れなくてはね。それっ、進め、私の馬」。
「ポーランド人は我々をどう受け入れるか興味があるな」とアントンはまた普通の会話

を始めた。
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「好意的な振る舞いしか考えられないわ」とレノーレは振り返って続けた、「私どもは
フォン・タロフスカ夫人と一緒に何週間も一つ家に暮らしたの。パーティーは皆一緒で。
鉱泉全体でもっとも優雅なレディーだった。夫人と娘達はひときわ上品で注目を浴びてい
た。とても愛想が良くて、この上ない作法の方です」。
「領主はまさに森林官の狐のような両目をしている」とアントンは語った、「彼は少し

も信用ならない」。
「私は今日とても着飾ったのよ」とレノーレは笑った。再び振り向いていた。「あそこ

の娘達は魅力的だから、私どもは見劣りがするとポーランド人に言われたくないのよ。私
のドレスはどう、ヴォールファルト」。彼女は彼女の毛皮の先端をたくし上げた。
「少しも見劣りすることはありませんよ」とアントンは賢い表情で言った、「若干褐色

がかっていますね。従ってとても可愛い」。
「誠実なヴォールファルト様」とレノーレは叫んで、再び橇の縁越しに手を彼に差し出

した。いやはや、今や警告する動物どもは余りにか弱く、デンマーク人へ革の手袋を引き
寄せる魔力を逸らすことはできなかった。何かより偉大なことが、生じなければならなか
った。アントンが三回目に手を差し出したとき、自分自身の手が意志に反してもっと高く
上がり、空中で円を描くのに気付いた。一方彼自身は沈んで、遂にはばたっと雪の中へ横
たわっていた。びっくりして彼は頭を上げ、数歩先にレノーレが倒れた橇の側に座ってい
るのを見た。馬は平静に立っていて、馬なりに声高に思わず笑っていた。レノーレは余り
に同行者の方を見ていて、余りに道の方を見ていなかった。それで彼らは投げ出された。
楽しげに両者は立ち上がって、雪を払いのけた。アントンは橇を起こして、またギャロッ
プで前進した。しかし橇のメルヘンは終わった。レノーレは一層道の方を見て、アントン
は雪を袖から払い落とした。
橇は広大な中庭作業場へ入って行った。長い二階建ての粘土の家、漆喰を塗られて、こ

けら葺きで、曇った窓ガラスが親しげに木造の家畜小屋に面していた。アントンは飛び降
りて、お仕着せを着た一人の男に恵み深い領主の住まいを尋ねた。「ここがその宮殿です」
とポーランド人の従者は深くお辞儀して説明し、橇での領主一家の手伝いをした。びっく
りしてレノーレと男爵夫人は互いに見つめ合った。彼らは不潔な玄関に入り、幾人かの口
髭の者どもが駆け寄っていそいそと客人達の冬のコートを奪い取り、低いドアを開けた。
大きな居間には数多くの一行が集まっていた。黒い絹服の背の高い人物が客人達に近寄っ
て、世にも上品な姿勢で挨拶した。娘達が急いで寄って来た。母親と同じ目とバスル[腰
当て]をした細身のレディー達であった。若い殿方の幾人かの名前が呼ばれた。フォン某
殿、フォン某伯爵殿で、皆社交服を来たエレガントな男達であった。最後に領主も現れた。
彼のずる賢い顔は、衷心からの喜びで輝き、狐の目は無邪気に輝いていた。接待は非の打
ち所のないもので、すべての面で安定した自負心の善意の軽快さが見られた。男爵と女性
二人は大事な馴染みとして挨拶され、アントンも親切なもてなしに与った。彼の仕事は数
語のやり取りで片付いた。フォン･タロフ氏は彼に微笑して、すでに一度ちらとお会いし
たと思い出させた。「検査官のならず者が逃げましたな」と彼は遺憾の意を示して語った、
「心配いりません。その運命から逃れられはしません」。 ー 「彼と」とアントンは答
えた、「その一味もそうであって欲しいと願っています」。フォン･タロフ殿の目は、鳩の
目つきを保とうと努めながら、こう続けた、「かやつはどこかに潜んでいます」。 ー



- 339 -

「多分この近辺でしょう」とアントンは言って、邪推の窃視を中庭の劣等な建物へ向けた。
アントンは居合わせる男達の中に、すでに二回会ったことがあって、ドイツ人の目の前

に二度と現れて欲しくないかの余所者がいないか探したが無駄であった。その代わり、他
の人々から大いに尊敬されている決然たる性格の別の殿方が居合わせた。「彼らはやって
来て、また消える」とアントンは考えた、「彼らは騎乗して来て集まり、また散ると居酒
屋の亭主は言っている。相手にすることになるのは、ここでは個々人ではなく、一つの類
だ」。この瞬間この余所者が彼に近寄って来て、上品な会話を始めた。彼は屈託なく話し
ていたが、アントンは彼が、会話を導いて、ドイツ人であるアントンの志操や嗜好につい
て聞き出そうと努めているのに気付いた。それ故彼は用心して、控え目であった。すると
このポーランド人はこれに気付くと、実際客人に対する興味を失って、レディー達の方に
向かって行った。
今やアントンは、室内を見回す暇があった。村の指物師の粗放な家具に混じって、ウィ

ーン製のピアノがあり、窓ガラスは繕われており、黒い床板の上ではソファーの近くに千
切れた絨毯があった。レディー達は古びたテーブルの周りのビロード張りの安楽椅子に座
っていた。家の主婦とその成人した娘達は上品なパリ製の社交服であったが、しかし脇の
ドアが開くと、灰色の隣室に数人の子供達が傷物の衣装で走り回っていて、この冬の寒さ
では心底可哀想に思えた。しかし彼ら自身はいずれにせよそれを大して気にしていず、取
っ組み合いをして、悪ガキのように騒いでいた。
揺れるテーブルの上には上品なダマスク織りのクロスが敷かれていて、銀製の紅茶やか

んが置かれていた。談話は立派に流れて行った。軽快なフランス語の警句やメロディー豊
かなポーランド語での活気ある呼びかけが行き交っていた。その間単調なドイツ語の語句
が響いた。素早い笑い声、話し手達の表情、談話の熱意、これらの下で、アントンは自分
が異郷人の間にいるのを感じた。素早く言葉が飛んで、両目や両頬に軽快に刺激された須
臾の熱情が輝いた。より動揺しやすい民で、より柔軟な、より跳ねるような、より軽快な
感じであった。びっくりしてアントンは、レノーレが快適に談話の中を泳いでいるのを見
た。彼女の顔もより赤みを帯びて輝き、彼女は他の人々同様に笑い、振る舞っていた。大
胆に彼女の目は居合わせる殿方の丁重な顔を覗き込んでいた。橇の中で彼を夢中にさせた
同じ笑い声、衷心からの屈託のなさを今や彼女は余所者達に乱費していた。彼らは夜国道
で彼女の父親の損害となるように働いていたのである。これはいたく彼の気に入らなかっ
た。その上部屋は奇妙な掃除の仕方で、絨毯は汚れて千切れており、隣室の子供達は裸足
で、家の領主は一人の悪漢の静かな擁護者で、多分もっとひどいことをしているのである。
そのように冷静に控え目に、彼は一行を観察することに満足し、家の主人とその客人達の
親切な言葉に対し、ただ必要なことだけを答えていた。
ようやく一人の若い殿方が、ピアノで若干の和音を叩いた。皆が飛び上がって、踊りを

欲した。恵み深い主婦が呼び鈴を引き、多くの野蛮な男達が部屋へ駆け込んで来て、大き
なピアノを抱えて、それを無分別に外へ運び出した。一行は追って、玄関を過ぎて、向か
い側の広間に向かった。アントンが入ると、目を疑う思いに駆られた。そこは粗野な漆喰
塗りの空き部屋で、四方の壁にベンチがあり、隅に汚い暖炉があった。広間の中央にはロ
ープに洗濯物が掛かっていた。アントンはどうしてここで踊るつもりなのか分からなかっ
た。しかしあっという間に洗濯物は従者の拳で取り去られた。一人が暖炉に走って行き、
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火が焚きつけられた。数瞬刻の後には六組がカドリル[社交ダンス]の準備をした。レディ
ー方が少なすぎたので、一人の若い伯爵が、黒いビロードの小髭と対の素晴らしく青い目
であったが、腕にバティスト織りのハンカチを巻いて、優美に膝を折って、レディー役を
宣言した。早速彼は別な殿方から騎士風にダンスへ案内された。至福にこの少数の民族は
拍子を取って回転した。教養ある踊り手に流行中のぞんざいさによって、時折この部族の
炎が舞い上がった。レノーレはこの群れの中を動いていた。男爵夫人も家の主人と快活に
談笑していた。フォン･タロフ夫人は、盲目の男爵を相手にすることを使命としていた。
これはまたアントンが以前しばしば称賛していた高貴な形式、瞬時の軽快な挨拶であった。
しかし今彼の口はゆがんで、冷たい微笑となった。彼にとって、ドイツ人の一家がかくも
没頭して敵どもの間を動くことは男性的ではなく、品位に欠けることであった。敵どもは
多分この瞬間一家と一家の民に対し敵対的なことを考えていたのである。レノーレが最初
の踊りの後、アントンの側を通り過ぎて、彼に小声で「何故私と踊らないの」と尋ねたと
き、彼はこう答えた、「私はブラツキー氏の顔がこの広間の片隅に今にも見えないか待っ
ているのです」と。
「今そんなことを考える人がありますか」とレノーレは叫んで、侮辱を感じて脇を向い

た。
踊りが続いた。若い殿方達の頭が燃え上がって、巻き毛が暖かい露で柔らかくなった。

口髭の従者達がまた部屋に侵入して来て、ロックのシャンパンを差し出した。立ったまま、
跳ねながら、踊り手達はその冷たい飲み物をすすった。すぐその後、すべての隅からポー
ランドの民族舞踊への要請がピアノの許に座っていた家庭教師に叫ばれた。今や衣装が舞
い飛び、踊り手達はバネではじかれたように部屋を急いだ。ボールのように娘達も腕から
腕へと飛んだ。いやはや、レノーレは相変わらずその中にいた。アントンは声望あるポー
ランド人の隣で退屈な会話をしており、この男がドイツ人の踊り子に気前よく与える称賛
を冷静に聞いていた。ポーランドの娘達に自然に似合うもの、素早い動作と強力な興奮、
これはレノーレを野蛮にしていて、そしてアントンが心の中で不快に言っていたように、
女性的でなかった。彼女から離れて彼の視線は、大きな薪の木材が燃えている埃だらけの
暖炉の上の周辺の粗野な壁をさまよった。そして天井を見ると、そこから長い灰色の蜘蛛
の巣が垂れ下がっていた。
男爵夫人が出発の声を上げたとき、遅くなっていた。毛皮が広間に運ばれて、客人達は

それをまとい、鈴が鳴って、小さな小鐘がまた雪の平原に響いた。しかしアントンは、今
度は娘が父親と一緒に乗って、彼自身は男爵夫人の背後で手綱と取ることになったことを
多分満足して受け入れていたことであろう。沈黙して彼は橇を御した。そして再三彼はこ
う考えた。自分が知っている別な女性であれば、敵の家の蜘蛛の巣の下では決してマズル
カを舞うことはしなかったであろう、と。彼にとって今日はレノーレも白いうなじに鋼の
兜を被っていた。

4.

イッツィヒは商売人として独立していた。彼を訪問する人は、多くの来客のある表屋を
通って、側翼の全く清潔とは言えない階段を上がった。階段の横には白く塗られた玄関の
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ドアが輝いていて、そこには角を斜めに切られた大きな真鍮の表札に名前V.イッツィヒが
記されていた。玄関の間は閉ざされていた。太い陶器の取っ手があって、万事がエーレン
タールの許でよりも美しく、理想的であった。ドアを通って来訪者は空の玄関の間に入る
が、そこには日中いたずらっぽいスパイが滞在していた。半ば守衛で、半ば走り使い、そ
の上自分の雇い主の仕事に対するスパイでもあった。この若者は元祖ファイテルとはさも
しい上品気取りという顕著な性質で異なっていた。彼は衣服商売の最後の残り物を着てい
て、輝かしい絹のチョッキと燕尾服であったが、これはただほんの少し大きすぎた。彼は、
新しい会社では社交服や素養の点でも、エーレンタールの多くの事柄で平凡な商売より上
品であることを示していた。入室者をイッツィヒは二つの小さな仕事部屋で接待していて、
そのうちの最初の小部屋は家具は少なかったが、二個の目立って素晴らしいランプがあり、
これはある単一手形の支払い不能の利子に対するその折りのやむを得ない差し押さえであ
った。二番目の小部屋は寝室で、簡素なベッドがあり、長いソファーと、大きな丸鏡が幅
広の金縁と共にあって、これは正直なピンクスの秘密の貯蔵庫からの獲物であった。イッ
ツィヒ自身は顕著に変わっていた。彼は曇りの日々、中庭から部屋に射し込む鈍い明かり
の下では、遠目に見て、上品な紳士とはさほど異ならない風であった。彼の細い顔はふっ
くらとして来ていて、以前彼に虎斑を付けていた大きな雀斑は、色あせていて、彼の髪は
ポマードと技巧的なブラシ使いで、より濃い色になっていて、人当たり良くなっていた。
まだこの新しい商売人は黒い服への偏愛を抱いていた。しかし服は新しいもので、もはや
自分の身体よりもだぶだぶのものではなかった。というのはイッツィヒ氏は外的快適さの
点でも摂取が増えていて、今や立派な食事を摂っていた。いや彼の仕事机には時に空のワ
イン瓶があって、そこには「モーゼル」の言葉が見られ、その側に砂糖杯と銀製のスプー
ンがあった。しかし新しい事務所がどんなに豪華であっても、イッツィヒはこの事務所を
単に夜と公の仕事時間にだけ使っていた。相変わらず彼の心はレーベル・ピンクスの古い
宿に向かっていた。それで彼は二重生活を送っていた。新しく塗られた小部屋での、大き
な世界に対する上品な商売人、無影灯の輝きの下、モダンな服を着たグノーム[小人]に奉
仕された男であり、それに対して自分の情緒のための第二の生活、つまりまさに隊商宿で、
赤い木綿製のカーテンと、ソファーとしての四角の箱の付いたつましい生活である。ひょ
っとしたらこの避難所が彼にとって最も快適なのは、今や彼がこの家の所有者に対し有無
を言わせぬ支配権を握っていたからかもしれない。ピンクスは今や、彼にとって面目ない
ことに、ファイテルの代理人、協力者に成り下がっていた。ピンクス夫人はこの上昇志向
の商売人を尊敬していて、それでこの家で屠殺されるすべての鵞鳥の胸肉が夫には恵まれ
ないことになった。
今日イッツィヒは事務所で投げやりにソファーに座っていて、琥珀製のパイプから吸っ

ていた。彼は全くの紳士で、貴人の訪問を待っていた。すると玄関の間で鈴が鳴って、奉
公人がドアへ飛んで行き、鋭い人間の声が聞こえて来た。やがて控えの間で喧嘩が生じ、
それでファイテルは素早く仕事机の開かれた引き出しを閉じて、鍵をポケットに収める次
第となった。
「彼は店にいないのか。ここにいるだろう。哀れな、緑毛の頓馬野郎」と鋭い声が番を

している若者に叱りつけていた。抗う体を押し退ける物音がして、ファイテルは自分の頭
を深く古い抵当権文書に曲げて、ドアが開き、ヒップス氏が赤い顔で現れた。ドアの所で
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みすぼらしく、かきむしられた髪の毛の姿であった。古いカラスにこれほど似て見えたこ
とはなかった。
「おまえはいないというのか。昔からの馴染みを撥ね付けるよう向こうの虫けら野郎に

命じているのか。勿論おまえは偉くなったよ、阿呆。こんな恥知らずは見たことがない。
若造が二部屋かすめ取っただけで、昔の友をもう忘れていいのか。小倅よ、それはお門違
いだ。私はそう簡単に片付けられないぞ」。
ファイテルは、彼の前に怒って立っている小さな紳士を、少しも好意的とは言えない視

線で眺めていた。「若者と一体何故もめるのです」と彼は冷たく言った、「若者は自分の
務めを果たしているのです。私は今日仕事上の訪問を予期していて、すべての余所の人を
入れないよう命じたのです。貴殿が来られるとは思っていなかったのです。貴殿の訪問は
夕方にするよう我々は取り決めなかったですかね。何故私の仕事時間に来るのです」。
「おまえの仕事時間だと。ひよこのヤツガシラめ、まだ尻に卵の殻を付けているくせに」
と相変わらず怒ってヒップスは叫び、ソファーに腰を下ろした、「おまえの仕事時間など」
ー と彼は果てしなく軽蔑して続けた、「おまえの仕事に時間が関係あるもんか」。
「貴殿はまた酔っ払っている、ヒップス」とファイテルは率直に怒って答えた。「貴殿

がブランデー酒場から出て来たら、貴殿とは付き合いたくないと何遍も言ったろう」。
「そうかい」とヒップス氏は叫んだ、「古着丸儲けの魔女の子よ、私の来訪はおまえに

とってはいつでも光栄の至りなのだ。私が酔っているだと」と彼はしゃっくりをしながら
続けた、「どういう訳だ、たわけ。何で飲めるもんか」と彼は叫んだ、「一杯のグラス代
も支払えないのだぞ」。
「また金が無くなったと分かっていますよ」とファイテルは深く怒って言った、「最近

十ターラーやったばかりというのに。海綿のようだ。貴殿に与える一グロッシェンの貨幣
すべてが無駄だ」。
「しかし今日はそれが無駄ではないと分かるぞ」と老公は嘲笑して答えた、「また十タ

ーラー寄越しな、即刻」。
「そうはしない」とファイテルは叫んだ、「貴殿に餌を与えるのに飽きた。我々の約束

を覚えているだろう。貴殿がお金を得るのは、それにふさわしいことを私にした場合だ。
今は何かきちんとしたものを読んだり、書いたりできる状態ではないのだから」。
「おまえやおまえの同類相手にはいつでも私はちゃんとできるのだ。今日よりも十倍朝

食に結構なものを聞こし召してもな」と老公はより平静に言った。「私に見て貰いたいも
のを寄越しな。おまえはちんけなケチになったなあ。しかし私は根に持つことはしない。
私をはね除けようとしたことを許してやろう。高慢なロバ野郎になって、こんなランプを
持って大きな顔をしていることを許してやろう、こんなランプはもっと上等な連中でない
と似合わんのだが。助言もしてやろうじゃないか、報酬を寄越すことが前提になるがな。
だから、倅よ、仲良くやって行こう。それでまたどんな奸計を考えているのだ、言ってみ
ろ」。
ファイテルは彼に厚い抵当文書を渡して言った。「まずはざっと目を通して、私が必要

となる抜粋を作って欲しいのだ。肝心の箇所を指摘して欲しい。私が購入するよう呈示さ
れたものだ。しかし今私は人を待っている。隣の部屋へ行って、そこでテーブルに着いて、
仕事をするのだ。仕上がったら、金の話しをしよう」。
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ヒップス氏は重たい文書を腋に抱えて、二番目の小部屋のドアへ向かった。「今日は今
一度おまえの言う通りにしよう、おまえのことだからな」と彼は気持ちよく言って、ファ
イテルの頬を叩くために手を上げた。
ファイテルはこの愛撫を我慢して受けて、ドアを閉めようとした。しかし酔っ払った老

公は今一度こちらに向いて、ずる賢い目で尋ねた。「それでは人を待っているんかい。小
倅よ。誰だい、小さなイッツィヒ。男の子か女の子か」。
「金の話しなのだ」と両肩をすくめながら、ファイテルは応じた。
「金の話しだと」と酩酊した殿方は繰り返した。優しく感嘆して、自分の相棒を眺めて

いた。「いや、その点偉くなったな、人間として、詐欺師として偉くなった。実際おまえ
から金を得ようとする者は、お仕舞いだ。水の中に飛び込んだ方がもっと良い。もっとも
水もいやなものだが。小さいくせに大物の詐欺師だよな、おまえは」。そう言って、彼は
頭を上げて、泳ぐ目を愛情深くファイテルに向けて見つめた。
「貴殿自身が、私から金を得るために来ているのだろう」とファイテルは無理に微笑し

て答えた。
「そうだ、私はお仕舞いだ」とヒップスは回らぬ舌で答えた、「私は生きていない。拙

者はヒップスでござる。私は死神だ」。そう言って彼は洒落て笑おうとした。
外で呼び鈴が鳴った。ファイテルが叫んだ、「おとなしくしてくれ」。ドアを閉めて、

ソファーに腰掛け、琥珀製のパイプの先端を握って訪問を待った。
控えの間ではサーベルの音がして、軽騎兵の将校が入って来た。オイゲン・ロートザッ

テルはこの冬少しばかり年を取って、彼の上品な顔はもっと痩せて、彼の目の下の部分に
は青っぽい輪が出来ていた。彼は平静さを装って入って来たが、これをイッツィヒ氏は一
瞬たりとも見逃しはしなかった。平静さの仮面の背後に彼の練達の目ははっきりと追い詰
められた負債者に特有の熱病を見分けていたからである。
「イッツィヒさんかな」と将校は上から下の方へ尋ねた。
「そう私は申します」とファイテルは答えて、ぞんざいにソファーから立ち上がった。
落ち着かずオイゲンは金融業者の顔を見ていた。今彼の問いかけに答えた男は、すでに

彼の父親が警告を受けていた男と同一人物で、今や運命は彼をも同じ網に追いやったので
ある。「私は近日中に当地の代理人にある借金を支払わなければならなかった」と少尉は
始めた、「貴方の知人の殿方達に対して。それで彼らと話し合いを持とうとしたところ、
両人からこう知らされた。彼らはその請求書を貴方に売却した、と」。
「いやいやながらそうしたのです」とファイテルは答えた、「将校の方々と関係したく

ありませんから。一千百と八百の二枚の借用証があります。合計一千九百ターラー」。彼
はファイルに手を入れて、文書を取り出した。「この署名は貴方のものとお認めになりま
すか」と彼は冷たく尋ねた。「そしてこの一千九百ターラーを貴方が借りた総額とお認め
になりますか」。
「多分その額だろう」と少尉は渋々答えた。
「お尋ねしますが、この二枚の文書のこの総額を貴方は私に支払うべきであるというこ

とをお認めになりますか」とファイテルはまた尋ねた。
｢悪魔の名にかけても、その通りだ」と少尉は叫んだ、｢私は借用を認める。その半分も

貰わなかったけれどもな」。
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ファイテルはその単一手形を写字台に収めて、両肩をすくめながら、嘲笑的に言った、
「私はこの総額を両人に支払ったのです。私はそこで貴方の許に明日か明後日集金に伺い
ます」。
将校はしばらく黙っていた。ゆっくりと彼の落ちくぼんだ頬に赤みが差した。ようやく

厳しい闘いの末、彼は始めた。「イッツィヒさん、お願いがある。更に猶予が欲しい」。
ファイテルは琥珀製のパイプの先端を握って、快適にそれを回しながら、答えた、「こ

れ以上信用貸しはできません」。
「分かってくれ、イッツィヒ」と将校は無理に親しさを装って言った、「ひょっとした

ら近日中に支払うことができるかもしれない」。
「貴方は数週間しても今と同様ほとんど金はないことでしょう」とファイテルは粗野に

応じた。
「辛抱してくれるなら、貴方にもっと大きな額の借用証を書いてもいい」。
「私は決してそのような商売はしません」とファイテルは嘘を言った。
「私は貴方に私の父を通じて負債の保証を用意しよう」。
「フォン･ロートザッテル殿の信用は私の許では貴方御自身と変わりません」。
少尉は怒ってサーベルで床を突いた。「たとえ私が支払わなくても」と彼は発した、「貴

方はご承知だろう、私は法的にはその責務はない、と」。
「承知しています」とファイテルは平静に答えた、「明日支払われますか、明後日です

か」。
「私はできない」とオイゲンは率直に絶望して叫んだ。
「それでは貴方の着用されている制服のご心配をなさることです」とファイテルは脇を

向きながら言った。
「ヴォールファルトが貴方には注意するよう警告したのは正しかったな」とオイゲンは

我を忘れて叫んだ、「煮ても焼いても、 ー 」と彼は最後の言葉を飲み込んだ。
「静かに話してください」とイッツィヒは言った、「誰にも聞かれてはなりませんな。

貴方の話されることは、暖炉の火で、それは爆ぜます。一時間するとそれは炭になる。こ
こ二人だけの許で貴方が私に浴びせようとなさること、それを貴方に対して三日したら人
々が浴びせましょう、貴方が支払わなかったならば」。
オイゲンは呪いを発して向きを変え、一瞬まだドアの所に立ち止まっていたが、それか

ら怒って外へ駆け出た。
ファイテルは凱歌を上げて彼を見送った。「似た父に息子だ。然るべく罠にかかる」と

彼は思わず言った、「彼は金を用意できんだろう。ロートザッテル家も終わりだ。ヴォー
ルファルトでも救えまい。 ー 私がロザーリエと結婚すれば、エーレンタールの抵当権
も私のものだ。すると義父の許で消えていた証書類が、彼の書類の中にまた見いだされる
ことになろう。すると私は男爵を両手にして、荘園は私のものだ」。
こう自分の裡で語った後、彼はドアを開けた。ヒップス氏と高貴な訪問客、零落した者

と零落しつつある者、この両者を隔てていたドアである。そして小さな弁護士が眠り込ん
でいるのを見つけた。両手の上に頭を置いて、その両手は文書の上にあった。心から軽蔑
してイッツィヒはこの黒っぽい包みを見て、言った。「厄介な奴だ。自分は死神だと言っ
ていた。もう死んで欲しいな。縁を切りたい」。乱暴に彼は老いた男を揺すって、怒鳴っ
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た。「眠るしか能はないのか。いびきをかきに、ここに来たんかい。家に帰りな。もっと
ましな状態のときに、文書を見せることにしよう」。
弁護士が午後になって出直して来ると約束して、寝ぼけて外によろめき出ると、イッツ

ィヒはほれぼれとする巧みさで絹の帽子にブラシをかけ、最良の上着を着て、黄金の鏡の
前で自分の髪に天才的な線を付けて、自分の敵のエーレンタールの家へ向かった。
彼は玄関に入ると、帳場のドアへおずおずした視線を向けて、急いで階段の方へ向かっ

た。一番下の段で彼は立ち止まった。「彼はまた帳場にいるな」と彼は聞き耳を立てて自
らに言った、「ぶつくさ言う声がする。いつも一人のときぶつくさ言う奴だ。敢えて、行
ってみるか。ひょっとしたら言葉を交わせるかもしれない」。彼はためらいながらドアの
許へ歩んで行き、再び聞き耳を立て、それから勇を鼓して、素早く開いた。薄明かりの部
屋の革椅子にひっそりと押し潰された人影が座っていた。頭に不格好な帽子を被っていた。
この人影は思わず頭で頷いて、分からぬ言葉をつぶやいていた。何とヒルシュ･エーレン
タールは昨年のうちに変わってしまったことだろう。彼が最後に男爵の荘園から出掛けた
とき、彼は声望ある種族の丸っこい男であった。女性達の前で立派に見えるよう胸元にピ
ンを留める術を心得ている健康を維持した男であった。今神経の弱さから頷く頭は老人の
頭であって、皺の寄った顔には、床屋のカミソリに何週間も触れられていない髭が下がっ
ていた。彼は惨めな凋落の図柄となっていて、これは精神が肉体に先駆けて第二の揺り籠
への途上にあることを示していた。
代理人はドアの所に立っていて、当惑して自分の以前の雇い主を見ていた。雇い主は、

夢想に耽っていた。商売の世界にはわずか半分しか心を開いていなかった。ようやく彼は
間近に近寄って始めた。「貴方と話したいのです、エーレンタールさん」。
老公は頭で頷き続けていた。そして震える声で答えた。「私はヒルシュ･エーレンター

ルです。何のご用でしょう」。
「私は貴方と大きな取引について話したいのです」とイッツィヒは続けた。
「聞いています」とエーレンタールは、見上げずに言った。「大きな取引ならば、何故

仰有らないのです」。
「私のことは分かるでしょう、ヒルシュ･エーレンタール」と老公に屈み込みながらイ

ッツィヒは叫んだ。
革椅子の男は疲れた目を上げて、相手を見つめ、ようやく彼と分かった。彼は激しく自

分の席から立ち上がって、首を前に垂らして立っていた。相変わらず頭は震えていた。し
かし目は恐怖と憎悪で一杯の視線で代理人に据えられていた。「ここ私の帳場で何をしよ
うというのです」と彼は震える声で叫んだ、「よく私の目の前に出て来られますな。出て
行ってください、お願いです」。
イッツィヒは立ったままでいた。「雄鶏のように叫ばないでください。何もしませんよ。

大きな件で貴方と話したいのです。貴方の年にふさわしく落ち着いてください」。
「あのイッツィヒだ」と老公は思わずつぶやいていた、「大きな件で話したいのだと、

私が静かにしているなら、と。 ー どうして私が静かにできよう」と彼はまた声を上げ
た、「貴方を眼前にして。貴方は私の敵だ。貴方は私を破滅させた、ここかしこで破滅さ
せた。貴方は私にとって剣を持った悪人だ。その剣には胆汁液がかかっている。私が口を
開けると、中に剣を斬りつけてくる。胆汁が私の心に入って来る。私は貴方を見ると、震
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えざるを得ない」。
「落ち着いてください」とイッツィヒは言った、「落ち着いたら、私の言うことを聞い

てください」。
「彼はイッツィヒと言うのだろうか」と老公は再び思わずつぶやいた、「彼はイッツィ

ヒと言っている。しかし彼が町へ行くと、犬どもが吠える。私は貴方とは会わないぞ」と
彼は再び起き上がって、叫んだ。「出て行きなさい。貴方の姿を見るのはいやだ。私は貴
方より一匹の蜘蛛を相手にしていたい」。
ファイテルは服従して言った。「エーレンタール、起きたことは起きたことです。もは

やそのことについて話すべきではありません。貴方は私を敵視していました。私は貴方に
敵対しました。お互い様です」。
「彼は日曜日ごとに私の家で食事をしたのだ」と老公は再び恨んだ。
「貴方が思い出すのであれば」とファイテルは続けた、「私も思い出すことにしましょ

う。いや、私は貴方の食卓で食事しました。それだから我々二人が敵対してしまっている
のは残念なのです。私はいつも貴方の家に大きな愛着を抱いていました」。
「おまえはおまえの愛着を示してきた、若いイッツィヒよ」と老公は続けた、「私の家

にやって来て、私を撲殺したのはおまえだ。まだ私が墓場に行かないうちに。私の毎日を
墓地の苦しみにしているのはおまえなのだ」。
「何の御託を並べているのです」とファイテルは苛立って叫んだ、「何故いつも、自分

は死んでいるかのように、そして私が剣を持った悪霊であるかのように、振る舞っている
のです。私はここに来て、貴方に立派な人生をもたらしたいのです。死神ではありません。
私は貴方がまた人々の許で声望を得られるようにしたいのです。人々が以前そうしていた
ように、路上でまた帽子を取るようにしたいのです。ヒルシュ･エーレンタールが呆けて
いなかったときに」。
エーレンタールは機械的に自分の帽子を取って、また被った。彼の髪は白くなっていた。
「貴方と私の間に友情を築きましょう」とファイテルは雄弁に続けた、「貴方の商売は

私の商売と同じことにしましょう。私は貴方に、貴方の親戚の男の方を一度ならず派遣し
て、私の意向を伝えさせました。貴方の奥様、エーレンタール夫人は、貴方にしばしば同
じことを仰有っています。私は商売を最良の人々相手に行う一廉の男になっています。貴
方に、貴方の考えておられるよりも大きな額の筈の確実な資本を呈示できます。何故我ら
の金を合併されないのです。貴方が父親として、娘のロザーリエを私にくだされば、私は
貴方の許で貴方の義理の息子として働くつもりです」。
老エーレンタールは求婚者をある視線で見つめていたが、そこには昔からのずる賢さの

光線が衰弱した鈍感さの中から輝いていた。「貴方が私の娘ロザーリエを得たいなら」と
彼は答えた、「貴方に対するただ一つの質問を聞いて頂きたい。私がロザーリエを与える
なら、私に何を与えてくれるかな」。
「いつ何時でも貴方に計算してみせましょう」とファイテルは叫んだ。
「貴方は私に多額を計算してみせよう」とヒルシュ･エーレンタールは拒絶して言った、
「しかし私は貴方にただ一つのことを要求したい。貴方が私に私の息子ベルンハルトを再
び与えてくれることができるなら、私の娘を得てよろしい。私のベルンハルトを墓場から
連れて来られないのであれば、私は言うことになろう、私が私の口に声を有する限り、出
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て行きなさい、私の帳場から出て行け。出て行け」と彼は突然憤激に駆られて叫び、両手
を求婚者に対して固めた。ファイテルは急いでドアの影に隠れた。老公は自分の椅子に崩
れ落ちて、思わず脅し、喋っていた。
イッツィヒはドアからこの衝動を見守っていたが、老公の嘆きは止んで、再び彼の唇か

ら不明瞭な言葉が漏れた。それから彼は両肩をすくめて、部屋を去った。
彼は女性達に挨拶しようと階段を上がって行き、更にしばしば両肩を動かして、弱った

者への軽蔑を表現していた。それから呼び鈴を引き、くしゃくしゃした頭巾の料理女から
親しげな微笑を受けて、中へ入った。

一方オイゲンは途方に暮れて、将校の部屋をあちこち移り動いていた。彼はフェローニ
のワイン酒場に入ったが、牡蠣は味がしなかった。ブルゴーニュ酒はインクのような味で
あった。再び彼は通りをあちこちした。不安の汗が額に浮かんだ。哀れな若者の一日はそ
のように過ぎた。ようやく疲れ果てて、ある菓子屋に座って、今一度最後の可能性につい
て考えてみた。ヴォールファルトが側にいてくれたら。しかし彼に相談するには余りに遅
すぎた。代理人達は延長という不確かな約束をして彼を引き留めておき、昨夜になって初
めて、両人とも同じ時刻にこう手紙を寄越して来た。彼らの請求はイッツィヒの許へ引き
継がれた、と。ヴォールファルト宛に手紙を書くには確かに遅すぎたであろう、しかしこ
の信頼できる友はこの地に誰か知人を有していなかっただろうか。 ー アントンが若い
シュトゥルムを推薦したとき、彼は彼にこう言っていた。「行政官[カール]の父親は確実
な男で、若干の資産がないわけではない」と。彼の一家に奉公している軽騎兵[カール]の
父親からひょっとしたら金を借りることができるかもしれない。そもそもこの老公が金を
有しているならば。金を持っているかそれが問題だ。彼は住所録を求めた。ヨーハン･シ
ュトゥルム。積込み人、インゼル[島]路地、十七番。辻馬車に乗って彼は出掛けた。急い
で彼はノックした。力強いお入りの返事であった。不安に駆られた将校は積込み人の敷居
をまたいだ。
父親のシュトゥルムは一人っきりでビールジョッキの許に座っていた。小さな日々のメ

モを手にしていた。それはとても小さく、誰でもそれは老シュトゥルムにとって手紙では
なく、印刷されたものでもなく、支払われたものでもないと分かった。「軽騎兵だ」とシ
ュトゥルムは叫んで、びっくりしてベンチに座ったままであった。将校も自分を大きな目
で見つめている巨大な姿に当惑していた。二人はそのように互いを見つめていた。
「間違いない」と巨人は言った、「軽騎兵だ、私のカールの連隊からだ。制服は合って

いる。飾り紐は合っている。ようこそ、戦友」。彼は立ち上がった。今ようやく彼は飾り
紐の金属を見分けた。「これはたまげた。将校殿だ」。
「私の名前はオイゲン･ロートザッテルと言います」と少尉は始めた、「私はヴォール

ファルトさんの知り合いです」。
「ヴォールファルトさんと私の息子カールのな」とシュトゥルムは熱くなって言った、

「ここにお掛けなさい、将校殿。めったにない嬉しい光栄なことです」。彼は一つの椅子
を持って来て、オイゲンの前にいそいそと差し出し、ドアが揺れた。オイゲンは腰掛けよ
うとした。「まだ駄目です」と老シュトゥルムは言った、「まず拭きませんと、制服が汚
れます。カールが出て行ってから、ここは若干埃っぽい」。彼は布きれで椅子を拭いて、
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客人のために綺麗にした。「これで結構、どうぞ、私の前に座ってください。倅について
の知らせですか」。
「それはお元気で、私の父は彼の活動に満足しているということでしかありません」と

オイゲンは答えた。
「ほほう」と満面の笑みを浮かべながら、シュトゥルムは叫び、指でテーブルをこつこ

と叩いた。部屋に小さな地震が生じた。「父親殿は満足されるであろうと分かっていまし
た。貴方らにスタンプのある紙で書き送りたいと思ったほどですから。まだこんな時から、
奴は実用的な少年でした」。彼は手で人間的小ささの状態を描いた。それは死すべき定め
の人間にとって、明らかな生涯の最初の日にさえ、恵まれないような小ささであった。
「しかし何でもこなせますかな」と不安げに更に尋ねた、「ご承知のようにこのことの

せいで」。彼は少尉に彼の大きな指を差し出して、指で空中に親密な合図を描いた。「中
指と薬指のせいです。いや大変な不幸でした、将校殿」。
オイゲンは不幸な出来事を思い出した、「彼は克服しています」と彼は言って、巨人の

父親の感情が彼に割り振っている役割に当惑していた。「貴方の許に参ったのは、お願い
があってのことです」。
「お願いですと」とシュトゥルムは笑った、「男爵殿、要請なさい。妙な話しです。私

の息子がお世話になって行政官となっている一家の人は誰でも、老シュトゥルムに要請す
る権利があります。これが私の率直な意見です」。彼は手でテーブルの上を撫でた。
「それでは手短に話しますと、シュトゥルムさん」とオイゲンは続けた、「私は明日大

きな額を支払うべき状態にあって、その金を必要としています。この件は突然生じまして、
もはや私の父親に知らせる時間がありません。私はこの町ではこのようなことを相談でき
る方を我らの行政官の父親しか存じ上げないのです」。
シュトゥルムは前屈みになって、喜んで将校の膝を叩いた、「よく正直に話された。貴

方は領主に当たり、自分の家に留まって、他人の許には行かず、一族郎党の物を得てよろ
しい方だ。お金が入用ですか。私のカールは貴方の父親殿の許の行政官で、私のカールは
若干の金を有します。すべて問題ないことです。いくら入用ですか。百ターラーですか、
二百ターラーですか。お金はあります」。
「シュトゥルムさん、額を言うことはほとんどためらわれます」とオイゲンはうろたえ

て言った、「一千九百ターラーです」。
「一千九百ターラー」と巨人はびっくりして繰り返した、「それは大した額だ、一軒の

家に値する、それは人々が言うところの一仕事です」。
「そうなのです、シュトルムさん」とオイゲンは苦悶して続けた、「貴方が親切ですか

ら、私も言わざるを得ません。とても遺憾ながらそれほどの額だと。私はその借用証を書
く用意があります。ご希望の利子を付けましょう」。
「そうですな」とシュトゥルムは熟慮しながら言った、「利子については話さないこと

にしましょう。私のカールとそれは話せばいい。しかし借用証に関しては、それは立派な
お考えです。証書というのは生死故に大事でしょう。貴方と私の間ではこれは互いに必要
ありません。しかし私は思っているより先に死ぬかもしれない。しかし私が死んでも害は
ない。貴方が存命であるから、この話しは覚えておられよう。しかし貴方が死ぬ場合があ
る。これを私は案じていないが、いやその逆で」と彼は宥めて付け加えた、「しかしやは
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り貴方が亡くなられる場合があって、その時には私のカールが貴方の署名を手にすること
になって、これを手にして現れてこう申しましょう。『我らが若男爵様がここでこれを署
名された、それで支払って貰おう』と」。
「それでは私にその金を貸してくださるご好意がありますか」。
「好意ではありません」とシュトゥルムは断って言った、「私の責務です。この件は一

仕事ですし、私の小人は貴方の行政官ですから」。
感動してオイゲンは巨人の笑顔を見た。「しかしシュトゥルムさん、私はその金を早速

明日入用なのです」と彼は言った。
「勿論です」とシュトゥルムは答えた、「それは私には構わないことです。いらしてく

ださい、男爵殿」。彼は明かりを取って、小部屋に案内した。「申し訳ない、ここはとて
も雑然として見えましょう。私は独り身で、日中はずっと仕事しています。御覧なさい、
ここに金庫がある」。彼は鉄の箱を取り出した。「悪漢も手を出せない」と彼は自負して
付け加えた、「私の他町の誰一人として動かせないし、誰も開けられない。この錠は私の
亡き妻の父親の手による傑作ですから。私以外にこの蓋を持ち上げられる者はほとんどい
ない。悪漢が何人来ても、とても厄介な仕事になろう。詐欺師やそんな連中からここの金
は安全だと思われるでしょう」と彼は凱歌を上げて言った。彼はまさに鍵を錠に差し込も
うとしていた。「待った」と彼は遮った、「まだ一つある。男爵殿、私は貴方のことを、
私のカール同様に信用しています。これは自明なことだ。しかしその前にこの質問に答え
て頂きたい。貴方は果たして男爵の若君かな」。
今やオイゲンは微笑できた。彼はポケットに手を入れて、言った。「ここに私の任命書

があります」。
「いや、光栄なことです」とシュトゥルムは応じて、書類を丁寧に握って、用心して名

前を読み、それからその下に記載されている特徴を見て、頭を傾げて、二本指で大いに敬
意を表して返した。
「そしてここに」とオイゲンは続けた、「たまたまヴォールファルトの手紙をポケット

に持っています」。
「なるほど」とシュトゥルムは叫んで、宛先を見つめた、「これは彼の直筆だな」。
「ここに彼の署名があります」とオイゲンは言った。
「貴方に謹んで敬具、 ヴォールファルト」と巨人は読んだ、「いや彼がこう書いてい

る以上、これは本物と思ってよろしいでしょう。 ー それで手順は片付いた」と彼は宣
言して、箱を開けた。「ここに金があります。それで一千九百ターラー」。彼は五個の大
きな袋を箱から持ち上げ、気持ちよく片手で掴んで、オイゲンに渡した。「ここに一千で
す。
オイゲンは袋をしっかり持とうとして出来ないでいた。
「いや、こうしましょう」と巨人は述べた、「私が馬車まで運びましょう。残りは担保

証券となります。これは百ターラーよりも若干価値が低い。勿論お分かりでしょう」。
「構いませんよ」とオイゲンは言った。
「構わないことです」と巨人は言った、「それを借用証に記載してください。それで仕

事は無事終わった」。彼は金庫をまた閉めて、ベッドの下へ押し込んだ。
オイゲンは心が軽くなって部屋の中へ入った。「今度は私が袋を馬車へ運びましょう」
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とシュトゥルムは申し出た。
「まだ借用証が残っています」とオイゲンは思い出させた。
「その通り」と巨人は頷いた、「ちゃんとしなくてはいけない。私の粗いペンで書ける

か試してください。こんな高貴な来訪を受けると分かっていたら、もっと良いペンをシュ
レーターさんから借りて来ていたでしょうが」。
オイゲンは借用証を記した。その間彼に向かい合ってシュトゥルムはビールジョッキの

傍らに座っていて、快適な気分で見守っていた。それから彼は馬車まで彼に付いて行き、
別れ際に言った、「私の小僧とヴォールファルトさんに本当によろしく伝えてください。
カールにクリスマスにはツリーのことで会いに行くと約束していたのです。しかしもはや
健康が許さない。四十九歳を過ぎてしまった」。

その後数日してオイゲンはアントン宛に手紙を書いて、自分は父親のシュトゥルムから
一千九百ターラーを借用証と引き換えに借りたと手短に述べた。「この件を始末して欲し
い」と手紙は結んであった、「勿論私の父上には内緒だ。善良な、おどけた奴さんだ、老
シュトゥルムは。貴殿らの許に戻ったとき、軽騎兵の彼の息子に何か素敵なものを持参し
たいから、考えておいておくれ」。
激昂してアントンはこの手紙をテーブルに投げた。「奴等は救いようがない。商店主の

言う通りだった。金で買える踊り子のための黄金の腕輪代や、だらしない戦友との賽子の
ために彼は金を浪費して、その高利貸しの借金を正直な労働者の実直な稼ぎで支払ってい
る」。彼はカールを部屋に呼んだ。
「私はそなたをこの混乱の中に引き入れたことを時々相済まなく思っている。今日は不

当なことをしてしまったと深く感じている。起きてしまったことをそなたに話すことが恥
ずかしい。若ロートザッテルがそなたの父親の善意を利用して、一千九百ターラー借りた
のだ」。
「私の老父から一千九百ターラーか」とカールはびっくりして叫んだ、「私のゴリアト

はそんな大金を貸せたのか。私に対しては何の蓄えもないかのような振りをいつもしてい
たぞ」。
「そなたの遺産の一部が何の価値もない借用証と引き換えに渡されたのだ。この軽率な

借用者がこの件を取るに足りないことのように扱っているから更に腹立たしい。そなたの
父親はその件について手紙で知らせていないのか」。
「老公がか」とカールは叫んだ、「そんなことは絶対しない。 ー 貴方がこの話しに

とても立腹しているのがただ気がかりだ。後生だから、騒がないでくれ。この家にはどれ
ほど暗雲が垂れ込めているか、貴方が最も良く分かっていよう。私のせいでご両親の心痛
を大きくしないでくれ」。
「これを黙っていることは」とアントンは答えた、「劣等な悪事の片棒を担ぐというこ

とだ。即刻そなたの父親に、将来二度とまた好意を見せてはならないと書くことだ。この
手の貴族は、次の機会またそなたの父親の許に出掛けるからな」。
その後アントンはオイゲン宛に書いた。「貴方の借金を始末することはできない。父親

殿にその件は内緒であるというのであればできない。それに父親殿に話しても、この借金
の埋め合わせをどうしたらいいか少なくとも私には分からない。貴方が行政官の父親シュ
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トゥルムの許で得た貴方の借用ははなはだ不当なものであると言わずにはおれない。そう
でなくても貴方と貴方の父親殿はこの息子の献身的活動に大いに謝意を表すべきであっ
て、この息子が当地の状況下で得ているわずかの報酬は不十分な償いにしか思えない。そ
れ故、少なくとも積込み人シュトゥルムに与え得る限りの保証を用意するよう切にお願い
する。つまりこの保証は貴方の父親殿による借用の認定に他ならない。私が言いたいのは、
貴方自身が男爵殿に肝心のことを知らせることが最も合理的であろうということだ。この
ことを貴方の来訪時まで引き延ばすことのないようお願いする。この件が片付けられない
まま週が過ぎて行くと、私にはどの週も一つの瞞着の延長のように見えるからで、この瞞
着は貴方にふさわしいことではない」。そしてカールにアントンは言った、「彼が父親に
告白をしなかったら、彼が来訪した最初の日に、男爵に対し、彼のいる場で借用証のこと
を知らせよう。それに反対するなよ。そなたはまさにそなたの父親に似ているからな」。
この手紙の結果は、オイゲンがアントン宛にもはや全く手紙を寄越さなくなって、父親

宛の次の手紙で、若干の全く明瞭とは言えない文を付け加えたということであった。つま
りヴォールファルトは、自分らが若干恩義のある男であるが、ただ劣等なことは、このよ
うな人間の場合そうしたことで思い上がりが生じて、家庭教師風な調子が耐え難くなるこ
とがある。最も良いのは、このような人間に対しては礼儀正しく厄介払いすることである、
と。この見解はいたく男爵の気に入って、彼はこれを高く評価した。「オイゲンはいつも
正しく判断する」と彼は言った、「私も自分でまた農園を見通せることができて、ヴォー
ルファルト殿を解雇できる日が間近であるよう心から願っている」。
手紙を夫に朗読していた男爵夫人は、こう返事した。「ヴォールファルトがいつか私ど

もから去ることになったら、とても寂しく思うことでしょう」。それから彼女は手紙をた
たんで、自分のドレスのポケットに隠した。
しかしレノーレは自分の不満を抑えきれず、黙って部屋を去って、農園中庭にアントン

を探した。
「オイゲンと何かあったの」と彼女は彼に呼びかけた。
「貴女に私のことで不満を言ったのですか」とアントンは返事した。
「私宛ではないけれど」とレノーレは答えた、「でも両親宛の手紙で、普段は好意的な

のに、違う風に貴方のことを書いてきたの」。
「ひょっとしたら偶々かもしれない」とアントンは答えた、「あるいは虫の居所が悪か

ったか、それはよくあることだから」。
「それ以上のことよ、知りたいわ」。
「それ以上のことでしたら、彼自身に聞かれることです」。
「それでは、ヴォールファルト」とレノーレは叫んだ、「オイゲンは何か不当なことを

したのね。貴方はご存じでしょう」。
「それは何であれ」とアントンは真面目に答えた、「私が秘密にすることではありませ

ん。私の秘密ならば私は隠しはしないでしょう。貴方の兄上には私は正直に振る舞ったと
信じてください」。
「思うに私の貴方のために何の役にも立たないわ」とレノーレは叫んだ、「私は何も知

らされないし、何も分からない。私はこの不安の多い時代に、貴方が不当な目に遭ってい
るのに、怒ることしかできない」。
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「しばしば」とアントンは続けた、「私は貴方の父親殿のご病気のせいで、私に課され
ている責任を危うい重荷と感じています。父親殿の不機嫌は勿論時に私にも向けられます。
私は不愉快なことも言上しなければならないのですから。これはやむを得ません。貴女と
男爵夫人が、私は能う限り貴方らのために行動しているという確信をゆるがせにしないか
ぎり、厳しい時間に耐える勇気を得ています」。
「私の母は貴方の人柄を知っています」とレノーレは言った、「一度も私には貴方のこ

とを話しません。しかしテーブル越しに貴方の顔を見ている母の視線でそのことは分かり
ます。母はいつも考えていることを隠そうとしています。その苦しみや心配事を。今、母
は普段よりももっと隠しています。私に対してもです。白いヴェール越しのように私は母
の純な姿を見ています。母の体はとても弱ってきていて、私は母を見ていると時々目に涙
が浮かびます。母はいつも優しいこと、分別のあることを話しますが、多くのことに無感
動に見えます。私が話すとき微笑していても、陽気さも心苦しいのかと思われます」。
「そうですね」とアントンは悲しげに叫んだ。
「母はただ父の世話だけのために生きていて、心で何を苦しんでいるのか、誰も分かり

ません。娘の私にも分かりません。母は天使のよう、ヴォールファルト、ただ心ならずも
この世に留まっている天使のよう。私はほとんど役に立たないけど、そう感じます。私は
どうしようもない。私には母をとても素敵にしているものすべてが欠けています。自制心、
冷静な挙措、魅力的作法が欠けています。 ー 父は病気で、兄は軽率、母はどんなに愛
してくれても私には心を閉ざしています。ヴォールファルト、私は本当に一人っきり」。
彼女は井戸の縁に寄りかかって、泣いた。
「ひょっとしたらそれが最良かもしれません」とアントンは井戸の反対側から温かく共

感して慰めた、「貴女は力強い性情で、思うにとても情熱的感情を有しておられますから」。
「私はとても立腹するかもしれないし」とレノーレは涙ながらに賛同して言った、「ま

たとても無鉄砲になるかもしれない」。
「貴女は何の心配もなく、幸せな状況で大きくなられました。貴女の生活は軽快に一つ

の遊びのようでした」。
「勉強はとても難しくなってきていて」とレノーレが口を挿んだ。
「貴女は少しばかり本性が野蛮で高慢になる恐れがあったと思います」。
「そうだったかもしれないわ」とレノーレは言った。
「今や貴女はとても厳しい時代を耐えて行かなければならなくなりました。現状はここ

ではとても深刻に見えます。こう言って良ければ、お嬢さん、つまりまさに貴女はここで
男爵夫人が上流社会で獲得なさったことを見いだされることでしょう。挙措と内面性です。
時々、貴女は変わられたと思うことがあります」。
「私は多分以前は本当にどうしようもない野生児だったのでしょうね」と涙と共に笑い

ながらレノーレは尋ねた。そしてアントンを正直にではあったが、少女らしいいたずらっ
ぽい仕草で見つめた。アントンはこの瞬間いかに彼女が愛敬があるか、言わないよう堪え
なければならなかった。しかし善良な少年は勇敢に自制し、できるだけ冷静に言った、「お
嬢さん、そんなに悪くなかったですよ」。
「それで貴方はご自分のことを分かっていますか」とレノーレは冗談で尋ねた。「貴方

は、オイゲンが書いてきているように、小さな学校教師よ」。
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「そんな風に書いてきたのですか」とアントンはほっとして叫んだ。
レノーレは突然真面目になった。「彼のことを言うのは止めましょう。彼の手紙を聞い

てここに来たの。貴方にこう言うためよ。私はこの世で、私の善良な母を除いて、他なら
ぬ誰よりも貴方を信じている、と。私は生きている限り、いつも貴方を信ずるつもりだ、
と。貴方の信頼を揺るがすものは何もない、と。私はこう確信しています、貴方は私ども
がこの苦境で得ている唯一の人間だ、と。誰かが貴方を心の裡で言葉で侮辱したり、たと
えただ志操のせいで侮辱しても、私は貴方に跪いて許しを請いたい、と」。
「レノーレ、お嬢さん」とアントンは幸せになって叫んだ、 ー 「それ以上仰有らな

いでください」。
「更に言いたいわ」とレノーレは続けた、「私はとても賛嘆しています。貴方がとても

しっかりと私どもの許で道を進んで行き、品位を損なうことなく、すべての人に話をつけ
ていることを。そして貴方は、これらの荘園に秩序をもたらして改善しているただ唯一の
方だということを。これは私が心に思っていたことで、今話したのよ、ヴォールファルト」。
「有り難う、お嬢さん」とアントンは答えた、「貴女の言葉で一日が楽しくなります。

しかし私は貴女が思われるほどしっかりもしていなくて強くもありません。この荘園を見
て、いつか起こるに違いないことを考えると、私は毎日、ここで根本的に助けられるのは
自分ではないと次第に感じています。貴女が男爵の娘ではなく、男であればと願えるもの
ならば、そのとき私はこの荘園の耕地を去って行くことになりましょう」。
「そうよね」とレノーレは言った、「私の昔からの悩みよ。私どもの先の行政官もすで

に私にそう言っていました。刺繍模様に取りかかっていて、貴方がシュトゥルムさんと田
畑に出掛けるのを見ると、私はとても熱くなって、私の無益ながらくたを投げ棄ててしま
うの。私はパンを食うことしかできないし、レースのために金を使うことしかできない。
それにレースのことさえまだ分かっていないと母には言われるの。でもこんな不器用者を
貴方の女友達として我慢して頂戴ね」。そう言って、彼女は彼の目を誠実に見た。
「何年も前から私は貴女の友情を私の心の中で大きな幸せと感じてきました」とアント

ンは感動して叫んだ、「いつも、この時に至るまで、心の裡で自分を貴女の忠実な友と思
うことは私の心の喜びでした」。
「それでずっと私ども二人の仲はそういうことにしましょう」とレノーレは言った、「や
っとまた心が落ち着いた。もはやオイゲンの愚かないたずらを怒らないでください。私も
そうしない」。
かくて両人は無邪気な子供達のように別れた。情熱が隠そうとすることを互いに語って、

甘美な快適さを見いだしている子供達のように。

5.

ピックスとシュペヒトの間の敵意は再び明るく燃え上がった。しかし今回シュペヒトは
一人っきりではなかった。四重唱が味方であった。というのはシュペヒトが侮辱された感
情は、四重唱が認知していた感情であり、その歌によって清められていた感情であったか
らである。シュペヒトは恋をしていた。この状態は活気ある男衆の許では奇異なものでは
ない。いや、彼の生涯の主要内容は永遠にゆらめく恋の感情であったと言えるであろう。
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この感情は、ウェスタ[竈の女神]の炎のように、詩的炎として燃えて、この炎の周りでは
決して毎日の生活の実用的料理鍋とか、結婚や独自の家政の考えは設置されないものであ
った。シュペヒト氏の愛は永遠のものであった。しかしその火が燃え上がる対象の女神は
しばしば変わった。彼の視界に入るレディーは皆、次々に彼から崇拝される栄誉を受けた。
叔母さんでさえ、しばらくは彼の夢想の対象であった。当時、この崇高な、しかしもはや
青春の若さはないサッフォーの辛い話しが彼の心を感動させたときのことである。
しかし今回シュペヒト氏の愛情は堅牢な土台を有していた。彼は若い女性を発見した。

裕福な家持ちの女性で、ある毛皮商店の未亡人であった。丸い頬と両の好意的な胡桃色の
目をしていた。彼は彼女を劇場や公園で追いかけ、許される限り、彼女の窓辺を通り過ぎ
て、彼女の心を揺さぶるために彼の発案力の及ぶ限りのことをした。彼は彼女の諦念した
人生の平穏を無数の匿名の恋文で妨害した。その恋文ではある匿名の者が、詩や散文で、
彼女が自分を蔑むならば、この人生の味気なさを未知の彼岸と取り替える意図を発してい
た。当地の報知新聞で、新鮮なキャヴィアや鱈、求人に混じって、読者が驚いたことに数
多くの詩的作品が掲載された。その作品ではこの若い未亡人の名前アデーレがあるときは
詩行の先頭に、あるときは主要語句の列に沿って厚い活字で出現するものであった。よう
やくシュペヒト氏は四重唱に自分の情感の発露を抑制できなくなった。まず最初彼はリー
ボルト氏に打ち明けた。ある晩、バス歌手達が仲間として、炎の愛の歌の歌唱のとき支援
した夜、このバス歌手達にも敢えて告白した。自分は大いに論評されているアデーレの詩
の作者である、と。バス歌手達は自分達の帳場からかくも画期的な出来事が生じたことに
驚いた。確かに彼らはしばしばこれらの語句について他の男衆と微笑を交わしていたし、
一方シュペヒト氏は心の裡で帳場での批判に呻き声を上げていた。しかし今や彼らは自分
達の一人がこの犯人であると知ると、団結心が芽生えてきた。彼らは彼の告白を好意的に
聞いた。この出来事は彼らには非実際的には見えなかった。未亡人は可愛かったし、一軒
の家を有していたし、伝え聞くところによると、その上かなりの資産家であった。それ故
彼らは決心して、同僚にシュテントヘン[セレナーデ]の協力を拒まないことにした。未亡
人の家の夜警人は四グロッシェン貨幣を数個得て、シュテントヘンが行われ、未亡人の寝
室の窓の開き窓の戸が開き、数瞬間、暗闇に何か白い影が見えた。シュペヒトは至福に漂
った。そしてこの状態は人間に沈黙を強いるに適しておらず、彼は他の同僚達にもこの神
秘的仄めかしを敢えてする無分別を犯した。それでピックスは事情を察した。
今や当地の報知新聞上で奇妙な[猫と鼠の]嘲弄遊びが生じた。神秘的広告が現れて、そ

れによってS氏とかが、町のあらゆる離れた地に呼び出されて、そこで彼にとって大事な
人と会うことになった。シュペヒトは毎度赴き、そこで求める女性に決して出会わないこ
とになった。彼がこのとき探してみると、まことに不快な目に遭った。彼は寒さや突風に
苦しんだり、話しかけた見知らぬレディー達からつっけんどんに撥ね付けられたり、変装
した美女と思った靴屋の少年から顔に煙草の先を投げつけられたり、袋小路で不審な見張
りを頑張って、警察のスパイと見なされ、邪険に罵られた。勿論彼は彼の方で地方紙にこ
の約束をした女性の不実に対し、ヴェールを被せた、しかし強力な苦情を載せた。この苦
情の結果詫びが掲載され、新しい可能性が暗示された。しかし彼は求める女性を見いだせ
なかった。
このことが数週間続いた。そしてシュペヒトは運命の絶えざる嫌がらせに興奮し、これ
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はバス歌手達にとってさえ不気味なものとなった。
ある朝ピックスはいつものように玄関に立っていると、上品な丸っこいレディーが胡桃

色の目をして、豪華な毛皮をまとって、店の中へ入って来て、怒ってシュレーター氏を問
い合わせた。
「シュレーターさんは今不在です」とピックスは言った、「何のご用でしょうか」。彼

は黒い筆を脇に置いた。この余所の女性が話すのをためらっていたので、彼は命ずる手の
仕草で、店の下僕や樽の混雑の中から広い商品のドームへ逃れ出るように強いた。彼の落
ち着いた権威ぶりにレディーは恐縮して、ドームに入り、今やピックス氏が少しばかりお
辞儀して、素っ気なく繰り返した。「何か弊店にご用でしょうか」。
「店の代表の方と話したいのです」とレディーは新たに始めた。
「私はその代理を務めています」とピックスは元帥の眼差しで言った。
余所の女性はおずおずと彼を見つめていて、ようやく始めた。
「貴方の帳場のある男衆のことで苦情を申しに参りました。かなり前から私はからかい

や厚かましさの対象になっていまして、今や私は町の噂になろうとしています。私は見知
らぬ筆跡の手紙や詩を受け取り、新聞では私の名前で妙な遊びがなされています。この恥
知らずな行いの張本人は貴方の店にいると知りました。罰して頂きたいのです」。
ピックスは関連を予感した。彼はチョッキに手を突っ込んで、更に尋ねた。「その男衆

の名前を言えますか」。
「名前は存じません」と未亡人は言った、「背が高くて、縮れ毛です」。
「痩せていて、長い鼻ですか」とピックスは尋ねた。「分かりました。奥様、今日から

煩わしいことはさせません。十分に仕置きを致しましょう。私が保証致します」。
「でも私はシュレーターさん御自身と ー 」と再び毛皮のレディーは始めた。
「貴女はそうなさらない方が良いでしょう。その若者は貴女に対して言いようもないや

り方で振る舞っています。しかし彼は貴女を侮辱するつもりでは全くなかったと貴女の心
は好意的に気付いておられましょう。彼は不器用で、作法を弁えていなかった。これは彼
の罪です。この哀れな人間は本気で貴女に対して病的な憧れにとりつかれているのです。
貴女と面識を得る光栄に与りまして、私はこのことを自然なことと感じます」。彼は新た
に礼をした、「申しましたように、彼には罰を与えます。しかしこのことは自然に生じて
いることです」。
この可愛い未亡人は当惑して立っていて、この気位の高い男衆に何と答えていいか分か

らなかった。
「同時に」とピックスは続けた、「面映ゆいことですが、貴女に我らの商会の名におい

て、お許しを請いたく存じます。我らの商会はほんの一瞬でも貴女を不愉快な思いにさせ
たことを、まことに遺憾に存じます。貴女のご尊顔から読み取れるご好意の気持ちが、我
らの店ととりわけこの罪人にお許しを賜うのであれば、私どもは嬉しく存じます」。
「私は勿論、一人の方の不作法な振る舞いに対して、他の方々に責任を取って頂こうと

いうつもりではないのです」と未亡人は言った。
「貴女の御厚志に対して心から感謝申し上げます」とピックス氏は凱歌を上げて続けた、
「そして奥様、こちらまでご足労かけたことに対し、今一度お許しを請います。ご尊名は
存じ上げないのですが。こちらは私の日用の必需品の小さな倉庫です」。
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「日用の必需品ですか」とレディーは繰り返して、ピックス氏の大層な必需品に驚いて
いた。ピックスはコーヒー樽に手を入れて、一握りの豆を黄金の雨粒のようにぞんざいに
樽の中へ返した。「ひょっとしたら貴女の家計で興味がないこともない品が若干あるかも
しれません」と彼は付け加えて、彼の商品を軽い手の動作で紹介した。
可愛い毛皮商の未亡人は現存のコーヒーの量に上品に賛嘆の言葉を発した。ピックス氏

は上等の品質の幾つかの種類へと案内し、ドミンゴ島の危うい象眼細工やジャワ島発送の
緑色のビーズに彼女の注意を向けさせたりした。レディーはこの男衆が素っ気なく発する
経済的教えに対してびっくりして興味深く聞き入っていた。
「私どもの商会は、貴女に少なくとも敬意のささやかな印の発送を許して頂ければ、嬉

しく存じます」と最後にピックスははなはだ丁重にお辞儀して言った、「ここで貴女の気
に入った品の若干の見本を発送することを私にお許しください」。
「それは受けかねます、あのーお名前は」とレディーは品位を持って答えた。
「私の名前はピックスです。発送のことは内々のことです。私どもは確かに長いこと小

売りはやっておりません。しかし自明のことですが、商店の個々のお得意様には口座を開
いております。貴女が将来いつか小さな買い物をなさりたい折りには、貴女に卸値でお世
話できますれば、私の幸せに存じます。言及された男衆に関しては、繰り返しますが、十
分にお仕置きをしておきましょう。私自身が保証致します」。
「まあ殿方、感謝申し上げます」とレディーは好意的に微笑して、宥和した気分で店か

ら離れた。
ピックスは帳場に入って、シュペヒトを脇に呼んだ。「貴方は結構なことをしてくれた

な」と彼は厳しく言った、「貴方には雷が落ちそうで、貴方の写字台から投げ出されると
ころだったぞ。若い未亡人がここに来て、貴方をシュレーターさんに訴えると息巻いてい
た。貴方に激怒していたぞ。上品なレディーをどうして地方紙のありふれた愛の誠の対象
にするようなことができたのだ。恥を知れ、シュペヒト」と彼はものすごい剣幕で叫んだ。
シュペヒトは恐怖で言葉を失った。「彼女が新聞で始めたのだ」ととうとう途方に暮れ

て叫んだ、「彼女が私を指定したのだ。最初は劇場に、その次は遊歩道の白鳥の家に、そ
れから塔の上へと、眺めを楽しむために」。
「へっ」とピックスは律儀に怒って言った、「冗談好きが貴方に下手ないたずらをした

のに気付いていないのか。レディーは貴方の振る舞いをとても嘆いていたぞ。打ち明けて
言うと、貴方のことで泣いていた」。 ー シュペヒトは両手を揉んだ。
「私は出来る限りのことをして、彼女を落ち着かせた。私は貴方の名前にかけて約束し

て、今日から地方紙のことや彼女の平穏を乱すことは一切しないと。そうしてくれよ、さ
もないと、シュレーターさんがこの話し全体を知ることになるぞ」。
「私は落ち着いておれない」と不幸なシュペヒトは叫んだ、「私がどんな気持ちか分か

らんだろう」。
「好きなだけ感ずるがいい」とピックスはむごく酷薄に言った、「今後一行でもアデー

レ宛、印刷させるようなことをしてはいかんぞ。さもないと私が相手ということになるぞ」。
そう言って彼は怒って外に出て、シュペヒトを絞首刑者の心持ちと大して変わらない状態
に落とした。
シュペヒトが四重唱と、この状況の下どうすべきか協議している間に、ピックスは行動
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した。一人の商店の下僕が夕方頃大きな荷物を丁重な挨拶と共に未亡人の家へ運んだ。そ
してピックス氏は良心的に発送を自分自身の負担と書かせていた。同じ夜、彼は未亡人に
表敬訪問をして、罪人は厳しく咎められて、彼女の日夜の平静さが取り戻されると報告し
た。次の日曜日、彼自身未亡人の許でコーヒーを飲んだ。未亡人は一人の女友達を用心に
招待していた。その後四週間してレディーの褐色の目と彼の専制的な本性ははなはだ密接
な関係になって、彼は最良の盛装をして、彼女の許へ出掛け、彼女に結婚の申し込みをし
た。この申し込みは受け入れられた。ピックス氏は正式な新郎となり、衣蛾や毛髪にもか
かわらず、毛皮商を新たな軌道に乗せ、自ら店の中心人物となる決心をした。
彼の名誉のために伝えなければならないが、彼はこの件の事情をまずシュペヒト氏に伝

える義務を感じ、その際シュペヒト氏に、勿論一種の弁解と解し得る若干の言葉を恵んだ。
「偶然の意志のせいなのだ」と彼は言った、「分かってくれ、シュペヒト、平静に受け入
れてくれ。彼女と結婚するのは少なくとも貴方の同僚の一人になると考えなければならん
ぞ」。
「しかし私じゃない」とシュペヒトは我を忘れて叫んだ、「貴方が結婚するんでは慰め

とはならん。貴方は私に対して裏工作をしたと案じられるから」。
「まあまあ、シュペヒト」とピックスは後悔して言った、「良い奴として行動すること

だ、貴方は実にそうだからな。そしてすぐ別な女性に惚れることだ。貴方にとっては造作
ないことだろう」。
「貴方はただ簡単なことと思っている」とシュペヒトは怒って叫んだ。
「勿論そうだ」とピックスは言った、「ただ本気になりさえすればな。我々は昔からの

馴染みだ。私の結婚式では欠席してくれるなよ」。
「そんなことまで」とシュペヒトは叫んだ。
「私のために婚礼前の騒ぎの夜を演出してくれ。貴方らはそのようなことはお手のもの

だ。貴方には花嫁の付き添いをして貰おう。急いで別の女性、貴方が詩を捧げられる女性
を探すことだ。アデーレというレディーか、ゲノフェーファというレディーか貴方には構
わんだろう」。
しかしこれはシュペヒト氏にとってどうでもいいことではなく、自分の敵ピックスの不

誠実に激しく怒った。そして今回は帳場の全員が彼の味方をし、ピックス氏は奥の家のす
べての部屋で冷たい利己主義者として判決を受けたので、痛々しい喜びを味わっていた。
しかし時は次第にシュペヒトの心に宥和の香油を滴らせた。未亡人は一人の姪を有してい
て、その目は青く、その髪は赤っぽい金色であると分かった。そしてシュペヒトはまずそ
の令嬢の雀斑を興味深いと思い、それから彼女の振る舞いを魅力的と思う風なことになっ
て、最後には自分の部屋で、ピックス氏の義理の甥になってはという考えを持ち歩くこと
になった。

商店主は肘掛け椅子に座って、物思いに耽って宙を見ていた。ようやく彼は妹の方を向
いて言った。「フィンクがまた消えた」と彼は言った。
ザビーネは糸玉を落とした。「消えたのですか、アメリカで」。
「彼の父の代理人が今日帳場に来た。彼の話しでは新たに父と息子の間で不和が生じた

そうだ。今回は、案ずるに、フィンクが商会よりも正当かもしれない。彼は突然商売の指



- 358 -

揮を放棄したのだ。彼の叔父が設立した大きな商会を強引な処置で解体にまで持って行き、
父親に対して自分の遺産分を断念して、姿を消した。ニューヨークからの確かでない情報
では、彼は内陸の荒野に入ったそうだ」。
ザビーネは緊張して聞いていたが、しかし一言も発しなかった。兄も黙っていた。「彼

はしかし強力な素地がある」とようやく彼は言った、「今の時代は彼のような素早い決断
力を必要としている。 ー ピックスも我々の許を去る。財産のある未亡人に結婚を申し
込んで、独立するつもりでいる。バルブスを彼の後釜にするが、代わりにはなるまい」。
「そうですね」とザビーネは苦しく言った。
「我々の許は寂しくなる」と兄は続けた、「私は自分の力の衰退を感じている。近年は

厳しかった。人の顔には慣れるもので、人間の弱点にさえ慣れる。自分の部下と結ばれて
いる絆が解かれるのは、店の長にとってさえしばしばどんなに辛いものか誰も考えてくれ
ない。ピックスには殊に他の誰よりも慣れていた。彼を失うのは私には辛い。それに私は
老いてくる。 ー 私は老いて、誰もいなくなる。私が逝ったら、暗い時代、おまえが店
に一人っきり残るのが分かる。孤独に残されて。私の妻と子供は逝ってしまった。おまえ
の花咲く青春に私は自分の希望全体をかけてきた。おまえの夫や子供達のことを考えてき
た。可哀想に。それを心にかけながら老いてしまった。私の側を歩いてきてくれるが、優
しく微笑して、傷付いた心で、活動的に、同情して、しかし一人っきりで、大きな喜びも
なく、希望もなく、そんな具合にな」。
ザビーネは自分の頭を兄の頭に置いて、静かに泣いた。「失った一人の方が愛おしいの

でしょう」と小声で彼女は言った。
「彼のことは言うな、彼のことは思うな」と兄は陰鬱に言った。「たとえ向こうから戻

って来ても、我々のためには失われていよう」と彼は手で妹の頭を撫でて、帽子を握り、
部屋を去った。
「彼自身はいつもヴォールファルトのことを考えているのよ」と叔母さんは窓の壁龕か

ら叫んだ。「今日になってようやく老シュトゥルムにカールと荘園のことをあれこれ問い
質していた。この人のこと分からないわ」。
「私には分かる」とザビーネは溜め息を付いて、また手仕事のために腰を下ろした。叔

母さんは不平を言った、「あなた方は似たもの同士。あなた方とはある種の事柄について
話せない」。そして不機嫌に部屋を去った。
ザビーネは一人っきりで座っていた。暖炉では火が燃えて、時計の振り子は単調な拍子

で動いていた。「いつも去って行く、いや、いつも去って行く」とそう壁時計が呻いて、
人生の炎がこの壁の固く閉ざされた室内でかすかに爆ぜた、毎朝点火されては、毎晩燃え
尽きるものである。平然と真面目に両親の像が、この家の最後の子供を、動かずに、何年
も前から見下ろしていた。そのように彼女の青春は、真面目に、静かに、動かず、壁の絵
姿のように過ぎて行った。ザビーネは頭を傾げて、聞き耳を立てた。聞きなさい、子供の
口の陽気な笑い声、それがよちよち彼女に近寄って来て、巻き毛の頭が甘えるように彼女
の膝に収まる。二本の小さな腕が彼女の首へ求めて差し出される。彼女は下に屈んで、自
分の口の前の空気に接吻して、再び優しい音色に聞き耳を立てる。彼女の心を夢中にさせ、
目に喜びの涙を浮かべさせる音色である。いや、彼女は手で空気を掴んだ。彼女の膝に落
ちた涙しか現実ではなかった。
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このように長く彼女は座っていて、遂に夕方薄明かりが部屋に迫って来た。重たげに時
計の振り子は動き、暖炉の火は燃え尽き、最後の火花が微光を散らし、ますます壁の像の
輪郭はぼやけて行った。頭が次々に暗闇に消えた。部屋はますます薄暗くなり、孤独に、
単色に、明かりが尽きた。ますます窮屈に彼女は夜に閉ざされて、棺の蓋のように彼女の
頭と肢体は覆われた。
その時、外では老シュトゥルムの槌が陽気に樽の箍を叩いた。強く、重々しく、叩くた

びに、家の中庭や各部屋に響いた。ザビーネは起き上がった。「そのような運命だった」
と彼女は決然と叫んだ。「二回、私は恐れて、希望を抱いた。二回とも錯覚だった。今は
過ぎてしまった。私にとってすべてのあの人だけが私の人生に残っている。私はあの人に、
あの人が望んでいた夫を連れて来ることができず、子供の手があの人の首にかけられるこ
ともない。いや私どもの許ではこれまで通りに過ぎて行くことでしょう。ますます静かに、
ますます空虚に。でもあの人には私がいる。私の全生涯を捧げよう。お兄さん、あなたの
生涯と私の生涯に楽しさが欠けるともはや痛切に感じてはなりません」。
彼女は鍵籠を取って、兄の部屋へ急いだ。
一方叔母さんは、バウマン氏を訪問する決心を固めていた。
叔母さんとバウマンの間ではすでに長いこと一つの静かな了解が成り立っていた。運命

は彼が彼女の食卓の隣人となることを欲した。叔母さんが、昼食時の、つまり一日の最大
の出来事の際の、隣人の順番を振り返ってみると、順番に次第に陽気な気分が失われ、そ
れと共にキリスト教的敬虔さが増えて行ったという見解に達した。フィンクは罰当たりで
あったが、とても話題豊富であった。ヴォールファルトは徳操と上機嫌の面で一種程よい
均整があった。バウマンは最も敬虔であったが、最も寡黙であった。何でもありだと善良
な叔母さんは考えた。バウマン氏との彼女の会話は決して刺激的なものではなかったが、
啓発的であった。叔母さんも礼拝には重きを置いていたからである。そして月曜日両人は
こっそりと前日の説教について自分らの意見を交換した。しかし神学的会話の他に更に別
な絆が叔母さんとバウマンとの間にはあった。この絆はアントンと言った。叔母さんは相
変わらず、自分が不自然な別れと呼んでいるものに納得が行かなかった。アントンに生じ
た突然の支障の責任を誰に押しつけたらいいのか、店主のせいか、その通信員アントンの
せいか、確信を抱けなかった。ヴォールファルトのこの退去は不必要なもので、理解しが
たい、どの関係者にとっても不都合なものという確信を彼女は決然と保持していた。そし
てアントンを迂回路でまた店に連れ戻すべく、優しい目配せや女性的説得が、男性の気難
し屋達の決意を翻意できる範囲で活動していた。それ故彼女はアントンの旅立ちの後、最
初から商店主にもザビーネにも敵対して、機会あるごとにアントンについて話し、アント
ンを称えてきた。しかし彼女は上手く行かなかった。商店主はいつも手短に答え、時々は
粗暴に答え、とりつく島がなかった。ザビーネは会話を逸らし、叔母さんが称賛の歌を始
めると、すっかり黙った。それでも叔母さんは騙されなかった。刺繍のカーテンはまぶし
い輝きを叔母さんの心に残していたのであり、この輝きで叔母さんはその時以来自足して
ザビーネを見ていた。叔母さんは、バウマン氏がアントンと文通している唯一の男衆であ
ると知っていた。今日彼女は、即刻すべての党派の石頭達に援助の手を差し出そうと決意
していた。それ故彼女はバウマン氏から借りていた小さな冊子、慈善協会の年報を手に取
って、無造作に奥の家の方へ行き、そこで通りがかりにバウマン氏のドアをノックし、バ
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ウマン氏に冊子を渡した。「とても結構なこと」と彼女は敷居で言った、「天がこの活動
に祝福を与えてくださいますように」。そして一枚の紙袋に協会のための少額を入れて、
彼の手に差し出した。「将来もこの寄付で賛同させてください」。バウマン氏は貧しい者
達の名で感謝した。その後叔母さんはドアで始めた。「貴方の友のヴォールファルトから
何か新しいことを聞きましたか。彼は世の中から消えてしまった。老シュトゥルムも何も
話せないでいるわ」。
「彼は忙しいのですよ」と言葉数の少ないバウマンは言った。
「でも、ここほどではないでしょう。仕事が問題なら、ここにずっといて良かったのに」。
「向こうで難しい責務を果たさなければならず、立派な仕事をしています」とバウマン

氏は用心して続けた。
「立派な仕事と仰有るが」と叔母さんは叫んで、興奮して部屋に入り、背後のドアを閉

めた。「彼がここで果たすべきであったことも、立派な仕事だったのよ。いいえ、悪く受
け取らないでください。こんなことまだ私には考えられません。彼がここを去ったとき、
まさに賢い男として、商店のあらゆる裏口まで心得た男として、最も必要とされている時
でした。彼が自ら独立したとか、結婚したのであれば、それはちょっと別でしょう。人間
は所帯を持とうとするし、彼も自らの店を持ちたいでしょう。そのようなことは神の意志
です。この場合私は一言も口を挿まないでしょう。でも帳場から羊や雌牛の下に、ポーラ
ンド人や貴族の許に行くこと、これは全く弁解になりません。その上、皆が好意を抱いて
いて、どの部屋でも可愛がられていた店から出て行くなんて。バウマンさん、私がどう思
っているか分かるでしょう」と彼女は熱くなって続けて、彼女の頭巾のリボンが揺れた。
「恩知らずと思います。 ー 今ここではどうなっているでしょうか。この店は全く荒れ
果てています。フィンクが去った、ヨルダンが去った、ヴォールファルトが去った、ピッ
クスが去った。貴方が、立派な男衆の第一帳場でまだ残っている唯一の方です。貴方でも
皆の代わりにはなれないでしょう」。
「なれません」と悲しげにバウマンは言った、「私もまた芳しくない状況にあります。

私は先の秋を、私がこの商会に留まる最後の期日と決めていました。それが春になろうと
しています。私は自分を呼んでいる声にまだ従っていないのです」。
「そんなことを仰有らないでください」と叔母さんはびっくりして叫んだ、「貴方まで

去るつもりではないでしょうね」。
「そうしなければならないのです」とバウマン氏は目を伏せながら言った、「私はイギ

リスの同志達から手紙を貰いました。同志達は私が煮え切らないので、叱っています。す
でに去っていないのは、大変な不正ではないかと案じています。しかしまた帳場に戻って
来て、一山の手紙やシュレーターさんの心配そうな顔を見て、この時節何と厳しいことか、
商会がその最良の働き手に関し何と不幸な目に遭っているか考えますと、いつもまたここ
に落ち着いてしまうのです。私も、ヴォールファルトがまた戻ればいいと願っています。
彼は商会に必要です」。
「彼は戻って来なければなりません」と叔母さんは叫んだ、「それはキリスト教徒とし

ての義務であり、責務です。そう彼に手紙で書いてください。 ー 勿論私どもの許は陽
気な生活ではないけど」と彼女は打ち解けて続けた、「彼は向こうではもっとましかもし
れません。ポーランド人の許で贅沢三昧でしょう」。
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「いや違います」と同じように打ち解けて、バウマン氏は答えた、「贅沢には暮らして
いません。案ずるに、苦しんでいて、難しい日々でしょう。彼の手紙はそれほど陽気なも
のではありません」。
「まあ、何てことでしょう」と叔母さんは言って、腰掛けながら、期待一杯にバウマン

の顔を見た。バウマンは自分の椅子をもっと叔母さんに近寄せて、そして二人の敬虔者は
声を抑えてささやかな好意的おしゃべりを続けた。
「彼は苦悶して書いています。彼は時節を陰鬱に眺めています」とバウマン氏は始めた、
「彼は新たな暴動と劣悪な歳月を恐れています」。
「まあ大変」と叔母さんは叫んだ、「もう十分体験済みですよね」。
「彼の暮らしている所は不穏です」とバウマン氏は続けた、「劣等の人々の許にいます。
向こうでは警察が不足しているに違いない」。
「向こうには恐ろしい盗賊の巣窟があります」と興奮した叔母さんは同意した。
「案じますに、彼の収入も劣等に見えます。最初はまだ何度か彼の慣れ親しんだささい

なものを若干、上等な紅茶や葉巻を手配してやらなければならなかったのです。最近の手
紙ではこう書いています。自分は節約し、そうしたものを諦めようと思う、と。金が少な
いのに違いない」とバウマンは頭を振りながら、続けた。「二百ターラー越えないでしょ
う」。
「苦しいわね」と叔母さんは叫んだ、「きっとそうに違いない。可哀想なヴォールファ

ルト、貴方が手紙を書くときには、ペコー[高級]紅茶の一箱と若干のハムを送りましょう」。
「ハムを田舎にですか」と懐疑的にバウマンは尋ねた、「思うに、豚は向こうで真っ先

に手に入りましょう」。
「でも彼は食べていない」と叔母さんは叫んだ、「いいですか、バウマンさん、即刻彼

にこう書くこと、つまりすぐに戻りなさいと書くことはキリスト教徒の責務です。商会は
彼を必要としています。彼を要求しています。私が最も良く分かっています。どんなに私
の甥が心の中で、この時代のことを悩み、私どもの有してきた最良の男衆達の喪失を嘆い
ているか、ヴォールファルトをまた見たらどんなに喜ぶであろうか分かっています」。最
後のことは叔母さんの敬虔な嘘であった。
「そうは見えませんが」とバウマンは憂慮して口を挿んだ。
「今日になってようやく私の姪が兄に言ったのですよ。どんなにヴォールファルトが私

ども皆にとって好ましい者であったか、彼を失ったのは大変大きい、と。彼が向こうで義
務を有するのであれば、こちらでも義務を有するはずです。ここの義務の方がもっと古い」。
「私は彼に手紙を書きましょう」とバウマン氏は言った、「しかし案じますに、尊きご

夫人、大して役立たないでしょう。状況が悪ければ、彼は犂を手放さないことでしょう、
他人のために手を添えたその犂を」。
「彼は犂の人ではありません、ペンの人です」と叔母さんは苛立って叫んだ、「こちら

に属する人です。それ以外皆つまらぬことです。ここで上等の紅茶を飲み、立派な支払い
をするからと言って、義務を果たすことが少なくなるわけではありません。同じことです
が、バウマンさん、貴方もまたアフリカ行きの考えを抱いたらいけませんよ」。
バウマンは誇り高く優越感を抱いて微笑した。しかし叔母さんが部屋を去ると、それで

も忠実に腰を下ろして、アントン宛に叔母さんとの会話のすべてを書いた。そして付け加
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えて、いかに商会の生活が深刻なものになったか、いかに店主の顔は暗鬱に毎朝、前面の
帳場を通るとき、そこを眺めているか書いた。

荘園の雪は溶け去った。高く溢れた小川では雪解け水が溢れて、まだ風景は静かで、単
色であったが、大地の活気ある樹液はその最初の循環を木々の幹で始めて、小川の灌木で
は最初の尾状花序が見られた。冬の水は劣等な橋を押し流していた。アントンは城の間近
の小川の側に立っていて、労働者達を監督していた。彼らは新しい梁を置いて、厚板を打
ち付けていた。レノーレは彼と向かい合って、ある伐採された木の幹に座っていて、彼が
材木をツォル尺で測ったり、大きな鋸に鉛筆で印を付けるのを見守っていた。「最悪のこ
とは過ぎ去ったわ」とレノーレは叫んだ、「春がやって来る。すでに私は木々や芝が緑に
なるのを霊気で感ずるわ。陰気な城も明るい春になったら、今日よりももっと陽気に見え
ることでしょう。でも今、城がどんなか描いてみたい。私どもが貴方の庇護の下、ここで
過ごした最初の冬がどんなだったか、覚えていて欲しいわ」。
アントンは目を輝かせて眼前の美しい娘を見ていて、鉛筆で彼女の横顔を新しい板に描

いた。「似ていないわね」とレノーレは言った、「貴方は私の口をいつも余りに大きく描
いて、目を余りに小さく描いている。私に鉛筆を貸して、私の方がもっと上手いわ。静か
にしていなさいよ。ご覧なさい、これが貴方の顔、貴方の誠実な顔、空で描けるわ。 ー
万歳、町からの郵便だ」と彼女は叫んだ。鉛筆を投げ飛ばし、急いで城に駆けた。アン

トンは彼女に従った。というのは町からの郵便は、重たい小荷物を一杯にして、城の住民
にとっては、深い砂地を向かって来る船であって、閉ざされた島に世界からの良き品々を
届けるからである。城では男性は仕事から解放されて、レノーレは朗らかにロスミンに注
文していていたスケッチ用紙を手に取った。「ヴォールファルト、来て頂戴。城を最も良
く描ける場所を探しましょう。その絵を貴方の部屋の古い絵の代わりに掛けましょう。古
い絵は見るたびに、私は悲しくなる。昔は貴方が私どもの家を描いたけど、今度は私が貴
方のために描くわ。苦心して描くつもり。私もちょっとしたものと見て貰いましょう」。
このように彼女は楽しげにアントンに語りかけた。しかし彼は彼女の言葉を聞いていな

かった。焦って彼はバウマンの手紙を開封した。彼が読んでいる間に、彼の顔は内的動揺
で紅潮した。ゆっくりと深く物思いに耽って、彼は自分の部屋へ上がって行き、また下へ
戻って来なかった。
レノーレは下に落ちていた封筒を手に取った。「これはまた商会の友人からの手紙だ」

と彼女は悲しげに言った。「向こうから手紙を貰うたびに、彼は暗くなって、私に冷たく
なる」。彼女は封筒を遠くへ投げて、急いで馬小屋に行き、親しい馬、ポニーに鞍を置い
た。

6.

小さな郡中心都市ロスミンの市場の日であった。古来、市の日は周辺の農民にとって格
別な意義の祭典であった。週の五日、農民はキャベツを作ったり、厳しい領主の夫役に就
いたりした。日曜日には自分の心を聖母マリアと自分の家族と居酒屋に分割した。市の日
には自分の共同体の境を越えて、大きな世界へと向かった。その日は農民も自分を見知ら
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ぬ者達に対して売り買いをするずる賢い男と感じて、普段は決して出会わない知人達と再
会し、異郷からの新しい品を眺め、別の町や国々のことを耳にし、他人が彼のために発明
したものを、心ゆくまで享受した。この日の夕方には遠い世界のニュースが僻地の森の村
にまで、小屋の隅々にまで、郡のすべての個々人の心にまで飛び込んだ。まだスラヴ人の
みが大地に座していて、百姓は農奴として汚い麦わら屋根の下にいて、貴族が高慢に木造
の宮殿に住んでいた昔からすでにそんな具合であった。昔、今ロスミンと呼ばれる所は広
大な田畑であった。ひょっとしたら一軒の礼拝堂が恵み深い像と共にあったか、あるいは
更に異教徒の時代からの強大な樹木や、あるいは長い髭の仲間よりももっと先を見る賢明
な領主の館があったかもしれない。当時はドイツ人商人が国境を越えて、馬車や従者と共
に市へやって来た。ドイツ人は十字架像やあるいはスラヴ人の剣の庇護の下、彼の長持ち
を開けた。故郷の勤勉の諸成果、布類、多彩な服、襠のある靴下、ガラスや高価な珊瑚の
首飾り、聖人画、教会用具、更にはまた口蓋を喜ばせるもの、つまり甘い焼き菓子や余所
のワイン、良い香りのレモンが安売りされ、これに対して、この地方の産物が交換された。
つまり羊毛、ハムスターの毛皮、蜂蜜、穀物、家畜等々。ほどなくして、商人の隣に職人
達もその工房を開き、ドイツ人の靴屋が来、ボタン職人、ブリキ職人、金具職人が来た。
テントや小屋は次第に堅牢な家々に変わって、家々は四角形に大きな市場広場を囲み、こ
の中央広場では数百の荷を積んだポーランド人の馬車が占拠することになった。余所から
の移住者は固く結束した。彼らは地所を買い、スラヴ人の土地領主から都市権を購入し、
ドイツ人の都市の雛型に倣って規約を作成した。新しい市民達は市役所を大きな四角形の
中央に築き、それに続き一ダースの商人や居酒屋亭主の家々が建てられ、市場の輪が閉ざ
された。中庭や奥の建物、露地の周辺に市壁が築かれ、故郷の慣習に倣って、二つのアー
チのある市門の上には多分見張り塔も設置され、下の方には税官吏が住み、上には見張り
が住んだ。そして森や荒野の外部では不思議そうに語られた、いかに速やかにこの男達は
異国語に馴染んで育っているか、そしてその市門を通る農民は彼らに銅貨を橋通過税とし
て支払わなければならない、いや強力な者、貴族もやはり支払わなければならないのだ、
と。周辺の幾多のスラヴ人も運命によって町の市民に属することになった。彼らと同化し
て行った。彼ら同様職人や商人、市民となった。かくてロスミンが生じた。古いスラヴの
土地の多くのドイツ人の町と同様であった。かくてこれらの町は最初からそうであったよ
うに、そうであり続けた。大平原の市場であり、ポーランドの農産物がドイツ人の産業の
発明物と交換される土地であり、ドイツ人がスラヴ人に対して設置した固い網の結び目で
あった。無数の糸が集まって来る人為に満ちた結び目で、それを通じて平原の小さな労働
者達は、他の人間達と、つまり教養や自由、文明化された国家と結ばれるのである。
相変わらずロスミンの市の日は周辺の最大の日である。早朝から数百の籠馬車が農作物

を載せて町へ向かう。そして袋の上に高く肩幅の広い百姓と百姓女将が座っている。しか
しもはや農奴がその支配者の疲れた駄馬を鞭打つのではない。自由民として生まれたスラ
ヴ人の子が立派な馬を御している。その馬の父はそれどころか[ドイツ]国王の雄馬なので
ある。貴族のバネ付き馬車が側を通るとしても、若者は自分の馬を更に速やかに駆けさせ
ることになる。若者が礼儀正しければ、単に少しばかり帽子を触るだけである。すべての
通り、野原の道で町へ向かう卑小な人々は、鵞鳥を一輪車に乗せて、妻は籠に雌牛のバタ
ー、液果、茸を入れており、その全く下の底の方にはひょっとしたら秘かに兎がいるかも
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しれない、その夫が棒で撲殺したものである。郊外のすべての飲食店では馬の外された馬
車の群れがあり、どの居酒屋のドアも出入りする人々で混んでいる。市場には穀物馬車が
びっしり並んで乗りつけて来ており、大きな広場では丸い袋や連獣で一杯であり、各種サ
イズのすべての色合いの馬が立ち並んでいて、縁の上等の場所には貴族の農園馬車もある。
そして四角形の中、百もの馬車、下僕達や馬の頭、干し草の束の間をウナギのように滑ら
かにユダヤ人の支配人がすり抜けて行く、すべてのポケットに穀物見本を入れて、二ヵ国
語で尋ねたり答えたりする。スラヴ人の白い上っ張りと青色の飾り帯の上着、そして孔雀
の羽根付き帽子の傍らにドイツ人の入植者達の単調な濃い青色が見える。その間に近くの
駐屯地からの兵士や町の住民、農園の役人や地方貴族の貴顕がいる。市場の片隅には大き
な馬に高く崇高に警察が座っており、警察は今日は励んで、彼の声が通りへの侵入を妨げ
ている馬車の混雑に対し命令口調で響いている。
町の至る所で商店が開いており、店の前では小売りの者達がテーブルや樽に商品を展示

している。悠然と農夫が、その小屋の女達を従えて、陳列棚の列を沿って行き、短く命令
して女達を集める。女達は物欲しげに立ち止まって、色々な更紗や布類、スカーフが並べ
られている所に頭を寄せ合う。しかしまた農夫のわざとらしい平静さは、賛嘆の声を発し
て、鋼製品のテーブルの前とか、馬具の所とか、肉屋の大きなハムの前で止むことになる。
長いこと、購入が決まるまで、吟味される。多分に五分間農夫は鋸の鋼の面をあちこち触
っていて、商人が退屈してその品を手から奪う。するとようやく農夫は購入を決心する。
ほとんどそれほど長く彼の妻は陶器の鍋を叩いていて、ある箇所で不審な物音がして、ひ
び割れがないか確かめている。購入の楽しみは千もの品が一言で売り渡されるときよりも
はるかに強く感受される。知人の男とか、別の村からの親しい友が購入者達に近寄って来
ると、いつも静かに迎えられる。それから声高な挨拶となり、女達が寄って来て、ニュー
スが口から口へと告げられ、結局一行全体が一緒に商品見物を続行する。ようやく疲れた
者達は、中のはじけたソーセージに大理石模様の詰め物が入っていて、快く誘っているテ
ーブルの前で立ち止まる。あるいはゼンメル[巻きパン] の山が置かれ、樽に永遠に願わ
しいニシンが見られる所である。ここで最後の購入がなされ、それから料理屋に移り、白
ワインの瓶が満たされる。しかしベンチに席はないので、この家の隅に落ち着き、ゆっく
りと食事がなされる。白ワインの瓶が回され、頬が赤みを帯び、物腰がより活発になり、
会話はより甲高くなる。男達は互いに接吻をし始めて、昔からの敵同士は互いに喧嘩を仕
掛ける。更に通りではどの居酒屋の部屋からも無駄口や叫び声が聞こえてくる。一方別な
仕事を持つ者は、この仕事に取りかかる。ある告訴を準備している者は、今日裁判所に出
掛ける。税を支払うべき者は、今日支払いをする習慣である。すべての役所が今日は大い
に忙しい。すべての書記が今日は指を使って、ペンを素早く書類上で動かそうとする。す
べての村長が今日は役所に現れて、名乗り出て、聴取する。ワイン酒場も一杯である。ワ
イン商のレーヴェンベルクは今日最良の儲けをし、ワインの傍ら、穀物や羊毛の大きな商
いもする。彼は金貸しであり、多くの荘園領主と昵懇の仲である。彼の大きな正面の部屋
では個々の客人が座っている。ドイツ人の上級行政官達や中年のポーランドの荘園領主達、
ことによると裕福なドイツ人百姓もいる。彼は立派な家畜の商いをしたのである。しかし
奥の部屋はもっと高価になる。そこには郡の貴族達が集まっている。幾人かは鈍重な面影
の荒れた顔である。ポーランドの領主の容貌の高貴な種も見える。貴族的本性の力強い男
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達である。そこではシャンパーニュのコルクが天井まで跳ねる。週の取引の他に更に幾つ
かの他の取引がなされる。これは他人の耳に入れてはならないものである。政治の話しで
ないときは、ことによるとテーブルで賽子が転がされたり、あるいは賭けのカルタがワイ
ングラスの下、ポケットから飛び出る。それから素早くテーブルの片隅に一グループが集
合し、部屋は静かになる。ただフランス語の短い感嘆符が聞こえるだけである。かくて市
の日は絶えざる呼びかけと取引、獲得と享受として、馬車のざわめきと、馬の手綱さばき
の下、過ぎて行き、遂に夕方、市の広場は灰色の覆いに包まれる。すると百姓女将は夫の
上着を引っ張り、容易に壊れやすい陶器の鍋のことや、今母親を求めて叫んでいる小さな
子供達のことを考える。それから馬車はまたすべての通りへと散る。百姓の若者は帽子に
安物の金ぴかの花束を付け、新しく購入した鞭を絶えず叩き、酔った勢いで馬を他の連獣
との競争に駆り立てる。すべての田畑の道で卑小な人々が村へ帰って行く。妻は鍋類を背
に背負っていて、美しい赤い布や子供のための一個の胡椒入り菓子がそこに収まっていて、
新しい台所用匙と撹拌器がそこから突き出ている。妻の横を覚束なく、重たげに、肩に鋼
の鋸を持って夫は歩いて行く。余所の者達の前で家父長の威厳を保とうと努めて無駄であ
る。はるかに遅くなって殿方達の馬車もワイン酒場に乗りつける。御者達は出発を長いこ
と待たなければならない。というのは殿方達にとっても酒場のテーブルからの別れは辛い
からである。今や疲れた町がより平静になる。商人は引き出しを開けて、妻と一緒に稼い
だ金を数え、仕分ける。そして偽の銀貨に怒って、爪で店の棚に跳ね飛ばし、すべてのい
かがわしい払い手への執拗な警告とする。今や警察も馬を小屋に入れて、今日届ける無法
者や、市場の窃盗や、喧嘩の数を数え、恵み深い視線を祈る。ようやく夜警人がその巡回
を始める。彼は今日入念に居酒屋の部屋に注意を向ける。そこにはまだ相変わらず数人が
残っていて騒いでいる。そして薄暗いランタンの明かりの下、びっくりしてゴミだらけの
市の広場を見る。明日彼は箒でこれらのゴミをすべて片付けなければならない。
そのようにいつもロスミンの市の日は過ぎて行った。この冬、市の往来はいつもより少

ないということはなかった。しかし多くの頭の中で一つの不穏が目に見えていた。大抵の
殿方達がそう気付いていた。ワイン商の許では時に戦闘服の余所の男達が奥の部屋へ入っ
て行くのが見られた。すると部屋は閉ざされた。通りでは若造達が目立つ服で四角の赤い
帽子を被って人混みの中を歩いて行くのが見られた。彼らは時折一人の同国人の肩を叩い
て、別な者達の名前を呼んでは、彼らを人混みの中からある片隅へ引っ張って行った。一
人の兵士が制服姿で現れると、人々は彼を変装した男のように見た。何人かは彼を避けた
が、多くの者達は、ドイツ人であれ、ポーランド人であれ、彼に対し、倍、好意的であっ
た。酒場ではドイツ人の村からの者達は離れて座り、他の者達とは混じり合わなかった。
フォン・タロフ氏の荘園からのポーランド人は大いに飲んで、いつもより多く喧嘩を始め
た。新しい分農場の代官は先の市の時、町中探しても新しい大鎌を見いだせないと言って
おり、森林官はアントンに対し、最近店で一週間分以上の火薬を見いだせないと嘆いてい
た。何か大気中に漂っていた。誰もそれが何か言おうとしなかった。
今日はまたロスミンの市の日であった。アントンは一人の下僕と町へ出掛けた。最初の

春の日々の一日であった。太陽は温かく大地に輝いていたが、大地はまだ冬の微睡みにあ
った。アントンは今や最初の庭園の花々が咲くに違いない、彼や城の女性達は今年、例え
ば分農場での納屋の奥の片隅でしか花は目にしないであろうと考えていた。花を喜ぶ時代
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でもなかった。至る所心は興奮していて、何年も通じて堅牢であったすべてのものが揺ら
ぐように見えた。大きな諸地方一帯に政治の突風が吹いていて、新聞は毎日思いがけない
こと、恐るべきことを語っていた。大きな戦争が勃発するように見え、すべての所有、す
べての教養が危機にあった。彼は男爵の諸状況を考え、金が高価のものとなり、土地所有
が暴落すると何という不幸が男爵に生ずるに違いないか考えた。彼はまた首都の会社のこ
とも考えた。心の中でまだ自分の居場所と考えている帳場の自分の席のこと、それにバウ
マン氏が彼に書いてきた憂慮に満ちた手紙のことを考えた。店主が陰鬱になっていて、同
僚達がお茶のときバウマン氏の部屋で諍っていると書かれていた。
このような苦悶の考えから彼は通りのある物音で目覚めた。殿方達の馬車の長い列が通

り過ぎた。その馬車にはフォン･タロフスキー氏が座っていて、彼は上品に挨拶を送って
くれた。アントンはびっくりして、彼が猟に行くかのように、猟師を従者席に乗せている
のを見た。更に二台の馬車が転がって行った。すべて殿方を踏み段にまで乗せていて、馬
車の後には、一群の騎乗者が駆けていた。その中にはタロフのドイツ人検査官もいた。
「ヤッシュ」とアントンは御者に呼びかけた、「通り過ぎたとき、二番目の馬車に隠さ

れていたのは何だったか」。
「散弾銃です」と御者は頭を振って答えた。
長い雪交じりの雨やにわか雨の後の晴れた日となって、人々はすべての農園から町へと

誘われて、小さな塊となって先を急いでいた。女性は少なかった。様々な一行の甲高い呼
び声がして、路上の活気は普段の夕方の家路のようであった。通りの最初の料亭の前でア
ントンは止めさせた。御者は尋ねた。「ここから市場までは遠いです。燕麦の積込みはど
のようにしましょうか」。
「馬と一緒にいてくれ」とアントンは命じた、「町へは行かないことだ。私が何か買っ

たら、積み替えに送り出すことにする」。急いで彼は市門を通って、路地の雑踏の中へ入
った。町は人々で溢れていた。すでに門の所から人混みであった。穀物馬車はほとんど進
めないでいた。アントンが市の広場に着くと、彼は男達の容貌に当惑した。至る所昂ぶっ
た顔や緊張した面影が見えた。人々の中には少なからず猟服の者がいた。しばしば帽子に
見慣れぬ帽章があった。ワイン商の家の前では人混みが最も密で、そこには人々の頭が並
んでいて、上の窓を見上げていた。家には多彩な旗が掛かっていて、最上部にはポーラン
ドの色のものが、その下に他の外国のものがあった。まだアントンが暗鬱に店の正面を見
ていたとき、ドアが開いて、石の階段上にフォン･タロフ氏と体に飾り帯をした見慣れぬ
男が出て来た。アントンは、この男は、かつて自分に戒厳令[戦時法廷]の布告をし、数ヵ
月前には検査官のことを尋ねたポーランド人であると分かった。一人の若者が群れの中か
ら最下段に飛び乗って、何か大声でポーランド語を発した、そして帽子を振った。大声の
叫び声が返事であった。それから静かになった。タロフスキーが数語話した。アントンは
何も分からなかった。彼の背後で馬車の音がして、群衆が押し合いへし合いした。その後
飾り帯の殿方は力強い演説を行った。彼は長く話し、しばしば甲高い賛同の声で中断され
た。彼が終えると、かまびすしい騒音、野蛮なポーランド語の叫び声が響いた。ワイン店
のドアは広く開けられていた。群衆が不穏な波のように交互にうねった。一群が突進して
行き、市場で分散し、他の者達は店の中へ飛び込んだ。中へ入った者は、数瞬後に帽子に
帽章を付けて、大鎌の槍で武装してまた出て来た。瞬時に一群れの大鎌の男達と一軍の銃
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隊が店の前に整列した。武装者の数は次第に増えた。大鎌の男達の小さな分隊が、個々の
散弾銃携帯者に率いられ、店から離れ市場の四方へ向かった。アントンの背後で指令の声
と命令が響いた。彼が振り向くと、個々の武装した騎乗者が見えた。彼らは乗りつけて来
る馬車に厳しい声で市場からの退去を強いた。騒音や物音が一層激しくなって、不安げな
掛け声で農民達は馬に鞭を当て、商売人達は商品を持って店に逃げ込んだ。店は閉ざされ
た。数瞬間後には市場は不気味な光景となった。馬車は離れて、市場の隅には大鎌を持っ
た個々の歩哨が立っていて、その長い槍が朝日を受けて明るく輝いていた。市場そのもの
では不確かな群れが揺れていた。麻痺し、震撼され、怒ってアントンは群れの中を進んで
行った。すると彼は広場の別な側へ来た。そこには税関所があった。すでに遠くから国の
紋章でそれと分かり、紋章は窓の横に材木に描かれて掛かっていた。そこにまた人々が押
し寄せていた。その家の前には大鎌の男達の一人の歩哨が立っていた。遠くからアントン
が見ていると、一人の男が梯子を掛けて、紋章の所まで登って、ハンマーで紋章を叩き、
それを地面に落とした。紋章が石の上に落ちると、集まった群れの中から、かすかな溜め
息のような音が漏れた。静まりかえって、どんな物音も聞こえそうであった。酔っ払った
ならず者の一味が野蛮な叫び声を上げて紋章に突進して行き、綱がそれに結ばれて、嘲笑
の声と共に、紋章は溝や路上を引っ張られて行った。
アントンは我を忘れた。激情の潮流が彼の心に押し寄せた。「ならず者どもめ」と彼は

大声で叫び、周囲の者達を抜けて、一味に駆け出した。その時、彼の体を強い腕が掴んだ。
そして震える声が言った、「ヴォールファルトさん、行ってはなりません。今日は奴等の
日です。我らの日は明日になる」。アントンは振り解いて、自分の横にノイドルフ[新村]
の村長の大きな姿を見た。彼はその瞬間、一群れの濃い男達の姿に囲まれていた。それは
ドイツ人百姓の青い上着で、憤怒と苦悶に満ちた顔であり、彼らが彼を防塁のように閉じ
込めていた。「離してくれ」とアントンは叫び、相変わらず我を忘れていた。しかし再び
村長の重い手が彼の肩に置かれ、濡れた目でこの男は語った、「命を大事になさってくだ
さい、ヴォールファルトさん。今日は無駄です。私どもは拳しか有しませんし、無勢です」。
そして反対側から彼の手は螺子られるように包まれた。老森林官が嗚咽して彼の側に立っ
ていて、呻いた、「こんな一日に遭遇するなんて、屈辱だ、屈辱だ」。そう言って彼は痙
攣したようにアントンの手を握り、それから自分の両拳で額を叩いて、大声で子供のよう
に泣いた。老公の野蛮な痛みでアントンに平静さの一部がまた戻って来て、彼は森林官の
首を抱擁して、彼を固く抱きしめた。再び近くで不快な叫び声が響いて、ある声が吠えた。
「ドイツ人どもを探せ。奴等の武器を取り上げろ。誰も市場から逃すな」。アントンは素
早く群れを見回して、叫んだ。「こんなのは許しておけん。諸君、我々がここドイツ人の
町で囚人のように囲まれるなんて、恥知らずどもが我らの紋章を嘲るなんて」。
遠くから太鼓の音が聞こえて来た。「射撃隊の太鼓だ」と村長は言った、「ロスミンの

市民射撃隊が集合している。彼らは武器を持っている」。
「ひょっとしたらまだ万事休すではないかもしれない」と再びアントンは叫んだ。「私

は信頼できる何人かの人をここらで知っている。しっかりなされ、老公」と彼は森林官を
慰めた、「この国のドイツ人達は散らばっていてはなるまい、何をやれるかやって見なけ
れば。少なくとも一緒になって市場から抜けよう。ここ井戸の所に集合だ。皆散って、知
り合いを集めよう。一時の猶予もないぞ。村長、貴殿は向こうへ。クーナウの鍛冶屋、貴
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殿は私と行こう」。群れは二方向に散った。アントンは森林官と鍛冶屋を従えて、今一度
市場全体を急いだ。これほど熱心に探したことはなかった。これほど速やかに互いが了解
し合ったことはなかった。彼はドイツ人を見かけたら、目の一瞥、素早い握手、瞬時の言
葉をなした。「ドイツ人達は井戸に集まる。我々を待つこと」。するとためらっていた者
達が素早く同郷人達の許へ行った。
ワイン商の店の前で、彼は同行者達と一瞬密な人混みに立ち止まった。およそ五十人の

大鎌の男達が店の前に立っていて、その横に一ダースほどの銃の者達がいた。まだドアは
大きく開けられていて、個々人が相変わらず入って行っては、武器を取って来た。群衆は
怖じ気づいて後ずさった。ここではポーランド人とドイツ人、市民と農民が入り交じって
いた。アントンはポーランド人の百姓達も狼狽して群れて立っており、互いに疑わしげに
見つめているのを見て取った。店の前では若い殿方が何人かの群れに語りかけていた。ク
ーナウの鍛冶屋と森林官がドイツ人に合図を行っている間、アントンは小柄な男に向かっ
て行った。この男は作業服に煤けた顔で群れの中を進んでいた。アントンは彼の腕を掴ん
だ。「錠前師のグロービシュ、貴方はここにいるのか。何故集合箇所に急がないのだ。銃
撃手にして市民の貴方は、この屈辱に黙っているつもりか」。
「いや、執事殿」と錠前師は、アントンを脇に引きながら言った、「とんだことです。

私は工房でハンマーを叩いていて、何も聞こえない。仕事をしているとほとんど聞こえな
い。すると私の妻が駆け込んで来て、 ー」。
「この屈辱に黙っているつもりか」とアントンは叫んで、この男を激しく揺すった。
「滅相もない、ヴォールファルトさん」と錠前師は答えた、「私は銃撃隊を一隊列率い

ています。私の妻が制服を探している間、素早く駆けて来て、敵は何人か見に来たのです。
貴方は私より背が高い、武器を持っているのは何人です」。
「五十人の大鎌がいる」とアントンは素早く答えた。
「大鎌ではありません」とこの小男は言った、「これは臆病者です。ただ武器を持つ者

は」。
「一ダースドアの前にいる。店の中に恐らくまだそれぐらいいるのかもしれない」。
「私どもはおよそ三十人の銃兵です」と小男は苦しげに答えた、「しかし今日は全員を

当てにはできない」。
「我々に銃を調達できるかい」とアントンは尋ねた。
「わずかしかありません」と頭を振って錠前師は言った。
「我々は一塊の田舎のドイツ人だ」と急いでアントンは続けた、「郊外の赤鹿亭まで逃

れ出ようと思っている。そこで人々を集結させる。お願いだから巡察隊を通じて報告を頼
む、それに用意できる銃を頼む。貴族どもを投げ飛ばしたら、他の群れは自ずと散るだろ
う」。
「しかしこのポーランド人どもは復讐することでしょう」と人差し指を上げて、錠前師

は言った、「市が弁償しなければならなくなる」。
「市は何も弁償しなくていい、親方、貴方が狂った者達を投げ飛ばしたら、明日は軍が

やって来る。急ぐことだ。一瞬の遅れが重大なことになる」。
彼は錠前師を前の押しやり、井戸の方へ戻った。そこではドイツ人が小さなグループご

とに集まっていて、ノイドルフの村長が彼に向かって来た。
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「一時の猶予もなりません」と村長は叫んだ、「他の者達が気付いて、向こうで大鎌の
部隊が我々に対して構えています」。
「私の後を来るのだ」とアントンは大声で叫んだ、「一緒に密になって前進だ、町から

出るぞ」。森林官は群れから群れへと飛んで人々を寄せ集めた。アントンと村長は前方を
進んだ。彼らが市場の角に来たとき、大鎌の男達が狭い路地の前で武器を交差させていた。
歩哨の指揮者が散弾銃の撃鉄を起こして、アントンに紋切り型の調子で叫んだ、「おい、
動くな、皆武器を取れ、今日は解放の日だ」。
彼はそれ以上話さなかった。というのは森林官が突進して、彼の頬に途方もない一撃を

食らわせて、彼は脇によろめき、倒れて銃を手放したからである。市場では甲高い叫び声
が上がり、森林官は散弾銃を握って、二人の大鎌の男達は、不意を突かれ、命令もなかっ
たので、前進して来る部隊によって家々に飛ばされ、大鎌は手から奪われ、怒った人々に
よって舗石で砕かれた。追跡されることもなく、群れは市門の所まで来た。そこでも敵の
歩哨は後退し、密な集団を支障なく通過させた。かくて彼らは旅館まで来た。そこで村長
は、アントンに促されて、人々の前に立った。「向こうの中では統治に反抗している」と
彼は言った、「我々ドイツ人への反抗だ。武装した敵は多くはない。百姓が奴等を始末す
るのを見たばかりだ。まともな男なら、ここに残って、町の市民達を助けて、余所者達を
追いだそう。銃撃隊は我々に一人を送って、どのように我々が加勢したらいいか伝えるこ
とになっている。それ故一緒に残ろう、同郷の諸君」。
この言葉の後、多くの者が叫んだ、「ここに残るぞ」。中には心配する者もあって、家

にこっそり帰ったり、田畑に散った。残った者達は武器を探した。手当たり次第で、重た
い丸太や、車軸や、熊手で、その他近くで見つけられるものであった。
「私は火薬と散弾を買うために来たのだ」と森林官はアントンに言った、「今散弾銃を

一本持っている。我らの鳥[鷲]に対する侮辱を晴らすためには、今日最後の弾まで使うぞ」。

一方城では時間は正午頃まで通常のように経過した。男爵は、妻に案内されて、陽光の
中、城の周りを歩いた。彼は少しばかり自分の脚が当たったモグラ塚が相変わらず平らに
なっていないと文句を言い、役人や従者達は信用が置けず、ヴォールファルトは他の誰よ
りも更に忘れっぽいという結論に達した。このテーマになると、彼はこぼしながら楽しん
でいた。男爵夫人は彼の病的気まぐれをできるだけ刺激しないように努めながら反論して
いた。そしてようやく彼は野外で、従者が運んで来た一つの椅子に腰を下ろして、穏やか
に娘の言うことに耳を傾けていた。娘はカールと一緒にその場を小さな森林地に定めてい
た。誰も不穏なことを考えなかった。誰もが自分の身近なことにかまけていた。
すると何か恐ろしいことが生じているという不吉な知らせが、平原をフクロウの翼のよ

うに飛んで来た。男爵の森の島へもそれは届いた。松や梨の木を越え、穀物畑や牧草地を
越えて城にまで達した。最初は晴天の中の小さな雲のように目立たず、それから不気味な
鳥のようにもっと大きくなり、大気を暗くし、その黒い翼で村や城のすべての人々の心へ
羽ばたき、血管の血を止めさせ、両頬に熱い涙を流させた。
カールは仕事の最中、突然見上げて、びっくりして令嬢に言った、「銃声だ」。
レノーレは当惑して彼を見つめ、それから自分の驚きを笑って、答えた。「何にも聞こ

えなかったわ。ひょっとしたら森林官のかもしれない」。
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「森林官は町だ」とカールは真面目に答えた。
「それでは忌々しい森の泥棒だ」と男爵は苛立って叫んだ。
「砲撃だ」と頑固にカールは主張した。
「それは考えられない」と男爵は言った、「この周囲では何マイルも大砲はない」。し

かし彼自身は緊張した顔で聞き耳を立てた。
この瞬間、農園中庭からある声がした。「ロスミンで火事だ」。カールは令嬢を見つめ、

シャベルを地面に投げて、中庭へ走った。レノーレが続いた。「ロスミンで火事だと誰が
言ったのだ」と彼は下僕達に尋ねた。彼らは昼食に中庭から出ていた。誰も声を上げてい
なかった。しかし皆がびっくりして中庭から国道へ急ぎ、ロスミンの方を見ようとした。
もっとも誰もが、町は二マイル以上離れていて、そこは見えないと承知していた。
「先ほど不安に駆られた女達がノイドルフへの道を走っていました」と一人の下僕が言

い、別の下僕が叫んだ。「ロスミンは危ないに違いない。森の上に煙が見えるぞ」。皆が
町のある箇所の上に黒い影が見えると思い、カールもそう思った。ますます興奮は確かな
根拠なしに大きくなった。村の人々が通りに集まった。皆がロスミンの方向を見て、町が
襲われた災難について語った。「貴族達が今日町へ出掛けている」と一人の男が叫んだ、
「貴族達が町に火を点けたのだ」。そして彼の隣人は田畑にいる一人の男からこう聞いて
いたのであった。「今日はすべての荘園領主が記憶することになる日である」と。その男
はカールを憎悪の目で見て、こう言い添えた、「夕方までにはまだ幾多のことが生じよう」。
居酒屋の亭主は駆けて来て、カールに呼びかけた、「まず今日が過ぎさえすればいいのだ
が」。カールも同じ気分で答えた、「私もそう思う」。誰も何故なのか定かには分からなか
った。
時と共に絶えず森の向こう側の世界から恐ろしい知らせが届いた。「兵士達とポーラン

ド人が互いに戦闘状態だ」と噂された。「クーナウも火事だ」と田畑から急いで家に帰っ
た何人かの女達が叫んだ。最後に新分農場の代官夫人が息を切らしてレノーレの許に走っ
て来た。「夫は今日の不安の日、農場を留守にできないので、私が使いに来ました。夫は
森林官のことで問い合わせています。町では殺戮が行われていて、人々が言っています。
森林官も中にいて撃っている、と」。 ー 「誰が言っているのか」と男爵はかっとなっ
た。 ー 「田畑を駆けて行く一人の男が、私の夫に語ったのです」とびっくりしたその
夫人は叫んだ。「向こうですべてが混乱しているのは、本当に違いありません。森林官が
町へ出掛けたときには、散弾銃を携帯していなかったのですから」。災難は、それ故真実
に違いないと皆が思った。「未明に、田畑に火事のような明るさが見られました」と更に
夫人は嘆いた、「私どもの部屋はすっかり明るくなって、私の夫は飛び起きて、外に出た
のです。すると青白い明かりが硫黄の炎のように森を越えてロスミンへ向かって行きまし
た」。
かくて噂は翼となって人々の心へ羽ばたいて行った。カールは下僕達を連獣と共にまた

田畑へ送り出すのに苦労した。レノーレはカールと一緒に塔に上がって、何か新しいこと
を知ろうとした。町の上に煙の雲があるのか、カールは決めようと思わなかった。しかし
森の背後の一箇所以上の所で何か火事のようなもの、煙のようなものが見られた。二人が
下りると、一人の下僕が馬に乗って戻って来て、告げた。ギャロップで森の道を駆け抜け
た別の郡のある百姓が自分にこう告げました、ロスミン全体が大鎌の男達や、赤い旗を手
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に持つ人々で一杯であり、国のドイツ人は皆射殺されるだろう、と。男爵夫人は両手を揉
んで、泣き始めた。彼女の夫はそれを聞いて、かろうじて保っていた平静さの最後の見せ
かけを失った。彼はこのような日に家にいないヴォールファルトを激しく叱って、カール
を呼び寄せた。カールは、彼にまして増して驚き、今やアントンの運命を憂えていた。男
爵は、中庭のすべてを閉ざすように彼に命じた。すぐその後また彼を要請し、彼を通じて
居酒屋の亭主に、今日村人にブランディーを売ることを禁じて、再三人々が耳にしたこと
を彼に問い質した。レノーレは城の中の鬱陶しい不穏さに耐えられず、彼女は絶えず城と
中庭と行き来し、カールの間近にいた。カールの誠実な顔が今なお見いだせる最大の慰め
であった。その際彼女は再三国道に目をやり、何か見えないか、馬車は来ないか、使者は
来ないか気にしていた。
「彼は落ち着いているし」と彼女はカールに向かって言った、「このような危険に自ら

をさらすことはしないでしょうね」と彼女は慰めの言葉を期待した。
カールは頭を振った。「彼が落ち着いているとは信じられません。町が人々が言ってい

る状態であれば、アントンは指をくわえて見てはいないでしょう。彼は自分のことは考え
ないでしょう」。
「そうね、考えないでしょうね」とレノーレは叫んで、両手を揉んだ。
かくて夕方まで続いた。カールは、皆中庭の前に立っている従者達を厳しく統制した。

彼はカービン銃を握って、何のためか分からずにいて、馬に鞍を置いては、馬をまた飼い
葉桶につないでいた。すると亭主が蒸留酒製造所の一人の下僕と一緒に城に走って来て、
この気の良い男はすでに遠くから令嬢に呼びかけた。「ここに一つの情報があります。ヴ
ォールファルトさんについて恐ろしいニュースです」。レノーレは余所の下僕に近寄った。
その人間はポーランド語でロスミンの恐ろしい一日についての混乱した報告を行った。彼
は見たと語った、市場でポーランド人とドイツ人が互いに撃ち合っていました、執事殿が
ドイツ人の先頭を行進していました、と。
「そうだと思った」とカールは誇り高く叫んだ。
それから下僕は語った、自分自身がどのように逃げたか、丁度すべてのポーランド人が

この殿方をめがけていたときでした。彼が死んだか、まだ生きているか、自分は正確には
言えません。とても不安な状態でしたから、しかし自分はこの殿方は死んでいるに違いな
いと思います、と。
レノーレは壁に寄りかかった。カールは絶望して両手を頭の方に持って行った。「ポニ

ーに鞍を置いて」と空ろな声でレノーレは言った。
「貴女は自ら夜、森の中を駆けて、町まで遠い道を行くつもりではないでしょう」とカ

ールは叫んだ。
答えずに、この勇敢な娘は馬小屋へ急いだ。カールは飛び込んで、彼女の道を遮った。

「なりません」と彼は叫んだ、「男爵夫人様が心配の余り死んでしまわれます。怒ってい
る男達の中で、貴女に何ができます」。
レノーレは立ち止まった。「それでは貴方が彼を連れて来て」と半ば無意識に彼女は叫

んだ。「彼を私どもの許に連れて来て。生きていようと死んでいようと」。
「貴女らを今日私が放っておけますか」とカールはまた我を忘れて叫んだ。
レノーレは彼の腕からカービン銃を奪って叫んだ、「行って、彼を愛しているなら。私
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が貴方の代わりに見張りをします」。
カールは中庭へ突進して、馬を引き出し、ロスミンへの通りを駆けて行った。
馬の蹄が響いた。それから再び静かになった。レノーレは急ぎ足で城の前を行ったり来

たりした。彼女の友が致命的危機にある。ひょっとしたら命はないかもしれない。それも
自分の罪のせいだ、自分が彼をこちらに招いたのだから。彼女は彼の顔、彼の声の調子へ
熱い憧れを感じた。彼は彼女と両親にとって何であったろうか、彼女は今や絶望の中で絶
えず考えた。彼なしに将来この孤独の中、耐えて行くのは不可能に思われた。母親は彼女
を求めて人を送り、父親は彼女を求めて窓から外に叫んだ。彼女は要請を手短に断った。
彼女の感情はすべて、自分と行方不明のアントンの間に花咲いた純粋な親密な愛着の思い
の中に移っていた。
町のアントンは同郷人達と多分三十分ほど期待一杯に赤鹿亭前に立っていた。絶えず怖

じ気づいた市場の人々が彼らの側を通り過ぎて、村へ向かった。大方は逃げ足であった。
しかし中には立ち止まり、彼らに加わる者がいた。しばしばポーランド語での挨拶も聞こ
えた。何人かのポーランド人がアントンに寄って来て、何か手伝えないか尋ねた。ようや
く路上からではなく、料亭の庭から錠前師が肩章付きの緑の制服を着て現れた。何人かの
市民の射撃兵を連れていた。
アントンは彼の方へ急いで、叫んだ、「どんな具合だ」。
「十八人揃いました」と錠前師は言った、「信頼できる人々です。市場の人は散ってい

ます。ワイン酒店の人々は更に増えてはいません。彼らは今、役所を片付けようとしてい
ます。我らの大尉は悪魔のような度胸があります。大尉に加勢してくださるなら、大尉は
何か企てる用意があります。レーヴェンベルクの店へは裏から行けましょう。私は自ら裏
門の錠を作っていて、事情が分かります。ひょっとしたら施錠していないかもしれない。
上手く行ったら、中の首謀者達を襲えましょう。彼らや武器を押さえられましょう」。
｢正面からと裏口から同時に攻めなければなるまい」とアントンは反論した、「その方

が確実だ」。
「そうです」と錠前師は少しばかり呆気にとられて言った、「貴方の人々を正面に連れ

て行きなされば」。
「我々には武器がない」とアントンは叫んだ、｢貴殿と正面へ行こう、森林官もだ、ひ

ょっとしたら更に一人かあるいは数名。しかし武装していない部隊が大鎌と一ダースの銃
相手では、これは無理だ」。
「でしょう」と正直な錠前師は言った、「私どもにとっても難しい。丁度女、子供の最

初のショック状態の中から来た者は、すぐに標的として立つ覚悟はありません。私どもの
仲間は勇気はあります。しかし向こうの連中は死に物狂いだ。それ故、落ち着いて裏口か
ら行くことにしましょう。不意打ちしたら、流血は少なくて済みます。これがやはり肝心
です。銃の予備はありません。貴方にはただ一本のサーベルです」。
黙って一群は動き始めた。錠前師は案内した。「我々の射撃兵は大尉の家に集合してい

ます」と彼は言った、「そこまでは庭を経由して行けます。市門の連中に気付かれること
はありません」。野菜庭園を通って彼らは前進した。数回一群全体低い垣根を越えなけれ
ばならなかった。それから小走りに市壁の周りに沿った道を急ぎ、小川の数本の板を渡っ
て、ある皮鞣し工の中庭へと通じている壁の門を進んで行った。
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「ここで待っていてください」と若干落ち着かず錠前師は勧めた、「皮鞣し工は我ら射
撃隊の一員です。この戸口から、レーヴェンベルクの中庭への入口がある同じ裏の路地へ
行けます。私は大尉の許へ行きます。連れに参ります」。
ただ数分間、同郷の人々は一山の樹皮末の下に立っていたが、戸口に番人として立って

いた森林官が射撃隊の行進を告げた。裏の路地で二つの群れは合流し、ただ手短な挨拶が
なされた。大尉は、肉付きのいい肉屋で、アントンに一緒に並んで行き、彼の一行を射撃
隊と連結させるよう要請した。黙って彼らはレーヴェンベルクの店の裏門に近寄った。門
は施錠されておらず、人もいなかった。錠前師は裏の建物から空の中庭を見た。部隊は一
瞬立ち止まって、森林官は二人の指揮者の許へ急いだ。「我々は店の中で必要となる人数
よりも多い」と彼は早口で言った、「この横に広い横町路地があって、これは市場に通じ
ている。太鼓手と射撃の一分隊、それに同郷人の半数を割いてくれ。我らは市場まで駆け
て、大声で横町路地の侵入口を押さえる。すると市場の連中は妨害され、我らの方を見る
に違いない。その間貴方らは侵入し、一味全員を押さえるのだ。私が太鼓を打たせたら、
大尉殿は主力部隊で中庭を通って表屋に飛び込んでくれ。玄関ドアを占拠するのだ」。
「分かった」と太った大尉は興奮し火照って言った。攻撃前で勇敢な男の胸も興奮で締

め付けられていた。「さあ前進だ、続け」。
森林官は六人の射撃兵をまとめて、村長と一群れの同郷人に合図して、一緒になって大

きな物音を立てずに、空いた横町路地へ侵入した。アントンもこめかみに次の数瞬間を期
待して血管が脈打つのを感じた。ようやく太鼓の音が聞こえて、すぐその後甲高い万歳の
声がした。市民達はライオンのように中庭を飛んで行き、大尉が先頭で、サーベルを振り
ながら、彼の横にアントンがいた。かくて彼らは誰も気付かないうちに、玄関まで侵入し
た。店の者は皆、窓とドアへ殺到した。
「万歳」と大尉へ叫んだ、「捕らえたぞ」。そして玄関の殿方一人のうなじを掴んだ。「誰
も逃してはならん。玄関のドアを閉めろ」と彼は叫んで、犠牲者の襟を固く、角で雌牛を
捕らえる具合に押さえた。十人の力で店の玄関は内側から閉められ、施錠された。この執
拗な者達は、ドアの中に立っていた敵も締め出してしまった。それから射撃隊は部屋に駆
け込み、一部は二階に上がった。部屋の中にいた殿方達は窓から飛び出た。それで市民達
がワイン店で捕らえたものは、ただ名簿と一山の結ばれた大鎌と片隅の半ダースの銃だけ
で、この銃は貴族のものであった。錠前師は早速これらの銃を掴んで、アントンと、声を
かけた他の数人と一緒に再び店から飛び出て、森林官が率いている横町路地の一行に加わ
った。一行は憂わしい状況にあった。一行は大胆な森林官の後を前進して路地の出口まで
突撃していた。太鼓と万歳と、すぐその後の店内での相手への攻撃で、敵側は混乱に陥っ
ていた。大鎌の男達は店から離れて逃げ、市場の中程に混乱した状態でいた。飾り帯の男
は、自ら武器を有さずに、戸惑った者達を整列させようとしていた。それに対し、銃を持
った者達、農園経営者、猟兵、数人の若い殿方の部隊は、大胆に、迫って来る者達に進軍
して来て、彼らに対し前線を形成していた。武装した群れに市民の射撃隊はぎょっとして、
路地の出口で押し留まり、森林官だけが一人敵対する両勢力の間にいた。この困惑の時、
太鼓手は再び全力で太鼓を叩き出し、ポーランド人は頬に銃を構えて、森林官は同様に「構
え」と命令した。そして両部隊が互いに構えて立ち向かい、最初の命令がもたらすであろ
う恐るべき結果に臆して、数瞬間どちらの部隊も押し堪えていた。そのとき錠前師は同行
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者達と共に前に飛び込み、瞬時に銃を男達の手に受け取らせ、アントンと勇敢な錠前師は
市民射撃隊の前列に躍り出た。舗石上の血なまぐさい戦闘は不可避に見えた。
この瞬間ワイン店の部屋の窓から大尉の声が大きく市場の広場に響いた。「同志の諸君、

我らは奴等を捕まえた。ここに捕虜がいる。フォン･タロフ氏自身だ」。皆が銃を外し、
その声を聞いた。大尉は捕虜の頭を窓から外に出して、この捕虜は運命に従って、不快な
状況から身を放つ抵抗はしないでいた。「今から私の言葉を聞け。この店の窓はすべて占
拠された。すべての通りは、向こうからこの面が見えるように、占拠されている。私が指
を上げれば、郎党は皆、大地に射殺されるぞ」。
「万歳、大尉殿」と市場の中程の家々の丁度真向かいから一つの声が叫んだ。そしてそ

こに住んでいる商人がその鴨猟の銃を二階の窓から突き出した。彼の横では役店主、郵便
局長、町の猟の請負人達がそうした。
「お早う、旦那方」と肉屋は喜んで向かいに叫んだ。大胆な安心感に襲われたからであ

る。「いいか、郎党よ」と彼は続けた、「どんな抵抗も無益だ、汝らの大鎌を棄てろ、さ
もないと皆、死神の餌食だ」。かなりの数の大鎌が舗石に投げ出された。
「そして汝ら、猟兵の男衆よ」と大尉は続けた、「汝らは銃を捨てたら、自由に退却し

てよろしい。汝らの一人でも妙な顔をしたら、この男の血が汝らの頭の上に降りかかるぞ」。
そう言って彼はタロフスキーの頭を握って、頭をまた外に出させて、自分の制服から大き
な屠殺刀を取り出した。彼はその鞘を通りに投げて、刀をすさまじく捕虜の頭の周りで振
り回して、この健気な肉屋はこの瞬間まことに恐ろしく、人食い鬼のように見えた。
そのとき森林官が夢中になって叫んだ、「万歳、我らは捕まえたぞ。前進だ、進め」。

太鼓手は太鼓を打ち始めた。ドイツ人達は激しく進んだ。射撃隊も店から階段と通りに現
れて来た。ポーランド人の散弾銃携帯者の一群れは混乱に陥った。勇敢な若干人がその銃
を撃った。攻撃者達の列からも数発が放たれた。残りの大鎌は崩れ、大鎌の男達はまず慌
てて逃げて散り、すぐその後銃の男達も逃げた。ドイツ人達はその後を猛然と追い、なお
数発が発射された。逃亡者達は市場の周りを追いかけられ、個々の者は家々に隠れ、他は
市門の方へ走った。太鼓手は市の広場全体の周りを歩いて、警報を告げた。今やすべての
側から武装した市民達が走り寄って来た。怠慢な射撃兵も次第に現れた。大尉は自分の捕
虜を数人の頑丈な者達に引き渡して、自分の友達の祝意を手ではね除けながら、叫んだ、
「諸君、とりわけ仕事だ。最も肝要なことは市門を閉ざして、占拠することだ。我らの同
盟の大尉はどこか」。
アントンは歩み出た。「戦友殿」と勇敢な肉屋は敬礼しながら言った、「まずは仲間を

集めましょう。点検を行って、歩哨を分担しよう」。
個々の部隊が市の広場で整列した。まずは射撃隊で、その横に森林官の指揮の下、同郷

人達、別な側に一群れの志願兵達で、これは次第に増えた。長い列となった。誇り高くロ
スミンの人々は、いかに自分達は強力か見守った。大尉は向きを変えさせ、数列で行進さ
せた。その後、歩哨の仕事が分担され、市門は占拠され、役所には儀仗衛兵が置かれた。
半ば市民で、半ば同郷人であった。引き下げられていた紋章は綺麗にされて、熱心な女性
の手で町の庭園から最初の花々が集められて、諸紋章が花輪で飾られた。祝典の行列とな
って紋章が税関と郵便局に運ばれ、全部隊が行進で、捧げ銃がなされ、大尉は何度か愛国
的万歳を叫び、それを何百もの喉が真似て発した。アントンは脇に立っていた。そして彼
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が紋章の春の花を見たとき、彼は心の中で思った。今朝は今年花を見るであろうかと疑念
を抱いていたのだった、と。今や花の色合いがとても陽気に彼の祖国の紋章に輝いていた。
しかし今朝から何と色々なことを体験したことか。
彼は大尉によって物思いから覚まされた。大尉は彼を市役所の委員会に招待した。委員

会が町の安全確保のために設立されていた。かくて彼は突然、市役所の一室で緑のテーブ
ルを前に見知らぬ男達の間にその男達の一員として座ることになった。やがて彼は手にペ
ンを持って、一日の出来事についての報告を当局宛に書いた。委員会は大いに活動した。
使者達が間近な軍司令部に送られて、疑惑者達の家々が逃亡者の捜査のために調べられ、
夕方まで町に残る用意があると述べた同郷人のために、市民達の自発的寄付で食べ物、飲
み物が準備された。巡察隊が四方八方へ送られて、個々の捕虜が尋問され、今や近隣から
もたらされる諸報告がまとめられた。すべての方面から報告が来た。幾つかの村々から、
ポーランド人の一味が町への途上にあって、近隣の郡では類似の方法で蜂起が試みられて
いて、そこでは蜂起に成功して、町はポーランド人の若者達の手中にあった。逃亡者達は、
略奪や、国中で燃えた信号の火について、ポーランド人の一般的な蜂起について、そして
ポーランド人がドイツ人に対して始めようと思っている殺戮について語った。ロスミンの
人々の顔は次第にがっかりした。数時間、市役所の広間で見られた勝利の喜びは、危険な
将来に対する不安に移って行った。何人かの者は、町は、捕虜のフォン・タロフ氏と和解
しなければならないだろう、市民自身に信頼が置けないのだから、市壁の中には多くのポ
ーランド的志操の者がいるし、敵の銃兵もまだ隠れているだろうからと語った。しかしこ
れらの臆病者達よりも多数の戦闘的度胸の方が勝っていた。一晩中番をして、軍が入って
来るまで、敵の一味に対し町を守るよう決定された。
かくて夕方となった。アントンは、空き地の田舎での略奪についての数多くの噂で不安

になって、市役所の会議室広間を去り、村長を送り出して、一帯のドイツ人達を一緒に移
動させるべく集合させた。射撃隊の大尉と錠前師に挟まれて、彼は太鼓の連打と、市民射
撃隊の三回の万歳の下、自分の郎党と共に市門を通って、郊外の最後の家々の所まで歩ん
だ。そこの小川の上にある木造の橋の所で、市民達と田舎の人々は同胞として別れた。
「貴方の馬車が、今日ここを渡る最後の馬車となります」と錠前師は言った、「貴方の

後で、橋から板を外し、側に一人歩哨を置きます」。大尉は帽子を取って言った、「市と
称えるべき市民射撃中隊の名において、貴殿ら皆に好意的救援に対し感謝申し上げます。
皆が案じていますように、困難な時代になりますが、我々ドイツ人は常に団結することに
しましょう」。
「その言葉を合い言葉としよう」と村長は言い、同郷人達が真似て叫んだ。
かくて同郷人達は外の暗い平原を進んだ。アントンは馬車をゆっくりと追って来させて、

一群と一緒に徒歩で行った。森林官は獲得した銃を持つ数人の若者達を一行から引き出し
て、一種の前衛を形成させた。クーナウの鍛冶屋は郡の男を一人一人知っていて、それを
紹介した。森林官はそれを当てこすりと呼んだ。すべての茂みや不穏な箇所が入念に調べ
られ、出会った個々人が呼び止められ、問い質された。彼らは多くの危険なことを耳にし
た。しかし群れで進路が邪魔されることはなかった。男達は真面目に会話しながら、進ん
だ。皆がこの日の活動で昂揚していた。しかし誰もが打ち明けた、これはまず端緒であり、
更に厳しい事態が続くであろう、と。「我々は田舎でこの時期をどう耐えたらいいのか」
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と村長は言った、「町の人々は市壁があって、密に一緒に住んでいる。しかし我々はすべ
ての悪漢どもの復讐心の餌食だ。散弾銃を持った半ダースの浮浪者が村へ来たら、我々は
お仕舞いだ」。
「その通りです」とアントンは言った、「大きな群れを相手に、我々は戦えない。個々

人はこのような時代、戦争がもたらすものに耐えなければならない。しかし大きな群れは、
堅い責任者の指揮下にある場合、我々にとって必ずしも最悪とは言えない。最も困るのは、
寄り集まった劣等なならず者の一味、放火犯とか略奪者どもだ。このような手合いに対し
て今日から守る術を考えなければならない。ノイドルフやクーナウの貴殿らは、明日は家
にいて欲しい。そして使いを近辺のドイツ人達、我々の側の者達に送って欲しい。明日良
い時間に貴殿らの許に伺おう。そして我らの安全確保のために何ができるか、話し合うこ
とにしよう」。
かくて男達は交差路の所に来た。城への道が領主の森で分岐する所である。アントンは

村長と鍛冶屋と更にしばらく一緒に協議した。それから三人は旧友のように挨拶して、そ
れぞれの群れが自分の村へ急いだ。
アントンは馬車に乗って、森林官を隣に座らせた。森林官に夜、城の警備の加勢をして

貰うためであった。森の中で彼らは甲高い「止まれ、誰だ」の声を掛けられた。
「カール」とアントンは喜んで叫んだ、｢万歳、万歳、生きている」とカールは嬉しく

て我を忘れて叫び、馬車に飛んで来た。「傷は負っていないか」 ー 「私だ」とアント
ンは答えた、「城はどんなだ」。
今や素早い語らいが始まった、「私もいたかった」と何度もカールは嘆いた。
彼らが城の近くを通り過ぎると、明るい人影が馬車に向かって飛んで来た。「レノーレ

お嬢さん」とアントンは飛び降りながら叫んだ。
「親愛なるヴォールファルト」とレノーレは叫んで、彼の両手を握った。彼女は一瞬彼

の肩にもたれた。そして涙が彼女の目から溢れて来た。アントンは彼女の手を固く握って、
言った。彼女の目を優しく共感して見ていた。「恐ろしい時代になります。一日中貴女の
ことを思っていましたよ」。
「また会えたから」とレノーレは答えた、「すべてのことを落ち着いて聞きたいわ。急

いで父の許へいらしてください。辛抱しきれないのです」。彼女は階段を上に引っ張って
行った。
男爵はドアを開けて、廊下のアントンに呼びかけた。「何の知らせだ」。
「戦争です、男爵様」とアントンは真面目に答えた、「すべての戦いで最も厭わしい戦

いを目にしました。近隣の者同士の血なまぐさい戦争です。この国は蜂起しています」。
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第五の書

1.

男爵の諸荘園はロスミンの郡の或る片隅にあった。森の背後の北方にはドイツ人の百姓
村ノイドルフ[新村]があり、はるか離れて東側にクーナウがあった。砂と荒れ地の幅広い
地帯を通じて、これらの地はポーランド人の諸荘園と分離しており、それらの諸荘園の中
ではフォン･タロフスキー氏の諸荘園が最も近かった。荘園の西側と南側は混合民族の郡
と接しており、そこではドイツ人達は強力で、豊かな土地所有者や大きな百姓村がスラヴ
人の間に混じっていた。ノイドルフとクーナウの背後の北方にはポーランド人の地帯があ
って、多くの小さな騎士領で、一部は大変借財があり、没落した家系と共にあった。
「向こうから我々の最大の危険が迫っている」と男爵は市の日の後の朝、アントンに向

かって言った、「百姓村は我らの天然の前哨だ。貴方が村人達に、定期的歩哨勤務を行う
よう説得すれば、この見張りは北方の郡境界を押さえるに違いない。だから彼らと密接な
関係を維持するよう努めることにしよう。信号の火や警報小屋を忘れないことだ。貴方は
百姓達ととても戦友的に付き合って来たから、貴方が最も良く手配できよう。私には馬車
を用意してくれ。間近な郡まで行って、そこの荘園領主達とそのような関係を結ぶよう試
みてみよう。若いシュトゥルムを私は連れて行く」。
かくてアントンはノイドルフへ騎乗して行った。そこへは夜、新たな災難の知らせが届

いていた。幾つかのドイツ人の村が武装した一味に占拠され、家々は武器を捜査され、若
者が連行されていた。誰も田畑で働いていず、男達は居酒屋にいたり、あるいは村長の家
の前に立っていて、途方に暮れ、今にも襲撃を恐れていた。アントンの馬は早速、密な一
群に取り囲まれた。村長が男達を教区民の部屋に呼び寄せた。数瞬間後には、教区民が全
員集まっていた。アントンは村を突然の襲撃の恐れから守る手立てを彼らに説明した。百
姓部隊の設立、定期的に見張りを境界に沿った村道に置くこと、警報火炎の棒、巡察隊、
村の警報小屋、類似の用心規定で、男爵に伝授されたものであった。「貴殿らはこのよう
にして」と彼は続けた、「近くの我々の加勢をすぐに呼び寄せられよう。貴殿らは弱い敵
相手なら共同で防御できようし、より強力な相手なら、素早く軍の加勢を呼び寄せること
ができよう。貴殿らは女達や子供達を、家財で最も大事なものを、ことによったら家畜を
も略奪や虐待から守ることになろう。見張りを日夜置くことは貴殿らにとって面倒なこと
だろう。しかし村は大きい。ひょっとしたらこの設備はすぐに役所から命令されるかもし
れない。しかしそれを待たないでいる方が、我々皆にとって、より安心だ。きっと数日し
たら防衛できるようになろう」。
彼の詳しい説明と分別ある村長の声望とで教区民は一致した結論に達した。村長と何人

かの土地の上役と一緒に彼は境界へ騎乗して行き、見張りと警報合図の諸地点を定めた。
一方学校教師は、百姓部隊の名簿を作成し、騎乗して軍務する者、徒で軍務する者の名を
記し、村にある武器を申告させた。何人かの者は銃を購入する用意があると表明した。村
の若者達はこの件を熱心に考え、主婦達は用心して、所有物で最も大事なものを箱や包み
に収めた。ノイドルフからアントンは教区の頭目達とクーナウの方へ向かった。そこでも
好意的に迎えられ、類似の設備が約束され、最後に、両村から若者達が日曜日ごとに午後、
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男爵の荘園へやって来て、そこで共同演習をすると話し合われた。
アントンが城に戻って来ると、荘園の防衛手段が協議された。戦闘的熱気がドイツ人植

民地では燃え上がっていた。誰もがそれに襲われていて、最も牧歌的な者達でさえ、牧人
とその犬のクラムボーもそうで、この犬は夜の前哨勤務と巡察とで他人のふくらはぎに怒
って向かうようになっていた。普段は自分の若い連れの犬によく呻っていたのである。皆
の考えは危険な道具に向けられた。荘園の有する殺害武器が探し出された。いや、志操は
立派であった。しかし人員は少数で、軍務に就く人員に欠けていた。これに対し幕僚は優
秀であった。まずは男爵自身がそうで、確かに傷病兵であるが、すべての理論面で秀でて
おり、それにカールと森林官が騎兵と徒の民[歩兵]の統率者であり、それにアントンも経
理と要塞建築の面で馬鹿にできなかった。
男爵は今や毎日部屋を後にして、正午の戦術会議を開いた。彼は百姓部隊の訓練につい

て語り、周囲の動きについての報告に耳を傾け、ドイツ人の郡に使者を送った。軍人とし
ての矜持の微光が彼の顔に輝いた。彼は上機嫌で彼の妻の不安を叱り、彼の間近に来るド
イツ人達に勇気付ける言葉をかけた。そして村の邪悪な心根の者達を脅し、彼らを早速当
分の間、捕らえて、牢屋に入れた。屋敷の者すべてにとって、この盲目の領主が真っ直ぐ
に立って、マスケット銃を手にして、森林官に若干の握り方を示して、それから彼に耳を
持って行き、手の打ち具合から相手が本当に理解しているか確かめようとしているのは、
感動的な眺めであった。アントンも[彼の心を戦闘的怒りの胸甲で縛っていた。彼は]帽子
に帽章を付けて、彼の語りは、軍人的厳格さの色合いを帯びていた。彼はロスミンの日以
来、巨大な雨靴を履いていた。彼の歩みは階段の段上で重たげであった。何の目的で彼は
心の昂揚を脚で表現しているのかと人々に問われたら、彼自身自分のことを笑ったことだ
ろう。しかし誰も尋ねなかった。誰もがそのようなことは必要なことと分かっていた。そ
れにカールときたら。彼は丁寧に保存していた特別制服の残滓に他ならぬ姿で現れた。帽
子に、飾り紐の上着、それに古い兵士用外套であった。彼は口髭をカールさせ、一日中兵
隊の歌を口笛で吹いていた。自分自身の村の節操のない人間が最も危なく思われたので、
彼は軍務に就いていたすべての者を居酒屋に呼び、魔術師として大変な声望のある森林官
の加勢を得て、強力な演説を行った。カルパック[軽騎兵の帽子]とドルマンジャケット[軽
騎兵用]を着用して、脇にサーベルを持っていた。彼は彼らを戦友として扱い、サーベル
を叩いて叫んだ、「我々軍出身の者は、ここの百姓達に規律を設けたいのだ」。それから
数クヴァルトのブランデーを注文し、彼らと一緒に情熱的な軍歌を歌った。最後に彼は新
しい帽章を配って、それを荘園部隊の領民の義務とさせた。かくて彼は最も活動的な人々
を少なくともある期間強固なものとし、彼らを通じて、居酒屋で陰謀的考えとして浮上し
て来るものを把握した。
その翌日、荘園の戦力は城の前で観兵となって、男達はびっくりして互いを見つめ合っ

た。彼らは皆最近の数日で変貌していた。執事殿[アントン]は、日々腰まで水に浸かって
いて、せいぜい上半身で盗みに出掛ける余所の沼地から出て来た野蛮人のように見えた。
新分農場からの者達は、没落した時代からの幽霊のような服を着て現れた。短く刈った毛
髪と長い髭の森林官は、色あせた上着を着て、皺だらけの陰気な顔ともじゃもじゃの眉毛
で、ヴァレンシュタインの軍からの昔の傭兵に似ていた。二百年間深い森に眠っていて、
今やまた厄災と蛮行が強大になったので、世に叫びかけている傭兵である。敵に対する絶
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望的な思いと反抗的憎しみとがヴァレンシュタインのような男を作るのであれば、彼は実
際見えている通りの男であった。彼の隣りを敬虔なフス教徒のように牧人が行進した。丸
い帽子の幅広のつばが彼の肩まで垂れかかっていた。褐色の革のベルトが彼の体を縛って
いて、手に彼は鉤付き棒を持っていた。この棒には輝く鉄の先端が付けられていた。彼の
鈍重な顔と彼の目の瞑想的表情は、森男と可能な限り無縁であった。
合算して荘園の武装勢力は二十人より多くはなかった。利用可能な人数がこのような少

数では、城や村で見張り役を果たすことは難しいことであった。個々人に最大限の努力が
要請されざるを得なかった。しかし誰もそのことに不平をこぼさなかった。皆が、村から
の軍務の者達も、どのような戦闘的仕事であれ、その覚悟があった。
男達が招集された後、人々は城の安全を考えた。この大きな建物の裏側は夜の侵攻に備

える必要があった。それでアントンは一つの翼から別の翼にかけて、厚板の垣根を作らせ
た。かくてかなり大きな中庭作業場が囲まれて、城の壁に沿って、そこに空いた小屋が生
じた。緊急の場合、避難民や宿営の馬が、短期間休むことができた。城の下の階[二階]部
分は地面より高く上がっていて、その窓は強い厚板で保護されていて、城への入口はすべ
てこの新しい中庭作業場にあったので、招かれざる者達が侵入することはかなり面倒にな
っていた。城の井戸は垣根をされた中庭の外部にあって、農園中庭と城の間にあったので、
それ故城内に大きな水桶が置かれて、毎朝新たに満たされていた。
ロスミンからも知らせがあった。錠前師が何度か依頼を受けて、数日後に、塔のホール

や中庭垣根のドアに金具を打ち付け、強靱な閂を用意するために現れた。彼は市民大尉の
兵士的挨拶を伝え、歩兵隊の司令部が町へ入ったと知らせた。「ただわずかの兵士です」
と彼は言った、「我々射撃隊も難しい任務を担っています」。
「あの捕虜はどうなった」とアントンは尋ねた。
錠前師は耳の後ろへ進んで、彼の帽子をちょっと上げて、小声で答えた、「それではま

だご存じないのですか。すぐ最初の夜に敵からの一人の使者が来て、あの貴族を即刻解放
しないならば、全力で攻めて来て、我らの穀倉を焼き払うと言ったのです。私は反対しま
した、我らの大尉もそうでした。しかし穀倉を持っている者が嘆き始めて、それで町はフ
ォン･タロフと和解することになったのです。彼はその郎党とこれ以上町に対して何もす
るつもりはないと約束させられました。その後我々は彼を橋の向こう側まで送って、解放
したのです」。
「それではあのいかさま師は解放されたのか」とアントンは怒って叫んだ。
「勿論」と錠前師は言った、「また自分の荘園にいて、周りに一群の若い殿方を有して

います。彼らは帽章を付けて、以前同様田畑を越えて騎乗しています。タロフスキーはず
る賢い。羽根ペンの先でどんな錠[城]も開けます。どんな人々とも話しが通じていて、捕
まえようがありません」。
勿論家計はこのような準備で痛手を受けた。確かにアントンは厳しく指示して、少なく

とも最小限必要なことに限定した。しかし彼もまた感じていた。自分の幸福や不運に対す
る心配は、この世で人間が有する最大の不安へと消えて行く一つの時代が来た、と。日ご
とに一層危険なものとなって行く噂が彼と彼の周囲を絶えざる興奮へと捉えて、最後には
魂が熱病のような緊張に慣れてしまう状態を作り出した。人々は荒々しく無関心に未来を
見て、日々の不快を何か自然のこととして耐えた。
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荘園の男達すべてを合わせたよりももっとレノーレは一般的熱病にとりつかれていた。
不在のアントンを待っていたあの日以来、彼女にとって一つの新たな生活が始まった。母
親は悲しんで、このような時代に絶望しようとしていた。娘の若い心は力強く嵐に向かっ
て鼓動した。興奮は彼女にとって荒々しい享受となった。この享受に彼女は情熱的に身を
任せた。彼女は一日中野外にいて、粗暴な天候の日、彼女は自分の半長靴を履いて城と農
園中庭の間を、父親の副官として、あるいは独自の党員として、行き来した。居酒屋のド
アの所によくこのような時代、村のあきれた美食家のように現れた。というのは毎日亭主
とその女将から何か聞き出すことがあったからである。カールが軽騎兵の上着を着て以来、
彼女は彼を戦友的な親しさで扱った。そして彼が森林官と打ち合わせると、レノーレの頭
も親密な協議へと傾いていた。何時間もこの三人は戦術的会議を開いた。カールの部屋か
農園中庭であった。敬意を表して男達は令嬢の勇敢な助言を聞き入れ、村のイグナーツと
かゴットリープ、あるいはブラージウスに銃を預けるのは大丈夫か彼女の見解を問うこと
を欠かさなかった。男爵夫人が好戦的娘に請うたり、叱ったりしても無駄であった。アン
トンも彼女を防ごうとしたが無駄であった。というのはアントン自身はおだを上げたが、
令嬢が同じ気分になることは彼の気に入らなかったからである。再び彼女は彼にとって余
りに大胆で激しいように思われた。彼はそのことを彼女にほのめかした。すると彼女は少
しばかりふくれっ面をして、彼女の好戦的関心を彼の前では隠そうとした。しかしそれだ
からと言って、彼女は変わらなかった。彼女は彼と一緒にノイドルフやクーナウに出かけ
て、近隣の者達とも戦争ごっこをしたかったことであろう。しかしアントンは、普通は彼
女の同行を喜んだが、今や熱心にそれに反対した。それで令嬢は彼の依頼で、村の外れで
引き返さなければならなかった。
荘園部隊の最初の演習の予定日に、レノーレは帽子と軽いサーベルを持って城から出て

来て、ポニーを馬小屋から引き出し、アントンに言った、「私も騎乗する」。
「それはなさらないでください、お嬢様」。
「でもしたいのよ」と反抗的にレノーレは答えた、「人員が少ないのでしょう。一人の

男並に軍務ができますよ」。
「でも、親愛なるお嬢様」とアントンは更に頼んだ、「とても人目を引きます」。
「人目についても、私は構わない」とレノーレは言った、「私は強いし、少し忍耐力も

あるし、疲れは知らないわ」。
「しかし下僕達の手前」とアントンは非難した、「郎党に対し品位を損ないます」。
「それは私が案じればいいこと」とレノーレは頑強に答えた、「つべこべ言わないで。

私はしたいのよ。それでいいでしょう」。
アントンは両肩をすくめた。そして甘受せざるを得なかった。レノーレはカールの横を

騎乗して、レディー用鞍の許容範囲で、戦闘的行動を一緒に行った。しかしアントンは歩
兵の列から明るい姿を不承不承見上げていた。彼女がこれほど彼の気にいらないことはか
つてなかった。彼女が荒々しく別な者達と馬を進め、回転させ、サーベルを空中に振り上
げると、そして彼女の明るい髪が風にほどけて、彼女の目が好戦的に輝くと、彼女はぞっ
とするほど美しかった。しかしアントンが軽快な遊戯のときには夢中になっていたであろ
うもの、これは今や、これらの訓練が苦い真剣なものとなっていて、とても非女性的に思
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われた。彼は曲馬の女を考えざるを得なかった。以前はまさにこの類似性が彼の心全体を
虜にしていた。今日彼女は彼の心を冷たくさせた。訓練が終わって、レノーレが熱い頬で
彼の間近に来て、彼の語りかけを待っていたとき、彼は黙っていた。それでレノーレ自身
彼に近寄って、彼に笑いながら尋ねなければならなかった。「貴方はとても不機嫌に見え
るわね。どうなさったの。これは少しも貴方のお気に召さないことですか」。
「かくも荒々しいのは気に入りません」とアントンは答えた。レノーレは黙って脇を向

いて、馬を下僕に預けて、苛立って城へ戻った。
その日以来彼女は訓練への参加を諦めた。しかし一度も欠かさず、武装した勢力が集合

するとき、現れ、遠くから憧れて見守った。そしてアントンが居合わせないとき、こっそ
りとカールと一緒に近隣の村々への騎行を試みたり、多分散歩で自らの熱意から信号の火
の視察を行ったりした。彼女は一人っきりで田畑や森をうろつき、小型ピストルを携帯し
て、一人の遍歴者を呼び止め、問い質すことが出来て、幸せに感じていた。
この点についてもアントンは小言を言った、「一帯は不用心です」と彼は言った、「浮

浪者の盗人が貴女に容易に危害を与えかねません。余所者でなくても、ひょっとしたら村
人の場合すらあり得ますから」。
「怖くないわ」とレノーレは言った、「村の男達は私には何もしません」。実際彼女は

この男達とはアントンや別の男よりも、上手に話しを付ける術を心得ていた。彼女だけが、
誰からも、どんなに粗野な者からも、丁重にポーランド人の流儀で挨拶された。彼女の高
貴な姿が村の路地を歩んで行くと、男達は彼女の膝の所までへりくだっていた。女達は窓
際へ走って来て、彼女を称賛して見送った。
その人々自身が彼女にそのことをアントンのいるところで話すという喜びを彼女は体験

した。ある日曜日の夕方、カールと森林官、牧人は見張り役として農園中庭に座っていて、
百姓達は居酒屋で飲んでいた。というのは日曜日が城の人々にとって最も危険であったか
らである。カールは行政官の家で一部屋を軍事的目的のために設営して、若干の束の麦わ
らを寝床用に、一つのテーブル、更にベンチや椅子を置いていた。今日レノーレは自らの
手に一本のラム酒とレモンを持って城から見張りの者達の許にやって来て、行政官[カー
ル]に、戦時用ポンス酒を造るよう助言した。牧人と森林官は、この心配りに幸せになっ
て、満面の笑みとなり、カールは飛んで来て、令嬢に椅子を一つ用意して、森林官は早速
近隣の郡の盗賊の一味の恐ろしい話しを始めた。かくて自ずと、レノーレは数分間腰を下
ろし、世の経過についての自らの見解を忠実な者達と取り交わす次第となった。そのとき
丁度ポンスができあがって、令嬢自身が二つのグラスと一つの鍋に注いだとき、アントン
も入って来た。彼女にとって彼は都合が悪かったが、しかしまた彼にとって何でもないこ
とであった。彼は叱らず、ドアの方を向いて、一人の余所者に合図して、玄関から入らせ
た。明るいウールの飾り紐の付いた青い上着の痩せた百姓の若者が、兵士用帽子を手にし
て、幅広の亜麻布のズボンを長靴に入れて、誇り高く部屋に入って来た。彼の目は令嬢に
向けられた。稲妻のように彼は彼女の足許に進み、彼女の膝に接吻し、頭を垂れて、帽子
を手にして、目は床に向けて彼女の前に立ち留まっていた。カールが彼の許に行った、「そ
れで、ブラージウス、居酒屋で何かあったか」。
「何もありません」と若者はポーランド人が片言のドイツ語を話すときのメロディー的

調子で答えた、「百姓が座っていて、飲んで、陽気です」。
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「余所者がいるか、誰か来たか」。
「誰もいません」とブラージウスは言った、「亭主の許に、彼の姪が来ただけです、ユ

ダヤ人の娘で、レベッカ」。そう言って彼はまじまじとレノーレを、自分が報告をすべき
女主人として見つめた。レノーレはテーブルに近付き、一杯のグラスを満たして、それを
若者に渡した。至福の気分でこのお洒落な若者はグラスを取り、脇を向いて、一気に休ま
ず飲んで、空のグラスをまたテーブルに置いて、再びレノーレの膝の所にへりくだって、
すべてを上品に行った。一人の王子でもうらやましく思ったことであろう。「貴女は案ず
ることはありません」と彼は突然、夢中になって令嬢に話しかけた、「村の誰一人貴女に
悪さをしません。貴女に歯向かう者は、我々が殴り殺します」。
レノーレは赤面して、アントンを見ながら言った、「ほらね、私は案じていません。あ

なた方に対しては少しも案じていません」。そして行政官は数時間後また来るように頼ん
でこの偵察者を去らせた。
出て行くと、レノーレはアントンに言った、「彼の挙措は立派です」。
「彼は近衛兵だったから」とアントンは答えた、「村で最下等の者ではない。しかしお

願いですから、この正直なブラージウスや彼の友の騎士精神を余りに当てにしないように
してください。私はまた今日、午後の間ずっと貴女の不在を心配していて、夕方頃貴女の
小間使いをロスミンへの道まで送り出したのです。一人の驚愕した職人の若者が城に走っ
て来て、こう語ったのです。自分は途中武装した女性に呼び止められた。そして遍歴証を
呈示しなければならなかった、と。彼の話しではこの女性は背後に途方もない犬を連れて
いて、雌牛ほどの大きさだったそうです。彼は恐ろしい姿の女性だったと嘆いていました。
この男は全く我を忘れていました」。
「臆病兎よ」とレノーレは馬鹿にして言った、「彼はポニーと一緒の私を見て、悪しき

良心に駆り立てられたかのように遁走したわ。そこで呼びかけて、私の小型ピストルで脅
したのよ」。

このように準備しながら、荘園の人々は、日々森の島でも反乱勃発に備えていた。一方
蜂起の熱は地方[州]全体に、森林火災のように広がって行った。ポーランド人が密にいる
所では、明るい炎が天まで上がった。縁の方でも火災があちこちで生じた。緑の森での火
事のようであった。幾多の箇所で消火され、しばらく万事が静かであったが、その後炎が
また突然燃え上がった。
ある日曜日の午後、同盟の村々の大きな演習があった。旗を持ってノイドルフとクーナ

ウの人々がやって来た。歩兵が前方で、騎乗の若者達が後方、そして城の中庭からカール
に率いられて下僕達の小さな列が彼らに向かって行った。その他数人が徒で、彼らの先頭
を森林官が三部隊の大元帥として行進した。アントンも森林官の司令部に配置された。レ
ノーレは彼が城から出て来るのを見たとき、ポニーに鞍を置くよう命じた。
「私は見ていたいのよ」と彼女はアントンに言った。
「でもただ見るだけですよ、恵み深いお嬢様」とアントンは言った。
「学校教師ぶらないで」とレノーレは彼に後から声をかけた。
森の縁に演習場があった。森林官の昔からの記憶と男爵との何度かの協議の後、一つの

司令部が形成されたが、これはおよそ郎党を自分の意のままに操るに足るもので、カール
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は自分の騎兵中隊を炎の情熱で率いていた。この情熱は統率と実行の力不足を補うに違い
ないものであった。その側面に弾丸止め土手があった。カールは自分の油絵の具の残りで
標的を描いていた。そこには三本の尾と六本の足の竜が赤い炎を吐き出していて、ここ家
系の異形となっていたが、これを除くと、大きな心臓を見せていて、この気前の良さで射
撃手達の心を惹いていた。しばらく行進がなされ、回転され、縦隊となり、最後に装填と
なった。陽気に森へ空砲が放たれた。レノーレは訓練を遠くから見守っていた。ようやく
彼女は、騎士達の回転に参加する気を抑えられなくなった。彼女は行列に駆けて来た。そ
して小声でカールに言った、「ほんの数瞬間よ」。
「しかしヴォールファルトさんが御覧になったら」と同様に小声でカールが尋ねた。
「彼は見ないわよ」とレノーレは笑いながら答えた。かくて彼女は小さな馬で列に加わ

った。若者達は好奇心を起こして、自分達の横を駆けて、同様に騎馬哨兵として先駆ける
ほっそりした姿を見つめた。彼らが感嘆して令嬢を見守っていたので、彼らの演習は下手
になった。それでカールは大いに叱った。「令嬢が最も上手だ」と休憩でノイドルフの村
人の一人が叫んで、称賛者達は帽子を振って、万歳を彼女に発した。レノーレはお辞儀を
して、ポニーを数回優美な脚の動作に強いた。しかし喜びは長くは続かなかった。アント
ンが野原を越えてやって来て、令嬢の側に寄って来たからである。「実際結構なことでは
ありません」と彼は小声で言った。本気で彼女の戦闘的行為に怒っていた、「大胆な意見
に身をさらしています。確かに悪気はないのでしょうが、しかし貴女の傷となるであろう
ものです。ここは貴女の馬術練習の場ではありません」。
「私は叱られてばかり」とレノーレは立腹して答え、ポニーを脇へ除けた。
かくて彼女は馬を一人っきりで駆けさせて、大きな梨の木の近くで巻乗りをさせ、心の

中でアントンに憤激していた。「あんなこと言うなんて、なんと勝手なんでしょう」と彼
女は考えた、「父上は正しい。彼はとても散文的だ。昔彼と最初に出会ったとき、そのと
きもポニーだった。そのときはもっと気に入られた。当時は二人とも子供だった。でも彼
の本性はもっと思いやりがあったのに」。思いが心の中を次々に巡った、いかに以前人生
は輝かしく、美しく、軽やかであったことか、現在はいかに苦々しいものか。このように
夢想に耽って、彼女は馬に８の字を次々に描かせた。
「悪くないですよ、 ー しかしもっと抑えて、レノーレ嬢」と彼女の側でよく響く男

性の声がした。びっくりしてレノーレは脇を見た。木に見知らぬ男の痩せた姿が寄りかか
っていて、両腕を組み、高貴に象られた顔には嘲笑的微笑があった。この見知らぬ男はゆ
っくりと彼女に向かって歩いて来て、帽子を取った。「おいぼれにはしんどいことでしょ
う」と馬を指しながら、彼は言った、「まだお忘れではないと願います」。
レノーレは彼の顔を幽霊を見るようにじっと見つめて、ようやく混乱しながら馬から滑

り降りた。昔の時代からの一つの絵が実物となって彼女の前に現れた。この男の冷静な微
笑、優美な形姿、ぞんざいな安定感は、彼女がたった今考えていた過去に実際属するもの
であった。「フォン･フィンクさん」と彼女は当惑して叫んだ、「貴方に会ったら、ヴォー
ルファルトが喜ぶことでしょう」。
「それで私は」とフィンクは答えた、「さっきから彼を遠目に見ていて、確かに紛れも

ない特徴から」 ー と彼はここでまたレノーレを見た、 ー 「彼に間違いないだろう
と思っていたのですが、向こうで胸甲を付けた男として砂の中を徒渉しているのは、しか
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し信じられないことです」。
「すぐに彼の許へいらしてください」とレノーレは叫んだ、「貴方の到着は彼にとって

この上ない喜びとなりましょう」。
かくてフィンクは彼女と並んで射撃場へ歩いて行った。ここで今や男達は竜の標的に取

りかかっていた。フィンクはアントンの背後に行って、彼の肩に手を置いた。「今日は、
アントン」と彼は言った。
アントンはびっくりして振り向き、友人の首を抱きしめた。性急な問いかけと短い答え

が飛び交った。「どこから来たのかい、また会えた友よ」とようやくアントンは叫んだ。
「むこうからかなり真っ直ぐに来た」とフィンクは遠方を指しながら答えた、「数週間

前ようやくまた陸に上がった。君から貰った最後の手紙は先の秋のものだ。それで大体君
の居場所は分かった。君達の置かれている混乱の中では、君に会えたのは、珍しい幸運と
思っている。カール親方もいるな」と彼は、カールが甲高い喜びの声で飛び込んで来たと
き、叫んだ、「これで会社の半ばが揃ったな。即刻帳場を開くことができそうだな。勿論
君達はここで別な楽しいことをやっている」。彼はレノーレの方を向いて、続けた、「私
は男爵に自己紹介をして、恵み深い奥様から、戦闘的若者は野外にいると聞きました。更
にお許しを頂きたい。私はこちらのこの男を少しばかり知っていて、数日間彼の近くで過
ごしたい。このような時節、貴女の客あしらいの良い家に余所者を一人引き受けて頂きた
く自らお願いすることはまことに厚かましいと痛感しています。全体としては悪くないこ
の男に免じて、これを許し、こちらに滞在する許可を得て、この少年が膝まで伸ばしてい
る珍奇な狩猟用長靴の型について納得が行く次第になれば嬉しく存じます」。
同様に上手くレノーレは答えた、「私の父は貴方の訪問を常に大きな喜びと見なすこと

でしょう。このような時節、立派な友は倍の価値があります。私は早速行って、郎党に言
いましょう、ヴォールファルトさんの靴を皆、貴方の部屋に展示して、その型についてと
くと長く熟考していただくようになさい、と」。彼女はお辞儀をして、ポニーを手綱で導
きながら、城の方へ歩いて行った。
フィンクは彼女を見送って、叫んだ、「ゼウスにかけて。美人になったなあ。挙措も申

し分ない。その上去り方も心得ている。もはや馬鹿じゃないかと決して言わないことにし
よう」。彼はアントンの腕を握って、友を射撃場から連れ去り、野生の梨の木の下まで来
た。そこで彼は心から握手して、叫んだ。「今一度久しぶりだな、誠実な友よ。聞いてく
れ。私は驚きの余り、まだ正気になれない。誰かが君を赤と黒とで塗られたインディアン、
手に戦いの斧を持って、ズボンの縫い目に敵の頭皮の髪を有した姿として描いて、その君
に再会するぞと言ったら、私はこの男を正気じゃないと言ったろう。君は冷静沈着な男で、
生まれながらにして、小さな飾りを付けているのに、この荒野では胸に殺人の考えを抱い
ている。どうしたのか、ネッカチーフもないぞ。我々は互いに変わったと言っても、君が
一番変わっている。この変化が気に入っているのかね」。
「どうしてこちらに来たかは知っているだろう」とアントンは答えた。
「察するに」とフィンクは言った、「ダンス教室が忘れられないのか」。
アントンの目は曇った。「すまん」とフィンクは笑いながら続けた、「昔からの友を悪

く思わんでくれ」。
「勘違いだよ」とアントンは真面目に答えた、「色恋でこちらに来たと思っているなら。
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偶然の連続で男爵家と縁ができたのだ」。 ー フィンクは微笑した。 ー 「正直に言
うと、向こうでの印象に私の気持ちが強く動かされていなかったら、男爵家のことはやり
過ごしていたことだろう。しかし偶然大きな信頼を得る状況に至ったというのが真相と言
っていいだろう。男爵が難しい状況にある時、私はその家族から、少なくとも彼らの役に
立とうという善意の意志を持った男と見なされたのだ。彼らは私に対して、しばらく彼ら
のために働いて欲しいという願いを述べた。彼らの提案を受け入れるには、まず内面での
闘いが必要であったが、しかしこれは君に打ち明けるには及ばないことだ」。
「全体はまことに結構だが」とフィンクは答えた、「しかし商人が銃とサーベルを購入

するとなると、何故この支出が必要か知らなければなるまい。それで明確な質問を許して
欲しい。君はここで何をする気だ」。
「ここに留まるのだ、自分がここで必要とされていると感じている間。それから帳場で

一つの席を探す」とアントンは答えた。
「我らの昔の店主の許かい」と素早くフィンクは尋ねた。
「あるいは別でもいい」。
「何だと」とフィンクは叫び声を上げた、「それは平坦な道には思えないなあ、それに

正直な告白とも思えない。しかし君にいきなり会って詳しく要求してはならんだろう。私
は君に対してもっと正直に言えるぞ。私は向こうで自らを解放した。君の手紙と助言に感
謝している。君の英知が私にくれた助言だ。私は君の提案通りに新聞を利用して、私の西
部の会社を爆発させた。勿論私も空中に散った。数千ドル出して私は半ダースのペンを買
い、ニューヨークの新聞やその他の幾つかの新聞に絶えず結社の無益さについてのおぞま
しい報告を掲載させたのだ。私はあらゆる調子で自分と自分の郎党を訴えさせ、呪わせた。
この件は人目を引いた。ブラザー・ヨナタンが注目し、すべての我々の恋敵、競争相手が
私に同調した。私自身と私の結社が血に飢えたいかさま師、虐待者として一ダースの新聞
に報告されるという楽しみを味わった。すべては私の大金を代償にしてだ。面白い追い出
し猟となった。四週間したら西部会社は下落して、犬一匹もその会社からパン一片も受け
取らなくなった。すると私の共同支配人達が自ら私の許にやって来て、私の金を支払い、
彼らの結社から解放すると申し出たのだ。私がどんなに喜んだか分かるだろう。ちなみに
私は自由の代償を高く払って、ついでに言うと、向こうで実物の悪魔だという評判を残し
たのだ。バーカ。そんなの、何でもない。私は自由になったから。 ー それで今私は君
を探したのだ。二つの理由から。第一に君と再会して、君とおしゃべりをするためだ。第
二に、君と私の将来について若干のことを真面目に相談するためだ。それで率直に言うと、
私はそのために君を採用したい。この間ずっと君がいなかった。私は君のことが良く分か
らない。だって君は根本的に素っ気ない若者で、時々私の都合よりも反抗的だからな。し
かしこうしたことすべてに関わらず、私は異郷で君への一種の憧れを感じた。私は私の父
親とも話し合った。熱い闘いとその後での冷淡さなしには片付かなかった。それ故君に昔
からの申し込みをするのだ。私と一緒に行こう。海辺か、イギリスか、状況次第では大洋
を渡って。一緒に組もうではないか。そして何を始めるか考えよう。我々は今や両人とも
自由だ。世界は我々に開かれている」。
アントンは両腕を友人の首に回した。「親愛なるフリッツ」と彼は叫んだ、「君の高邁

な申し込みはすべて衷心から言われていると思い、忝い。しかし私はここでさしあたり責
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務があるのだ」。
「君がたった今公式に語ったことによれば、その責務は永遠に続くものではなかろうと

思うぞ」とフィンクは答えた。
「その通りだ。しかしすぐには行かない、御覧」とアントンは言った、手を広げていた、
「この風景は少しも魅力的でなく、ここに暮らしている人々の大部分は少しも面白くない
けれども、それでも私はこれらを君とは別な目で見ている。君は私よりはるかに世界市民
だ。君はこの平野と、君の友がたとえ些少でもそれらの一部であるこの国家の生活に大し
て興味はないだろう」。
「そうだな」とフィンクは、アントンを不思議そうに見ながら、言った、「大して興味

はない。私が今ここで君達から見聞した農園から判断するに、君がその一部として大層な
自尊心を感じている国家は全くのところ尊敬すべきものには思えない」。
「しかし私は別な風に考えている」とアントンは彼を遮った、「強制されない限り、ま

さに今、この国から去るべきではないのだ」。
「おやおや」とフィンクは叫んだ。
「御覧」とアントンは続けた、「荒廃した時に、私は自分の心がいかに自分が市民であ

るこの国に愛着があるか分かったのだ。その時以来、私は何故私がこの地方に立っている
か承知したのだ。我々の周辺はこの今の瞬間すべての法的秩序が解けている。私は自分の
生命を守るために武器を持っている。そして私同様数百の他の者達が、或る異郷の部族の
中にいる。何の仕事で、私や、個々人がこちらに来ていようとも、私はここに征服者達の
一人として立っている。この征服者達は自由な仕事と人間的文化のためにより弱い人種か
らこの大地での支配権を奪ったのだ。我々とスラヴ人、これは昔からの戦いだ。そして誇
りを持って我々は感じている。我々の側に教養があり、労働意欲があり、信用があると。
ポーランド人の荘園所有者がこの間近で築き上げたもの、 ー 中には多くの豊かな知的
な男達もいるが、 ー 彼らの支出できるすべてのターラー貨幣は、ドイツ人の有能さを
通じて、あれこれの流儀で獲得したものだ。我らの羊を通じて、彼らの野蛮な群れは改良
された。我らの造った機械が、彼らの酒精分の樽を満たしている。ドイツでの信用、ドイ
ツでの信頼が基になって、今まで彼らの抵当権、彼らの荘園は有効性を得ている。彼らが
今やそれでもって我々を殺そうとしている銃でさえ、我らの銃工場で作られたか、我々の
会社を通じて供給されているものだ。策謀的政治によってではなく、平和的手段で、我々
の労働を通じて、我々はこの国に対する現実の支配権を獲得したのだ。それ故、征服者の
民族出身の男としてここに立っている者は、今その地位を離れるならば、臆病者というこ
とになる」。
「君は異郷の地でいとも誇り高く語っている」とフィンクは答えた、「そして君達のう

ちでは自らの大地が震えている」。
「誰がこの地方[州]をドイツにもたらしたのか」とアントンは、手を広げながら、尋ね

た。
「君達の種族の侯爵達だろう。私はそれを否定しない」とフィンクは言った。
「そして私が生まれたこの大きな地方を制服したのは誰か」とアントンは更に尋ねた。
「一人の男であった者だろう」。
「一人の反抗的農夫だったのだ」とアントンは叫んだ、「彼と彼の家の他の者達だ。剣
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を持ってか、策謀によってか、契約を通じてか、あるいは襲撃によってか、いずれにせよ
彼らは大地を自らのものにした。他のドイツがほとんど皆死んで、哀れな状態にあった或
る時代のことだ。大胆な男達、立派な農園経営者として、彼らは自らの大地を管理した。
彼らは湿原を通じて溝を引き、空き地に人間を入植させた。一族を厳しく、勤勉に、欲望
を抱いて、あるがまま、躾けた。彼らは堕落し、あるいは砕かれた諸部族から一つの国家
を築いた。彼らは大変な才覚で自らの家を数百万人のための中心地とした。そして無数の
詰まらぬ主権者達の粥から一つの生きた勢力を作り上げた」。
「それをしたのは」とフィンクは言った、「昔の先祖達だな」。
「彼らは我々を造りながら、自分達のために働いた」とアントンは賛同して続けた、「し
かし今や我々が生命を得たのだ。新たなドイツ人の民族が生じた。今や我々は彼らに要求
する、我々の若い生命を認めるように、と。それが彼らにとっては難しいのだ、まさに彼
らは自分達の合作の国を自分達の剣の官有地として見ることに慣れてしまっているのだ。
彼らと我々の間の戦いがいつ終わると誰が言えよう。ひょっとしたら長いこと我々はこの
戦いが引き起こすおぞましい現象を呪うことになるかもしれない。しかしどのように決着
しようとも、私はこの一日の明かりのように確信している。つまり彼らが造り上げた国家
は、国家の発生源の瓦礫に再び砕かれることはないだろう、と。君が私の最近の数年のよ
うに、様々な活動の中、卑小な人々と共に親しく生活して来ていたら、君は私の言うこと
を信ずるだろう。まだ我々は民族として貧しい、まだ我々の力は弱い。しかし我々はたた
き上げだ。年ごとに我々の仕事と共に、知性、福祉、皆と一緒だという感情が育っている。
この瞬間、我々は境界の国にいて、お互いを同胞のように感じている。向こうの内部の者
達が醜く互いに諍っているとき、我々は団結している。我々の戦いは純粋なものだ」。
「結構」とフィンクは賛同しながら頷いて言った、「ドイツ人ならいつも言いそうな話

し方だ。時代は窮乏するにつれ、希望は一層緑色になる。全体から察するに、ヴォールフ
ァルトの若旦那、君は今私と行く気はないな」。
「私は許されないのだ」とアントンは感動して答えた、「だから怒らないでくれ」。
フィンクは暗鬱に宙を見ていた。「聞き給え」と彼はようやく始めた、「我々は別れて

から役割を取っ替えてしまったな。私が数年前君から別れたとき、私は泉の匂いを嗅いだ
砂漠の駄馬のようだった。私は君達の許の退屈な生活から楽しい緑の野に出て行くものと
期待した。そして私が見いだしたものは、嫌な沼地だった。そして今や私は疲れて君の許
へ来て、大胆に君が死神と悪魔とを相手に賭けをしているのを目にしている。君は以前よ
り元気だ。私は自分のことをそうだとは自慢できん。ひょっとしたら君には故郷があり、
私にはないせいかもしれない。
しかし浅知恵はもういいだろう。それでここではどんな具合に戦争をするものか教えて

おくれ。不法入国者どもを紹介して欲しい。そして出来るものなら、この魅力的所有地で
一平方フィートの土地を、砂であっても踝までは沈まない所を見せて欲しい」。
アントンは友人を農民達の許に案内し、それから森を通って近隣の村の番の歩哨達の許

まで行った。彼は警報火炎の棒の列や、警報小屋を見せ、城を突然の襲撃から守るために
講じられた諸規則を説明した。フィンクは熱心に個別のことを尋ね、最後に言った、「肝
要な点は遂行されている。君達は郎党に規律を設け、勇敢だ」。
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一方城の中では余所の客人に対して準備がなされた。男爵は従者を通じて、貯蔵庫に白
ワインと赤ワインの十分な備蓄があるか調べさせ、馬具の損傷を繕いに出していなかった
下僕を叱った。男爵夫人はドレスを取り出させた。夫人は荘園に到着して以来もはや点検
していなかった。レノーレも秘かに心配してこの大胆不敵な男のことを考えていた。彼女
はすでにダンス教室のとき彼には心底畏敬の念を抱いていて、この時以来、しばしば憧れ
の姿として思い描いていたのであった。地下室でも興奮はそれに劣らなかった。須臾の商
用訪問の他では、今回が最初の客人であった。誠実な料理番女性は手の込んだ小麦粉料理
に挑戦しようと決めた。しかしこの不幸な国では最も大事な素材が欠けた。彼女は農園中
庭の数羽の鶏を屠殺しようと考えた。しかしこれに対して、小さなポーランド人女性のズ
スカが立腹して、彼女はレノーレと親しく、料理番女性の決然たる性格に涙を流し、令嬢
を呼ぶと脅し、遂に料理番女性は正気になって、大急ぎで裸足の少年を森林官地まで送っ
て、そこで何か珍しいものを得ることにした。蜘蛛の巣や埃に対して素早く巡回がなされ
て、アントンの側の一部屋が準備された。レノーレの小さな寝椅子と彼女の母親のビロー
ドの椅子と絨毯が運び込まれて、家系の体面を保てるようにした。
フィンクは自分の到着がもたらした騒動を少しも予感しなかった。彼は、長いこと体験

したことのないような、快活な気分でアントンの傍ら、田畑を越えて行った。彼は自分の
様々な体験について、洗練された金融業や新世界[アメリカ]の巨大な成長について語った。
アントンは友の冗談には、自分が体験した劣等さに対する深い怒りが込められているのを
聞いて喜んでいた。「向こうの生活は力強い」と彼は言った、「しかし私はこの猥雑さの
中にいて、ここの君達も何か大事だとようやく明確に感じている」。かくて彼らは城に戻
った。彼らは服を着替えた。アントンは客室の設備を一瞥してびっくりした。やがて彼ら
は従者を通じて男爵夫人の許へ招待された。今や、設備の心配事も終わって、ランプの明
かりが各部屋に穏やかな輝きを広げていて、家族の者達は豊かな道楽者の訪問で快活な刺
激を受けていた。再び以前のような自宅の感じとなった。戯れるような会話の軽快な調子、
各人が相手の快適さを高めていると各人に感知させる優しい思いやり、これらは彼らが慣
れている昔からの作法であった。時には同じ会話の話題もあった。そしてフィンクは、客
人が或る家庭を訪問した際、最初の夜に課される課題を、このいたずら者には自家薬籠中
の練達さで解いた。彼はすべての人に、いかにその家庭の雰囲気が心地よいものであるか
悟らせた。彼は男爵を年若の同身分の者の敬意に満ちた親しみで遇した。男爵夫人には恭
しく、レノーレには簡潔に率直に接した。好んで彼はレノーレに言葉をかけた。すぐに彼
は彼女のぎこちなさを解いてやった。家族の者は、彼が自分達の一員であると感じていた。
彼らの間には内心のフリーメーソンが見られた。アントンも自問していた、新しい客人の
フィンクが全く家の昔からの友人に見え、自分自身が余所者に見えるのはどうしてなのか、
と。そして再び何か尊敬の念が彼の心に生じた、彼が青年のとき以前、優美で上品で上流
であるように見えるすべてのものに対して抱いていた念である。しかしこの思いは、自分
の明瞭な判断にかかって来た軽い影に過ぎなかった。
フィンクが腰を上げると、男爵は率直な温かさで請け合った。彼には客人として本当に

長く滞在して欲しいと願っている、と。そして男爵夫人は彼が去った後で、言った。英国
式作法が彼にはとても似合っているし、偉い殿方の印象を与える人だ、と。レノーレは彼
の本性については思いを巡らさなかった。しかしいつにないほどおしゃべりになっていた。
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彼女は母親の寝室まで同伴した。そしてこの疲れた夫人のベッドの側の足台になおも座っ
て、楽しくおしゃべりを始めた。客人についてではなく、他に自分が面白いと思う多くの
ことについて語り、とうとう母親が彼女の額に接吻をして、言った。「もう十分でしょう、
良い娘だから、ベッドへ行って、夢を見ないで寝なさい」。
フィンクは快適に寝椅子に足を伸ばした。｢レノーレという女は上玉だ｣と彼は満足して

叫んだ、「単純で、率直で、要するに娘どものなよなよした陶酔のかけらない。 ー 後
一時間ほどいつものように私の側に腰を下ろしてくれ、アントン・ヴォールファルトよ、
スラヴのサハラ砂漠での男爵の執事殿よ。いいかい、君はとても危険な状況にいて、私は
今でも賛嘆の余り、鳥肌が立ちそうだな。君は以前私がいたずらをするたびに何度も分別
のお節介を焼いてくれたよな。今では君自身が瘋癲だ。私は今有り難いことに、素面の状
態にあるが、君をこんな錯乱の中に置いて去るとなると、私の良心が咎めるな」。
「フリッツ、親愛なる友よ」とアントンは喜んで叫んだ。
「結構」とフィンクは言った、「それではしばらく君の近くにいよう。いかに打開でき

るか考えろ。女性達は多分問題ないだろう。しかし男爵は」。
「聞いたろう」とアントンは答えた、「彼もまさに今、君のような騎士が彼の孤独な城

に来たことを都合の良い偶然と考えている。ただ」、 ー 彼は思わしげに部屋の中を見
回した、「君は贅沢なことを言ってはいけないのだ」。
「そうか、分かるよ」とフィンクは言った、「君らは渋くなったのだな」。
「そうなのだ」とアントンは言った、「私が森で黄色の砂を袋に詰めて、それを小麦と

して売ることが出来るとしても、私は仰山の袋を売らなければ、我らの金庫に些少とも安
定した資金を残せないのだ」。
「君はここで金庫番として入ったのだから、思うに金庫は空なのだな」とフィンクは素

っ気なく言った。
「そうだ」とアントンは答えた、「私の主要な金庫は、昔の装身具箱だ。請け合うが、

買いたたかれた金だ。私は今時々、プルツェル氏と帳場での彼の白墨に言い知れぬ嫉妬を
感じている。灰色の亜麻布の袋の列をほんの一度でも拝みたいと願っている。銀行券とか
株のファイルは思いもよらない」。
フィンクは行進曲の口笛を吹いた。「可哀想に」と彼は言った、「しかし大きな荘園だ

ろう、それにきちんとした農園だ。実入りがあったり、費用がかかったりだな。君達は何
で食っているわけだ」。
「それは」とアントンは言った、「女性達の秘密で、打ち明けることは許されない。我

らの馬はダイヤモンドを食っているわけだ」。
フィンクは肩をすくめた。「それでロートザッテル家がかくも零落したのはどうしてな

のだ」。
アントンは思いやりながら男爵の没落を描写した。それから熱く女性達について語った、

男爵夫人の品位ある諦念とレノーレの健康な力について語った。
「そうか」とフィンクは言った、「私が思っていたよりももっとひどいな。君はこのよ

うな家計をどう凌いでいるのか。木々の上の小鳥の方が君達に比べれば年金生活者と言え
るぞ」。
「目下の状況では」とアントンは続けた、「平時まで持ち堪えることだ、まずは男爵の
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家系荘園の強制競売までだな。今は債権者達が押し寄せないだろう。裁判はほとんど全く
機能していない。男爵は大きな資本がなければ、この所有を主張できない。今はこの所有
を諦めることができない、さもないと将来販売可能となる最小のものさえ荒廃してしまう。
そして一家は路頭に迷う。彼らはこの不穏な週、この田舎[州]から旅立つよう私がどんな
に説得しても、絶望者のようにここで自分達の運命を待とうと決心している。男爵は気位
が高くて、かつて住んでいた郡への帰還を拒んでいる。女性達は彼を放置しようとはしな
い」。
「それでも少なくとも近くのもっと大きな町へ送ったらどうだ。酔っ払った百姓の一群

れの襲撃に遭わないように」。
「私は出来るだけのことはしたのだが、この点では力が及ばない」とアントンは暗く答

えた。
「それでは言うが、君の戦闘的仕掛けは大して勇気付けられるものではない。この村で

まず君が招集しなければならない一ダースの人々では、悪漢の一味にはほとんど歯が立た
んだろう。これでは城の中庭を防衛できないし、女性達の避難すら援護できない。軍を得
る見込みはないのか」。
「ない」とアントンは答えた。
「まことに心地よい、慰めの多い状況だな」とフィンクは叫んだ、「それでも君達は田

畑を耕作し、小さな農園は整然と働いている。カールに彼が来たとき、荘園がどんなだっ
たか、君達がこれまで何を改善したか、話して貰った。君達は立派に果たしてきた。これ
はアメリカ人とか他の国の者では出来なかったことであろう。このような絶望的状況での
ドイツ人を私は称賛する。女性達、並びに君らの若い農園はもっと良く庇護される必要が
ある。立派な拳を持った二十人の男達を雇いなさい、彼らにこの城を守って貰え」。
「我らには塔のフクロウ同様に、二十人の無駄飯[パン]食いを養えないということを忘

れては困る」。
「働かせればいい」とフィンクは叫んだ、「ここには十分土地があって、百の手[五十人]
が有益な仕事を見いだせよう。沼から水を引いて、溝を作らせたらどうか、向こうの下に
は情けない水溜まりの列が見えるぞ」。
「それは別な季節の仕事だな」とアントンは答えた、「土地は今余りに水分が多い」。
「数百モルゲンの森の土地に種を蒔かせたり、植え付けをさせろ。小川は夏も保つのだ

ろう」。
「保つと聞いている」とアントンは答えた。
「それで彼らに何か仕事をさせるのだ」。
「忘れちゃいけないよ」とアントンは微笑して言った、「信頼できる労働者を、しかも

その上戦闘的素地もある者を、まさに今、我らの悪評高い一帯で募集することがいかに難
しいことか」。
「よく悩む男だなあ」とフィンクは叫んだ、「カールをドイツの一帯に徴募のために送

り込め。彼が十分人を集めて来るよ」。
「聞いているだろう、金がないのだ。男爵はかなりの規模の土地改良を実行することは

全くできない、いずれにしろ支払いが来るから」。
「それでは私に任せろ」。
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「フィリッツ、それは出来ないと分かるだろう。男爵は自分の客人からそのような犠牲
は受けられない」。
「金が入ったとき、私に返せばいいのだ」とフィンクは説得した。
「返金がいつ出来るか、不確かなことだ」。
「それでは費用のことは彼に黙っておればいい」。
「彼は盲目だ」とアントンは軽く非難して答えた、「それで私は彼に奉公して、彼に決

算を報告する義務がある。勿論彼は君からの借款を若干騎士的に躊躇った後、多分受け入
れるだろう。自分の状況についての彼の見解は気分次第で変わるから。しかし女性達には
このような見せかけは通じない。彼女達は君の財産のお蔭で自分達の生活が楽になったと
感じたら、君の姿を見るたびに、屈辱を感じることだろう」。
「君が彼らに対してなしているもっと大きな犠牲を彼らは受け入れたのであろう」とフ

ィンクはもっと真剣に言った。
「ひょっとしたら彼らは私の慎ましい活動を犠牲とは思っていないのかもしれない」と

アントンは赤面して答えた、「彼らは私を勘定方、男爵の役人として間近に見ることに慣
れてしまっている。君は客人だ。彼らの自尊心で、君に対しては自分達の状況の深刻さを
できる限り隠そうと努めている。 ー 君の部屋を住めるようにするために、自らの部屋
から割譲している。君の寝ている寝椅子は令嬢の寝室からのものだ」。
フィンクは寝椅子を興味深そうに見つめて、再びきちんと座り直した。「即刻旅立ちた

くはないから」と彼は言った、「品良くここに滞在できるようどうか方策を見つけてくれ
ないか。荘園の抵当権や見込みについて素早く若干のことを語って欲しい。私がこの楽園
の不幸な購入者となると仮定してな」。
アントンは報告した。
「少なくともそれほど絶望的ではないな」とフィンクは言った、「今から私の提案を話

そう。これまでのやり方ではここでやって行けない。このわずかな農園では関係者皆に余
りに不健全だ、一番君にとってな。諸荘園はとんでもなく荒廃しているかもしれない。し
かし私にはもっと何ほどかものにするのは可能に見える。君達がこの荘園を主張すべき人
々か、私は判断しようとは思わない。君が君の人生を後数年これにかけて、更に他人の利
となるよう犠牲とする気があるのであれば、これも不可能には見えない。前提となるのは、
君達がより平静になった時に、必要な運転資金を創れるかどうかだ。一方私は数千ターラ
ー、ひょっとしたら、五千ターラー提供しよう。男爵はその代わり、この荘園の抵当権を
私に出せばいい。この借款は君達にとってははるかに不都合になるということはなかろう。
このとんでもない年を乗り切ることを君達に容易にしてくれよう」。
アントンは立ち上がって、落ち着かず部屋の中をあちこち歩いた。「そうは行かない」

と彼はようやく声を上げた、「我々は君の高邁な申し出を受けることはできない。いいか
い、フリッツ、先の年、私が今ほどここの人々のことを正確に知らないときに、私は我ら
の店主が男爵の諸状況について関心を抱いて欲しいと切に願ったものだ。当時だったら、
君が私に同じ申し出をしてくれていたら、とても幸せに思ったことだろう。今は男爵のこ
とを知って、彼の状況を考えると、私は君に対して、そして女性達に対して、君の申し出
を受けることは良くないと思う」。
「レノーレの寝室からの寝椅子は君達の客人の煙草の灰で汚れることになるぞ。今は私
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が汚しているが、後にはポーランドの大鎌の男達がそうしよう」。
「我々は辛抱しなければならない」とアントンは悲しげに答えた。
「強情者」とフィンクは叫んだ、「それでも私は君から離れないぞ。もう出て行ってい

い。頑固なトーニ」。
この話し合い以来、フィンクは彼の借款の計画を更に言及しなかった。その代わり、彼

は翌日軽騎兵[カール]と打ち解けた会話を行った。そして夕方男爵に言った、「明日貴方
の騎乗用馬を借りてよろしいですか。私の昔馴染みの男がいるのです。貴方の田畑を騎乗
して行きたい。恵み深い奥様、明日の正午姿を見せなくても、怒らないでください」。
「彼は裕福だ、彼は購入のためにこちらに来ている」と男爵は心の中で言った、「あの

ヴォールファルトが友に、こちらで一商売出来ると告げたのだ。投機が始まっている、慎
重にしなければ」。

2.

四月の晴れた朝であった。素晴らしい日々の一日で、湿った温かさが、木々の蕾みを膨
らまし、人間の心をより早い動悸に誘った。レノーレは帽子と日傘を持って、城から農園
中庭へ行き、牛小屋で、角のある頭の列の側を歩いていた。大きな目をして雌牛達は彼女
の方を見て、皆が大きな口を持ち上げ、時折、陽気な雌牛が鳴いて、彼女の手から何かを
欲しがっていた。「ヴォールファルトさんはこちらですか」とレノーレは小屋の所を急ぎ
足で行く行政官[カール]に尋ねた。
「城ですよ、恵み深いお嬢様」。
「彼の訪問は彼にとって好ましいのでしょうね」と彼女は更に尋ねた。
「フォン･フィンクさんはもう今朝ノイドルフへ騎乗して行きました。彼は部屋に休ん

でいません。馬に乗るのが最も好きですよ。彼は軽騎兵の将校となりたかったことでしょ
う」。
レノーレはどこへフォン･フィンク氏が騎乗して行ったか知ると、客人と出会わないよ

うにするために、ゆっくりと別な方向へ小川と耕作地を越えて森の方へ向かった。彼女は
青い空と発芽する大地を見た。澄んだ朝日の中で秋蒔きの苗と草の緑色の先が楽しげに輝
いていて、彼女の心は躍った。小川の側の柳には春が透明な息吹のようにかかっていて、
金色の若枝は樹液が満ちあふれていて、膨らんだ蕾みからは最初の花弁が開いていた。砂
も今日は彼女にとって苛立たしくなく、彼女は軽快な足取りで森を囲む幅広い地帯を歩い
て行き、松林を通って、歩道を森林官の家へと急いだ。森では叫び声やうなり声を上げて、
小さな動物達が跳ね回っていた。一群れの広葉樹が針葉樹の下にある所では、アトリの雄
の力強いさえずりが、そのたびに響いたり、あるいは小さな森の小鳥達の新カップルの熱
心な鳴き声が聞こえた。カップルは、今年その巣をその枝に造ろうかと互いに喧嘩してい
た。甲虫はその黒い胸甲で、白樺の蕾みの周りで呻っており、時折、冬の眠りから早くに
目覚めて飛ぶ荒々しい蜂がぶんぶん言って、褐色の蝶がすでに液果の灌木の上に舞ってい
た。土地がより低くなっている所では、影の中にアネモネの白い星形と黄色の桜草が輝い
ていた。レノーレは麦わら帽を取って、温かい空気をこめかみに引き入れた。深呼吸をし
て彼女は森の香気を、赤松の若々しい周りに漂っている香気を、吸い込んだ。しばしば彼
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女は立ち止まって、間近の声に聞き入った。彼女は木々の優しい葉を見、手で白樺の白い
樹皮を叩いた。彼女は森林官の家の前の湧き出る泉の側に立って、垣根の側の小さな唐檜
の中へ愛撫しながら入って行った。唐檜は狭く、規則的にブラシの毛並みのように立って
いた。彼女は今までかくも生気ある森を見たことがなかったかのように思われた。森林官
の中庭の犬どもが勢いよく吠えた。彼女は狐が鎖をカタカタ言わせるのを聞き、上の鷽を
見上げた。鷽は鳥籠の中をあちこち跳ねて、大きな者ども、犬どものように吠えようとし
ていた。
「静かにヘクトー、静かにベルクマン」と小門をノックしながらレノーレは叫んだ。犬

の激情的な吠え声は優しい挨拶に変わった。彼女が小門を開けると、ダックスフントのベ
ルクマンが、大脚で駆け寄り、自分の尾を法外に振った。ヘクトーは彼女に大胆に跳躍し
て飛んで来て、彼女のポケットを嗅ぎ、狐でさえ、自分の小屋に這って戻り、聞き耳を立
てて頭を餌槽に置き、彼女にずる賢く目配せした。しかし垣根の反対側に唐檜越しに一頭
の馬の頭が覗くのが見えた、 ー まさに彼、彼女が避けようと思っていた彼が、この人
気のない所に現れた。彼女は一瞬決断が出来ずに立っていて、静かにまた立ち去ろうとし
ていた。その時、森林官が玄関の敷居に現れて、彼女に挨拶した。もはや彼女は引き返す
ことが出来ず、老公に従って彼の部屋へ入った。部屋の中央にフィンクが立っていた。小
さな窓から射し込む黄色い陽光に明るく照らされていた。彼は彼女に上品に向かって来た。
「私は手職に挨拶をと外出したのです」と彼は森林官を示しながら言った、「丁度貴女の
反抗的な家臣とその神秘的住まいを拝見して喜んでいたところです」。森林官は椅子を持
って来て、レノーレは腰掛けなければならず、フィンクは彼女の向かい側、褐色の木の壁
に寄りかかって、賛嘆を隠さず、彼女を見つめていた。「貴女はこの老少年とこの部屋と
はまことに対照的です」と彼は見回しながら言った、「お願いですから、貴女の日傘で合
図しないでくださいよ。この剥製の鳥どもが皆、また生き返って、貴女の足許に跪くため
に、貴女の命令をただ待っています。向こうの鷺はすでに頭を上げています」。
「単に陽光の気のせいです」と森林官は宥めて言った。
レノーレは笑った。「その言い訳は承知しています」とフィンクは叫んだ、「貴殿は一

緒に企んでいる。貴殿はこの女王のグノーム[小人]ですな。ここで魔法が行われないので
あれば、私は人生の残りの日々眠って過ごしましょう。この棒で合図して、この大きな鳥
籠の小屋梁が取り除かれれば、貴女はこの小屋から臣下と一緒に陽光の中、飛び出ましょ
う。疑いもなく外の赤松の梢には貴女の宮殿があって、貴女の王座の控える大気中の広間
がある。この小屋の強大な女主人、春のブロンドの巻き毛の女神」。
「貴方をこのような発明に誘っているのは」とレノーレは幾らか困惑して言った、「私

ではなく、発明そのものへの喜びであろうかと安堵致しています。私は貴方のお戯れのさ
えない対象にすぎません。貴方は詩人です」。
「何ですと、何故私にそのような称号をくださる」とフィンクは叫んだ。「私が詩人で

すと。若干の陽気な水兵の歌の他には、この詩の内容は永遠に貴女の耳を汚すことのない
よう立派な摂理に頼む所存ですが、その他には何の詩も暗記しておりません。私が詩とし
て評価しているのは、ちょっと昔の学校での断片ばかりで、例えば、『万歳、万歳、ホッ
プ、ホップ、ホップ』で、これは私の間違いでなければ、貴女の名前を有するものです
[Bürger作『レノーレ』]。この古典的行でさえも、更に非難すべき点は、これが霊感の馬
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の全速力よりも、百姓の駄馬の厳しいだく足を表現していることです。しかし書斎の殿方
が書かれることをそう厳密に考える必要はありますまい。この行の他に私の中で見いだせ
る詩人の作品はわずかなもので、例えば偉大なシラーの楽しい韻があります。『いや、び
っくりしたな[ポッツブリッツ]、グステル・フォン[出身は]・ブラーゼヴィッツ女将じぇ
ないか』[シラー『ヴァレンシュタインの陣営』第五場]。
「私を嘲笑していらっしゃる」とレノーレは侮辱を感じて言った。
「そうではありませんよ」とフィンクは誓った、「貴女を楽しませるのであれば、まだ

何人かの詩人の幾つかの詩的些少を披露したいところです。ほんのまれにしか読むのを許
されていないと致しましても。我々の時代、どうして詩を読んだり、それどころか詩を作
ることができましょう。毎日、自らそのような詩を体験しているのですぞ。私が再びこの
昔の国に帰って以来、数百年間ペンの殿方が恍惚となるようなことを見聞しない時は、ほ
とんど一時間もありません。すべての種類の芸術作品用の華々しい素材があります。私が
不幸にして、詩人であったならば、今や夢中になって、外に駆け出て、頭から狐小屋の中
へ飛び込んで、そこで、情熱から確かな距離を置いて、情熱的ソネットを作りましょう。
狐に両足を噛まれながら。しかし私はペンの男ではありませんので、むしろ私はここで目
にする美しいものを享受して、韻としないことの方を選ぶのです」。そしてまた賛嘆して
令嬢を見つめた。
「レノーレ」と部屋の奥から不機嫌な声が叫んだ。レノーレとフィンクはびっくりして

見回した。
「学習したのだ」と森林官がカラスを指しながら言った。「これは普段何ももはや学習
せずに、すべての生き物に対し不機嫌に座っているのだが、しかしこれは学習した」。
暖炉のカラスは首を曲げて、鋭い目で両客人を見ていた。カラスはくちばしを動かし、
静かに自分の中で語っているかのように見え、頭で頷いたり、頭を振ったりした。
「すでに小鳥達が話し始めている」とカラスに近寄りながらフィンクは叫んだ、「天井
がすぐに上に上がるぞ。私は一人っきり残されて、ベルクマンとヘクトーと一緒に貴女ら
を悲しく見送ることになろう。さて、魔術師殿、お湯ができるか」。
森林官は暖炉を見た、「あれは立派に沸かす」と彼は言った、「しかし何をするのだ」。
「御令嬢に助力をお願いしたい」とフィンクは答えた、「私は」と彼はレノーレに向か

って言った、「貴女の荘園の猟師と一緒に森を通って、蒸留酒製造所まで行き、更に遠く
まで行く計画です。ここに私が旅のとき朝食や昼食として使うものを持参して来ていま
す」。
彼は数枚のチョコレートを取り出した、「これで飲み物風なものを何か作りたいのです。
私どもの計画に対し相談に乗ってくださるのが嫌でなければ、このチョコレートをできる
だけお湯に溶かしてみたいと私は提案します。どんな風に始めたらいいか、貴女の見解を
述べてくだされば、有り難いことです」。
「おろしがねか、すり鉢をお持ちですか」とレノーレは笑って森林官に尋ねた。
「そのような器具はない」と森人間は答えた。
「しかしハンマーは」とフィンクは尋ねた、「それに一枚の綺麗な紙」。ハンマーはす

ぐにもたらされた。一枚の紙はかなり長く探してあった。フィンクはチョコレートを砕く
仕事を受け持った。森林官は新鮮な水を泉から汲んで来て、レノーレは数個のグラスをす
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すいだ。そしてフィンクは熱心にテーブルで叩いた。「これは太古の紙だ」と彼はトント
ンと叩きながら言った、「革のようだ。まだ製紙工場のない時代からのものだ。この魔法
の小屋に数世紀あったものに違いない」。レノーレは砕けた塊をお湯の鍋に振りまいて、
すりこぎでかき回した。それから三人は皆、森林官のテーブルに着いて、大変快適にグラ
スから自分達の手仕事を飲んだ。
金色に陽光が部屋に射し込んだ。陽光は美しい娘の明るい容姿と彼女の向かい側の男の

力強い顔を求め、それから壁に落ちた。壁では陽光は鷺の頭を多彩な輝きで彩り、灰鷹の
翼を飾った。カラスは自己会話を終えて、自分の止まり木から飛び立って、令嬢の足許へ
ぴょんぴょん跳んで、そこで新たに鳴いた、「レノーレ、レノーレ」。
なごやかにレノーレは客人と会話した。森林官は時折賢明な言葉を挿んだ。彼らは地方
やそこの人間について話した。
「私が外国の国々でポーランド人と会ったら」とフィンクは言った、「いつでも仲良く

話したものです。今は残念なことにこちらでは緊張が高まって、故郷のポーランド人を訪
ねることが難しい。勿論人間が最も良く分かるのは、家にいる人間と会うときだから」。
「沢山異なったことを経験なさるのは、大変素敵なことですね」とレノーレは叫んだ。
「ただ最初だけ異なったものは力強く魂に作用します。色々なことを観察すると、最後

に思うことは、人間は互いにどこでもとても似ているということです。肌の色とか他の添
え物の若干の違いはある。しかし愛とか憎しみ、笑いとか涙には旅行者はいつでも出会い
ます。これらの事柄はいつでもかなり似たものです。今では二十週前になりますが、私は
ここから地球の半分離れた、荒涼たる大草原のアメリカ人の木造小屋にいました。そこは
ここと変わらない。我々はこれと同じ厚い木造のテーブルの許に座っていた。私の亭主は
ここの老公と二個の卵同様に似ていた。丁度ここ同様に冬の太陽の明かりが小さな窓から
射し込んでいた。 ー 男達は互いに違うものをまだもっと有するが、しかし女達は主要
な点ではどこでも同じです。ただちょっと小さな点で女達は異なる」。
「それは何だ」と森林官は尋ねた。
「ちょっと純潔さの多少だな」とフィンクはぞんざいに言った、「それが全体の違いだ」。
レノーレは怒って立ち上がった、言葉よりも調子にもっと怒っていた。「そろそろ戻ら

なくては」と彼女は冷たく言って、麦わら帽を被って結んだ。
「貴女が立ち上がると、部屋から輝きが消える」とフィンクは叫んだ。
「太陽の前に小さな雲がかかったのだな」と森林官は窓に近寄って言った。「雲で影と

なっている」。
「阿呆な」とフィンクは応じた、「麦わら帽の影だ。令嬢の髪を隠しているが、令嬢の

巻き毛は明るく輝いている」。
彼らは家から出た。森林官は小門を閉ざした。彼らは小屋から別々の方向へ去った。
レノーレは家へ急いだ。真鶸が歌い、ツグミは口笛を吹いていた。彼女はそれに注意を

向けなかった。彼女は自分が森林官の敷居をまたいだことを、自ら咎めた。しかしそのこ
とを考えることを止めることができなかった。余所の男は彼女の心を落ち着かせず、不安
なものとした。あの人は何も神聖なものがないから厚かましいのかしら。ただ高慢で自信
に満ちあふれているだけなのかしら。自分は彼に対して怒らなければならないのか、それ
とも不安な思いから単に経験のない娘の愚行となっているのかしら。これを絶えず彼女は
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自らに問うていた。いや、彼女は答えを見いだせなかった。

アントンが夕方頃牧人に或る注文をしようとした時、カールも使いの者も見当たらず、
群れは城から遠からぬ所にいたので、アントンは自ら牧人の許に出掛けた。その道は蒸留
酒製造所の荘園へ通ずる道であった。通りの最後の耕作地の所で、馬に乗っている友のフ
ィンクを見つけて、少なからず驚いた。カールと代官がその近くで仕事をしていた。フィ
ンクは曲馬師のように短い距離をギャロップで駆け、他の二人は黒塗りの棒と白塗りの棒
を持って、地面に突き刺し、また引き抜いていた。その際カールは自分の棒に取り付けた
小さな望遠鏡を覗いていた。
「二十五のギャロップ数」とフィンクは叫んだ。
「二ツォル落下」とカールは背後から叫んだ。
「二十五と二」と代官は言って、数字を自分の札入れに書いた。
「君も忍び込んで来たのか」とフィンクは友人に笑って呼びかけた。「ちょっと待って

くれ、すぐに終わる」。更に幾つかのギャロップ数と望遠鏡覗きと札入れへのメモ書きが
なされ、それから男達は棒を集めた。フィンクは代官の札入れを取って、熱心に計算した。
ようやく彼はその札入れを、微笑と共に返して、言った、「もっと登って来てくれ、アン
トン。君にちょっと見せよう。顔を小川と城の北に向けて立ってくれ。すると君が小川を
直線と見なせば、この小川は西から東へ流れる一つの弦を形成しており、君の背後の森の
縁は一つの半円を形成している。森と小川が半円形を象っている」。
「それは明瞭だ」とアントンは言った。
「昔は小川は別に通じていた」とフィンクは続けた、「ここ森に沿って弓形に丸く、古

い川床がまだ分かる。森の縁に沿って古い水路を上がって行くと、向こうの上方の西側に
古い川床と現在の川床が分岐する地点に来る。劣等な橋が小川に架かっていて、水が現在
の川床へ一フィート以上の落下を有する地点だ。最良の水車をも動かせる強力な落下だ。
分農場の朽ちた建物がその側にある」。
「その地点は良く知っている」。
「村の下方で古い川床は森に沿って曲がって、また小川に通じている。小川は五百モル

ゲン以上の強大な平地を迂回している。この駄馬の跳躍を信頼して良ければな。この土地
全体が古い川床から新しい川床へ傾斜している。わずかに数モルゲンの草地と、実りの乏
しい耕作地が残って、大方は砂地と放牧地で、聞いている通り、君達の平野で最も劣等な
部分だ」。
「すべてそうだと認めるよ」とアントンは好奇心を起こして言った。
「よく聞けよ、小川をまた古い川床に戻し、弦の直線ではなく、弧を描くようにしたら、
今では無益に流れて君達の面目を潰している水で、五百モルゲンの全平野に水を届けて、
乾いた砂地が緑の草原に変わるのだ」。
「君は抜け目ない頭をしている」とアントンは叫んだ、発見に興奮していた。
「モルゲンにつき平均幾ら費用はかかる」とフィンクは尋ねた。
「三十ターラー」。
「せいぜい同様にこの土地でもこれらの牧草地設備の費用もそんなものだろう。合計は

六十ターラー。従って年の地代は三ターラー[十分の一税?]。それに加えて維持費や税等
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々でモルゲンにつき二ターラー、それで五ターラーの費用がかかる。これに対しモルゲン
につき二十ツェントナーの干し草が半ターラーで計算されているとすれば、モルゲンにつ
き[十倍の]五ターラーの儲けが得られる。従って五百モルゲンでは二千五百ターラーの年
の儲けだ。これを得るには設備資本としてせいぜい一万五千ターラー必要だろう。アント
ン、このことを君に話したかったのだ」。
アントンはびっくりした。フィンクが計算してみせた数字は全く架空のものではなく、

費用も収穫も実のものであることは疑い得なかった。このような設備が荘園にみせてくれ
る展望は彼の心を捉え、長いこと黙って彼の友の横を進んで行った。「君は私のこの砂漠
に水と緑の草原を見せてくれた」と彼はようやく苦しげに叫んだ、「残酷だな、君は。男
爵にはこれを改善する余力はなく、他人がすることになるから。一万五千ターラーか」。
「ひょっとしたら一万で出来よう」とフィンクは嘲笑的に言った、「私が君の目の前に

砂上楼閣を描いたのは、君の昨晩の反抗を罰するためだ。今は別のことを話そう」。

夕方男爵は意味深な表情で彼の妻とレノーレを呼んだ。「私の寝室へ来てくれ。おまえ
達に何か話すことがある」。彼はそこの肘掛け椅子に真っ直ぐに座って、久しく見せたこ
とのないかなり快適な調子で言った、「すぐに分かることだが、フィンクのこの訪問は全
くの偶然なものではなく、ヴォールファルト氏への友情をきっかけとしたものではない。
二人の男達はそう見せたがっているけどな。おまえ達二人は私より賢い、しかし私だって
正しいのだ。訪問には我らの執事よりも我々にもっと密接に関係する理由がある」。男爵
夫人は娘にびっくりした視線を向けた。しかしレノーレの目は大きく父親に向けられてい
たので、母親は再び落ち着いた。
「おまえ達は氏が異郷からこちらに来たのは何故と思うか」と男爵は続けた。女性達は

黙っていた。レノーレは頭を振った。ようやく彼女は口にした、「父上、フォン･フィン
クさんは昔からヴォールファルトと親しい友です。彼らは数年前から互いに会っていなか
った。フィンクが父上とのちょっとした馴染みを利用して、数週間一番親しい友の許で過
ごそうとするのは、自然なことです。彼の滞在理由をその他に求める理由がどこにありま
しょう」。
「おまえは青春時代がこのような関係を把握する仕方で語っている。人間というものは

理想的情感よりもむしろ利己心に支配されている。おまえの若い知恵が考えているよりも
な」。
「利己心ですか」と男爵夫人は尋ねた。
「何を驚くことがあろう」と男爵は皮肉に続けた、「両人とも商売人だ。フィンクは大

いに取引の魅力について承知しており、その機会があれば条件の良い商売を見逃すことは
ない。何故彼が来たか、おまえ達に教えよう。我らの立派なヴォールファルトが彼に手紙
を書いたのだ。こちらの荘園を有する領主は、現在農園を自ら管理することはできない。
こちらで一仕事出来るぞ。君は金がある、こちらに来い。私は君の友だ。多分私にもおこ
ぼれがあろう」。
男爵夫人は強張って夫を見つめた。しかしレノーレは飛び上がって、深く心を傷つけら

れたエネルギーで、叫んだ、「父上、父上が私どもにこの上ない非利己心の他は何も見せ
てこなかった一人の男の方について、そのような話され方をなさるのは聞いておれません。
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私どもに対する彼の友情は途方もなくて、彼はこのような孤独な滞在地での不如意と、彼
の立場上多くの他の方に及ぼす辛いことをとてつもなく辛抱して耐えているのです」。
「彼の友情か」と男爵は言った、「そのような高級な美点を我々は決して要求したこと

はない」。
「私どもは要求したのです」と熱意に燃えてレノーレは叫んだ、「母上が私どもを助け

てくれるような人を誰も知らなかった時期に、ヴォールファルトがいて、私どもに誠実に
接してくれました。彼のみが、兄が彼を私どもの許に連れて来た時から、今のこの時まで
私どものことを心配して、父上の代わりをして来たのです」。
「そうだな」と男爵は口を挿んだ、「彼の活動に何も反対はしない。彼が勘定をきちん

としていて、わずかな俸給で大いに勤勉に働いていることは喜んで認める。おまえが人間
の営みをもっと理解していたら、おまえは私の言葉をもっと平静に受け入れることだろう。
結局彼がしたことには、何の不正もないのだ」と彼は悄然として言った、「私には現在、
資本が欠けている。その上、おまえ達が知っているように、障害もある。他の者達が自分
達に利点があって、私にも害がないことを提案したら、それに対して何が言えよう」。
「後生です、父上、一体どんな提案です。ヴォールファルトは父上自身の利以外の利を

考えるとは思えません」。
母親は手の動きでレノーレを黙るように強いた。「フィンクはあなたの荘園を購入する

つもりですか」と彼女は言った、「それでしたらこの決意をあなたにとっての一つの幸運
として祝福しましょう。まさに今巡って来た最大の幸運と、愛するオスカル」。
「購入については差し当たり話しはない」と男爵は答えた、「私も今の見込みでは、荘

園をかくも素早く手放すことには躊躇せざるを得ないだろう。フィンクは別の提案をした。
彼は私の請負人[賃借人]になろうと言うのだ」。
レノーレは音もなく椅子に沈んだ。
「彼は荘園平原の五百モルゲンを賃借して、その地を設備ある牧草地に変えたいと言っ

ている。彼は率直に、名誉を重んずる男として私に話したことを否定しない。いかに自分
の利点となるか、数字で示した。最初の数年の請負料を即刻支払おうと申し出た。いや彼
は請負[賃借]関係を五年後には解消し、私にその牧草地を譲り渡そう、彼に設備費用を返
却するならば、そうしようと申し出たのだ」。
「まあ、何てことでしょう」とレノーレは叫んだ。「父上はこの高貴な提案を断ったの

でしょうね」。
「私は考慮の時間を欲しいと言った」と男爵は快適に言った、「この申し出は、申した

ように、私にとって必ずしも悪い話しではない。しかし他人に五年間このような利点を認
めるのはやはり用心の足りないことであろう。私自身が一年したら、金の用意が、つまり
我々自身の勘定のためにこの設備を作る金の用意ができる希望があるのだから」。
「あなたには決して自らはそのような金はできませんよ、愛しい哀れな夫のあなた」と

男爵夫人は涙ながらに叫んで、夫の首を抱きしめ、彼女の手を彼の目の上に置いた。男爵
は打ちひしがれて崩れ落ち、子供のように彼の頭を妻の胸に置いた。
「私はヴォールファルトがこの計画を知っているか、そしてこれに何と言うか知らなけ

ればなりません」とレノーレは決然として叫んだ、「父上の許しが得られるなら、早速人
をやって、彼を呼び寄せましょう」。男爵は返事をしなかったので、彼女は従者を呼んで、
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部屋を去り、従者をドアの前で待った。
フィンクはアントンの部屋に座っていた。熱心に友人を叱りつけていた。「君が葉巻を

吸わなくなってから、君のより良き守護霊は君から逃げたのだ。自分で君の無愛想に怒っ
てすべての髪を引きむしってからな。今や彼は天国の賛美歌を歌う天使達の許にいて、あ
る不機嫌で人目を引いている。それで我らの主なる神は時々侍従に問い合わせている。『か
つらを付けたこの不幸な守護霊は誰だ』。するとラファエルが答える、『この騎士は以前
やくざなアントン・ヴォールファルトに配属されていました』。すると主が尋ねる、『何
故彼の許を去ったのか』。ラファエルは答えなければならない、『この罰当たりは葉巻を
誓って止めたのです』。すると主が怒って話されるのだ、『アントンの若旦那を地獄へ送
れ。彼の魂は蕪の葉に縫い付け、そこで毎日小さな毒紅茸でいぶしてしまえ』」。
「君はアメリカで敬虔な教区民の会員となったのだな。だから天国のことが詳しくなっ

た」とアントンは自分の計算から立ち上がりながら尋ねた。
「うるさい」とフィンクは言った、「以前は数時間のんびり過ごす時間があったと言う

のに。今じゃ永遠の帳簿付けに追われている。タンタロスにかけて、無駄なことだ、更に
無駄なことだ」。
従者が入って来て、アントンを男爵の許に招いた。アントンがドアの所に来たとき、フ

ィンクが声をかけた、「ところで、私は男爵に提案した。彼の五百モルゲンを請負[賃借]
したいと。一モルゲンにつき、二・五ターラーの賃借料だ。五年して牧草地は設備投資の
返済と引き換えに返す。支払いは現金あるいは抵当権だ。さあ行きな、若衆」。
アントンが男爵の許に入ったとき、男爵夫人は夫の側に座っていて、彼の手を自分の手

に握っていた。レノーレは部屋を落ち着かずあちこち歩いていた。「貴方はフォン･イン
クさんが私の父になさった提案を聞いていますか」と彼女は尋ねた。
「たった今、彼が私に言いました」とアントンは答えた。男爵は口を歪めた。
「それで貴方の意見はいかがです。私の父は申し出を受けていいですか」。
アントンは黙っていた、「荘園にとっては有利なことです」と彼は内心を克服してよう

やく言った、「この設備はこの領地にとって最良の助けとなりましょう」。
「それは聞いておりません」とレノーレは苛立って応じた、「貴方が我らの友として、

この提案を受けるよう助言されるか聞きたいのです」。
「勧めません」とアントンは言った。
「そう話されるであろうと分かっていました」とレノーレは叫んで、父親の椅子の背後

に寄った。
「勧めないと言われるが、何故か、良かったら聞かせて欲しい」と男爵は尋ねた。
「すべてが疑わしい現在の時には、このような大きな投機は余りふさわしくないように

思えます。その上、思いますに、フィンクがこの申し出をしたのは、ひょっとしたら彼自
身には名誉となるかもしれないが、しかし男爵様、貴方がこの提案を受け入れるには難し
く思える配慮がなされているかもしれません」。
「受け入れていいか、悪いかは、私が自ら判断することと許して頂きたい」と男爵は答

えた、「この企画は仕事として両当事者にとって有利に思える」。
「それは認めなければなりません」とアントンは言った。
「それに現在の政治的状況をどう見るかは、個人的な見解の事柄だ。その状況で自らの
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計画を妨害されない者は、不確かに臆して、有益なことを等閑にする者よりも多分称賛に
値しよう」。
「それも認めなければなりません」。
「この計画で、フォン･フィンクさんはこの地方にずっと滞在するであろうという結果

になるでしょうか」と男爵夫人は尋ねた。
「そうは思いません、恵み深い奥様、仕事そのものは、彼はいずれにせよ、一人の技術

者に委ねましょう。彼の活発な精神は、十分速やかに自分を世間へと駆り立てましょう。
男爵様に申し出るよう促したもの、これについては単に推測できるのみです。思うに、そ
の大きな部分は、貴方の家に対する尊敬の念と、それに貴方と、ひょっとしたら私に対し
ても、この不穏な日々、若干の権利を持って間近にいたいという願望からのものでしょう。
まさに今他の人々ならこの近辺から遠ざかるもの、危険が、彼の大胆な心にとっては大い
に魅力的なのです」。
「それで貴方にとっては、友人がここにいることは好ましくないのですか」と男爵夫人

は更に尋ねた。
「私はそれを今日まで望んでいなかったのです」とアントンは答えた、「以前の時、私

の使命は時に、彼の早まった決心を押しとどめることでした。彼は気まぐれのために多く
を賭けることになる決心をしたものです」。
「それでは貴方は早まったものと思うのか」と男爵は言った、「貴方の友達が私にこの

ような申し出をしたことを」。
「彼の申し出は彼自身にとって大胆なものです」とアントンは力を込めて答えた、「こ

の点に男爵様、私にとりましても、貴方の利のために気に入らないものが何かあります。
それが何かと述べることには憚りを感じます」。
「感謝申そう」と男爵は言った、「大体話しは分かった、この件は急ぐことでもないか

ら」。アントンはお辞儀して、部屋を去った。
レノーレは黙って窓際に立っていた。長いこと去って行くアントンを目で追っていた。

「何かと述べることはできない」と彼女はアントンの最後の言葉を繰り返した。不安な像
や予感の一群れが彼女の心に去来した。彼女は父親の弱さに怒った。彼女は、彼女らに善
行を大胆に申し出たフィンクに怒っていた。父親が受けるにしろ、拒むにしろ、彼女にと
って客人へのすべての関係が別なものに変わってしまった。彼女らは彼に恩義を感ずるこ
とになった。彼はもはや彼女らにとって他人ではなくなった。彼自身が親しい者として彼
女らの静かな受難の中へ侵入して来た。彼女は彼の口のぴくつき、ひそめた眉を思い出し
た。彼女は彼が父親と彼女とを嘲笑する様を耳にした。大胆に彼は彼女らの家へ入って来
た。そして数日後には冗談のように無造作に手綱を取って、彼女らの運命を意のままに導
いている。彼の高慢な気まぐれに両親はひょっとしたら救いを見て感謝するかもしれない。
今日まで彼女は彼と、この上流社会の輝かしい男と、冗談を言うことができた。彼は同じ
立場にある一人の客人である。明日から自分は彼をどう見なしたらいいのだろう。明日か
らは彼女にとって彼は偉大な領主であり、彼女の父親は実際彼の臣下である。彼女の誇り
は高く彼の本性に対して棒立ちになった。その威力を彼女はこの時、生き生きと感知した。
彼女は彼を冷淡に扱おうと決めた。彼女は彼が彼女に対し話しかけるであろう言葉、自分
の返事について、詮索した。絶えず彼女の魂は、強力なこの他人のイメージの周りを、脅
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された小鳥が自分の巣の敵の周りを飛ぶように飛んだ。
「オスカル、あなたはどうするつもり」と男爵夫人は尋ねた。
「父上は受けてはなりません」とレノーレは精力的に叫んだ。
「おまえの意見は何だ」と男爵は、妻に向かって言った。
「あなたをまずこの荘園から解放するもの、あなたから心配事を取り除くもの、悲しみ、
毎時間心の中で苦しめている不安を取り除くもの、それを選びなさい。情熱で余り醜く争
わない遠方へ行きましょう、この国から遠く離れて。ここより、最も密に寄り添った関係
の所でもっと落ち着きましょう」。
「それではおまえは、彼の提案を受けるよう勧めるのだな」と男爵は言った、「部分的

に請け負った者は、多分全部を引き受けることになろう」。
「そして私どもに年金を払うのよ」とレノーレは叫んだ。
「おまえは阿呆な娘だ」と父は言った、「おまえ達二人とも興奮している。無益なこと

だ。この提案は余りに重要で、簡単に拒めないし、飛び込んで受けることもできない。も
っと詳しく考えよう。おまえのヴォールファルトが、条件を吟味する機会を与えてくれて
いるしな」と彼はより上機嫌になって言い添えた。
「父上、ヴォールファルトが父上に言っていることを聞き入れてください。彼が言わな

いことにも注意をしてください」。
「そうだな、聞く耳を持とう」と男爵は結んだ、「今はお休みだ、ご両人。私はとくと

考えてみよう」。
「父は受けるわね」とレノーレは男爵夫人の部屋で言った、「父は受けるでしょう、ヴ

ォールファルトが勧めなかったから、別な男が金を与えるから。母上、あなたはどうして
私ども女性はもはやこの余所の方に合わす顔がない、この方が私ども自身の家で喜捨をな
さるなら、と言わなかったのです」。
「私にはもはや誇りはありません、希望もありません」と母親は小声で言った。
アントンがゆっくりと部屋に戻って来ると、フィンクは陽気に彼を迎えた。「支配人、

どんな具合だ。私は請負人になれるか、それとも男爵は自ら設備投資をするか。彼はこれ
に乗り気だった。この場合、私は発見者謝礼を得ていいな。ここで戦争が演じられる限り、
私と私の馬が自由にいていいだろう」。
「彼は君の提案を受け入れることだろう」とアントンは答えた、「私は勧めなかったけ

れども」。
「勧めなかったと」とフィンクは尋ねた、「いや、それは君には似つかわしい。溺れる

鼠が丸太にかじりつくと、倫理的債務の重荷について長広舌を振るい、鼠をまた水の中に
投げ飛ばすのだ」。
「君は丸太のように無邪気じゃないよ」とアントンは意志に反して笑いながら言った。
「聞き給え」とフィンクは続けた、「私の感傷性は過剰ではない。しかしこの場合、君

が私に説教をしようとするならば、友達同士のこととは思えないぞ。このとんでもない時
期を乗り切れるよう、君に手助けすることが、君には面白くないのか」。
「いたずら者の君のことは十分長い付き合いで承知している」とアントンは言った、「私
に対する友情がこの申し出にはかなり関与していると承知している」。
「そうかい」とフィンクは嘲笑した、「この関与はどれほどの大きさか。今は甲斐のな
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い時代で、できる限り有徳に振る舞って見ても、人々は大いに解剖して、遂には有徳が、
邪悪なメスの下、利己主義に変わってしまうのだ」。
アントンは彼の頬を撫でた、「私は解剖しない」と彼は言った、「君は大変立派な申し

出をした。私は君に不満ということはない。ただ自分に不満を感じている。君の到着に最
初喜んで、私は君に男爵の状況について、そして女性達の静かな苦悶について、自分の義
務にふさわしいこと以上に話してしまった。私自身がこの家の秘密を君に打ち明けて、そ
れで君は君の迅速なやり方でこの知識を利用した。つまり私自身が君をこの家族に巻き込
み、君の資本をこの不穏な国に巻き込んでしまった。これが突然生じてしまったことは、
私の気持ちに反しているし、私の不注意が招いたことで、それで自分に腹が立っている」。
「勿論」とフィンクは笑った、「君にとっては、君が周りに配慮しまくることは、大い

に甘美な楽しみ事だからな」。
「二回目の経験だ」とアントンは続けた、「配慮三昧と君は嘲笑するが、その私が仕事

でもないのに、この家族の状況について親しい人と語ったのは。最初私はロートザッテル
家のために助力を請うた。それは拒絶された。この過程が他の何よりも私を帳場から追い
出し、この家に駆り立てることになった。今や私の二度目の不注意な軽口が、もはや頼ん
でいなかった助力をこの家にもたらした。この結果は何だろう」。
「君をまたこの家から帳場へ投げ飛ばすことだろう」とフィンクは笑った、「かつて鞣

革長靴のこんなに細かいハムレットを見たことがあろうか。 ー 君はこのような論理的
出口を心の中で憧れていたのか、恐れていたのか、是非とも探り出したいところだ」。彼
はポケットから貨幣を取り出した。「頭部肖像の方か、銘文の方か、アントンよ、ブロン
ド髪か、黒髪か、 ー 投げて見よう」。
「君はもはやテネシーにはいないのだ、奴隷商の君よ」と意志に反して笑いながら、ア

ントンは答えた。
「名誉ある賭けだぞ」と貨幣をまた仕舞いながら、平然とフィンクは言った。「君に選

択は任せよう、 ー 将来そのことを考え給え」。

3.

男爵は受けた。実際、フィンクの申し出に逆らうことは難しかった。アントンでさえ、
一度本気で話されたからには、拒絶はほとんどなしがたいということを認めなければなら
なかった。勿論男爵はその同意に単刀直入に応じたのではなかった。普通卑俗な人間の分
別はそのように現世的利益には向かうのであるが。彼の魂はあちこち跳ねた。再三自分は
荘園からの立派な収穫を数年間他人に任せることになると考えた。そしてこの損失を免れ
ることは不可能だと溜め息混じりに告白しながらも、到着してから三日後にこのような申
し出をする他人は厚かましいのではないかと思い、レノーレの絶えざる抵抗には理由があ
ると思った。それから自分が哀れで、独立出来ず、アントンの後見下にあると思われ、腹
立たしくなり、この件を放棄する考えに至った。しかしこのように沸き立つ思いの後、結
局またいつもの自分の利点という路線にたどり着くのであった。前払いの賃借料が来る年
何という助けとなるに違いないことかよく分かっていた。彼はこの設備が数年したら荘園
の価値を倍にすると予感した。いや、彼は、フィンク自身がこの年の不穏の中、願っても
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ない同盟者となると認めていた。女性達に対しては頑なに沈黙を守った。レノーレは彼の
意志を繰り返し決めようとしたけれども、顕著な上機嫌の様子でそれを断った。彼の全本
性がこの熟慮の期間、より晴れやかであった。
数日して彼は老従者を呼び、ごく内密に言った、「ヨーハン、ヴォールファルト氏が一

日のうち外出して、フォン･フィンク氏が自分の部屋に一人っきりでいるとき、私が伺う
と彼に伝え、私を連れに来てくれ」。彼が全く内緒でフィンクの許へ案内されたとき、彼
は丁重に自分は申し出を受け入れる、そして折りを見て、ロスミンの弁護士と契約を結ぶ
ことを彼に一任すると言った。
「了解です」と彼と握手しながら、フィンクは叫んだ、「しかし男爵様、貴方の同意を

得ましたので、私は更に数週間、ひょっとしたら数ヵ月、貴方の家の客人として滞在して
構わないことになったと考えてよろしいでしょうか。少なくとも仕事が軌道に乗るまでは
私が居た方が良いと考えますので」。
「貴方が我らのまだ調度の整わない家政で我慢して頂けるのであれば」と男爵は率直に

答えた、「私にとって大きな喜びです。私は勝手ながら、貴方のためにこの側翼の数室を
住めるようにし、全く自由に貴方が使えるよう準備しましょう。自分に慣れた従者が欲し
いのであれば、呼び寄せてください」。
「従者は要りません」とフィンクは言った、「貴方のヨーハンに私の部屋の片付けを許

してくださいますならば。しかしもっと良いもの、長くは別れていたくないものを所望致
します。まだ私の父の馬小屋にいる雑種ですが」。
「馬をこちらに運ぶことは、可能ではないでしょうか」。
「貴方が許してくだされば」とフィンクは言った、「とても感謝申し上げます」。
このように両人は最良に了解し合って、自分達の提携を話し合い、男爵は良い手を打っ

たという気持ちで、フィンクの部屋を去った。
「あの件は上手く行った」とフィンクは入って来るアントンに言った、「もう嘆くな。

順応しろ。災難はもう起こったのだ。この翼の角の二部屋に私は宿営することになる。調
度は私自身が手配する。明日ロスミンへ行って、そこから更に先へ行く。設備の技術的な
ことを管理する予定の有能な男に目星を付けてある。その男と何人かの労働者を一緒に連
れて来よう。一週間ほど我らのカールを貸してくれないか」。
「彼は代わりの者がいない大事な者だが。しかしやむを得ないとなれば、私が彼の代理

をしよう。一束の賢明な指示を残しておいてくれ」。
翌朝フィンクは軽騎兵[カール]を連れて旅立った。そして城の昔からの規律が戻って来

た。荘園軍の小さな群れは規則的に演習を行い、以前のように巡察隊がなされた。おぞま
しい噂が熱心に語られ、傾聴された。あるときは近くの国道を一群の大鎌の男達が行進し
ていると伝えられ、別なときは、敵の騎兵の一部隊が田畑の境界から侵入して来た。しか
し村には触れず、森の道を過ぎて行った。軍も個別の晩に宿営した。しかし更に国の中へ
侵入して行く小さな部隊であった。将校達は城の歓迎される客であった。彼らは森の向こ
うでの戦闘について語り、蜂起は速やかに終息に向かうであろうと大胆な約束をして、女
性達を安心させた。ただアントンだけは小さな部隊の行進そのもので荘園にもたらされる
重荷を感じていた。
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ほぼ二週間過ぎていた。フィンクとカールは消えたように帰って来なかった。ある晴れ
た日、レノーレは植え付けの仕事をしていた。彼女は一人の労働者に小さな森の木々の丸
い根のために穴を掘らせていた。すでに五十本ほどの唐檜と若い白樺が慎ましい茂みを作
っていて、これは目下、人間よりは山鶉に影を与えていた。麦わら帽を被って、手に小さ
な鋤を持っているレノーレは通りすがりのアントンにとって、とても優美に見え、彼は思
わず立ち止まって、彼女を見つめた。
「やっと貴方が見つかった、不誠実な方ね」とレノーレは彼に呼びかけた。「一週間前

から貴方は少しも私の木々の世話をなさっていない。私がすべて一人で水やりをしなけれ
ばならなかったのですよ。ここに貴方の鋤があります。穴掘りを手伝ってください」。
アントンは従順に鋤を取って、威勢良く芝を掘り始めた。「森で若い柏槇を見つけまし

た。ひょっとしたら利用できるかもしれません」。
「縁の方にね」とレノーレは和解して言った。
「私はこの数日普段よりも仕事が多かったのです」とアントンは続けた、「カールがい

ないと困る」。
レノーレは鋤を深く地面に入れて、掘り出された地面を調べるために、屈み込んだ、「貴

方の友からは相変わらず手紙は来ないの」と彼女は無造作に尋ねた。
「どう考えていいのか分かりません」とアントンは言った、「郵便は途絶えていません。
他の郵便が着いていますから。旅行者達に災難があったのではとほとんど恐れています」。
レノーレは頭を振った、「フォン･フィンクさんに災難が降りかかると思われますか」

と更に掘りながら彼女は尋ねた。
「それは信じがたい」とアントンは笑いながら言った、「邪悪な運命に易々と翻弄され

る者には見えません」。
「私もそう思う」とレノーレは素っ気なく答えた。
アントンはしばらく黙っていた、「私どもがまだ互いに、フィンクのこちらへの滞在で

生じた変化について話してこなかったのは珍しいことです」と彼はようやく少し無理して
語った。というのはレノーレと彼自身の間に一種のぎこちなさが生じたとぼんやり感じて
いたからである。金緑色の芝地への一つの軽い影で、どこからこの影が生じているか分か
らないのである。「彼が住むようになって貴女は御不満ではないでしょう」。レノーレは
脇を向いて、一本の小枝に自分の指を滑らせた。「貴方は不満足ですか」と彼女は聞き返
した。
「私の方と致しましては、友の滞在には満足致しております」とアントンは言った。
「だったら私もそうです」とレノーレは見上げながら答えた。「でもシュトゥルムさん

も手紙を書かないのは変ですね。ひょっとしたら二人は全く戻って来ないのかしら」と彼
女は叫んだ。
「カールに対しては保証致します」とアントンは言った。
「でももう一人の方は、あの方は雲のように変わりやすく見えます」。
「そうではありませんよ」とアントンは答えた、「彼は戦うべき困難を見つけると、彼

の人生の全活力が目覚めます。ただ何の労も要しないもの、これには退屈するのです」。
レノーレは黙って、熱心に掘り続けた。
そのとき農園中庭から楽しげな声のざわめきが聞こえた。人々は昼食のテーブルから国
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道へ走って行った。「シュトゥルムさんがやって来る」と一人の下僕が掘っている二人に
呼びかけた。 ー 立派な行列が村を通って城の方へ向かって来た。先頭には六人の男達
が同じ服で歩いていた。彼らは灰色のジャケットに、つばの広いフェルト帽、それは片方
が折り返されていて、緑色の羽毛飾りが付けられており、肩には軽い猟銃、脇には水兵ナ
イフを携帯していた。彼らの背後には積み荷の馬車の列があり、最初の馬車はシャベルや
スコップ、鍬、土運びの荷車が極めて巧妙に組み合わされて積まれており、その後には別
の馬車が小麦粉や箱、衣装の束、梱包された家具と共にあった。この行列の後、更に幾人
かの男達が灰色の制服、同じ武器を有していた。城の近くでカールは一人の余所の男と一
緒に最後の馬車から飛び降りた。カールは行列の先頭に立って、馬車を城の正面に乗りつ
けさせて、男達を二列に整列させ、司令し、若干成功した。「捧げ銃」。行列の後からフ
ィンクが馬に乗って駆けて来た。
「ようこそ」とアントンは友に向かって叫んだ。
「手荷物を持った軍を連れていますね」とレノーレは彼に挨拶しながら笑った、「いつ

もこんな荷物を持って戦争に行くのですか」。
「今日から貴女らの軍務に就く部隊を連れて来たのです」とフィンクは馬から下りなが

ら答えた、「きちんとした者達に見える」と彼はアントンに向かって言った、「彼らは私
の労働者達の常勤となってもらう。しかし彼らをまとめるのには苦労した。今人手が足り
ない、そして仕事しようという者がいない。我々は君の故郷で太鼓を打ち鳴らし、徴募士
官のように誘った。ただ仕事のためだけに来ようという者はいない。灰色のジャケットと
猟兵の帽子が効き目があった。兵役を終えた男達が中には何人かいる。君の軽騎兵[カー
ル]は生来の将軍のように彼らのまとめ方を心得ている」。
男爵と彼の妻は空いたホールに入った。労働者達はカールの司令で、三度の万歳を発し、

それから城の前方の側へ移り、陽光の中に陣取った。
「ここに貴方の工兵がいます、上官殿」とフィンクは男爵への最初の挨拶の後、言った、
「貴方のご厚誼で、当分貴方の城の同盟者となれますので、若干貴方の城の安全のために
も権利を行使したのです。この地方はゆゆしく見えます。ロスミンでさえ一日も安心とは
言えません。貴方の百姓軍の備えは敵も見逃しておりません。敵は貴方の城に注目してお
ります」。
「これらの殿方の不興を買うとは」と男爵は遮った、「私には名誉なことだ」。
「確かに」とフィンクは丁重に賛同した、「それだけに貴方を敬する者は、貴方と貴方

の家族の個人的安全確保を計る責務があります。まだ貴方は、この城を、土着の者の無愛
想な奇襲から守るのに、十分に強いとはほとんど言えません。私がこちらに連れて来た十
二名の労働者は貴方の城の防衛兵となり得ましょう。これらの者達は武器を持っていて、
一部はその扱いを心得ています。私は労働者達に服務規程を設けていまして、これらはと
ても軍事的色彩の強いもので、彼らをきちんとさせるのに役立つものです。彼らは毎日数
時間、仕事を割いて、この時間に演習をしたり、巡察隊となったりし、男爵様、貴方にと
って願わしいと思える限り、周辺との定期的連携を行うことになっております。これらの
郎党の給料、賄いは、勿論、私が払います。私は差し当たり、最初の数週間分面倒を見ま
した。私の願いは彼らのために野外に簡素な家を造り上げることです。しかしそれまでは
この男達をこの近辺に、出来れば城の間近に、一緒に置くことが必要となりましょう。そ
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れ故、差し当たり宿営をこの郎党のためにもお願いします」。
「貴方の願いはすべて、親愛なるフィンク」と年若な男の冒険心に感嘆して、男爵は叫

んだ、「我々の有する限りの部屋を、貴方に用立てよう」。
「それでは私が敢えて提案致しますと」とアントンは始めた、「城の下の階の一部屋を

歩哨部屋と致しましょう。そこに郎党の武器や道具を保管して、毎晩そこで数人が歩哨に
立ちます。残りの者は農園中庭[屋敷]で寝て貰いましょう。そうしてこの城を集合場所と
見なすことに慣れて貰いましょう」。
「結構だ」とフィンクは言った、「そのことで城にもたらされる混乱のせいで、レディ

ーの方々の怒りを買わなければいいのですが」。
「老兵士の妻と娘だから、自分達の安全を守るために講じられる方策には感謝を惜しま

ないだろう」と男爵は威厳を持って答えた。
かくてすべての方面から、新たな入植者の定住は心やすく受け入れられた。積み荷の馬

車が下ろされ、技術者と労働者達は差し当たり農園中庭の方で必要な宿を得ることになっ
た。
労働者達の最初の活動は、家具の亜麻布と綱をほどいて、家具を彼らの新しい雇主の部

屋へ運ぶことであった。城の従者達は周りに立って、簡素な家具を興味深く見ていた。し
かし或る一点は甲高い賛嘆を引き起こして、レノーレもその賛嘆の一員に加わった。それ
は風変わりな外見の小さなソファーであった。クッションは大きな肉食獣の革で覆われて
いた。黄褐色の地に規則的黒の斑点である。背もたれと脇のクッションは三つの不気味な
猫族の頭がクッションに化けており、フレームは木材の代わりに技巧的に彫り込まれた象
牙であった。
「まあ可愛い」とレノーレは叫んだ。
「この品が貴女に不快でないのであれば」とフィンクは無造作に言った、「一つ交換を

提案致しましょう。私の部屋に小さな寝椅子があります。快適に休んでいますので、手放
したくありません。この怪物を城の別の部屋に置くことを作業の者に許してください。そ
の代わり私には寝椅子を譲ってください」。
レノーレはこの手短なやり取りにすぐに返事ができなかった。彼女はお辞儀して、黙っ

て同意した。しかし彼女は自分がその交換を瞬時に断らなかったことが不満であった。彼
女が自分の部屋に入ると、その猫族のソファーはそこに置かれていた。このことで彼女は
もっと怒った。彼女はズスカと従者を呼んで、その家具を別な部屋へ運ぶように呼んだ。
しかし両人とも抗議して、大いに騒ぎ立て、この豪華な動物は他ならぬ恵み深い令嬢の部
屋以外ふさわしい所はないと言い張った。それでようやくレノーレは、騒ぎを起こさない
よう、両人を去らせ、渋々交換に応じた。かくて今やレノーレの美しい体は、フィンクが
遠方の森で獲得したジャガーの革の上に休むことになった。
翌日新たな活動が始まった。牧草地建設者は道具を持って野原に向かった。労働者達は

その仕事に配置された。カールはドイツ人の地やポーランド人の地に日雇いを探した。村
でも数人が意欲的であった。数日後には五十人の労働者が請負の土地で働いた。ちなみに
かなりの支障がないわけではなかった。人々は落ち着かず、気まぐれであった。近隣の村
々からの労働者達は、希望していたよりももっと不規則であった。しかし常勤の者達はし
っかりしていた。そしてフィンクの仕掛けは効き目があった。ひょっとしたら彼及びカー
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ルが人々を手懐ける術を心得ていたからかもしれない。彼自身は気位の高いエネルギーを
有し、カールは上機嫌であって、この調子で彼は褒めたり叱ったりした。軍事的演習を指
揮するために、森林官は疲れを知らず森から出て来た。城は毎晩歩哨が置かれ、巡察隊が
近辺の村々に定刻に送られた。戦闘的精神が城からドイツ人の周辺全体に広がって行った。
すぐに、折り返された帽子の群れの中で部隊精神が活気づき、それで規律の遵守が楽にな
った。数日後フィンクには他の人々の数多くの依頼が殺到した。自分達にも同様に制服と
銃を支給して欲しい、立派な賄いと給料を与えて、自分達を彼の精鋭に加えて欲しい、と。
「歩哨部屋は問題ない」とフィンクはアントンに向かって言った、「下の階の窓の板囲

いに更に銃用の穴を開けさせよう」。

かくて城の中では時代の重荷が新たな度胸で耐えられた。この精神によって個々人の生
活に新たな特徴が生じた。農園もその精神の現存を感じた。森林官は、このような殿方に
森の挨拶をすることが得意であった。フィンクは大いにアントンと一緒に田畑に出た。ア
ントンはカール同様、彼に助言を求めることに慣れて行った。彼は二頭の荒い荷馬車用の
馬を購入した。自分の慰みのためと田畑用であると彼は言っていた。しかし彼はそれらの
馬に大いに農作業をさせた。そしてアントンがこの両馬のために特別な帳簿を作って、馬
に毎週彼らの馬の貸し方の日数を書き付けると笑った。アントン自身、友を間近に得て幸
せであった。昔の楽しい時代の若干が戻って来た。両青年が互いに、ただ若い男達がよく
するように、あるときは子供っぽくふざけて、あるときは最も大事なことについて賢明に、
おしゃべりしていたかの晩の日々である。多くの点でフィンクは変貌していた。彼はより
落ち着いていたし、アントンが帳場の言葉で表現したように、もっと堅くなっていた。し
かし勿論彼は、以前よりも他の人々を自分の移り変わる興味のために利用し、彼らを玩具
のように見下す傾向があった。彼の生活力は変わらず同じであった。朝、自分の牧草地仕
事をして、森林官と森をぶらつき、午後は自分の馬に乗って、アントンの小言にもかかわ
らず、数マイル先の安全でない地へ騎行して行き、報告を聞き取り、あるいは連携を結び、
そして帰路、荘園や百姓村の歩哨を視察し、それから更に夕方には男爵夫人のお茶の席で、
陽気な相手をしていた。彼は疲れを知らずに耐え、しばしばアントンは合図して警告しな
ければならなかった。主婦の夫人の力は彼自身ほど不壊ではないのだ、と。男爵に対して
は彼はすぐに完全に抑え込んだ。哀れなこの領主が慣習となっていた怒りっぽい気分に対
しては、彼は少しも容赦しなかった。彼は男爵に何ら辛辣な意見を許さず、ヴォールファ
ルトとか自らの娘への癇癪に対しては、その不当さを即刻感知させた。それで男爵は、少
なくとも彼のいる場では、極力自分を制御するように仕向けられた。その代わり男爵に対
しても幾つかの楽しみを与えた。彼自身にとっても快適なことであった。彼はトランプの
ホイストの勝負の加勢をした。カルタに小さな印を突き刺して、指で分かるようにする助
言をしたのである。彼はレノーレをホイストの席に連れて来て、彼女に勝負の初歩を教え
た。自ずとヴォールファルトはこの勝負に引き込まれることになった。かくて彼は男爵の
退屈の時間を短くし、友人のアントンはこの時からほとんど毎晩家族と一緒に過ごし、フ
ィンクが機嫌が良くて、夜のおしゃべりをし、一緒に一杯のコニャックのポンスと最後の
葉巻を楽しむまでは、ベッドに就けない次第となった。
ただ城の女性達は、フィンクの滞在が他の皆にもたらしたこれらの利点を感じていない



- 408 -

ように見えた。男爵夫人は病気になった。激しい病気ではなかった。しかしそれは突然生
じた。まだ午後の時には彼女は快活にアントンと話しをして、彼から、郵便配達人が男爵
宛に持って来た数通の手紙を受け取った。夕方彼女はお茶の席に現れなかった。男爵自身
は彼女の不具合を一過性のものと見ていた。彼女は衰弱しか訴えなかった。ロスミンから
荘園へ敢えて赴いた医師は、彼女の病に病名を言えなかった。彼女は微笑して、すべての
薬を断って、疲労はいつか取れるであろうと固い確信を自ら述べた。レノーレと夫を自分
の病室に縛り付けないために、彼女は時折家族の夕べに加わりたい希望を述べた。その時
彼女はソファーに座っていることができず、頭を肘掛けのクッションに置いた。
かくて彼女は他の人々の静かな相手をした。彼女の目は落ち着かず男爵に向けられ、吟

味するようにレノーレを見た。両人がトランプの席に座ると、彼女はクッションに戻って
目を閉じ、仕事から休んでいるように見えた。
アントンは心から同情して病気の女性を見ていた。彼がトランプで一勝負休むことにな

ったとき、彼は怠らず、こっそりとソファーの許に近寄り御用はないか尋ねた。彼女に一
杯の水を渡したり、何か依頼を果たすことは彼の一つの喜びであった。いつも彼は、青白
く疲れていても、今でも美しい輪郭を示す上品な顔を賛嘆して見ていた。彼と病気の女性
の間には静かな了解があった。彼女は彼とは他の人々相手のときより話さなかった。とい
うのは彼女は夫の間近にいるときはしばしば元気な調子で言葉を口にし、各人の話には目
や頭で追って行くのであるが、アントンの前では自分の衰弱を隠そうと努めなかったから
である。衰弱のとき、彼女は自分の中に崩れ落ちたり、無関心に部屋の中を凝視していた
りするのであったが、しかし彼女が彼を見つめるとき、それは自分の秘密をもはや隠す必
要のない昔からの家の仲間に贈る静かな信頼であった。ひょっとしたら、それは男爵夫人
が彼の心情の価値を完全に評価しているが故であったかもしれないし、ひょっとしたら彼
が彼女に自分の奉仕を申し出た日以来、この時まで、彼女は常に彼をこの家の信頼できる
召使いと見なしていたからかもしれない。しかしたとえこの後者の見解が我らの主人公に
察知されていたとしても、彼女は彼の高貴な女性への騎士的忠誠心を揺るがすことはなか
ったであろう。かくて、現実そうであるように、彼女は彼にとって完成され、その有りよ
うとして完全な或る絵に思われた、つまりそれに近付くどんな人の心をも喜ばせる絵であ
る。彼は心の中での疑念、つまり外部からの作用が、ひょっとしたら彼自身が手渡した或
る手紙が、彼女の健康のこの変化をもたらしたのではないかという疑念を払拭できなかっ
た。というのは当時或る一通は震える筆跡で宛先が書かれていて、その手紙は邪悪な外見
を有していたからである。アントンは不吉な内容に違いないと予感したのであった。他の
者達がトランプの席に座っていた或る晩、病気の女性の頭が絹のクッションから滑り落ち
た。アントンがクッションを元に戻すと、病人はかろうじてその上に頭を乗せた。彼女は
感謝して彼を見つめ、小声で言った、とても疲れています、と。「いつか貴方と二人っき
りでお話ししたい」と彼女はちょっと間を置いて続けた、「今ではありません。時期が来
るでしょう」。そう言って、彼女は痛みを深く表して上を見上げたので、アントンは悲し
い恐れで一杯になった。
男爵もレノーレもそれほど心配していなかった、「母上は時々このような衰弱に見舞わ

れるのよ」とレノーレは言った、「いつでも夏の空気が最良の薬となってきた。もっと温
かくなる季節を一番望むわ」。レノーレ自身が、自分の周囲を鋭い目で見る自在さを十分
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に得ていなくなった。彼女も変わってきていた。幾晩か彼女は黙ってお茶の席に座り、言
葉が彼女に向けられると立腹した。また別の日には放恣に快活になった。彼女はフィンク
を避けた。しかしアントンの間近にいることも避けた。彼女の花と咲く健康も揺らいでい
るように見えた。母親自身が彼女をよく病室から野外へ送り出した。するとレノーレは馬
に鞍を置かせ、一人で森へ出掛けた。そこで何時間も駆け回って、結局気付いたときには、
怒ったポニーが、彼女の命令を待たずに、また馬小屋に彼女を連れ戻しているのであった。
アントンはこの変化を心の中で悲しんで見ていた。彼はレノーレと自分の間が別な風にな
ったと深く感じた。しかし彼は彼女とそのことにつき話すのを避けた。そして自分が感じ
ていることを、心の中で閉ざした。

五月の或る鬱陶しい午後であった。森の上には暗い雷雲がかかっていて、太陽はその陽
光を暑く乾いた地に投げかけていた。そのとき巡察隊として百姓の村へ送られていた男が、
城の歩哨部屋に急いで戻って来て、告げた。余所の民が、クーナウの森に潜んでいる、ク
ーナウ人はどうすべきか、問い合わせている、と。フィンクは労働者達に警報の合図を出
して、森林官の許と新分農場へ使者を出した。労働者達が道具を城へ運び、下僕達が連獣
と一緒に畑から帰って来て、出発の準備をしている間に、クーナウから一人の騎乗者が知
らせを持って駆けて来た。ポーランド人の一味が村の百姓屋敷に侵入して、農夫達は助け
を請うている、と。
男達は皆、警報が出されて、冒険の見込みが生じたことにより、勇敢に昂揚していた。
「労働者の何人かは残留させろ」とフィンクはアントンに向かって言った、「そして城

と村の警備を怠るな。森林官を荘園軍と共にクーナウへ送れ。私は行政官[カール]と下僕
達と共に先に馬で行く」。彼は城の馬小屋に飛び込み、自ら馬に鞍を置いた。一方カール
は彼の側で男爵の騎乗馬を自分用に連れて来た。「フォン･フィンクさん、雲を御覧くだ
さい」とカールは言った、「コートを持参されたい。立派な雷雨となります。今晩は叩き
付ける雨となる」。フィンクは彼の旅行用毛布を求めた。そして小さなスコットランド･
マントを求めた。そして小さな一群がクーナウへ音立てて出発した。
彼らが森へ入ると、蒸し暑さは窒息しそうであった。馬が迅速に走ってさえ、不快な気

分は拭えなかった。「馬どもが騒がしい」とカールは言った、「私の馬は耳を立てている。
何か森にいる」。騎乗者達は立ち止まった、「茂みに誰か駆けている。向こうの小枝がざ
わざわしている」。カールが乗っていた馬は、頭を樹林に向けて進み、激しく鼻で息をし
た。
「馴染みの者だな、我々の一味だ」とフィンクは、馬を見ていて言った。
若い樹木の小枝が開かれて、老馬に乗ったレノーレが飛び出して来て、騎乗者達の行く

手を阻んだ。「待て、誰何」と彼女は笑いながら叫んだ。
「何とまあ、御令嬢」とカールは叫んだ。
「合い言葉は」とレノーレは戦争のように叫んだ。
フィンクが馬を前に出し、敬礼して、小声で言った、「いや、びっくりしたな[ポッツブ

リッツ]、グステル・フォン[出身は]・ブラーゼヴィッツ女将じぇないか」。
レノーレは赤面して笑った、「よろしい」と彼女は言った、「私も一緒に行きます」。
「勿論」とフィンクは叫んだ、「前進だ」。ポニーは力の限りその脚を振って、客人の
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大きな馬に並んで駆けて行った。かくて彼らはクーナウへ向かい、警備小屋の前に止まっ
た。そこでは百姓軍が並んでいた。指揮官として鍛冶屋が心配しながら出迎えた。
「我らの森に潜んでいる者どもは、ならず者の民です」と彼は叫んだ、「武装したポー

ランド人野郎。今日の明るい正午の時、十人の男達の群れが銃を持ってレオンハルトの百
姓屋敷へ押し入った。向こうの森に面している所です。屋敷の木戸を占拠して、それから
一味の首謀者が部屋へ入って来た。家の人々は調度食卓に着いていた。そして金と家畜小
屋の子牛を要求した。詰まらぬ野郎で、長い散弾銃を持って、帽子に孔雀の羽根、上着に
赤い飾り紐で、典型的クロピーツ[スロベニアの町か]男のようだった。百姓は金を渡すこ
とを拒んだ。すると彼らは頭に銃を突きつけた。それで女房は不安になって金庫へ走って、
野郎に金の小袋を投げ与えた。その後奴等は子牛を家畜小屋から引き出して、中庭から四
羽の鵞鳥を取って、その獲物と一緒に森へ去った。散弾銃の四人の男達を見張りとして中
庭に残して、誰も外へ出られないようにし、他の者どもが盗品と一緒に森へ逃げられるよ
うにした。最後に盗賊どもの二人が銃を屋根に発射して、それから四人も逃げ去った。屋
根が燃え始めたが、しかし幸い消すことができたのです」。
「それ以来数時間経ったな」とフィンクは言った、「悪漢どもは山を越えて遁走したろ

う」。
「そうは思いません」と鍛冶屋は答えた、「レオンハルトを私は騎乗者達と一緒に早速

森を迂回して境界へ送りました。盗賊どもが森から忍び出るとき、待ち伏せるためです。
森にいたノイドルフ出身の女がまだ二時間前ポーランド人達を見たそうです。ノイドルフ
への森への境界の所です。丁度境界石が古い樫の木の下にある所です。奴等は家畜を持っ
ていた。子牛か犬かは、この女は不安の余り分からなかったそうです。子牛だったら、腹
の減っている奴等は連れ去らず、むしろ食らうことでしょう。私はたった今ノイドルフか
ら来ました。ノイドルフ人は我々のように集まっています。我々は森中、追い出し猟にか
かりましょう。貴方らの人々が貴方らの側から加勢してください、我々に方向を指示され
たらよろしい」。
「分かった」とフィンクは言った、「早速仕事にかかるぞ」。彼は森林官に一人の使者

を送って、城からの面々が早速彼らの側から追い出しを始めるようにした。そして鍛冶屋
と、クーナウ人の配置と方向について話し合った。下僕達を連れたカールをフィンクは森
の反対側にいるクーナウ人の騎乗者達の許に送った。追い出し猟は反対側のそちらの方へ
行われる予定であった。「悪漢どもに遠慮することはない」と彼は馬で去って行くカール
に呼びかけ、ホルスターの中のピストルを叩いた。「前進だ」と彼は鍛冶屋に言った、「私
自身はノイドルフへ騎行する。貴殿らが貴殿らの近くの森を探し終わったら、我々を待っ
ていてくれ、そこでノイドルフの編隊が貴殿らの編隊と合流することにしよう」。
かくて泥棒達に仕返しをするために、彼らはクーナウから出発した。フィンクはギャロ

ップで、レノーレを従えて、近隣の村へ駆けた。途中で彼は彼女に言った、「ここで別れ
ましょう、御令嬢」。 ー レノーレは黙っていた。
フィンクは横から彼女を見つめた、「悪漢どもは」と彼は続けた、「森で我々の訪問を

待っていて、我々を喜ばせるようなことはしないと思います。彼らは逃げようと思ってい
て、夕方は近い、ほとんど捕縛は無理でしょう。しかし追い出し猟は我々の郎党にとって
は良い訓練です。ですからこの訓練は歓迎です」。
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「それでは私も一緒に森へ行きます」とレノーレは決然と言った。
「少しも必要なことではありません」とフィンクは答えた、「貴女に危険は案じていな

いが、しかし疲れますし、ひょっとしたら雨が降るかもしれない」。
「私も連れて行ってください」とレノーレは彼を見上げて頼んだ。
「私は分別から諫めたのです、しかしこれ以上一人の人間に要求できないでしょう。だ

が、打ち明けて言えば、貴女が勇敢なのは嬉しい。ギャロップだ、戦友」。
ノイドルフで、フィンクは村長の中庭に馬を置いて、ノイドルフ人の一群を森の縁へ連

れて行った。前線が配置され、森の捜査が始まった。長い編隊で、男達は森へ入った。個
々の人員の間の距離は、願わしいもの以上に離れたものとならざるを得なかった。フィン
クはレノーレと一緒にクーナウ人の前線との合流がなされる予定の一番右の外側の翼を歩
いた。フィンクの隣りの男が方向の指示を出した。猟兵は深く沈黙して前進し、鋭い目で、
木から木へと見張った。彼らが森へ入ったとき、木の梢がざわめいた。針葉樹の上の穴か
ら鉛色の黒い天が見えた。しかし下の方は暑い一日の蒸し暑さが見られ、小鳥達は小枝に
身をかがめて止まり、甲虫はコケモモの茂みに這っていた。
「天そのものが悪漢どもを助けている」とフィンクは、雲を指しながら、同行の女性に

言った、「向こうの上はとても暗い、三十分したらここ下の方では我々の十歩前が見えな
くなろう」。
森はより密に閉ざされ、日の光は減少した。翼の者達は男達の列を見分けるのに苦労し

た。地面はぬかるんできた。レノーレは踝まで湿地に沈んだ、「カタルになりさえしなけ
ればいいが」とフィンクは彼女を笑い飛ばした。
「そうはならない」とレノーレは元気よく答えた。しかし森の行列はもはや一時間前の

ように無邪気なものと見えなくなった。
フィンクの隣りの男は立ち止まった。彼の微かな合図が編隊に伝わった。長い列は立ち

止まって、クーナウ人達を待った。ますます木々の上は黒くなった、ますます森は薄暗く
なった。遠くでは雷が轟き、鈍い渦巻きのようにその音色は針葉樹の大きな屋根の下で響
いた。かくて男達はおよそ十五分ほど立っていた。すると右側から暗がりの中、小さな叫
び声が聞こえた。近隣の村からの追い出し猟の者達が近寄って来た。警告の「左右の隣り
の男を目に入れよ」が列の中に発されて、それから全列が動き始めた。両村からの指揮者
は今や並んで歩いた。フィンクとレノーレは彼らの後を追った。そのとき強い雷鳴が森の
上に発せられ、大気の中、音高く走って、雨がざわざわと降ってきた。まず滴の落下は木
々の太い枝にのみ響いていたが、直に個別の重い滴が落下して来た。次第に強く雨は太枝
から滴り、遂には洪水が天から小枝を通じて、地面に音立てて落ちて来た。どの幹も、ど
の束の針葉樹も、どの垂れ下がった大枝も一つの雨樋に変わった。一つの紗のように水滴
が展望を隠した。個々人の周りは狭い円が、暗闇と流れ込む雨の中、引かれて、男達は互
いにひそめた声で呼び合って、方向を見失わないようにした。
レノーレはそのときフィンクを見ていて、足が木の根に当たり、彼女は痛みの叫び声を

堪えて、跪いた。フィックが急いで彼女の許に寄った。
「先へ進めないわ」と彼女は痛みを堪えながら言った、「私をここに残してください、

お願いです、そして帰りに私を迎えに来てください」。
「貴女をこのような状況にしておくなんて」とフィンクは言った、「野蛮なことです。
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これに比べれば、人間を食らっても無邪気な楽しみごとに思われることでしょう。私が近
寄っても我慢してください。とりわけこのような木の雨樋の箇所から貴女をもっと雨が穏
やかで少ないところへ拉致しなければなりますまい。いずれにせよ先を行く男達を見失っ
てしまった。もはや立派な小僧達の広い肩幅が何も見えない」。彼はレノーレを起こした。
彼女は痛む足で進もうと試みた。しかし痛みで彼女は新たに悲鳴を漏らし、よろめき、フ
ィンクの肩につかまった。そこでフィンクはマントで彼女を包み、彼女を地面から持ち上
げて、子供を運ぶように、包んだまま彼女を両腕に抱えて、幾つかの樅の木の下に運んだ。
これらの木はその密な小枝で小さな安全な場を囲っていた。一人の人間が屈んだら、その
下でほどほどに安全でいられた。
「この下に座っていなければなりません、親愛なるお嬢様」とフィンクは勧めて、レノ

ーレを慎重に地面に下ろした。「私は貴女の緑の家の前で番をしましょう。貴女に背を向
けていますので、濡れたハンカチをその具合の悪い踝に巻いてください」。レノーレは密
な樅の屋根の下に屈んだ。フィンクは或る木の幹の側、彼女に背を向けて立った。「傷は
ないのでしょうな」と彼は尋ねた、「足を関節の所で動かせますか」。
「ちょっと痛いけど」とレノーレは言った、「大丈夫なよう」。
「それは結構」と背後にフィンクは語った、「それではハンカチを巻いてください。十

分したら歩けるといいですがね。大きなマントにしっかりくるんでください。温かくなり
ます。さもないと私の戦友殿は熱が出ることでしょう。そんなことになったら、盗まれた
子牛を求めての猟は高すぎる損害となりましょう。包帯は終わりましたか」と彼は再び尋
ねた、「向きを変えていいですか」。
「はい」とレノーレは言った。
「それでは貴女を包み込むことをお許しください」。令嬢はこの騎士の奉仕に抗議した

が無駄であった。フィンクは大きなマントを座っている女性の体に巻き付け、しっかりし
た結び目を背後で付けて縛った。「これから森の中、灰色小人として座っていてください」。
「少し見えるようにしてください」とレノーレは頼んだ。
「こうですか」とフィンクは言った、「少しは快適になったことでしょう」。
直にレノーレは温かくなって気持ちよくなって来た。黙って彼女は小枝の下に座ってい

て、自分が陥った奇妙な状況を気にしていた。フィンクはまた木の幹の側に立っていて、
騎士的に彼女に背を向けていた。しばらくしてレノーレは茂みから叫んだ、「戦友殿、貴
方はまだいらっしゃいますか」。
「テントの仲間を置き去りにする裏切り者と私をお考えですか」とフィンクは問い返し

た。
「ここの下は全く乾いています」とレノーレは続けた、「ただ私の鼻先に時折滴が落ち

て来ます。しかし貴方は可哀想に外でずぶ濡れです。何とものすごい雨なんでしょう」。
「この雨が怖いですか」とフィンクは肩をすくめて尋ねた、「こんなのは大したことな

い子供です。木の小枝をむしり取ったからといって奇蹟を起こした気でいる。私が雨で称
えるのは、太陽がもっと暑く燃え上がる国々の雨です。林檎のような雨粒、いやもはや滴
ではない、太い腕の光線で、雨は雲から滝のように落下します。立っていることはできま
せん。足許の地面が流れ続けて行きますから。木々の下に逃げることもできません。嵐の
風がどんな太い木の幹も麦わらのようにへし折るからです。人々は家の方へ駆けます。ひ
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ょっとしたら貴女から、貴女の足を傷つけた詰まらぬ木の根の所ぐらいまでしか離れてい
ないかもしれません。しかしその家は消えているのです。その箇所には一つの穴があった
り、奔流があったり、押し流された岩の群れがあったりします。ひょっとしたら地上もそ
のときには少しばかり震え始めるかもしれません。そして嵐のときの海のように波が生じ
ます。これが見て面白い雨となります。すっかり濡れて衣服はもはや乾きません。上着で
あったものは一週間後にもまだ黒い不格好な塊で、編笠茸のような外見と湿気を有してい
ます。このような上着を身に着けたら、十分ぴったりと体に収まって、肘の折り返し、首
周りもそうで、決して脱げず、鵞鳥ペンナイフの助けを借りて、細く帯状に林檎の皮を剥
くように切って行く他ありません」。
レノーレは痛みを堪えて笑わざるを得なかった、「そのような雨を体験してみたいです

ね」と彼女は言った。
「そのような状況の貴女を見てみたいと思わなかったら、私には利己心が欠けることに

なりましょう」とフィンクは答えた、「女性達はそのとき最もひどい状態になります。社
交服と見なされる一切がこのような奔流では完全に消えてしまいます。貴女はミロのヴィ
ーナス夫人の衣装をご存じですか」。
「知りません」とレノーレは不安げに答えた。
「まさにこのレディーのように、熱帯の雨に遭った女性は皆こう見えます。男達は案山

子のようです。いやこのような雨に遭った人間は三文銅貨のようにひしゃげて、ただボタ
ンだけが中央にあって、よく近付いて見たとき、人間の頭と分かって、通行人達に悲しげ
にこう叫ぶ次第となりましょう。同胞の諸君、こうなったのは雨傘を持たずに外出したか
らだ、と」。
再びレノーレは笑わざるを得なかった、「私の足はもう痛くありません」と彼女は言っ

た、「もう歩けると思う」。
「そうなさってはいけません」とフィンクは応じた、「まだ雨は容赦しません。まだ暗

くて、ほとんど目の前の手が見えません」。
「それでは私に誠を示して、男達を探しに行ってください。もう気分は先ほどより良く

なりました。ここに獐鹿のように座っています。雨からも余所の人々からも守られて」。
「そうは行きません」とフィンクは自分の木の許から後の方へ語った。
「どうぞお願いですから」とレノーレは不安一杯になって叫んで、彼女の両手を布[マ

ント]から出した、「私を一人っきりにしてください」。
フィンクは向きを変えて、彼女の手を握って、彼の唇で接吻した。それから彼は黙って

農夫達が向かった方向へ急いで行った。
かくてレノーレは樅の小枝の下で一人っきりになった。相変わらず雨音がしていた。雨

は木の梢でぱしゃんと音を立て、大枝から地面に流れ落ちて来た。しかもその上、上方で
は雷が鳴って、雷雨が迫って来た。時折どぎつい明かりが薄暗い中、走った。するとレノ
ーレは照らされた木々の幹が長い列となって果てしない建物の黄金色の柱のように目の前
に立っているのを見、その上に明るい光で燃える黒い屋根を見た。すると森は地上から生
じ、また瞬時に沈む、呪われた宮殿のように見えた。雨のせいで神秘的音色が、夜の時森
の中で生ずるように、響いて来た。彼女の上では幹の所で規則的ノックの音がした。あた
かも悪しき森の幽霊が彼女の小屋の材木を叩いているかのようであった。彼女は縮み上が
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って、すぐにこう自問した。これはキツツキかそれとも木の大枝か、と。遠方ではカラス
のしわがれた嘆きの声が聞こえた。カラスは雨が巣に侵入して来て、最初の眠りを妨害さ
れたのであった。彼女の横では、恐ろしい「フフー、フフー」の笑い声がして、再びレノ
ーレは驚いた。森のコボルト[いたずらの妖精]か、それとも単に小さなフクロウだろうか。
百ものメランコリックな物音で自然は語った。レノーレはこの孤独の野生の魅力をやがて
喜んで感じたり、すぐその後また不安に感じたりした。しかしその間別の考えが心を過っ
た。家から忍び出て、このような冒険を可能にして一行に加わるとは何と愚かな行為をし
でかしたことか、城の人々は何と彼女を探していることだろう、とりわけ、頼んで自分を
置き去りにして貰ったあの人は自分のことを何と考えるに違いないことか、と。彼女は耳
からマントを下げて、聞き耳を立てた。何の人間の声も聞こえなかった。雨の落下と森の
溜め息の他は何も聞こえなかった。しかし彼女の側の地面で最初はこっそりと、それから
より一層聞き取れるようになった。雨水が小さな溝に合流して、それが野生の果実[コケ
モモ]の大きな茂みに当たったり、根茎や、羊歯の塊茎に当たったりすると物音を立てた。
そして彼女の背後で葉がざわめいた。そして数回跳ねて近寄って来た。彼女はびっくりし
て彼女の頭を木の幹へ押しつけた。何かが彼女の側に座った。見知らぬ形姿が彼女のまと
っているマントに触れた。彼女は手でマントの下から用心して隣りのものを探って、そし
て兎の優しい毛皮を感じた。兎は流れ込む水でびっくりして、深みから飛び出て、彼女と
同じく木々の下に庇護を求めていたのであった。彼女は息を止めて、自分の小屋の小さな
仲間を脅かさないようにした。しばらく両者は並んでうずくまっていた。兎はぴたっとマ
ントに体を押しつけていた。
そのとき遠方で雨と雷の中、銃声が何度かした。レノーレはすくんだ、兎は大きく跳ね

て暗闇の中へ飛び出した。向こうでは人々が互いに闘っていた。向こうでは黒い地面に血
が流された。一つの叫び声が聞こえた。更に遠方では怒りと威嚇の声がした。それから一
切静かになった。「あの人は危険な目に遭ったのだろうか」とそう彼女は自問した。しか
し彼女はその点何も不安を感じず、マントの下で頭を振った。あの人はどこにいようと、
あの人には何の危険もない。あの人を狙う銃は、落ちてくる大枝が地面に叩き落とす。あ
の人に向けられるナイフは、あの人に当たる前に木屑のように砕ける。あの人に突進して
来る男は、その誇り高い頭に触れる前に、つまずき倒れるに違いない。あの人はどんな危
険に対しても強固だ、どんな不安に対しても強固だ。あの人は不安を知らない、痛みを知
らない。いやあの人は他の人間達のようには感じない。自由にあの人は頭を持ち上がる。
あの人の目は、他のすべての人が圧迫されて地面を見るとき、快活だ。どんな困難にもあ
の人は驚かない。どんな障害でも行く手を阻まれない。足を軽快に動かしてあの人は、他
人なら押し潰されてしまうものを、蹴飛ばす。あの人はそういう人だ。そしてこの男の人
が今か弱い自分を見てしまった、早まって、寄る辺ない自分を。自分自身の落ち度で、あ
の人は、自分を瞬時の親密さで取り扱う権利を得た。彼女は震えた、あの人はこの権利を
利用する筈、一つの視線で、一つの高慢な微笑で、素早い一言で。そのように彼女の心は
動悸した。かくて彼女の思いはおそらく一時間過ぎた。
天候は変わった。ざわめく土砂降り代わりに今や雲からの継続的長雨となった。小さな

雨樋の音はより小声になって、フクロウはより頻繁に鳴くようになった。黒い暗闇と炎の
明るさの交代の後は天と森の鈍い灰色が続いた。単調な暗さの中から単に近くの木々の柱
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が陰気な影として背景から浮き上がっていた。孤独の感情がレノーレの中で不安げに生じ
た。そのとき再び人間の声の遠くからの音色が彼女の耳に迫って来た。呼びかけと応答と
が甲高くなって、行政官[カール]の声が叫んだ。「湿地を越えて二人は行ったのだ。向こ
うだ、ノイドルフの諸君」。話している者達の足音が間近になって来て、樅の木のすぐ近
くで一人の男の形姿が動いた。カールは両手を口に当てて、森の中へ大声で叫んだ、「ハ
ロー、レノーレお嬢さん」。
「私はここよ」と上品な声が彼の足許で叫んだ。
驚いてカールは一歩引き下がった。そして喜んで叫んだ、「見つけた」。農夫達はレノ

ーレの小屋を大声で叫びながら、取り囲んだ。 ー 「我らの御令嬢はここだ」とノイド
ルフ出身の若者が叫び、喜んで結婚式のときのような歓声を上げた。レノーレは起き上が
った。まだ足に痛みがあった。しかしカールの腕を支えにして、彼女は勇敢に前進しよう
とした。「ただ湿地の所まで」とカールは言った、「あそこからは木々がまばらだ」。一方
若者達は二，三の棒を折って、その上に針葉樹の小枝を置いた。レノーレは逆らったけれ
ども、仕事熱心な若者達によって、簡易担架に座るよう強いられた。一方一人の若者が村
長の中庭に先に駆けて、彼女の馬を連れて来ることになった。
「泥棒を捕まえたの」とレノーレは彼女の横を行く行政官に尋ねた。
「二人です」とカールは答えた、「子牛は屠殺されていました。持って来られたのは、

皮と肉の一部で、鵞鳥は首をひねられて、大枝に掛かっていました。しかし悪漢どもは金
をすでに山分けしていて、二人に残っていた金はわずかでした」。
「我々が捕らえたのはタロフの郎党です」と村長は陰気に言った、「村で一番劣等な奴

等です。別な連中であればと願っていたのだが。向こうの人間達は恨みを忘れない」。
「銃声が聞こえました」とレノーレは更に尋ねた、「不幸があったのですか」。
「我々は無事です」とカールは答えた、「奴等は思い上がって、銃を放った。奥の森の

縁から遠からぬ所で、森の縁では我々が馬で編隊を組んでいました。まだ雨なのに火が燃
えた。それで奴等は居場所が気付かれた。我々は馬から下り、忍び寄って、襲いかかった。
奴等は散弾銃を放って、茂みに逃げた。そこで暗闇の中へ消えた。長いことして徒の奴等
が森を通って我々に近付いた。銃声や騒ぎがなければ我々は気付かなかったろう。フォン
･フィンクさんが貴女のいらっしゃるであろう箇所を教えてくださった。フィンクさんは
馬車で囚人達を連行しています。奴等はまず城へで、明日更にドイツの地へ遠く運ばれま
す」。
「しかしフォン･フィンクさんが貴女を森でこのように一人っきりになさっておくなん

て」と正直な村長は頭を振って言った、「これは無茶ですな」。
「私は残して置くように彼に頼んだのです」とレノーレは答えて、暗かったけれども目

を伏せた。
村への途中、レノーレのポニーが一行に出会った。ノイドルフでカールは男爵の馬を、

下僕の手から受け取って、令嬢と城まで同行した。彼らがそこに着いたとき、夕方遅くな
っていた。レノーレの長い不在で、母親の不安は募り、男爵は極めて不機嫌になっていた。
娘は浴びせられた質問を素早く片付けて、自分の部屋に急いだ。一時間後、フィンクは森
林官と一緒にクーナウから戻って来て、両囚人を連れて来た。囚人は両手を縛られながら、
番人達の間を反抗的に歩み、孔雀の羽根を高く被っていて、あたかも居酒屋へ踊りに行く
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かのようであった。
「仕返しをしてやるからな」とその中の一人はポーランド語で同行の男達に言った、縛

られた拳を固めた。

4.

相変わらず雨であった。日の出の頃の天は一休止していた。しかしその後はただその湿
気の仕事を倍増しただけであった。牧草地仕事の人々は早朝野原に出向いた。しかし直に
また戻って来た。今や彼らは黙って城の歩哨部屋に座って、ずぶ濡れになった衣服を暖炉
で乾かしていた。
男爵は奥の部屋の革張りの椅子に横たわっていた。彼は老ヨーハンに新聞を朗読して貰

っていた。前日の朝また城に届けられるようになったものである。従者の単調な声は不快
な出来事を告げていた。雨粒が屋根の樋で音を立て、嵐の風が呻って、家の角に当たり、
それらが不協和音となって、朗読の従者の伴をしていた。
アントンは書き物机で仕事をしていた。彼の前には法律顧問官ホルンの手紙があって、

家系の荘園の法的売却の期日が次の冬の半ばに確定されたと告げてあった。期日の周知の
後すぐに、荘園の幾つかの抵当権がある者の手から別な者へ、案じていた通りに、渡って、
様々な名前の下、匿名の技を知る或る投機者によって購入された旨書かれていた。かくて
アントンは暗澹とした気分で男爵の危険な状況を考えていた」。
その隣りの部屋ではフィンクがレディー達の相手をしていた。男爵夫人はソファーのク

ッションに沈んで横になっていた。レノーレのショールを掛けていた。彼女は黙って宙を
見ていた。ただ娘が優しく質問して彼女に近寄ると、彼女は娘に微笑して頷き、落ち着か
せる言葉を述べた。レノーレは窓際で簡単な手仕事をしていて、フィンクが心得て、部屋
の陰気な灰色を明るい色にする冗談に、惚れ惚れと聞き入っていた。彼は今日、雨にもか
かわらず、極めて大胆不敵に気まぐれであった。時折レノーレの笑い声が樫の木のドアを
通じてアントンの耳に響いた。するとアントンは荘園の売却と抵当権のことを忘れて、曇
った顔をしてドアを見つめ、新たな闘いが彼と家族にとって近付いていると思い、辛辣な
感じがしないわけでなかった。
しかし外では雨が奔流となっていて、風が嵐であった。大声で風は森からその嘆き声を

城に向けて叫んでいた。松林では大枝が軋んでいた。松林の梢から針葉の茂みが途方に暮
れて城へ揺れていた。耕作地の梨の木々では葉と白い花が震えて散った。嵐は怒って花々
を大地に投げつけ、その雨粒で花々を固く濡れた大地へ叩き付け、呻った。汝らの高笑い
の光輝を消せ、今日は灰色の喪の色を着用すべし、それが城にはふさわしい、と。 ー
木々からは野蛮人が城の壁に向かって来た。野蛮人は塔の旗の棒を揺さぶり、雲の水を斜
めの線にして城の窓ガラスへ放出し、呻き声を上げて煙突に侵入し、ドアに雷鳴を響かせ
た。どの開口部にもこの野蛮人は叫んでいた、「汝らの家を守れ」。かくてこの野蛮人は
数時間荒れた。しかし中にいる者達は彼の言葉を理解しなかった。
かくてその疲れた馬で飛ぶようにして村を抜け、城に向かって来る騎乗者に注意を向け

る者は誰もいなかった。ようやく中庭の柵杭に槌音が響き、苛立たしい打撃音がした。声
々が中庭と階段で高くなった。アントンがドアを開けた。一人の武装した男が雨水滴らせ



- 417 -

て、通りの汚れをまき散らしながら、部屋へ入って来た。
「そなたではないか」とアントンはびっくりして叫んだ。
「奴等が来ます」とカールが告げた、用心して周りを見回していた。「覚悟してくださ

い。今回は我々が狙われています」。
「敵どもか」とアントンは素早く尋ねた、「群れはどのくらいの数だ」。「私が見たのは

群れではありません」とカールは真剣に答えた、「軍と言えます。千人の大鎌の男達に、
およそ百人の騎兵です。主要部隊へ連合の途中です。すべてのポーランド人の男達を引き
連れて、ドイツ人の教区民を武装解除する命令を受けていると聞いています」。
アントンは隣室のドアを開けて、フィンクに入って来るよう頼んだ。
「おや」とフィンクは入室しながらカールを一目見て叫んだ、「国道の半ばの汚れを部

屋に運び入れる者は、良い知らせではない。どの方向から敵は来ている、軍曹」。
「ノイドルフの梨の森から公然たる群れとなって我々に向かって来ています。村の人々

は居酒屋に集まって、ブランデーを飲み、喧嘩しています」。
「信号の火が燃えなかったぞ、近くの村々からの報告もまだない」とアントンは窓際で

叫んだ、「ノイドルフとクーナウのドイツ人達は眠っていたのか」。
「彼ら自身奇襲を受けたのです」と不幸の使者は続けた、「彼らの歩哨はすでに昨日の

夕方敵を見ていました。敵は半マイル、ノイドルフからロスミンへの大きな道路を進んで
行きました。ノイドルフへの道がその国道から分岐する箇所を敵が通過して行ったので、
ノイドルフの人々は安心したのです。ノイドルフの騎馬の者達は遠くから大鎌の男達を追
っていて、最後の群れが視界から消えて行きました。しかし夜に一味は引き返して来たの
です。今朝奴等は村を急襲しました。彼らは悪魔どものように働いた。村長は、傷だらけ
になって、麦わらに寝ています、囚人です。警報小屋は火が放たれました。この図太い雨
がなければ、向こうの森の上でその煙りが見えたはずです。今敵どもは分かれています。
奴等はドイツ人の森を捜査しています。ある部隊はクーナウへ向かって、ある群れは我ら
の新分農場を目指しています。大きな群れがこちらへ来ます」。
「この殿方を待ち受けるまで、まだどれぐらい時間がある」とフィンクは尋ねた。
「この天気ですと歩兵はこちらまで一時間要します」。
「森林官には連絡したのか」とアントンは尋ねた、「分農場の人々は知っているのか」。
「彼らに声をかける時間はなかった。分農場はこの荘園よりもノイドルフから更に離れ

ている。こちらに遅刻してしまったでしょう。我らの信号の火に点火したのです。しかし
この雨では炎も、煙り見えない。すべての信号が駄目なのだ」。
「彼らが自身のために用心しなかったのであれば」とフィンクは同意して言った、「我

らは彼らのために更にしてやることはできまい」。
「森林官は狐です」とカールは答えた、「どうしても見つからない。しかし分農場の代

官と、代官の若い夫人、無事であればいいが」。
「私どもの郎党を助けてください」とフィンクの側で頼み込む声が上がった。
レノーレが部屋に立っていた。青白く、両手を組み合わせていた。
アントンは、レノーレが音もなく侵入して来たドアの許へ急いだ、「恵み深いご夫人の

ことを」と彼は案じて叫んだ。
「まだ母は何も聞いていません」とレノーレは素早く答えた、「分農場へ人を送ってく
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ださい。私どもの郎党を助けてください」。
フィンクは帽子を被った、「私の馬を出してくれ」と彼はカールに向かって言った。
「君は今、行っては駄目だ」とアントンは叫んで、彼の行く手を阻んだ。「私が君の馬

を借りよう」。
「お許しください、ヴォールファルトさん」とカールは口を挿んだ、「私がフォン･フ

ィンクさんの馬に騎乗することが許されるのであれば、 ー 私はまだ道を行く余裕があ
ります」。
「構わない」とフィンクは決めた、「森林官と、集められる限りの男達を、こちらに呼

んで来てくれ。女達や馬や羊は森へ送るのだ。代官には家畜と一緒に深く森の中へ移って
貰い、砂の溝の古い松林から城を見守って貰いたい。しかし貴方は私の馬に留まるのだ、
残念ながら貴方の脚に次の数日馬を任せなければなるまい。ロスミンへ騎行して、我らの
部隊で間近の分隊を探すのだ。至急援助を請うことにしよう、出来れば騎兵がいい」。
「我らの赤帽隊がロスミンの奥、一時間の所にいるそうです」とカールは立ち去るとき

に言った、「クーナウの鍛冶屋が、彼の側を馬で駆けたとき、私にそう呼びかけました」。
「軍として動員できるものを、こちらに呼び寄せるのだ。馬に鞍を置く間に、私は司令

官に一筆書こう」。
カールは軍人的に挨拶して向きを変え、飛び降りた。アントンも一緒だった。カールが

鞍のベルトを締める間に、アントンは急いで言った、「行きがけに人々を[農園]中庭に呼
び寄せろ。私はすぐにそちらに行く。可哀想に、そなたは今日まだほとんど朝食も摂って
いないだろう。次の時間も何か食う見込みがほとんどないな」。彼は城に飛び戻って、台
所から一本のリキュール瓶と一個のパン、ハムの残りを取って来て、その食料を袋に入れ、
これを手紙と共に騎乗者に渡した。彼は丁度中庭作業場を去ろうとしているところであっ
た。
「忝い」とカールはアントンと握手しながら言った、「貴方はすべての配慮をしている。
しかし更に貴方にお願いがある。貴方自身も大切にな、ヴォールファルトさん。ここあた
りのポーランド人の農園全体が、貴方の命を代償とするには値しないものだ。我らの故郷
には、貴方にもしものことがあったら、打撃を受ける人々がいるのだから」。
アントンは誠実なこの男と衷心から握手した。「達者でな。私は自分の義務を果たそう。

森林官をこちらに呼ぶことを忘れるなよ。とりわけ夫人を助けろ。軍は森の道からこちら
へ案内してくれ」。
「心配いらない」とカールは陽気に言った、「この高貴な鹿毛には兵役者の股がどんな

ものか教えてやろう」。こう言いながら、彼は帽子を振って、全速力で農園中庭の建物の
奥へ消えた。
アントンは門に閂をして、歩哨部屋へ急いで、警報の鐘を引いた。彼は代表者に郎党を

集めさせ、裏門を固め、誰も誰何せずには入らせないように、逃亡者であれ入らせないよ
うにした。「十分に食って、程よく飲むことだ。今日は忙しくなるぞ」と彼は彼らに呼び
かけた。一方フィンクは上の自分の部屋でテーブルの側に立って、銃に装弾していた。レ
ノーレは壁から彼の要求するものを渡していた。彼女は青白かった。しかし彼女の目は興
奮で輝いていた。入って来たアントンはこの輝きを見逃さなかった。「貴女はこの真剣な
賭け事を我々だけに任せてください」と彼女に近寄って、彼は頼んだ。
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「貴方が守っているのは私の両親の家です」とレノーレは叫んだ、「私の父は、貴方ら
を率いることができません。貴方らは、私のいない所で、私どものために貴方らの命を危
険にさらしてはなりません」。
「済みません」とアントンは答えた、「貴女の最初の義務は今、多分、男爵夫人の側に

いて、次の時間離れないようにすることでしょう」。
「母ですね、哀れな母上」とレノーレは叫んで、両手を揉み合わせながら、火薬の器を

置いて、隣室へ急いだ。
「私は人々に食事を与えよう」とアントンはフィンクに言った、「今から君が指揮を執

り給え」。
「分かった」とフィンクは答えた、「ここに君の武器がある。この二連銃は軽い、一方

の銃身に弾があり、別のには替えの弾がある。弾袋は君のベッドの下だ」。
「君は包囲に耐えられると思うかい」とアントンは尋ねた。
「我々は全く防衛を許されず、寄せて来る軍勢の好意的友誼に身を任せなければならな

いか、それとも最後の弾まで耐えようとしなければならないかのどちらかだな。後の極端
な場合に我々は常に備えて来た。ひょっとしたら降伏する方がもっと賢いのかもしれない、
白状するとこれは私の好みではないがな。しかしまだ家の領主がいるから、彼も話したい
かもしれない。男爵の許へ行ってくれ」。
アントンは廊下を通って、別の翼へ急いだ。すでに遠くから彼は男爵の部屋で激しく椅

子が動く音を耳にした。彼は、怒った「お入り」の言葉を聞いて、部屋に入った。男爵は
部屋の中央に高く背を伸ばして立っていた。そして彼に向かって言った、「何か生じたと
承知している。私に何も知らせないのは、許しがたい注意不足と思っているぞ」。
「済みません、男爵様」とアントンは答えた、「数分前に、大鎌の男達と騎兵の敵の一

群れが貴方の荘園へ迫っているとの知らせがありました。至急一人の使者を近くの軍司令
部へ送りました。それから門に閂をし、今貴方の命令を待っているところです」。
「フォン･フィンク氏を呼んでくれ」と男爵は支配者的に答えた。
「彼は今歩哨部屋にいます」。
「彼に早速私の所までご足労願う」と怒った主人は叫んだ、「貴方とは軍事的方策につ

いては話せない。フィンクは騎士で、半ば兵士だ。彼に必要な指示を出そう。まだ何をぐ
ずぐずしているのだ」と彼は荒々しく続けた、「貴殿ら、若い者達は、私が盲目だからと
言って、私をないがしろにできると思っているのか。私の下で、パンと賃金を得ている者
は、少なくとも私の命令に敬意を払うべきであろう」。
「父上」とレノーレは両手を打ち合わせながら、敷居で叫び、アントンに懇願する目で

見ていた。
「貴方の仰有る通りです、男爵様」とアントンは答えた、「混乱の中で私の最初の義務

を忘れてしまったことをお許しください。フォン･フィンクさんを瞬時に呼びましょう」。
彼は部屋から急いで出て、控えの間でフィンクに感情を害した男爵の気分について報告し
た。
「阿呆な奴だ」とフィンクは言った。
「至急行ってくれ」とアントンは頼んだ、「女性達が彼の気まぐれの当てつけにされる」。
その後アントンは労働者の上着を羽織って、裏門を通って、雨の中農園中庭へ飛んで行っ
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た。
農園中庭は混雑が甚だしかった。近隣の村々のドイツ人家族がすでに警報小屋に避難し

ていて、そこで子供達や若干の動産と共に座っていた。三和土にはおよそ二十人が陣取っ
ていて、男達、女達、子供達であった。女達は嘆き、子供達は泣き、男達は陰気に宙を見
つめていた。幾人かは村の民兵に属していた。二，三の者は散弾銃で武装していた。中庭
作業場では、避難者達の小さな馬車が並んでいた。下僕や馬や雌牛が乱雑に走っていた。
アントンはあの技術者を必要な監督の加勢のために呼んだ。信頼できる下僕とドイツ人の
女中頭に農耕馬と牛の群れを任せた。決然たる男のその下僕を脇に呼んで、一緒に砂の溝
から遠からぬ茂みの若干の箇所について話し合い、そこに人間と家畜のための避難と天候
からの幾らかの庇護を頼ることにした。下僕はそこへ家畜を追い立てて、彼に熱心に分農
場の代官を探して貰い、代官に森での監督を任せる予定にした。それからアントンは女中
に雌牛を一頭残すように指示し、群れに自ら裏門を開けて、人々が食料品を持って、森へ
家畜を追い立てるのを見守った。
「しかし男爵の馬や他の馬はどうしましょう」と技術者は急いで尋ねた。
「それらは数台の馬車と一緒に城だ、どうなろうとも。最後には我々は逃げるかもしれ

んのだから」。
かくてアントンは素早く、カールの新しく彩色された馬車にジャガイモの幾袋かを、そ

れに小麦や燕麦、残っていた干し草の束を積み込んだ。耐火の樽も連獣で引かせ、樽には
新鮮な水を満たすようにさせた。相変わらず天からは土砂降りの雨であった。奔流の雨の
中、下僕達は袋や箱、束を馬車に投げ入れた。皆が混乱していた。ドイツ語やポーランド
語で泣き、呪った。アントンが避難民の中に入ると、女達の叫び声は更に大きくなり、男
達は彼に迫って、彼らの災難を語り始めた。子供達は彼の足許に寄りかかってきた。悲し
い光景であった。アントンは慰めた、「とりわけ落ち着くことです。我々は出来る限り、
貴殿らを守ります。軍が我らの味方に駆けつけることと期待しています。しかし城なら安
全でありましょう。貴殿らはこのひどい時代、我々に誠実でありました。我々がパンを有
する限り、貴殿らにも分かちます」。
緊張した仕事の十五分後にアントンは城へ向かわせた。下僕達は馬車で裏玄関に乗りつ

けた。避難民の部隊が続いた。相変わらずドイツ人の村々から脱出した人々がやって来た。
クーナウの鍛冶屋も村の隣人達の群れと一緒に城の門の前に立っていた。今や行列の全員
が整列させられ、順に中に入れられた。馬は馬具を外され、馬車の荷が下ろされた。女達
や子供達をアントンは下の階の二部屋に案内した。そこは暗かったが、しかしまだ警報小
屋よりも、雨でぬかるんだ野原よりも快適であった。馬を入れるのは最大の難儀であった。
密集して十二頭の家畜が空いた物置場に立っていた。雨からと、発射される弾からかろう
じて守られていた。中庭作業場の中央には水桶が置かれ、ジャガイモの馬車は柵杭の側に
押し込まれて、射撃手達のため緊急の場合スタンドとなることになった。その後防衛の男
達が鍛冶屋によって集合させられ、牧草地建造者[技術者]と四人の下僕の他に更に十五人
のドイツ人入植者がいて、大方武装していた。彼らの足どりは城の長い廊下で重々しく響
いた。彼らは控えの間を通って、労働者達の横に配置された。かくて要塞の戦闘勢力が集
合し、フィンクは狩猟服を着て、労働者中隊の前を平然と行き来していた。アントンは彼
に近寄って、これまでに生じたことを伝えた。
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「男達を連れて来たのは」とフィンクは答えた、「それは結構なことだ。しかし女達や
子供達の全氏族も連れて来ている。城は蜂の巣箱のように一杯だ。六十人以上の口にほと
んど一ダースの馬、我々は君のジャガイモ馬車にもかかわらず、二十四時間以内にもう石
を食わなければなるまい」。
「彼女らを外に置いておくわけにはいかんだろう」とアントンは納得せず言った。
「森でもここ同様に安全だったと思うぞ」とフィンクは肩をすくめて言った。
「そうかもしれない」とアントンは答えた、「しかし奔流の雨の中、人々を森へ追いや

ること、食料もなく当てもない逃亡という恐ろしい不安にさらすこと、これは残酷なこと
で、私には責任を負えないことだ。それに女達や子供達抜きで、男達が来たと思うかい」。
「少なくとも男達は必要だな」とフィンクは、到着した者達に向かって、結論づけた。

「君は人々の食料の面倒を見てくれ」。フィンクは武器のない者達に銃を渡して、一同を
四つの部署に分けた。一つは中庭用、二つは下の階と上の階用、そして予備として一つ、
歩哨部屋用であった。それから彼はクーナウの鍛冶屋と他の数人を通じて、敵についての
詳細な報告を聞いた。一方アントンは地階へ急いだ。そこで彼は牧草地建造者に備蓄の監
督を任せて、男爵の従者を通じて薪と水を集めさせた。一袋のジャガイモと小麦粉の袋が
竈の近くに置かれて、火の上に大きな釜が据えられた。外に出ると彼は料理番の女に、フ
ォン･フィンクさんの馬が置かれていた馬小屋に乳牛が引かれて来ていると打ち明けて、
少なくとも領主達にここ数日牛乳を欠かすことのないように指示した。老バベッテの両手
が不安の余り飛んだ。「ヴォールファルトさん、何と恐ろしい災難でしょう」と彼女は叫
んだ、「弾が台所へ飛んで来ることでしょう」。
「とんでもない」とアントンは言った、「窓は低すぎる。弾は当たらない。静かに料理

してください。人々は腹ぺこだ。他の女性達を二人、加勢にこの下へ送りましょう」。
「こんな危険な時に誰が食べるのです」と料理番の女は叫んだ。
「我々皆が食べますよ」とアントンは宥めた。
「スープでしょうか、ジャガイモ粥でしょうか」とバベッテは絶望して尋ねて、スプー

ンを熱に浮かされたかのようにあちこち振った。
「どちらもです、おばちゃん」。
料理番の女は彼を押し留めた、「でもヴォールファルトさん、領主様達に卵がありませ

ん。家中一個の卵もありません。こんな災難が今日に限って起こるなんて、たまらない。
今晩新鮮な卵がなかったら、男爵様が何と仰有ることでしょう」。
「卵なんていいよ」とアントンは苛立って叫んだ、「今日は細かくしなくていい」。
彼が戻って来ると、フィンクが彼に呼びかけた、「歩哨は配置された。これから落ち着

いて到着を待ち構えるぞ。私は塔へ上がる、二，三の射撃手を連れて行く、何かあったら、
私は上にいるからな」。
かくてホールは空となり、再び城の中は静かになった。歩哨達は黙って立っていて、森

の縁を見つめていた。歩哨部屋では隊員が小声で座っていて、ただ下の子供部屋では騒音
が止まず、台所と下の階の占拠された部屋の間でしきりに往来がなされた。落ち着かず待
機しながらアントンは城から中庭へと、また自分の部屋へとあちこち歩いた。部屋では男
爵の書類をまとめた。そしてまた武器を持った者達が立っている通路や部屋を歩いた。か
くて十五分が次々と過ぎて行き、とうとうレノーレが母親の部屋から出て来て、叫んだ、



- 422 -

「先行きが分からず、たまらない」。
「分農場からも知らせがありません」とアントンは陰気に答えた。「しかし雨が上がり

ました。今日更に起こるはずのことは、陽光の中で生じましょう。向こうでは雲が割れて、
青空が覗いています。 ー 男爵夫人はいかがです」。
「母は覚悟しています」とレノーレは言った、「何ごとも覚悟しています」。
両人は控えの間を行ったり来たりした。とうとうレノーレがアントンに近寄って、情熱

的表現で叫んだ、「ヴォールファルト、貴方が私どものためにこんな状況に陥るなんて、
私にはたまらない」。
「この状況がそんなに怖いですか」とアントンは悲しげに微笑して尋ねた。
「ひょっとしたら貴方の気持ちは怖くないかもしれないけれども」とレノーレは言った、
「しかし貴方の犠牲は私どもの値打ち以上のものです。私どもは貴方に対して恩知らずで
す。貴方は別の境遇であればもっと幸せになれることでしょう」。彼女は窓辺に立って、
激しく泣いた。びっくりしてアントンは彼女に近寄って、彼女を宥めた。「貴女が貴女の
父親殿の先ほどの威勢の良い表明のことを仰有っているのであれば」と彼は言った、「私
を気の毒と思う理由とはなりません。この点に関してはすでに私どもは以前話し合ってい
ますから」。
「それだけではないわ」とレノーレは泣きながら叫んだ。
アントンは彼女同様に、それだけではないと承知していた。彼は一つの告白がその言葉

にあると感じた。「それは何であれ」と彼は快活に語った、「貴女も私には或る冒険を体
験する喜びを恵みたくないのでしょうか。勿論私は不器用な兵士です。しかし敵どもも私
には、彼らに害を与える機会を余り与えたくないように見えます」。
「誰も貴方には感謝していない。私どものために貴方は耐えているのに、誰も感謝して

いない」。
「誰もでしょうか」とアントンは尋ねた、「私はここに女性の友を得ていませんか。こ

の友は私に出来ることを過大評価する傾向を余りに有されています。レノーレ、貴女は私
に普通の境遇ではあり得ない具合に、貴女のもっと間近にいることを許されました。私が
若干兄のような権利を貴女に対して得ていることを、取るに足らぬこととお考えですか」。
レノーレは激しく彼の手を取って、握手した。「私も最近貴方に対して、然るべき振る

舞いをしていなかった。私はとても不幸です」と彼女は情熱的に叫び声を上げた、「私は
私の思いを誰にも打ち明けられない、母親にも、貴方にもできない。私はすべての信頼を
失ってしまった。何も分からなくなった」。彼女は両目にハンカチを当てた。
「レノーレ」と苛立って父親が部屋から叫んだ。
「今釈明する時間はありません」と彼女はより平静に言った、「今日が乗り切れたら、

私は今よりもっと強くなるよう努めましょう。そのときは手伝ってください、ヴォールフ
ァルト」。レノーレは男爵の部屋へ急いだ。アントンは悲しい思いに取り残された。一方
明るい陽光が城の中庭作業場に落ちて来て、男達は歩哨部屋から出て、敷居の所で整列し
た。女達も暗い部屋から出ようとして、本気で中へ押し戻されなければならなかった。最
初の恐怖が克服された後、人々はまた勇気を得て、色々なことを考えた。「彼らは城のこ
とを忘れたのではないか、そうかもしれん」とある者は言った。「我々に襲いかかる勇気
があるもんか、そうかもしれん」と他の者が言った。ある賢い仕立屋は、様々な情報を巧
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みに縫い合わせて、すべてのポーランド人の制服は、夙にロスミンの背後まで移ったとい
うことを証明した。しかし誰もが、危険は過ぎ去ったという確信をどんなに熱心に発しよ
うとも、また皆が不安げに城の歩哨達の足どりに耳を澄まし、再三塔の方を見上げて、そ
こから合図は来ないか見守った。アントンは待機が嫌になって、とうとう塔に上がった。
そこには見晴台に城の指揮勢が集まっていた。盲目の男爵は安楽椅子に座っていた。彼の
背後にはレノーレの背丈の高い姿が寄りかかっていて、父親の目の上に日傘を持っていた。
広い銃眼には四人の射撃兵が座っていて、上の壁ではフィンクが両脚を空中にぶら下げて
おり、葉巻の青い雲を風の中へ吹き付けていた。
「何も見えないのか」とアントンは尋ねた。
「何も見えない」とフィンクは答えた、「我らの村の民の酔っ払った群れの他にはな。

この群れはタロフへの道を去って行きつつある」。彼は丁度森の中へ消えた黒い塊を示し
た、「ならず者と縁を切ったのは幸いだ。奴等は灰色のジャケットが恐くて、別の所で略
奪するのを選んだのだ。更に一時間遅れるごとに有利になる。救援は最も上手く行っても、
明日の正午以前には期待できないと計算したばかりだ。丸二十四時間の訪問があれば、森
の背後の殿方連にとってはとても面白くなかろう。 ー フォン・ロートザッテル殿、こ
このこの屋根は立派な地点です。見るべきものは多くない、若干の松林、貴方の田畑に砂
地。しかし防御には栄光ある高みです。城の周辺がとても不毛で、木の一本も、灌木の一
つもないのは、感傷的心には不快なものと嘆かれることでしょう。私はまさに華麗なもの
と思います。[農園]中庭の最初の納屋が、これはいずれにせよ直線となってこの地点から
およそ三百歩離れていますが、これを除けば、敵の散兵にとって隠場はありません。モグ
ラ塚より大きな隠場はない。銃弾が達する限り、ここから平野を絶対的に支配できます。
ただ向こうの茂みが邪魔だ、思うにレノーレ嬢の植樹ですな」。
「私に罪があります」とレノーレは言った。
「でしょうな」とフィンクはぞんざいに答えた、「我々が弾に当たったら、貴女に治療

費を払って貰いましょう。六人ほどの射撃兵がそこに隠れることができる」。
「そこはレノーレのお気に入りの場で」と男爵は弁護して言った、「彼女はそこに芝の

ベンチを作っている。彼女が野外で座る唯一の箇所だ」。
「ほう」とフィンクは言った、「それならちょっと話しは別だ」。彼はレノーレの方を

振り向いた。彼女は父親の側から消えていた。すぐその後中庭の門が開かれて、レノーレ
は数人の労働者を連れて、茂みの所へ急いだ。フィンクは驚いて下に叫んだ、「御令嬢、
何をなさるつもりです」。レノーレは伐採の決然たる身振りをした。彼女自身唐檜の小木
を掴んで、全力を振り絞って、地面から持ち上げた。男達は彼女の例に倣った。数瞬間後
には若い植物は引き抜かれていた。それからレノーレは熱心に自ら鍬を手にして、芝のベ
ンチを打ち壊すべく、ベンチを叩いた。
アントンは木々を令嬢と植えたのであった。両人は茂みがもたらす立派な効果を楽しく

喜んでいた。毎日それ以来レノーレはそこに赴いていた。小さな幹はそれぞれ彼女の個人
的友達となっていた。今やアントンは黙って破壊を見守っていた。最後に堪らず、若干冷
淡に言った、「か弱い植物は害はなかったろうに。君は無益な破壊を招いたぞ」。
「いやさ」とフィンクは答えた、「レノーレ嬢は用心深い要塞司令官のように行動した

のだ。このような才能の第一の機略は、常にその要塞の設備を破壊することだ。この茂み



- 424 -

は春の日ごとにまた植えることができる。 ー 木々を更に農園中庭まで運んでおけ」と
彼は男達に呼びかけた。「井戸の木製の枠も取り壊し、厚板を中庭へ運び、開口部を隠せ」。
レノーレがまた男爵の椅子の背後に近寄ったとき、彼は彼女に年上の同僚が年若の同僚

に対するような頷き方をして、望遠鏡を取り出し、また森の縁を調べた。
かくて一同は一時間ばかり留まっていた。誰も話す気がなかった。フィンクが発する冗

談も、反応の実りはなかった。アントンは下に降りて、人々を規律付けた。しかし彼はま
た女墻に上がって来た。他の者達同様に彼はまじまじと森の道の方を見つめた。ようやく
フィンクがかなり長いこと沈黙していた後、葉巻を棄てながら言った、「夕方になる。我
々はこのまま敬虔に待ち続けていたら、客人を余りに厚遇することになろう。進軍の情報
が我々にもたらされたとき、ヴォールファルトと私はここ城の中で必要であった。そして
カールが遠方で私の哀れな馬の脚をへし折っているので、巡察隊として偵察に送り込める
者がいない。今この中断の報いが来ている。我々はここ建物の中に閉じ込められている。
郎党は敵が来ないうちに、疲れてしまおう。我々の一人が数人の郎党を連れて、駄馬に乗
り、敵についての更なる情報を取り寄せることが不可欠だ。この静けさは尋常ではない。
広がった田畑全体に誰一人見えない。田畑の道に一人も見えない。二時間前からもはや避
難民が森からこちらにやって来ないのは奇妙に見える。ノイドルフ辺りの煙りの雲も消え
ている」。
アントンは黙って塔から出て行こうとした。「行ってくれ、我が息子アントン」とフィ

ンクは言った、「最も確かな連中を連れて行って、村がどんな具合か調べるのだ。松林の
森には用心しろ。待て、後一瞬、森をもう一度望遠鏡で調べてみよう」。彼は長いこと覗
いていて、木々を一本ずつ観察し、ようやく望遠鏡を置いた、「何も見えない」と彼は熟
慮しながら言った、「我々を待っている殿方は、百姓の大鎌とは別のものを持っていると
すれば、これには悪魔の仕掛けがあると仮定しなければならないだろう。しかしすべては
不詳だ。森は用心しろよ」。
アントンは塔を去って、技術者と二人の下僕を呼んで、男爵の馬と最も速い三頭の農耕

馬を外させて、鍛冶屋に門を開けさせた。騎乗者達はまず農園中庭へ騎行した。一切が静
かで、極めて平和な静寂にあった。カールが数週間前購入していた鶏が堆肥をあさってい
て、麦わら屋根では鳩が鳴いていて、鍛冶屋と一緒にクーナウから走って来た小さな犬が
その間自ら人気のない中庭の番をしていて、騎乗者達に怪しんで吠えかかっていた。彼ら
は密になって村を駆け居酒屋まで行った。居酒屋の部屋は空であった。アントンは亭主を
呼んだ。しばらくして亭主は青白い顔をしてドアに突進して来て、アントンを見て両手を
打ち合わせた。「何ということです、ヴォールファルトさん、まだこちらにいらっしゃる
のですか。貴方は夙に領主の方々とロスミンの方へか味方の兵士の許へ逃げなさったと思
っていました。とんだ災難です。ブラツキーがここの部屋にも来ていまして、城の領主方
とドイツ人への反対演説をしていました。しかし彼は人々を城の前に出動するよう仕向け
ることはできなかった。それで村人の大多数はタロフのポーランド人の許へ行きました。
残っている者達は隠れています。私は片付けられるものを急いで隠しているのです」。
「敵は今どこにいる」とアントンは尋ねた。
「存じません」と居酒屋の亭主は叫んだ、「しかし大きな軍だと承知しています。制服

の槍騎兵もいます」。
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「ノイドルフへの森は安全かどうか分かるか」。
「安全なはずはありません。この数時間誰もノイドルフから来ていません。道が自由だ

と、今頃村の半分がここ私の居酒屋か貴方の城に来ていることでしょう」。
「その通りだな。貴方は一味をここで待っているのか」と退出の用意をしながら、アン

トンは尋ねた。「城ならもっと安全だぞ」。
「それは分かりません」と亭主は叫んだ、「私は離れられません。私が行ったら、居酒

屋全体が荒らされてしまいます」。
「しかし貴殿の女達はどうだ」と馬を掴まえながら、アントンは尋ねた。
「私は加勢の人手が必要です」と絶望した亭主は嘆いた。「女達は若くても、切り抜け

るに違いありません。レベッケ、私の妹の娘がいます。彼女は商売に慣れた家の出身です。
あの娘は百姓達の気性が分かっています。全く酩酊している者からも金を巻き上げられま
す」。「レベッケ」と彼は呼び返した。「ヴォールファルトさんがお尋ねだ。城へ行く気が
あるかどうか。城なら野蛮な男達から守られると」。レベッカの顔全体が、赤みがかった
毛髪に囲まれて、家の貯蔵庫の穴から現れた。
「城がどうしたの、伯父さん」と彼女は決然として叫んだ、「野蛮な男達なんて。こち

らの百姓どもが辺り一帯で一番野蛮な男達です。これらを相手にできる以上、別な男達も
相手にできます。伯母さんは頭がおかしくなっていて、客をさばく者がいなくてはなりま
せん。結構ですよ、恵み深い旦那様、私は怖くありません。殿方が大勢でいらっしゃるな
ら、一人が私に悪さをしたら、許さないことでしょう」。
「前進だ、諸君」とアントンは叫んだ。彼らは更に村を通って行った。すべての玄関は

閉ざされていた。小さな窓からはここかしこで女性の頭部がうろたえて騎乗者達を追って
見つめていた。かくて彼らは広い田畑の道を森の近くまで来た。「道が森の中へ通じてい
る所では」と一人の下僕がアントンに言った、「左手に若い森があります。そこには何百
人もの男が潜んでおれましょう。彼らの姿が見えなくても、我らを射殺するか、城への道
を遮断するでしょう」。
「その通りだな」とアントンは言った、「我々は田畑を越えて、若い圃場区の奥の側ま

で馬で行く。そこの幹は密集していないから中に入り、また戻ることにしよう。そこから
は徒歩で若い森を調べよう」。かくて彼らは道路から向かって、休閑地を騎乗して行き、
保護区からの射程距離の所で森へ入った。「ここで馬から下りるぞ」とアントンは下僕達
に言った。アントンと下僕達は手綱を技術者に任せて、銃を手に取って、用心して茂みに
歩いて行った。「撃ち込め」とアントンは命じた、「そして馬の所まで、できるだけ急い
で戻るのだ」。射撃音が若い森の中へ響いた。数秒後、幾つかの銃から不規則な射撃の返
事があった。声高な叫び声が続いた。弾はアントンの頭上をひゅっと飛んで行った。しか
し距離は小さくなかった。素早い走行で男達は無事、馬の所まで達せられた。「ギャロッ
プだ、十分に分かった。奴等は余り賢くなくて、静かにしておれないのだ」。すぐに小さ
な一群は国道を城の方へ向かった。彼らの背後では追跡者達の大声が響いた。息もつかず、
騎乗者達は城の前に着いた。アントンは中庭で皆が警戒しているのを見た。フィンクは彼
を入口で待っていた。
「君の言う通りだった」とアントンは彼に向かって叫んだ、「彼らは裏で陣取っていた。
きっともう数時間前からだ。ひょっとしたら、ノイドルフへの途上の君かあるいは我々二
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人を捕らえることを主に考えていたかもしれない。そうしたら戦わずして城を手中に出来
たろうからな」。
「奴等は何人ぐらいだ」とフィンクは尋ねた。
「分かるだろう、数える時間はなかった」とアントンは答えた。「きっと一群れが前方

に押し出されていて、かなり多数が森のはるか奥にいる」。
「我らはちょっかいを出したわけだ」とフィンクが答えた、「これからは訪問を待ち受

けるわけだ。我らの郎党にとっては日没前の今が夜よりはいい」。
「やって来る」とレノーレの声が塔から下の方へ通った。
友人達は見晴台へ急いだ。アントンが塔の女墻から見ると、太陽は沈みかかっていた。

天はまぶしい黄金色に輝き、森の緑を褐色の青銅に変えていた。森の道から騎兵の一部隊
が駆けて来た。およそ騎兵中隊の半分で、整然と村に向かっていた。百人以上の男達が徒
で続き、最初の列は銃を持ち、別の列は大鎌で武装していた。美しい夕日が塔の人物達を
照らしていた。一匹の甲虫が陽気にアントンの耳にぶんぶん言い、上空では雲雀の夕べの
歌が響いた。一方下では危険が迫っていた。ますます間近にその危険は曲がった道を進ん
で来た。暗く長く伸びた塊で、耳には聞こえず、ただ目にははっきりしていた。耳の前で
は甲虫がぶんぶん言い続けた。雲雀は更に喜びの歌を歌った。ようやく行列は村の最初の
小屋の背後に消えた。物音のしない静寂の数瞬であった。皆、敵が再び目に見えるに違い
ない箇所をまじまじと見つめていた。アントンの横にレノーレが立っていて、彼女は左手
で銃を握って、右手は狩猟小袋に入れていて、その手は無意識に弾をかちゃかちゃ言わせ
て動かしていた。騎兵が村の中央で見えるようになると、フィンクは帽子に手を当ててい
て、荘重に言った、「これから部署に就くぞ、諸君。アントン、君は済まんが、男爵を下
へ案内してくれ」。アントンは、盲人を支えながら、階段を下りて行くとき、振り返って
レノーレを示した。レノーレは動かずに迫って来る敵を見つめていた。「貴女も、恵み深
い御令嬢、身の安全をお考えください」とフィンクは続けた。
「私はここが一番安全」とレノーレは反抗的に答えて、自分の銃の床尾で石を叩いた。

「貴方が命を賭けようとなさっている今、私にソファーに頭を寝かすよう要求なさらない
でください」。
フィンクは大いに賛嘆して、美しい顔を見て、言った。「それに反対はしません。この

安楽椅子に腰掛けようと決心してくだされば、ここも城の他の所同様安全でしょう」。
「用心は致します」と手で断る仕草をしてレノーレは答えた。
「諸君、壁の背後に身を隠すのだ」とフィンクは言った。「肩とか帽子の端が見えない

よう用心しろ。私がこの泣き虫で合図するまでは、射撃するなよ。その音色はここの上ま
で聞こえるだろうからな」。彼は異様な外見の大きな笛を取り出した。
「さようなら」と彼はレノーレを輝く視線で眺めながら、言った。「さようなら」とレ

ノーレは腕を上げながら答えて、そして彼の背後でドアが閉まるまで、降りて行く男を見
送った。
控えの間でフィンクは男爵を見受けた。哀れな領主は長い一日の緊張と、自分の無用さ

の思いで、それはまさにこの活動が自分の身分の特権とされるときなので、痛々しい感情
のつむじ風に見舞われていた。若い時代なら彼はどんな個人的危険をも立派な挙措で切り
抜けていたことであろう。自分の力がいかに砕けているかは、今自分の分別を保てなくな
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っていることで明らかであった。彼の両手は落ち着かず探して、武器を求めているかのよ
うで、胸の奥から痛々しい呻き声が上がっていた。「我が好意的なホスト殿」とフィンク
は彼に語りかけた、「貴方の不具合のため他人との交渉はまだ快適ではありますまい。貴
方の名前での交渉を私に任せて頂きとう存じます」。
「貴方に全権をお任せする、親愛なるフィンク」と男爵はかすれた声で答えた。「実際

私の目の状態はひどく、私は何の役にも立ちそうにない。情けない不具だ」と彼は大声で
叫んで、顔を両手で覆った。フィンクは肩をすくめて脇を向き、樫の厚板のドアにある引
き戸を開けた。ドアはまだ完成していない張り出し舞台へ通ずる予定のものであった。そ
して外を見た。
「済みません」とアントンは男爵に言った、「貴方に弾がいたずらに当たることのない

席に案内しましょう」。
「私のことは構わないでくれ、お若い方」と男爵は言った、「今日私は、私のために手

に銃を持っている最も哀れな日雇いよりも大事な存在ではない」。
「君はまだ私に頼みたいことがあるかい」とアントンはフィンクに、銃を取りながら尋

ねた。
「何もない」とフィンクは微笑しながら答えた、「ただ君自身白兵戦になったら、自分

の用心を忘れないでくれ。武運を祈る」。彼は彼に手を差し出した。アントンは握手して、
中庭へ急いだ。
「今敵は貴方の農園を鑑定しています」とフィンクは男爵に言った、「数瞬後には殿方

がこちらに参りましょう。やって来ます。騎兵に歩兵、納屋の所で止まっています。騎兵
隊が前に来て、幕僚ですな。中には可愛い若者達がいる。二，三頭の上品な馬、彼らは射
程外の城の周りを騎行しています。私が思っていたよりも、用心深い。入口を探していま
す。すぐに裏門で槌音を耳にしましょう」。
一切は静かなままであった。「珍しいな」とフィンクは言った、「守備隊に攻撃前に降

伏を要求することが戦の慣例だと思うのだが。しかし向こうの城の周りの将校達はカリエ
ール駆歩で歩兵の許に戻って行く。ヴォールファルトがとても恐怖を与えたので、全速力
で逃げて行くのか」。
馬の蹄の地響き、歩兵の鈍い足音が聞こえて来た。
「おや」とフィンクが続けた、「全軍がパレードのように城の我々の側へ行進して来る。
この正面から貴方の要塞を攻めようという気なら、強固な場の計算について珍しい把握を
有しているに違いない。我らに対して前線を、二百歩の距離、形成している。二人連れの
歩兵が中央で、両翼に騎兵がいる。全くローマ風の陣形だ。純然たるユリウス･カエサル。
彼らは一人の鼓手を持っていて、そやつが前に出て来る。貴方が耳にされるがちゃがちゃ
音は太鼓の連打です。 ー いや、指揮者が前線の前を騎行して来る。近寄って来て、ま
さにこのドアの前で止まった。作法上、我々はこの殿方の要望を聞かなければなるまい」。
フィンクはドアの重い閂を握って、それを押し戻し、ドアが開いた。フィンクは敷居に出
た。入口を塞いで、手にはぞんざいに二連銃を持っていた。騎兵はこの作法にかなった狩
猟服の痩身の男が悠然と自分の前に立っているのを見ると、馬を停止させて、帽子に手を
やった。フィンクは頭を軽く傾けて謝意を表した。
「私はこの荘園の領主と話したい」と騎兵は上に呼びかけた。
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「私で我慢して頂きたい」とフィンクは答えた、「私はここで彼の代理をしている」。
「それでは領主に我々はこの家に政府の命令を果たす役目であると伝えて頂きたい」と

騎兵は叫んだ。
「騎士なら私に質問を許して頂きたい。貴方にフォン･ロートザッテル男爵への命令を

任せる軽率なことをしたのは何という政府かと。仄聞している所では、当地での政府につ
いての見解は混乱しているそうだ」。
「ポーランド中央委員会が貴方の、そして私の上級機関だ」。
「貴方が中央委員会に自分の首の処分を任せていることは貴方には結構なことであろう。
我々はこの点について別な見解であると承知して頂きたい」。
「御覧の通り、我々は政府の命令に従うよう強制する手段を有している。貴方に助言す

ることは、抵抗して我々に武力行使を強制することのないようにすることだ」。
「その助言は忝い。そして貴方が仕事熱心の余り、次のことを忘れなければ更に有り難

いと思う、つまり貴方の立っているその地は公共の厩舎ではなく、私有地であって、そこ
に余所の馬の蹄が乗り入れる場合、ただ荘園領主の許可を必要とするということだ。我々
の承知している限りでは、貴方はその許可を得ていない」。
「言葉はもう良い」と騎兵は苛立って叫んだ、「貴方が実際にこの荘園の所有者の代理

の権限を有するのであれば、貴方に要求致す。この城の入口を躊躇わずに開けて、武器を
引き渡すように」。
[「いや、尊敬する殿方」とフィンクは答えた、「そのような要求はたとえ中央委員会と

やらから出されてものでも、冷静の郎党からはとても恥知らずなものと考えられましょ
う」。
「それでは服従を拒むのか」。]
「残念ながら」とフィンクは答えた、「私は楽しい気分ではなくて、貴方の願いには応

じられない。更にお願いを付け加えると、貴方と並びに向こうの奥に立っている襤褸の長
靴の殿方達はできるだけ速やかに当地を去って頂きたい。私の若い郎等は、貴方の足許の
モグラ塚に当たるものかまさに調べようとしている。その際貴方の同行者達の裸足の足先
を傷つけてしまっては気の毒に思われる。 ー 失せろ、若造」と彼は突然、彼のぞんざ
いな調子を変えながら、怒りと軽視の力強い表現で叫んだ。それで騎兵の馬は棒立ちにな
って、その男はホルスターのピストルを掴んだ。
この話し合いの間、騎兵達や歩兵の個々の群れがもっと間近に寄って来て、会話の言葉

を聞き取っていた。一度ならず銃身は垂れたが、しかしそのたびに、馬を武装者達の列の
前に進めて来る個々の騎兵によって上げさせられた。フィンクの最後の言葉の際に、古い
フリーズのジャケットのすさんだ男が一発放ったが、弾はフィンクの頬をかすめて、ドア
の厚板に当たった。この瞬間高みで抑えた叫び声が響き、塔の女墻が明るく燃え上がって、
早まった若者は命中して地面に倒れた。軍使は自分の馬を反転させ、攻撃者達は引いて行
った。フィンクはドアを閉めた。彼が向きを変えると、レノーレが階段の最初の踊り場に
立っていた。手には放った銃を持っていて、大きな目を狼狽してフィンクに据えていた。
「傷を負ったのですか」と彼女は我を忘れて叫んだ。
「皆無です、誠実な戦友」とフィンクは叫んだ。レノーレは銃を投げ棄て、父親の足許

に崩れ落ちた。彼の膝に自分の顔を隠していた。父親は彼女の上に屈み込んで、彼女の頭
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を両手で掴んだ。これまでの時間の神経質な動揺のせいで、彼に痙攣性の嗚咽が生じた。
娘は父親の震える体を情熱的に抱き締め、声もなく彼を両腕に抱えた。このように両人は
抱き合っていた。一つの砕けた生命と、別の生命で、この娘の生命には人生の熾きが明る
い炎となって燃えだしていた。フィンクは窓から外を見た。敵が戻って来ていた。指揮者
達は射程外を一緒に騎行していて、協議しているように見えた。素早く彼はレノーレに近
寄って、手を彼女の腕に置いて、言った。「感謝申し上げます、恵み深い御令嬢、貴女が
かくも毅然として情けない敵にお仕置きをなさったことに対して。しかしこれからは父親
殿とこの場を去るようお願いします。貴方らを案じて、我らの守りが敵から逸らされない
方が、一層我らの利となりましょう」。レノーレは彼に触られてびっくりし、熱い赤みが
彼女の両頬と額に射した。
「私どもは行きましょう」と彼女は目を伏せて答えた、「父上、お出でください」。彼

女は、無抵抗に彼女に従う男爵を案内して、上の階段の母親の部屋まで行った。そこで彼
女は英雄的力で気力を掴み、病気の母親の臥所に腰を下ろして、その晩再びフィンクの近
くに現れることはなかった。
「これからは仲間内だ」とフィンクは歩哨達に呼びかけた。「これからは短い距離に引

きつけて、静かに狙うのだ。この石の家に突撃して来たら、血まみれの頭しか残らんだろ
う」。
かくて彼は仲間と共に立って、鋭い目で敵の列を見ていた。敵は大いに忙しく働いて、

個々の分隊が村へ移って行った。騎兵達は道路を右往左往して、何か仕上げていた。よう
やくある部隊が厚い板と空の馬車の列を引っ張って来た。馬車の上の部分は下ろされてい
て、土台の部分が列をなして、轅の方は城の反対側で、後輪の方が城を向いていた。それ
から地面で厚板が釘打たれて、それで覆いの屋根が作られた。これは棒で馬車の後部に斜
めに固定された。これは馬車のフレームよりも数フィート高くて、五，六人の男達にある
程度庇護を与えていた。
「ヴォールファルト氏をこちらまでお通ししろ」とフィンクは射撃手達の一人に呼びか

けた。
「こちらで銃声がした」とホールに入りながら、アントンは尋ねた。「誰が傷付いたの

か」。
「この厚いドアと向こうのならず者が一人だ」とフィンクは答えた、「塔から、命令し

ないのに、敵の最初の銃撃に応答したのだ」。
「中庭には敵は見えない。先ほど一部隊の騎兵が門に近寄って、一人が板囲いのすぐ近

くまで敢えて近寄って、中を覗こうとした。しかし私が垣根から起き上がると、びっくり
して逃げ去った」。
「向こうを見てみろ」とフィンクは言った、「彼らは家庭的な日曜大工をしている、小

さなバリケードだ。夕方の明かりがある限りは、危険は大したことではない。しかし夜に
なると、この車輪付き屋根ですぐ間近まで来られよう」。
「空は澄んだままだ」とアントンは言った、「明るい星空となろう」。
「よく分からんが」とフィンクは言った、「何故奴等はまさに我らの要塞の最強の側に

攻撃を仕掛けるという無茶なことをするのだろう。君の優しい顔がゴルゴーン[怪物]の頭
のような影響を与えたとしか考えられん。君は今からすべてのスラヴ人の戦争で案山子と



- 430 -

間違って書かれることだろう」。
馬車での槌音が止んだのは暗くなった時であった。一つの司令が聞かれた。指揮者達は

個々の名前を呼んで、轅に就かせ、六個の動く屋根が素早く城の正面のおよそ三十歩の所
まで来た。
「始まるぞ」とフィンクが叫んだ、「こちらに留まり、下の階を守れ」。
フィンクは階段を飛び上がった。表側の部屋の長い列が開放されていて、家の端から別

の端まで見通せた。「頭を守れよ」と彼は歩哨達に呼びかけた。すぐその後、不規則な一
斉射撃が上の階の窓の方へなされ、鉛の霰が窓ガラスを突き破って、破片ががちゃんと音
立てて床に飛んだ。フィンクは彼の笛を取った。甲高く響く音色が長く振動して家中に聞
こえた。塔の上からと両階から守備隊の一斉射撃の返事があった。そして今や両者の陣営
から不規則にだだっと言う射撃が続いた。守備隊は自分達の防御の方が有利で、野外より
も部屋の中がもっと暗いという利点があった。短い間を置いて、フィンクの大声が聞こえ
た。「落ち着いて、諸君、伏せろ」。彼は至る所現れ、彼の軽快な足どり、彼の呼び声の
明るい響き、時折放つ野蛮な冗談、これらは家のすべての射撃手を勇気付けた。これらは
レノーレの心をも夢中にさせ、戦慄させた。彼女は自分の状況の恐ろしさを少しも感じず、
父親の痙攣的発作にも、母親の微かな呻き声にも絶望しなかった。というのは救いの挨拶
のように愛しい男の言葉が彼女の耳に響いたからである。
およそ一時間ほど城の壁の周りでの戦いは続いた。この巨大な建築物は星々の鈍い明か

りの中に陰気にあって、外からは何の明かりも、人影も見えなかった。時折窓の開口部の
角から下に発せられる銃の光のみが、危ない生命が城の中にあることを外部の者達に告げ
ていた。部屋の列を通って歩く者は、ここかしこで小さな人影を柱の背後の影に認めたこ
とであろう。ひょっとしたら緊張で目が輝いており、頭をかがめて、敵の弱点を探ってい
るのを見たかもしれない。今戦役に就いている男達の誰一人として、多分血なまぐさい仕
事には慣れていなかった。犂や工房、あらゆる種類の平和的営みの者達がここに集まって
いた。そして不安げな緊張、熱に浮かされた待機が、一日中、最も強壮な者達の顔にも目
立っていた。
今やアントンは陰鬱な快適さを感じて、いかに自分自身が落ち着いているか、いかに郎

党が勇敢であるか察していた。彼らは活動していた、彼らは仕事をしていた。破壊という
致命的な作業の際でも、すべての勤勉な行為が人間に与える力が窺えた。最初の発砲の後、
表側の人々はとても分別正しく装填して、日常の仕事をこなしているかのようであった。
下僕の顔は、雄牛の間越しに耕作地の溝を覗くときにまして思案げに見えることはなかっ
た。器用な仕立屋は自分の武器の銃身と床尾とをアイロンの木部と同じように無造作に握
った。ただ中庭の歩哨者達は落ち着かなかった。恐怖からではなく、自らの無為に不満で
あったのである。時に大胆な若者がアントンの背中を見て城の中へ侵入して、表側で自分
の銃を発射しようとした。アントンは技術者に中庭の木戸で番をして、勇敢な移動者の見
張りをさせなければならなかった。
「ヴォールファルトさん、ただ一回だけ、私にも連中に対し、撃たせてください」とノ

イドルフからの若者は懇願した。
「待ちなさい」とアントンは答えた、「貴殿らもその番が来る。一時間したら表側の者

達と交替だ」。
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一方星々はますます高く上がって行き、両陣営で射撃は少なくなった。両方に疲れのよ
うなものが生じた。
「我らの郎党が勝っている」とアントンは友に言った、「中庭の人々はもはや抑えられ

ない」。
「全体は空砲と変わらない」とフィンクは答えた。「皆は確かによく狙っている。しか

し大抵は弾が災難を引き起こしても偶然だ。二，三の軽い傷の他には我々には損害はない。
思うに、向こうの下の連中もこの楽しみ事の代償はこちらより大きくはないだろう」。
人々は馬車の回転の音を耳にした。「聞こえるか、奴等は戦車を戻して行く」。銃火は

止んだ。すべての前線で黒い塊は夜の中に消えた、「休みにしよう」とフィンクは続けた、
「何か飲み物があったら、与えてくれ。健気な男達として奮闘したからな。それから仕事
の続行を静かに待つことにしよう」。
アントンは素早く若干の滋養物を隊員に配った。そして城の中全体を歩んだ。隊員を休

ませて、各部屋の床から地下室まで調べた。下の階の女性達の部屋で彼はすでに遠くから
悲嘆の混乱した声を耳にしていた。彼が入ると、禿げた壁は小さな台所用ランプでかろう
じて照らされており、床には麦わらが敷かれていた。敷き藁の上で小さな群れとなって女
達や子供達が自分達の品物の傍ら、しゃがんだり、横になったりしていた。女達は自分達
の不安をあらゆる種類の情熱的仕草で表現していて、何人かの者は絶えず両手を上に上げ
て、天からの救いを祈っていて、ただ果てしない不安の他には何も感じていなかった。別
の者達は、絶望して宙を見つめていて、全く夜の恐怖で無感覚になっていた。極めて快適
な印象さえ与えたのは、まだ子供の方で、彼らは全霊で泣き叫び、他には何も案じていな
かった。この嘆きの中、三人の小さな子供達が横になっていて、頭は束のベッドに置いて
いて、小さな両手を固めて、眠っていた。安らかなこと家のベッドの中のようであった。
そして一人の若い夫人が角に座っていて、まどろむ子供を腕であやして、他の一切は忘れ
ているように見えた。ようやく彼女は絶えず子供の方を見ながら、こっそりとアントンに
近寄って、夫はどんな具合か尋ねた。
一方敵は外で大きな火を燃やして、武装者達の一部は炎の許に座っていて、彼らが鍋を

火に運び、夕食を料理するのが見えた。村でも物音が高くなって、そこで叫び声や指示の
言葉が聞かれ、高みからは至る所で、明かりと、村の通りでの盛んな往来を目にした。「休
息のようには見えないな」とアントンは言った。
この瞬間裏門で大きな槌音が響いた。仲間の者達は顔を見合わせて、素早く中庭へ飛ん

だ。「ロートザッテルと山鶉」とある声がつぶやき、即興の合い言葉を述べた、「森林官
だ」とアントンが叫んだ。彼はバリケードを押し戻して、老公を入れた。「閂をすること
だ」と森林官は言った、「彼らは私の後を付けて来ている。皆の衆、今晩は。私は役に立
つか聞きに来たのだ」。 ー 「すぐ家の中に入ってくれ」とアントンは叫んだ、「そこ
で話しを聞こう」。
「森はすべて教会の中のように静かだ」と森林官は言った、「榛の木の湿地の所の森の

草原に家畜はいる。牧人も羊達と一緒だ。代官が番をしている。私は暗闇の中、忍びの巡
察隊として村へ出て来て、貴方らに警告に来た。射撃では上手く行かないので、ならず者
達は火攻めにしようと思っている。奴等はタールと馬車用塗脂を村中からかき集めて、百
姓女どもの松明肥松の木片を中庭から取り寄せ、油のランプを見つけ次第柴の束に振りか
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けている」。
「中庭の門を燃やすつもりか」とフィンクは尋ねた。
森林官は顔を歪めた。「中庭の門ではない、彼らはここを地獄のように恐れている。大

砲の馬車と榴弾砲が中庭に置かれているからな」。 ー 「大砲だと」と仲間はびっくり
して叫んだ。「その通り」と森林官は頷いた、「彼らは垣根の銃撃穴から青い馬車と馬と
一台の砲架を見たのだ」。
「カールの新しいジャガイモ馬車と連獣だ」とアントンは叫んだ、「それに耐火の樽」。
「これが多分榴弾砲というわけだ」と森林官は答えた。「ここへ来る途中、裏から居酒

屋の中庭を覗いて、誰か見知った者に出会わないか待ち伏せしていたのだ。するとレベッ
カが水用バケツを持って中庭に走って来た。私はこっそり口笛を吹いて、馬小屋の後ろに
彼女を呼んだ。『あんたなの、大将』とこの素敵な玉は言った、『頭に火を着けられない
ように気をつけなさいよ。あんたとおしゃべりする時間はないの。殿方にサービスしなく
ちゃいけない。コーヒーを飲みたいのだって』。 ー 『何でシャンペンじゃないのか』
と私は言った、『作法を心得た殿方達だろう、可愛い姫君よ』と私は言った、女達には愛
想を言わなくちゃいけないからな、 ー 『あんたは不細工な親父ね』と娘は言って、私
を笑った。『さっさと行きなよ』 ー 『奴等はおまえには何もしないだろう、小さなレ
ベッカ』と私はまた言って、少しばかり頬をつねった。『あんたには関係ないでしょう、
魔法使い』とこの小さなイモリはまた言った、『私が叫んだら、部屋中の者が助けに来る
んだから。あんたと関わりたくないわ』。 ー 『そう怒るなよ、可愛い娘』と私は言っ
て、『良い娘になって、この瓶を一杯にして、また持って来ておくれ。ひどい時代には何
か友人にはしてやらなくてはいけない』。この後この娘は私の手から瓶を取って言った、
『待っていなさい、でも静かにしていないと駄目よ』。そしてバケツと一緒に走って戻っ
た。しばらくしてまた彼女はやって来て、その瓶を上まで一杯にして持って来た。カラム
入りの火酒、全く気立ての良い娘だ。私にその瓶を渡すとき、更に彼女はこう呼びかけた。
『城の若い殿方衆の所に行ったら、こう告げなさい。店の中の人達は大砲をとても怖がっ
ていると。彼らはうちらにこう尋ねたの。彼らが大砲を持っているのは本当か、て。こう
言ってやったのよ。そんな大きなものが荘園にはあるに違いないと思っている、と』。
ー そんなわけで、また忍び出て、我らの中庭の背後で見張りをしている大鎌の奴等の溝
の中を這って来たのだ。奴等から百歩先に来たとき、私は走り出して、奴等はたまげて追
っかけて来たという訳だ」。
「火攻めというのは面白くない考えだ」とフィンクは言った、「手仕事の心得があれば、
我々は穴熊のようにいぶり出されるぞ」。
「こちらの敷居は石だ。厚いドアは地面より高い所にある」と森林官は言った。
「私は炎は恐れていない、煙りと明るさが恐い」とフィンクは応じた、「奴等が我々の

窓を照らせば、郎党は当てることがもっと下手になろう。我らの幸運は、敵を率いている
イギリス産の鞍上の殿方達が、これまでペチコートを着用した要塞の他はほとんどこれま
で攻めたことがないという点だ。我々は郎党を表側の部屋に投入し、裏には必要最低限の
番人を置くことにし、レベッカの嘘を頼ることにしよう」。
新しい守護聖徒が配置され、チームの新しい編制がなされた。下の階と上の階の塔のホ

ールと上の見晴台にもっと隊員が置かれた。下の階は鍛冶屋が指揮し、上の階はアントン、
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森林官は小さな部隊と共に予備であった。時が来て、また遠方で甲高い物音がした。司令
の言葉に迫る者達の足音、馬車の回転音であった。
「銃身に弾を込めろ」とフィンクは叫んだ、「ドアに近付く者達のみを射るのだ」。
板屋根の馬車がまた前回のように攻めて来た。ポーランド語の司令の言葉が響いて、敵

の激しい銃火が始まった。今回は専ら近くの厄災の多いドアと窓が狙われた。力強い打撃
音のように弾はドアと壁に轟き、一度ならず弾は窓の間の部屋を通って、守備隊の頭上を
越えて、天井に当たった。フィンクは森林官を呼んだ。「老公よ、ちょっと大胆なことを
して欲しい。貴方の郎党を裏門に集め、木戸を開けて、この城の周りのすぐ側を忍び出て、
左手の三台の馬車の背後の奴等を脇から襲ってくれ。城の間近まで来た大それた馬車だ。
奴等のすぐ近くまで行って、よく狙って隊員を始末して欲しい。馬車の後部には覆いはな
い、奴等が後部から逃げ出したら、また戻るのだ。素早く用心してな。笛で合図するから、
そのとき壁の影から出てくれ」。
森林官は自分の郎党を集めて、中庭へ急いだ。フィンクは上の階のアントンの許へ飛ん

だ。敵の銃火はますます激しくなった。「今回は本気に猛々しい」とアントンは言った、
「我らの郎党も熱くなっている」。 ー 「あそこが危ない」とフィンクは叫んで、壁の
明かり窓から高く不恰好な塊を指し示した。塊はゆっくりと近くへ押されて来た。それは
収穫馬車で、広く、高すぎるほどに積まれて、目に見えない手で動かされて、丁度城の中
央へ向かって来た。「火船だ。上部で黄色の敷き藁が輝いている。奴等の意図は明瞭だ。
轅の所で引っ張って、馬車をドアへ押している。今から狙いが肝心だ、押している奴等の
誰一人戻さないぞ」。彼は階段を飛び上がって、塔まで行き、見晴台で番をしている男達
に呼びかけた。「これから一切は貴殿ら次第だ。向こうで馬車を前進させている者どもを
目にしたら、銃を放て。頭蓋骨でも脚でも見つけたら、銃を放て。この馬車を押している
者は、殺されなければならない」。
ゆっくりと馬車は近寄って来た。フィンクは彼の二連銃を持ち上げ、床尾を頬に当てた。

二度彼は狙いを付けた。二度また満足できず、外した。馬車は高く積まれていて、馬車を
押し続けている人影を見分けることは不可能であった。両陣営にとって不安な緊張の瞬間
であった。敵の銃火は止み、すべての視線は、今やひどい諍いに致命的結果をもたらす筈
のおとなしい馬車に向けられた。ようやく轅の先端を押していた背後の者達の背中が見え
てきた。フィンクの銃の二連の銃身が火を吹き、二人のけたたましい叫び声が聞こえ、馬
車は立ち止まり、押している者達は密に寄り合って、地面に二人の暗い影が分かった。フ
ィンクは装填した。彼の唇の周りには野性的な微笑が浮かんだ。塔への怒りの射撃が敵か
らの返事であった。塔の郎党の一人が敵に射られた。彼の銃は壁を越えて落ちて、地面に
物音がした。その男はフィンクの足許に崩れ落ちた。フィンクは倒れた者に視線を半ば向
け、二回目の弾を銃身に入れた。そのとき、二，三の人影がさっと暗がりの中、馬車に近
寄って、力強い歓声が聞かれ、再びその装置は動き出した。「健気な若者だ」とフィンク
は口ごもった、「死んで貰おう」。轅の所で体が更に明瞭になった。再びフィンクは構え
て、すぐ連続して塔から致命的弾が馬車の轅へ飛んだ。再び悲鳴が上がった。しかし馬車
は前進を続けた。ドアの所まで馬車は三十歩なかった。潮時であった。すると骨笛の甲高
い音色がゆっくりと夜の中に響いて、上の階の窓から炎の一斉射撃が行われ、城の左手か
ら高い叫び声が上がった。森林官が出発し、暗い人影の群れが、城の角の間近に立ってい
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て板屋根馬車の方へ突入し、瞬時に白兵戦となり、数発放たれた。奇襲を受けた敵はびっ
くりしてその屋根の方から、野原の方へ撤退した。三回目、致命的二連銃が塔から収穫車
の轅へ火を吹いた。パニックの恐怖に駆られて、そこの影から郎党が駆け戻って、暗闇の
中へ逃れた。しかし救いとはならなかった。塔からと上の階の窓から追跡の弾が庇護のな
い者どもに当たった。城の人々は一人以上の者が崩れたと分かった。奥の方で怒りの叫び
声が上がり、速やかに暗い前線が歩み寄って来て、逃亡して来る者達を受け入れた。群れ
の一斉の銃火が城に対し始まった。それから前進して来た時と同じ素早さで、撤退し、敵
は倒れた者達と板屋根馬車を射線から引いて戻った。ただ火船たる暗い塊が、ドアの所か
ら数歩の所で立っていた。炎は止んでいた。致命的戦闘の後、不気味な静寂が続いた。
上の階のホールでアントンはフィンクと出会った。すぐその後、森林官がやって来た。

黙って友人達はそれぞれ鈍い薄明かりの中、相手が傷を負っていないか確かめようとした。
「でかしたぞ、森林官」とフィンクは叫んだ、「男爵の許に面会を申し出て、報告をすれ
ばいい」。
「レノーレ嬢に頼んで、包帯となるものを貰って来てくれ。負傷者がいる」とアントン

は悲しげに言って、ホールの床を示した。そこでは壁に二人の男達が寄りかかって座って
おり、呻いていた。
「ここに三人目がいる」とフィンクは答えた、そしてゆっくりと二人の男達によって塔

の階段を下ろされて行く一人の暗い体を指し示した。「案ずるにこの男は死んでいるので
はないか。私の足許に木片のように横たわっていた」。
「誰だい」とアントンは戦慄して尋ねた。
「ボロフスキー、仕立屋です」と運んでいる者の一人が小声で答えた。
「何とすさまじい夜だ」とアントンは脇を向いて叫んだ。
「今はそんなことを考えている時ではない」とフィンクは言った、「適切な機会に平然

と人生に決着を付けるとき、初めて人生は幾ばくかの価値を得るのだ。肝要なことはこの
炎の松明を首の皮一枚で押し留めたということだ。悪漢どもはこれに着火することに成功
するかもしれない。今の箇所ではこれは大して害にならない」。
この瞬間塔の銃眼を通じて明るい光が輝いた。皆が窓辺に駆け寄った。馬車の反対側の

部分からまぶしい明かりが上がって、突然押されてこの重たい塊は城の壁へぶつかった。
一人の男が馬車から飛び戻って、瞬時に一ダースの銃がこの男に狙いを定めた。
「待て」とフィンクは良く通る声で叫んだ、「遅すぎた、助けてやれ。健気な奴だ、災

難は起きた後だ」。
「ありがとよ、旦那、また会おう」と下の方から一人の声が叫んで、その男は無事城か

ら暗闇へ飛び去った。
瞬時に馬車は火に包まれた。高く積まれた麦わらと柴から黄色い炎がめらめらと上がり、

燃え上がる熾きから白い炎の束が四方八方へ音立てて飛び上がった。城は突然の明かりに
照らされた。煙りが塊となって砕けた窓から侵入して来た。
「これは火薬だ」とフィンクは叫んだ、「静まれ、静まれ、諸君。敵がまた攻めて来た

ら、敵を押し返すのだ。アントン、火を始末できるか見てくれ」。
「水だ」と郎党が叫んだ、「向こうでは窓の十字の桟が燃えている」。
外では新たな司令の叫びが発せられ、太鼓が連打され、野蛮な雄叫びを上げて、敵が射
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撃兵編制で城に迫って来た。新たに攻城者の銃火が始まって、火事の消火を妨げようとし
た。中庭の水桶から水が運ばれて、窓のめらめら燃える炎に注がれた。危険な仕事であっ
た。というのは城の正面は照らし出され、目につく人影のすべてに攻撃者の射撃が向けら
れたからである。攻撃者はますます大胆に襲って来た。不安げに守備隊は炎の方を見て、
敵の銃火にはただ覚束ない応答をしていた。中庭歩哨も前よりは後方に気を取られ、混乱
が一般的に見られ、至高の危機の瞬間が近付いていて万事休すと見えた。
塔から一人の男が下に叫んだ、「奴等は短い梯子を村から持って来る、手に斧を持って

いる」。
「奴等は板の垣根を越えるつもりだ。下の階の窓に打ちかかっている」と男達はびっく

りして次々に叫んだ。森林官は中庭へ駆け込み、フィンクは間近の数人を連れて、城の側
翼へ向かった。そこには一群れ梯子で迫って来ていた。皆が混乱して叫んだ。フィンクの
脅す叫び声すらもはや郎党の耳に届かなかった。
そのとき棒を持った数人の男達が中庭から玄関のドアへ急いだ。「どけろ」と逞しい人

影が叫んだ、「ここは鍛冶屋の仕事だ」。その男はドアの閂を引き抜いた。ドアの開口部
は完全に燃える馬車で塞がれていた。重たい棒で鍛冶屋は、煙りや炎にもかかわらず、力
の限り燃える木材へ突き刺した。「手伝え、臆病兎ども」と彼は熱く怒って叫んだ。
「その通りだ」とアントンは叫んだ、「近寄れ、諸君」。板と轅の棒はこちらに引きず

りこまれた。煙りの中、男達は休まず前進して、燃える塊に突き刺し、押し込んだ。一度
ならず彼らは退却しなければならなかった。しかし再三鍛冶屋は火の中へ突き進んだ。よ
うやくこのクーナウ人は上の方へ突いたとき、個々の束を上の方から下へ投げ飛ばすこと
に成功した。ドアの上部の燃え上がる炎を通じて、暗い夜空が見え、一陣の風が生じて、
煙りは窒息度が少なくなった。「これで片付いた」と彼は歓声を上げて叫んだ。燃える束
が次々に地面に飛んだ。向こうで個々の炎の一群れが無害なものとして鎮火した。ますま
す馬車の荷は軽くなり、燃える羽根床や木片は焼け落ちた。アントンはドアを半分だけ閉
じさせた。今や敵の弾が馬車の炎の中を飛んで来たからである。労働者はその梃子を脇か
ら使わなければならなかった。馬車の梯子は炭化して落ちた。陽気に声を上げて、労働者
達はその棒を馬車のフレームに交互に突き刺して、馬車の残骸をドアから数歩の所へ押し
やった。ドアはまた素早く閉ざされた。郎党は、悪魔のように真っ黒になって、焦げた服
のまた互いに声高に無事を祝った。
「このような夜、仲良くなるものだ」と鍛冶屋は満足して叫び、心から喜んでアントン

の手を握った。その手は彼の手に劣らず黒かった。 ー 一方攻城者の斧は幾つかの下の
窓の板囲いを叩いていた。外された板がパリッと割れた。フィンクの声が響いた。「床尾
で板を叩き落とせ」。アントンと鍛冶屋は攻城者達が侵入しようとした窓に駆け寄った。
彼らが近寄ったとき、そこでも最も危険な仕事は済んでいた。一人の暴徒の血まみれの斧
手にフィンクが彼らを出迎えた。彼は斧を放り出して、アントンの一行にこう呼びかけた。
「窓に新しい板を打ち付けるのだ。大量虐殺は終わったと願いたい」。
外から更に数回一斉射撃があり、塔から個別の射撃があった。それから城と平原は再び

静かになった。また城の壁でも赤みがかった明かりの微光があった。しかし輝きは一層鈍
くなり、一層灰色になった。外では風が生じて、煙りを払った。煙りは窓から渦巻いて、
ドアの前の燃え落ちた残骸から上がっていたが、壁に沿って暗闇に消えた。純然たる夜風
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がまた廊下とホールを満たした。静かに星々の明かりが守備隊の人々の顔に、深く沈んだ
目に、そして青白い頬に落ちて来て、輝いた。戦う者達の諸力は、城の中でも、外の野原
でも、使い果たされていた。
「夜の何時だ」とフィンクは尋ねて、アントンに近寄った。アントンはホールの銃眼か

ら敵の動きを観察していた。「真夜中は過ぎたな」とアントンは答えた。彼らは塔に上が
って、周囲を見回した。城の周りの牧草地は人気がなかった。「奴等は寝たな、善良な奴
等だ」とフィンクは言った、「向こうの下の火も輝きが落ちている。村からはまだ数人の
声が聞こえて来る。ただ向こうの影で、我々は囲まれていることが分かる。広い弧を描い
て、城の周りに歩哨線が引かれている。我らの夜警番となっている。数時間和平が得られ
るな。明日は朝日のとき、十分に寝尽くすことは難しいだろうから、我らの郎党はこの時
間を利用しなければならない。必要最低限の歩哨だけを置いて、二時間で交代させろ。君
に異存がなければ、私も寝る。外で何か生じたら、私を起こしてくれ。夜の歩哨の手配は
君に頼む」。そう言ってフィンクは向きを変えて、自分の部屋に行き、そこでベッドに身
を投げて、数瞬後には静かに寝入った。アントンは歩哨部屋に行って、森林官と歩哨を割
り振って、交代の順番を決めた。「私は眠らない」と老公は言った、「第一に私の年では
そんなもので、第二に猟師だからな。私が、貴方に都合が良ければ、夜警を率いる。いつ
でも異常がないか見張ってやる」。
今一度アントンは中庭と馬小屋を覗いた。ここでも休息が見られた。ただ馬だけがその

蹄で落ち着かず固い地面を叩いていた。こっそりと彼は女性の部屋のドアを開けた。そこ
の二番目の部屋に人々は負傷者を寝かせていた。彼が入ると、レノーレが麦わら寝床の横
の床几に座っていて、彼女の足許には二人の余所の女達がいた。彼は負傷者の臥所に身を
かがめた。哀れな者達の血の気のない顔ともつれた髪の毛は、レノーレが自分のベッドか
ら持って来た白いクッションとはどぎつい対照をなしていた。「彼らはどんな具合です」
とアントンは小声で尋ねた。「私どもは傷口に包帯を巻くようにしました」とレノーレは
答えた、「森林官は両人には望みがあると言っています」。
「それでは」とアントンは続けて言った、「女達に看病を任せて、貴女は休憩の時間を

利用してください」。
「私に休憩をと仰有らないでください」とレノーレは起き上がって言った、「ここは死

人の部屋です」。彼女は彼の手を掴んだ、そして別の隅へ案内した。そこの暗い外套の許
へ連れて行き、そこに横たわっている人影を示した。
「彼は亡くなったのです」と抑揚のない声で彼女は言った、「私がこの両手で起こした

とき、事切れました。私の服に彼の血が付いています。今回血を流した唯一の者ではあり
ません。私が仕出かしたのです」と彼女は荒れた口調になって、痙攣してアントンの手を
握った。「私がこの流血戦の発端をなしました。この呪詛をどのように耐えていいか分か
りません。これからの日々どう生きていいのか分かりません。この世でまだ私の居場所が
あるとすれば、この部屋です。ヴォールファルト、私はここにいます。私のことは構わな
いでください」。
彼女は脇を向いて、再び麦わら床の許の床几に腰を下ろした。アントンは死んだ男に外

套を掛けて、黙って部屋を去った。
彼は歩哨部屋の方へ行き、銃を握った、「森林官、私は塔へ行く」と彼は言った。
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「人それぞれだな」と老公はつぶやいた、「別の男はもっと賢くて、眠りに就いた。し
かし向こうの上は気分が爽やかになるだろう。外套が必要だな」。彼は百姓の外套を持た
せて一人の男を送って、上の殿方[アントン]の許にいるよう命じた。アントンはその男を
眠るように下に行かせて、温かい覆いに身をくるんだ。かくて彼は黙って座っていて、自
分の頭を壁で支えた。その壁越しにレノーレは身をかがめて、下に撃ったのであった。彼
の想念は平原を越えて、暗い現在から不確かな未来へ飛んだ。彼は敵の歩哨達のサークル
を越えて、松林のより暗い輪を越えて一望した。松林は彼をこちらに閉じ込め、一冊の本
から読み取るかのように今は余所余所しく冒険的なものに思える諸関係の許に彼を束縛し
ているのであった。彼の疲れた視線は自らの運命を平然と他人の運命であるかのように眺
めていて、冷静に彼は自分の魂の深みを覗き込んだ。普段は日中の波立つ感情の中で隠さ
れていた魂であった。彼は眼前に過去の自分の生活が過ぎ去って行くのを見た。その宮殿
のバルコニーでの貴婦人の姿、白鳥の許の小舟の美しい少女、ダンスのサロンの蠟燭の輝
き、貴婦人がその装身具を彼の両手に置いたときの悲しい時間、レノーレの目が愛らしく
彼の目を求めたときのすべての瞬間、 ー こうしたすべての時を彼は眼前に見た。そし
てはっきりとこれらの時が彼の周りに置いた魔法を見分けた。彼の空想を捉えたもの、彼
の判断を籠絡したもの、彼の自負心に媚びたもの、このすべてが彼には今や一つの錯覚に
思えた。
彼の子供っぽい魂にとって、虚栄心が大きく育てた一つの錯誤なのである。いや、夙に、

会計係の哀れな息子にとって、騎士の家系の生活を強壮に、高貴に、願わしいものに見せ
てきた輝かしい仮象は砕けていた。その代わり別の感情が出現していた。他の貴人達が砕
けたとき、その圏の中で強く生き残っていた唯一の女性へのより純然たる、優しい友情で
あった。彼はその通りであり、それはますますそうでなければならないと感じた。彼はそ
のことを今や痛みもなく、どうしようもない何か自然なものと感じた。そして彼は自身そ
のことで、自分をこちらに束縛している絆から自由であると感じた。彼は頭を上げて、森
を越えて遠方を見た。彼はこの喪失がもはや痛みを伴っていないと思い、自らを責め、す
ぐその後、自分は一つの喪失を感じている、と責めた。彼の魂の奥底には一つの静かな欲
望があったのであろうか。彼はその美しい娘を将来得たいと考えていたのであろうか。彼
は自分が今仕えている家族の中で、永遠に一員になりたいと夢想していたのであろうか。
彼が軟弱な個々の時間にこのような思いを抱いたのであれば、今それは許せないことであ
った。彼は必ずしも善意ではなかったのだ、自分は心の中でやはり、レノーレを見ていた
とき、利己的に自分のことを考えていたのだ。これは良くないことであった。その報いが
今生じていて、自分は今余所の人々の許で一人っきりだ、不透明であるが故に、自分を傷
つける諸関係の中にあり、自分が決心をしても解決できない状況にいる。今でも、間近な
将来でも解決できない状況に。
それでも彼は自分を自由だと感じた。「私は自分の責務を果たそう、そしてただ彼女の

幸せを案じよう」と彼は声高に言った。 ー しかし彼女の幸せとは。彼はフィンクのこ
とを考え、この友の本性のことを考えた。この本性には彼自身再三畏敬を抱き、よく立腹
したものであった。彼はまた彼女を愛するだろうか、彼はこの関係に魅力を感ずるだろう
か。「哀れなレノーレ」と彼は溜め息を付いた。
かくてアントンは、地平線の北の端の明るい輝きが東側に移って、そこから鈍い灰色が
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天に上がって来るまで、立っていた。朝日の戦慄的先触れの色である。今一度アントンは
周りの風景を覗いた。すでに二人連れで城の周りに立っている農夫の歩哨を数えることが
できた。ここかしこで大鎌が明るい光の中、きらめいていた。アントンは下に屈んで、亡
くなった同僚の血溜まりの側で眠り込んでいた男を起こして、それから歩哨部屋に降りて、
森林官が彼のために丁寧に振り分けていた麦わらの上に身を投じ、眠り込んだ。丁度雲雀
が湿った地面から飛び上がって、陽気な叫び声で太陽を招き寄せた時であった。

5.

一時間後、森林官は眠っている男を起こした。アントンは飛び上がり、びっくりして見
慣れぬ周囲を見た。
「貴方を起こすのは、ほとんど罰当たりなことだ」と正直な老公は言った、「外はすべ

て平静で、ただ敵の騎士団がロスミンへの道へ去った」。
「去ったと」とアントンは叫んだ、「それでは我々は自由か」。
「歩兵がいる」と森林官は言った、「相変わらず我々とは二対一の差だ。我々を離さな

い。 ー それにまだ話すことがある。樽に水がないのだ。半分は我々の郎党が飲み干し
た。残りは火に投じられた。私自身にとって飲み物は問題ではない。しかし城には人間が
一杯いる。飲み物がなければ一日持ちそうにない」。
アントンは跳ね起きた。「それはひどい朝の挨拶だ、老公殿」。
「井戸は壊れている」と老公は続けた。「しかし今女達の一人を小川に送ったらどうだ

ろう。歩哨達は女には悪さをしない。ひょっとしたらバケツに数杯水を汲む邪魔をせんだ
ろう」。
「バケツ数杯」とアントンは言った、「それじゃ足りないだろう」。
「でも気休めにはなる」と老公は答えた、「分け合うことになろう。レベッカがこちら

にいたら、水を汲んで来てくれるだろうが。別の女で試してみなければならない。向こう
の乱暴者も女にはひどいことはしない。もっとも度胸のある女でなければならんが。許し
が出れば、我らの娘っ子の一人に頼んでみよう」。
森林官は下の台所に叫んだ、「ズスカ」。ポーランド人の娘が地階から飛び上がって来

た。
「いいかい、ズスカ」と森林官は慎重に言った、「男爵殿が目覚めたら、新鮮な水を所

望されるであろう。城の水は底をついた。飲み物にビールや火酒は十分にあるが、しかし
ビールで手を洗うキリスト教徒がいるだろうか。バケツをすぐ持って、水を汲んで来てく
れ。下の小川へ行ってな。あそこのお隣さん達とは相手が出来るだろう。しかし奴等と長
くしゃべるなよ、さもないと領主殿の雷を我々は食らう。 ー いいか、お隣さん達に尋
ねるのだ。何故まだその槍を持って立っているのか、騎兵達は去っただろう。向こうの下
の連中が去っても、我々には何の異存もない、とな」。
喜んでその少女は水バケツを手に取った。森林官は中庭のドアを開けた。少女は水の方

へ駆けて行った。アントンは落ち着かず待機していて、見送った。その少女は小川の所ま
で邪魔されずに、歩哨のことは案ぜず、達した。歩哨はおよそ彼女の前二十歩の所に立っ
ていて、彼女を興味深く見つめていた。ようやく大鎌男達の一人が彼女に向かって来た。
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少女はバケツを地面に置いて、両手を組んだ。両者はなごやかな会話を始めた。最後に大
鎌の男はバケツを手に取って、自ら小川に屈み込み、一杯になったバケツを少女に渡した。
ゆっくりとその小さな娘は一杯になったバケツを持って戻って来た。森林官は再びドアを
開けて、にんまりして言った、「でかした、ズザンネ。歩哨とは何の話しをしたのだ」。
「つまらぬことよ」と少女は赤面して答えた、「彼らがまた城に来たら、自分と同僚達

のために門を私が開けるようにと言ったわ」。
「他には何もなかったか」と森林官はずる賢く言った、「じゃ、奴等はまた城に来たい

のか」。
「勿論そうね」と少女は言った、「騎兵は軍に対抗してロスミンへ移った。彼らが戻っ

て来たら、皆してこの城を攻めるとこの男は言っている」。
「我々は入れてやらんぞ」と森林官は答えた、「誰も門からは入れん。向こうのおまえ

の良い奴の他にはな。一人で夜来たら、と奴におまえは約束したろう」。
「いいえ」と立腹してズザンネは答えた、「でも意地悪を言っちゃいけないでしょう」。
「ひょっとしたら二回目を試せるかもしれんな」と森林官はアントンを見ながら尋ねた。
「難しいだろう」とアントンは答えた、「向こうで将校の一人が歩哨に馬で寄って来た。
哀れな若者はその騎士の奉公の報いで手ひどい朝の挨拶を受けることだろう。こちらに来
てくれ。小さな蓄えを分配することにしよう。最初のバケツは半分が領主用だ。その半分
が我々男性用。二番目のバケツは女達や子供達のための朝のスープ用だ」。彼は水を自ら
様々な器に注いで、鍛冶屋をその番人とした。注ぐ際、彼は森林官に言った、「これは我
々が包囲の間に経験した最も辛い仕事だ。一日をどんなに耐えたらいいかまだ私には分か
らない」。
「色々なことが起ころう」と森林官は慰めて答えた。 ー
明るい春の一日が始まった。雲もなく太陽は農園中庭の背後から昇って来て、やがてそ

の穏やかな光線が大気を温めた。大気は湿って城の壁の周りにあった。人々は中庭の陽の
当たる隅を求めた。小さな群れとなって男達は妻や子供達と一緒に座っていた。皆が立派
な確信を示していた。アントンは彼らの中に入った。「正午まで辛抱しなければならない。
ひょっとしたら午後まで、すると我らの兵士がやって来るだろう」。
「向こうの連中が今のような具合なら、我々は静かに見ておれよう」と鍛冶屋は答えた。
「奴等は埋め込まれた垣根の杭のように、木偶の坊然と立っている」。
「昨日悄然としたろう」と別の男が軽視して言った。
「鍛冶屋が彼らの馬車から投げた束は麦わらだった。もはや積み込むものは持っていな

い」と三人目の男が言った。
鍛冶屋は両腕を組んで、誇り高く微笑した。そして満足げに彼の妻が彼を見上げた。
今や上の階も活気づいて、男爵は呼び鈴を引いて、報告を求めた。アントンは急いで上

がり、男爵とレディー達に語り、それからフィンクの部屋に入って、まだしっかり微睡ん
でいた友を起こした。
「お早う、トーニ」とフィンクは叫んで、快適に伸びをした。「すぐに下へ行こう。君

の伝手で若干水を用意して貰えれば、有り難い」。
「地下室から一本のワインを持って来よう」とアントンは答えた。「今日はワインで顔

を洗わなくちゃならない」。
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「おいおい」とフィンクは叫んだ、「そうなのか、少なくとも赤ワインじゃなかろうな」。
「そもそも瓶がわずかしかない」とアントンは続けた。
「君はついてない奴だ」とフィンクは長靴を探しながら言った、「その分地下室にはビ

ールが多いだろう」。
「丁度隊員の飲み物に足りる分だけだ。小さな樽のブランデーが今では我らの最高の宝

だ」。
フィンクはデッサウ行進曲のメロディーを口笛で吹いた。「いいか、良く分かったろう。

女達や子供達への優しさは少しばかり感傷的であった、と。君の姿が目に浮かぶぞ、君が
シャツの袖をまくり上げて、痩せた雌牛を屠殺する様が、そして君の昔からの律儀さで飢
えた民の口に一切れずつ差し込む様がな。君が中央にいて、君の周りに五十ものぽかんと
開けた口だ。すぐに一ダースの白樺の鞭を作ることだな。数時間後には飢えた子供達の叫
び声が天まで上がるぞ。君はだから、君の隣人愛にもかかわらず、一味全員を鞭打つよう
に強いられることだろう。ところで思うに、我々は昨日良く持ち堪えた。私は十分寝た。
それで今日は今日の風が吹こう。敵を覗いて見ることにするか」。二人の友は塔に上がっ
た。アントンは見聞したことを話した。フィンクは丁寧に歩哨線を調べた。そして望遠鏡
で田畑の道の明るい幾筋かを暗い森で隠される所まで覗いた。「我らの状況は平和すぎて、
慰めが多いとは言えんな」と彼は望遠鏡をたたみながら、ようやく言った。
「奴等は我々を餓死させるつもりだ」とアントンは真剣に答えた。
「奴等にはそのずるさはあるかもしれん。その計算は悪くない。というのは、内緒で言

えば、そもそも救援が期待できるかかなり疑わしいからな」。
「カールは信頼できると思う」とアントンは言った。
「私の鹿毛の馬もな」とフィンクは答えた、「しかし私の哀れなブラックフートはこの

瞬間すでに災難に遭っていて、どこかの暴徒の尻を運んでいるとも考えられる。貴公子カ
ールはきっと辺り一帯をうろついている一つの群れの手に落ちているかもしれん。そもそ
も彼が正規軍を見いだせたかどうか、更にこの正規軍が我らの救援に進軍する気があるか
どうか、最後にちょうど間に合って到着する機転がこの軍にあるかどうか、究極にはこの
軍が十分に強くて、我らへの道を塞いでいる群れを撃破することができるかどうか、これ
はすべて、いいか、少年、多分呈して良い疑問であろう。しかし私はこれに楽しい返事を
与えるよりは、世のすべてのブラックベリーをむしろ食べていたい」。
「出撃を試みても良かろう、勿論流血の惨事となろうが」とアントンは答えた。
「バーカ」とフィンクは言った、「しかしもっと始末が悪いのは、それは何もならんと

いうことだ。我々はひょっとしたら一群れを撃破できるかもしれない。次の時には別の群
れが来るのだ。ただ圧倒的援軍のみがこの窮地から我々を救出できる。我々がこの壁の中、
我々の主権を守る限り、我々は強い。自由な野原では、女達や子供達を連れては、一ダー
スの騎兵でやられてしまう」。
「それでは待つことにしよう」とアントンは陰気に決めた。
「分別を持って言うと、人生で最も気転のあることは、結局、答えようのない質問を自

分や他人にしないということだ。この件は退屈なものになる恐れがあるなあ」。
かくて友人達はまた降りた。そのようにして時間が刻々と過ぎ、鉛のように無為の緩慢

な時間であった。あるときはアントンが、あるときはフィンクが望遠鏡で森の開口部を覗
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いた。目立ったことはほとんどなかった。敵の巡察隊がやって来て、去った。農夫達の武
装した一群れが村に移って来て、様々な方向へまた送られた。歩哨線は規則的に視察され、
二時間ごとに交代となっていた。攻城者達が周辺の村々を調べ、武器を取り上げ、城の中
の者達を最後に勢力を結集して攻めようと取り掛かっているというのは本当であった。ド
イツ人達はその石造りの建築の中に陣地の野獣のように取り囲まれ、猟師達は静かに確信
して、空腹や銃火、武器のため、囚われた者どもが外に出ざるを得ない時を待っていた。
一方フィンクは郎党に仕事を与えていた。男達は武器や装具を磨き、綺麗にしなければ

ならなかった。彼らは並ばなければならず、フィンクは自ら個々の銃を調べて、その後、
火薬や鉛が配られ、弾が鋳造され、実包が作られた。アントンは女達に指示して、城や中
庭の掃除を、水を使用しない範囲でさせた。これらは効果があって、閉じ込められた者達
は数時間活動的でいられた。
太陽はより高く昇って、大気は次の村から鐘のかすかな音色を伝えて来た。「最初の食

事は乏しく足りないことだろう」とアントンは彼の戦友に言った、「ジャガイモは焼けて
灰になったし、肉もベーコンも空になった。料理番の女ももはや小麦粉を焼けない、また
水が足りないのだ」。
「我々が乳牛を小屋に有する限り」とフィンクは答えた、「我々は相変わらず宝を持っ

ていて、腹ぺこの民に見せることができよう。その次には城の鼠が残っているし、最後に
は我らの長靴がある。この国で時にビフテキを食べるよう判決を受けた者は、長靴の革は
固い食事とは思わんだろう」。
森林官がこう告げて、会話を遮った、「一人の騎兵が農園中庭から城へ向かって来ます。

彼の後には一人の女性がいて、賭けてもいいが、レベッカだ」。
騎兵が控えの間のドアに近寄って来た。白いハンカチを振っていた。彼は収穫馬車の炭

化した残骸の横に立って、上の階の窓の方を見た。前日の軍使だった。
「殿方を待たせるような不調法はしないようにしよう」とフィンクは言って、閂を外し

て、武器を持たずに敷居に立った。ポーランド人は黙って挨拶した。フィンクは帽子を浮
かせた。
「私は昨晩申し上げた」と騎兵は始めた、「今日貴方に再会する喜びを得たい、と」。
「おや」とフィンクは答えた、「貴方自身が我々に煙りを贈った殿方か。収穫馬車は気

の毒なことだった」。
「貴方は昨日、貴方の郎党に、私への発砲を止められた」とポーランド人は生硬なアク

セントのドイツ語で続けた、「私はそのことにお礼を述べ、感謝の微意を表したい。聞く
ところによると、この城にはレディー方がいらっしゃるそうである。この娘はレディー方
に牛乳を持参している。我々はこの城では水がないと承知している。レディー方が我々の
諍いで不自由を強いられるのは私の本意ではない」。
「からかってる」と森林官は口ごもった。
「貴方の牛乳に対し、数本のワインを貯蔵庫からお返しにすることを許して頂ければ、

貴方の贈り物を感謝して受け入れよう」とフィンクは答えた、「貴方の居酒屋でもこの液
体は同じように過剰には飲めないということを前提にしているわけだ」。
「結構なこと」とポーランド人は微笑して言った。レベッカは甕を持って中庭の木戸へ

行き、牛乳を渡して、ぶつくさ言う森林官からワインの瓶を受け取った。しかしポーラン
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ド人は続けて言った、「貴方はたとえワインに恵まれていても、ワインでは水の代わりに
はなるまい。貴方の駐屯地に人数は多い。貴方は城に多くの女性や子供達を抱えていると
聞いている」。
「女達や子供達が数日」とフィンクは答えた、「我々男性と一緒にワインを飲んで、こ

の荘園と向こうの井戸から去るようすでに私が昨日依頼したことに対し、貴方らがその依
頼に応えるまで待機することになっても、私は災難とは思わない」。
「殿方、それは期待されないことだ」とポーランド人は本気で言った、「我々は貴方ら

の武器を奪うために、どんな暴力をも行使する所存だ。我々は貴方らが大砲を有していな
いと今は分かっている。この城に強行して入場することは、いつ何時でも可能だ。しかし
貴方らは勇敢な男として持ち堪えた。我々は無理強いをしたくない」。
「用心して、分別正しくだな」とフィンクは賛同して答えた。
「それ故貴方らの名誉心を傷つけない提案を致そう。貴方らは援軍を期待できない。貴

方らの軍とこの村の間には我らの部隊の強力な軍団が控えている。両軍の衝突は明日以降
ここから数マイルの所で予期されている。それ故貴方らの司令部は個別の軍団を派遣する
ことができない。これはニュースではなかろう。貴方らも我々自身同様に承知されていよ
う。それ故貴方らと、この城にいるすべての方々に、私が誓って、自由な撤退を保証致す。
貴方らが、武器と城とを明け渡すならば、だ。我々は貴方らとレディ－達を、望まれるど
の方向でも、我々の土地と主張できり限りは、同行して警護して行く所存である」。
フィンクはこれまでの彼とは違ってもっと真面目に答えた、「そのような誓いの言葉が

発せられるのはどなたの口からと尋ねてよろしいか」。
「ズウォトフスキー大佐だ」と軽くお辞儀して、騎兵は答えた。
「貴方の提案には、殿方」とフィンクは応じた、「感謝申し上げる。貴方の申し出の立

派さには疑いようがない。そして貴方が率いる兵士達への貴方の影響は十分に大きくて、
この条件を守って頂けると信じて良かろう。しかし私自身はこの城の領主ではないから、
領主に貴方の提案を伝えなければならない」。
「待つことにしよう」とポーランド人は答えて、三十歩の距離、馬で戻り、ドアに向か

い合って停止した。
フィンクはドアを閉めて、アントンに向かって言った。「すぐに男爵の許だ。君の意見

は何だ」。
「徹底抗戦」。
彼らは男爵の部屋で男爵に会った。両手で頭を支えていて、狼狽した顔で、受難と神経

質な落ち着きのなさの図柄であった。フィンクはポーランド人の申し出を述べて、彼の決
定を請うた。
男爵は答えた、「私はこれまでひょっとしたら、この攻城で生命を賭した健気な者達の

誰よりも苦しんだかもしれない。名誉に賭けて、最前線に立つべきときに、情けなく座っ
ていることは恐ろしい気持ちだ。しかしまさにそれ故私は貴方に指示を与える権限はない。
戦うことが出来ない者は、戦いを止めるべき時を決める権限はない。いや、私は貴方に私
の見解を述べる権利はほとんどあるまい。私の見解が貴方の高邁な感覚を決定することに
なろうと恐れているからだ。その上不幸にして、私を守っている郎党のことを知らない。
彼らの気分や彼らの力について判断できない。私は貴方にすべてをお任せする。私の家族



- 443 -

の運命を貴方の手に委ねる。貴方が私のために尽力されることに対して、天のご加護があ
って欲しい。いや、私のためではない、私のためとはとんでもないことだ、その犠牲は大
きすぎよう」と興奮した男は叫び、彼の組んだ両手を上げて、輝きのない目で高みを見つ
めた、「我々が守るその件のみをお考え頂きたい」。
「我らにそのような高貴な信頼を寄せるのであれば」とフィンクは騎士らしい挙措で言

った、「我々は貴方の城を守る決意です。まだ援軍への一縷の望みを抱ける限りは。しか
し深刻な偶発事も考えられ、我らの郎党が更に戦うことを拒むかもしれませんし、敵が強
引に侵入して来ることも考えられます」。
「私の妻と私の娘も、私同様、今この時、自分らの安寧が顧慮されることのないよう願

っている。行きなされ、殿方ら」と男爵は両腕を差し出して、叫んだ、「昔の兵士の名誉
は貴方らの手の中にある」。
二人の男は深く盲人の前でお辞儀をして部屋を去った。「郎党にとって名誉なことだ」

とフィンクは途中で言った。頭で頷いていた。彼はドアを開けた。将校が馬で近寄って来
た。
「フォン･ロートザッテル男爵は貴方の申し出に感謝されている。彼は自分の城と自分

を信任している者達の所有物を最後まで貴方らの攻撃から守ると決意されている。我々は
貴方の提案を受け入れない」。
「結果を見届けるが良かろう」と騎兵は返事した、「それにこれから生ずるに違いない

すべてのことに対する責任も負われたい」。
「私が責任を引き受ける」とフィンクは言った、「しかし貴方にまだ一つ頼みがある。

農夫の妻達や子供達の他にこの城には二人のレディーがいる。フォン･ロートザッテル男
爵の妻と娘だ。もし偶発事で貴方らがこの城の部屋に入るという事になったら、この寄る
辺ない者達を貴方の騎士的庇護の下に置かれたい」。
「私はポーランド人だ」と騎兵は誇り高く叫んで、馬上で身を正した。彼は帽子を取っ

て、短いギャロップで農園中庭の方へ駆け戻った。
「大胆な若者に見えるな」とフィンクは郎党の方に向き直って言った。郎党は歩哨部屋

から駆け寄っていた。「しかし諸君、敵の約束を信頼するか、それとも鉄のこの短い筒を
信頼するか、そのどちらかの選択となれば、私の意見はいつも、むしろ自分の手に有する
ものを信頼するということだ」。彼は自分の銃を振った。「ポーランド人は我々に自由な
撤退を約束したが、数時間後には彼らの一味が我らの兵士の前から逃亡しないとも分から
んぞ。我々は彼にとって美味しい一口だ、三十本の銃だからな。騎兵達がやって来て、我
々が呼び寄せた城に我々がいないと知ったら、そして小さな槍のこのならず者どもが城に
籠もっているとなったら、我々に激怒することだろう。そして我々は永劫馬鹿にされよう」。
「奴は正直に言ったのではなかろうか」と郎党の一人がおずおずと尋ねた。
フィンクはその男の上着の肩章を親しげに掴んだ。「少年よ、私は、彼は正直に言って

いると思うぞ。しかしこの民の忠実さはどの程度のものか私は問いたい。我々がまだ向こ
うの森の端まで消えないうちに、別の群れが我々に襲いかかろう。女達や品物は我らの目
の前で虐待されよう。それ故、私の計算では、我々は歯を見せるのが、一番いいのだ」。
聞き手の活発な賛同が生じた。城の若い男衆の間では若干の万歳が発せられた。
「有り難う」とフィンクは言った、「今から皆部署に就くのだ。諸君、奴等はまた血ま



- 444 -

みれの頭になりたいだろうからな。 ー また一時間ばかりかかると思うぞ」と言い、ア
ントンに向かって続けた、「日中は攻撃はないだろう。しかし歩哨に立つのが頭を寄せ集
めているよりはましだ」。
今やフィンクが用意した厳しい任務も、意気の減少を押し留めることができなかった。

意気の減少は、太陽が天に更に昇るにつれ、小さな駐屯軍に次第に広がった。ポーランド
人の言葉は多くの者達が耳にしており、女達も好奇心を起こしてドアを開け、ホールに押
し寄せていた。小声で、段々と恐怖が心に忍び寄って、病気のように次々に伝染して行っ
た。女達の部屋で恐怖は勃発した。突然個々の女達が水を強く欲しがり、喉の渇きを訴え
た。まずは内気に、それから声高に、彼女達は台所のドアに集まって来た。声高に嗚咽し
始めた。ほどなくしてすべての子供達が水を求めて叫び、他の状況であれば、飲み物のこ
とは考えないであろう多くの者達が言いようもなく惨めに感じた。アントンは最後の瓶の
ワインを地下室から取り寄せ、最後のパンを砕いて、個々人に数切れをワインに浸させ、
それをすっかり柔らかくさせて、真面目にこう請け合って、それを配った。これが喉の渇
きには最良の薬だ。これを口の中に入れておれば、一日中水を飲むことは出来ないし、た
とえ金を出されても出来ない、と。これはしばらく効き目があった。しかし不安は別のド
アから忍び込んで来た。何人かの者は、古い銃を渡して、その代わり自由を得て、自分達
の行きたいと思う所へどこへでも行ける権利を得たら、失うものはどれほどのものであろ
うかと考えた。この見解は差し当たり森林官によって打破された。森林官は歩哨部屋の真
ん中に立っていて、決然と答えた、「貴殿に言いたい、ゴットリープ・フィツナーよ、そ
れに貴殿、太っちょのベーケルよ、銃を放棄することは我々皆にとって大したことではな
い。しかしちょっとまずいぞ、こんなやくざな考えに至った者は、全く卑劣な臆病者とな
ってな、こやつに対しては私が出会うたびに毎日唾を吐きかけるぞ」。するとフィツナー
とベーケルは森林官を熱く支持し、ベーケルは釈明した。自分は森林官と同じようにその
ような奴には対処する、と。この危険も片付いた。しかし交代した歩哨達は落ち着かない
会話を続けていた。城の戦力が敵の戦力と比較された。最後に中庭の柵杭の強度の弱さが
臆病な批評の支配的対象となった。そこに次の攻撃が向けられるであろうことは明瞭であ
った。勇敢な者達でも、厚板の垣根では抵抗は余りできないだろうと想定した。忠実な鍛
冶屋でさえ、手が垣根を揺すって、釘の打ち付け具合に不満を示した。正午の時は、こう
した臆病さの発作はまだ危険ではなかった。というのは男達の大部分は銃を手に、今か今
かと敵の行軍を予期していたからである。しかし太陽がその高みから傾いて、攻撃が生ぜ
ずに、塔の歩哨も援軍を告げないままとなると、無為と緩みが効き目を発揮して、苦しみ
が一般的なものとなった。昼食はわずかなものであった。焦げた皮のジャガイモとそれに
若干の塩。勿論また人々は喉が渇き始め、また女達はアントンに嘆いて来て、彼の薬は少
しの間しか効かなかったと訴えた。男達の間でも空腹と渇きの不安は柱から柱に次々に飛
び移り、歩哨部屋から中庭へそして上の塔まで上がって来た。アントンは二倍量のブラン
デーを分配した。これも全員には効き目はなかった。男達は反抗的ではなかった。彼らは
余りに善良な質であった。ただ小声になって、より衰弱して来た。フィンクはこの状態の
徴候に、軽蔑した微笑を浮かべて対処していた。こうした徴候は彼の柔軟な精神と鋼のよ
うな神経にとっては不可解なものであった。しかしアントンは、皆からの依頼や苦情を持
ちかけられて、これらの時間の当惑全体を感知していた。徹底して救済するには何かがな
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されなければならない。さもないとすべてが台無しとなる。かくて彼は中庭へ入った。雌
牛を犠牲にすると決めていた。彼は乳牛の前に立ち、その首を叩いた。「リーゼよ、哀れ
な奴だ。出番だ」。彼が乳牛を手綱で引っ張って来たとき、彼の視線は空いた水樽に落ち
た。そして名案が思い浮かんだ。小川の水からの地面の隆起はわずか数フィートでしかな
く、辺り一帯は泉が豊富であった。多分わずかな深みに水が見つかると思われた。守備隊
にとって井戸の穴を掘ることは造作ないことであった。掘り出された地面を柵杭の所で踏
み固めれば、その柵杭の堅牢さはかなり補強されるのであった。肝要なことは、この仕事
で皆の暇な手が動かされ、数時間、いや日中ずっと継続され得る点にあった。以前の試み
で城の周りの水は泥が多く、通常の時は使いものにならないと承知していた。しかし今日
それは問題ではない。アントンは太陽の方を見た、一分の猶予もなかった。
彼は技術者を中庭に呼んだ。技術者が喜んで賛同すると、城の皆の空いた手が、女達も、

かなり元気な子供達も賛同した。労働者達の道具が取り寄せられ、数瞬後には十人の男達
が鍬や鋤を持って、中庭の中央に大きな穴を斜めに傾斜を付けて、下の方へ掘り出した。
女達や子供達は技術者の監督の下、掘り出された土を柵杭の所で踏み固めた。数人の男達
と女性の何人かのまだ手空きの者に、哀れな雌牛を屠殺するようアントンは頼んだ。雌牛
は今一度人々に見せられ、それから一日の厄災の犠牲となった。すべては極めて熱心に素
早く行われた。井戸の穴は、通常の管のために必要とされるよりも表面的部分ははるかに
広くて、見る間に深くなって行き、厚板の垣根の許には一つの防塁が高くなって行った。
援助する地の霊達の力が地面から築き上げたかのようであった。人々はこれまでの人生で
経験がなかったような働きぶりであった。競争で男達のシャベルが飛び、夢中になって、
地面の上を裸足の小さな脚がまたぎ飛び、木靴やスリッパが踏み込んで深くその痕跡を記
した。誰もが加勢をしようとし、その場で動作可能な以上の数の手が用意された。すべて
の不安が消え去って、陽気な冗談が飛び交った。フィンクも側に来て、アントンに言った、
「君は異教徒改宗者だな。君は君の教区民の魂の救済を良く心得ている」。
「教区民は良く働いている」とアントンはこの二十四時間で最も楽しく答えた。
井戸の穴は深くなって、短い梯子で下らなければならず、土台は湿って来て、男達は一

つの沼に対して働き、最後には泥がバケツで上げられなければならなくなった。しかし人
々は競って運び、バケツは手から手へ飛んだ。子供達のように大声で笑って、彼らのバケ
ツから性急な者達の衣服に跳ねた泥の染みが着くたびに、冷やかした。防塁はすでに柵杭
よりも数フィート高くなっていた。芝がなかったので、人々は内側の傾斜に材木と石で力
強く叩いて、それでその塊は漆喰のように固くなった。アントンは狭い脇の小門をほとん
ど自由に開けられないほどであった。小川の側の敵側の歩哨の間に不穏な動きが見られ、
騎兵達が歩哨線に沿って飛んで来て、新しい要塞を覗き、時折一人の者が大胆に近寄って
来たが、森林官がその銃を防塁越しに持ち上げて、それで引き返した。かくて刻々と過ぎ、
太陽が沈み、夕焼けの反照が天に散った。中庭の人々はそれに注目していなかった。下の
暗い井戸の穴では男達が体まで水に浸かっていた。黄色で汚れた液体であった。しかし人
々は開口部を、あたかも液体の黄金の宝が湧き出るかのように見つめていた。ようやくす
でに夕方の影が暗く開口部に掛かったとき、アントンは労働者達に濠から上がるよう命じ
た。大きな布が持って来られ、水桶の上に置かれ、その上にバケツの水を注いで、その水
を布で濾過した。
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「まずは私の馬に」と一人の下僕が叫んで、幾つかのバケツを渇した動物のために取り
寄せた。「飲み物は澄んだら、小川の水と変わらないだろう」と鍛冶屋は満足げに叫んだ。
労働者達は倦むことなく試しの水を汲みだして、誰もが声望ある男に勝ち誇って同意した。
一方アントンはほとんど上の階の床の高さにまで達している防塁上に新しい杭を打ち込ま
せて、ジャガイモ馬車の強力な板を防御としてそれに固定させた。夜の闇が城に広がった
とき、その仕事は終わった。女達は疲れを知らず桶の上で濾過し、大きな肉片が台所へ運
ばれた。そこでは力強い炎が爆ぜて、強壮な夜食への心地よい見込みがすべての守備隊の
心の中に浸透した。
そのとき外の野原で再び敵の太鼓が打たれ、骨笛のけたたましい音色が城の部屋中に震

えた。一瞬中庭の男達はびっくりして立っていた。彼らはこの数時間ほとんど敵のことを
考えていなかった。それから皆が歩哨部屋に殺到し、銃を握った。素早く下の階は二倍の
隊員で占められ、森林官は強力な分隊と共に中庭へ急ぎ、新しい防塁をよじ登った。
「決戦は近い」とフィンクは小声でアントンに言った、「この数時間のうちに強力な一

味が村へ侵攻して来て、先の夕闇のとき、一群れの騎兵が来た。我々は、二日目の夜、持
ち堪えられない。奴等は同時に四方八方から攻めて来るだろう。一ショックの短い梯子を
持って城へ向かって来る。奴等は分かっているのだ。見ろ、村から攻めて来るすべての群
れが斧と梯子を用意している。どうしようもないことは、心地よく耐えることにしよう。
我々が臆病者としてではなく、男として負けるなら、武勲は君のものだ。私は男爵の許へ
行った。彼と女性達は覚悟している。彼らは一緒に彼の部屋に留まるつもりだ。一味の殿
方の一人が君を越えて行くとき、まだ喉で数語発せられるなら、その方に女性達のことを
頼め。さらばだ、アントン、私は中庭の側を引き受ける、君は正面だ」。
「我々が負けるなんて」とアントンは叫んだ、「そんなのは考えられん。今この時ほど

に楽しい展望を得たことはないぞ」。
「援軍への期待か」とフィンクは、肩をすくめながら尋ねて、窓越しに敵の群れを指し

示した。「援軍は一時間後に来ても、手遅れだ。レベッカの大砲が消えてから、我々は敵
の手に落ちている。敵が本格的攻撃を仕掛けたらな。敵はそうすることだろう。一本の葉
巻よりも長く微光を発しないそうした幻想は抱かないことだ。君の手を貸せ、愛しい少年
よ、達者でな」。彼は力強くアントンの手を握った。そして誇り高い微笑が再び彼の顔に
輝いた。かくて両者は並んで立っていた。どちらも愛情一杯に相手の姿を見た、また会え
るか分からないと思っていた。「武運を祈る」とフィンクは叫んで、友人の手から離しな
がら、銃を持ち上げた。しかし彼は根が生えたように立ち止まって、聞き耳を立てた。と
いうのは敵の太鼓の連打と近寄る群れの騒音を越えて、夜風の中、明るい響きが通ったか
らである。陽気なファンファーレの響きがして、そして応答として村から規則的な、前線
の鼓手の連打がして、その後強烈な銃の一斉射撃と遠方の万歳の声がした。
「やって来るぞ」と城のすべての角から叫び声が上がった、「我らの兵士がやって来る」
と森林官はホールに駆け込んだ、「赤帽隊だ」と彼は叫んだ、「小川に沿って橋の所まで
騎行して来る。背後の村では歩兵隊が攻めて来る」。
「皆中庭だ」とフィンクは叫んだ、「出撃だ、諸君、前進だ」。小門のバリケードは取

り払われた。隊員は瞬時に堡塁の外に出た。アントンはかろうじて技術者と数人の下僕を
城の守備隊として中庭に残した。森林官は列に向かって歩き、郎党を整列させた。フィン
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クは戦況を見た。歩兵部隊は村に侵攻して来て、銃火の絶えざる物音が戦闘の苛烈さを物
語っていた。しかし銃火は次第に近寄り、敵は退き、すでに敵の個々の逃亡者が農園中庭
から走って来た。一方軽騎兵の一分隊が城に向かい合って小川を通過し、自らの許から攻
城者の小さな群れを追い払っていた。フィンクは自分の武装者達を城の周りに連れて行き、
村に一番間近な隅に配置した。「辛抱するのだ」と彼は叫んだ、「諸君を私が前に出して
も、合い言葉を忘れるなよ、さもないと暗闇の中、蹴散らかされて、敵のように砕かれる
ぞ」。大いに苦労して、辛抱強く隊列は組まれていた。
小川から一人の騎兵が彼らの許へ飛んで来た。「万歳、ロートザッテル」と彼はすでに

遠くから叫んだ、「シュトゥルム」と一ダースの声が彼に呼びかけた。アントンは隊列か
らこの忠実な男に向かって飛んだ。「敵がいた」とカールは叫んだ、「敵の歩兵がロスミ
ンからの通りを占拠していた。しかし私は味方を森の迂回路で案内して来た」。
暗い一群れが村の最後の家々の近くではっきりしてきた。騎乗者が前方を駆け、敵の部

隊は立ち止まり、農園中庭に結集した。そして戦いが始まった。指揮官達は郎党を再び戦
闘に駆り立てた。「今だ」とフィンクは叫んだ。素早く走って、一群は牧草地を越え、道
から外れた最初の納屋の所に陣取って、二十五本の銃の一斉射撃を敵の側面になした。そ
のことで敵の押し込まれた軍に混乱が生じて、その塊は解け、一目散に平原へと駆けて行
った。再び城からの人々の奥でトランペットの響きがあり、猛然と軽騎兵達の馬が駆けて
来て、まだ抵抗している一群れに斬りかかった。カールは軽騎兵の許に身を投じ、群衆の
中に消えた。かくて彼らは敵を野原に追い散らした。
しかし村から今度はポーランド人の騎兵達が駆けて来た。その先頭には軍使がいて、彼

は郎党を大声で軽騎兵に向かわせていた。
「ロートザッテル」と若々しい声がアントンの側で叫んだ。そして軽騎兵の列からポー

ランド人の騎兵達に一人の痩せた将校が向かって来た。フィンクは彼の銃をポーランド人
の大佐に向けた。
「手数をかけたな」と大佐は叫んで、馬上でよろめきながら、最後の力を振り絞って、

自分のピストルで近寄って来た軽騎兵の胸を射た。軽騎兵は当たって、馬から落ちた。ポ
ーランド人の体は馬がそのまま持ち去った。
数分後、城の周辺では敵が一掃されていた。夜は逃亡者達を隠した。庇護して森の木々

はその枝をこの地の息子達の上に広げていた。小さな分隊となって勝利者達は敵の最後の
群れを追った。
城の前ではアントンが地面に跪いていて、自分の両腕で倒れた騎兵の頭を支えていた。

目に涙を浮かべて彼は瀕死の者から友人を見上げた。友人は将校達と一緒に同情して側に
立っていた。勝ち鬨は黙した。農夫達は暗澹と黙っていて、その場を囲んでいた。ゆっく
りとこの動かざる男は男達の手で城へ運ばれた。
控えの間では階段の所で男爵が娘と一緒に歓迎の客人への挨拶の用意をして立ってい

た。レノーレは傷付いた男を見ると運び手の許へ駆け寄った。運び手は黙ってその体を男
爵の前で下ろした。娘は叫び声を上げて床に沈んだ。
「誰なんだ」と盲人の男は呻いて、両手で空を探った。誰も答えなかった。臆して皆が

引き下がった。
「父上」と負傷者は口ごもった。血が彼の口からあふれ出て来た。「我が息子よ、我が



- 448 -

息子よ」と盲人は狂ったように叫んだ。そして彼の膝は崩れ落ちた。
息子は自分の駐屯地から、自分の両親の間近に移る軍へ駆り立てられていたのであった。

彼は別の連隊へ同行して来たのであった。彼は父親の救出に派遣される騎兵中隊に同行す
る許可を得ていた。彼は自分の両親をびっくりさせようと思った。そして援軍と一緒に自
分の流血の胸を城に、自分の死を家の者達に届けたのである。
今や不気味な静寂にこの高貴なスラヴの城は包まれた。嵐が吹き荒れて、野原の花咲く

木々からは音もなく白い花弁が落ち、地面に星々の光の中、綺麗に白い経帷子のように敷
かれた。汝ら、盲目の男性の空中楼閣の想念よ、汝らを活気づかせるために建造し、罪を
犯し、受難したこの男の想念はどこにあるのか。息を止めて、耳を澄ますがいい、汝、哀
れな父親よ。城の中と木々の梢では静かになった。しかし汝はもはや唯一の調べを耳にす
ることができない。汝がいつも、汝の空中楼閣の際、汝の羊皮紙の下に考えていた調べ、
つまり、汝の唯一の息子、ロートザッテル家の期待の長子相続権者の鼓動を聞くことがで
きない。
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第六の書

1.

悲しい日々が城にやって来た。その壁の中に住んでいる各人にとって、辛い日々であっ
た。男爵の家庭では長患いが植物の虫のように居座った。父親に瀕死の息子が城の中に運
ばれた暗黒の時以来、男爵は部屋から出なくなった。彼の中にまだ残っていたわずかな力
が今や砕かれた。痛みは彼の体よりももっと彼の精神をむしばんだ。彼は一日中静かに思
いに耽っていた。そしてレノーレが頼んでも、妻が間近にいても、彼は元気になることが
なかった。男爵夫人に不幸の知らせがもたらされたとき、アントンは、まだ生命が彼女の
体に結んでいた薄い絆が断ち切られるのではなかろうかと震えた。そして数週間レノーレ
は彼女の臥所から離れなかった。しかし皆が驚いたことにその逆のことが起こった。夫の
状態をやがて彼女は大いに案ずるようになって、彼女自身の痛みや弱さは消えたように見
えた。彼女は以前よりも力強く振る舞い、ただ男爵の世話のみを考えて、自分に打ち克ち、
何時間も彼の椅子の隣りに座っていた。勿論医師は、アントンに対し頭を振って、この突
然の昂揚はほとんど信頼できないと述べた。レノーレは兄の死後、最初の数週間ほとんど
姿を見せなかった。彼女が病室以外に一度姿を見せることがあっても、それは病人達の状
態を尋ねられたからで、その返事を与えるか、あるいはアントンに対し、医師を呼ぶよう
依頼するためであった。

一方外では荒れた春が過ぎ去って、嵐のような夏が続いていた。確かに内戦の恐怖を荘
園はもはや恐れなくても良かった。しかし時代の困難な重荷が農園経営にのしかかった。
静かな森の島に今や毎日鼓手の太鼓の音やトランペット奏者の合図が響いた。村や城は、
しばしば交代する宿営を受けた。アントンはすべての手を動員して、部隊や馬の世話をし、
手配をしなければならなかった。やがて荘園のわずかな資力は尽きた。フィンクの前払い
の賃借料がなければ、この時期を乗り切るのは不可能であったろう。農園でも障害は絶え
なかった。一モルゲン以上の土地が攻城の日々、馬や人間の足跡で踏み潰された。今や徴
発された荷車の連獣がつながれ、郎党自身は不穏な時代ですさんで、規則的活動への意欲
を失っていた。しかしそれでも全体として秩序は保たれていて、年間の仕事は、春になさ
れた計画通りに進行していた。更にもっと良く牧草地建設は進んでいた。フィンクが荘園
に連れて来たすべての労働者が、必ずしも持ち堪えたわけではなかったが、しかし他の人
々と入れ替わっていて、彼らはこの時期、真価を発揮した。いや、灰色のジャケットと黒
い帽子の数は増えて、フォン･フィンク氏の近衛兵は周辺一帯で反抗的集団として論評さ
れ、この集団は厄介だとされた。フィンク自身は今やよく不在で、多くの将校達と知り合
いになって、旧交が温められ、彼は国中に騎行し、熱心に戦争の作戦を遂行し、志願兵と
して合戦に参加した。この合戦は荘園から数マイルの所で暴徒に対してなされ、勝利を収
めていた。彼は城を防衛したので、周辺では恐ろしい人物とされ、敵側のすべての憎しみ
を買うと同時に味方の称賛を得ていた。
城への援軍の後、数週間して、レノーレは中庭の木戸へ現れた。木戸の前ではアントン

が森林官と交渉していた。今やポンプがある中庭越しに、そして土の防塁の撤去された垣
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根越しに、レノーレは風景を見た。風景は最初の夏の明るい緑色であった。ようやく彼女
は溜め息を付いて言った。「夏になったのね、ヴォールファルト、私どもは何もそれに気
付かなかった」。
アントンは心配そうにその青白い顔を見た、「外の森は今素敵ですよ。私は森林官の所

へ行きました。この前の雨の後、木々や花々は一杯樹液を得ています。一度外出する決心
をして頂きたいものです」。レノーレは断って頭を振った。「そんなのは御免よ」と彼女
は辛辣に言った。
「とりわけお知らせしたいのは、たった今森林官が私に話したことです」とアントンは

続けた、「貴女の発砲を受けた男は、あの情けないブラツキーでした。貴女は致命傷を与
えていません。そのことで貴女が自分を咎めていらっしゃるのであれば、この痛みはもは
や無用です」。
「まあ有り難い」とレノーレは叫んで、両手を組んだ。
「森林官が夜、私どもの城へ来た時、すでにもう森林官はこのならず者が腕に包帯をし

て居酒屋に座っているのを目にしています。昨日彼は軍によって囚人としてロスミンへ送
られました」。
「その通り」と森林官が割り込んで来た、「弾なんか彼には効きません。奴はもっと高

く考えています」。彼は手で首を掴んで、絞首刑のパントマイムをした。
「日夜私の心に掛かっていたことよ」とレノーレは小声でアントンに言った、「とても

忌まわしいことに思えました。暗闇の中、恐ろしい夢の像が現れて苦しかった。眠りから
飛び起きて、叫び声を上げた。いつでもその男が目に浮かんだものです。拳を固めて、転
がり倒れて、その肩から血が出て来る様が。ヴォールファルト、何ということを体験した
ことでしょう」。彼女は木戸に寄りかかって、涙のない目でじっと下を見つめた。アント
ンは彼女を宥めようとして出来なかった。彼女はほとんど彼の言葉を聞いていなかった。
一頭の馬の蹄が石の上で響いた。フィンクの鹿毛が引き出されて来た。
「彼はどこへ騎乗するの」とレノーレは素早く尋ねた。
「私は知りません」とアントンは答えた、「彼は今よく外出します。数日姿を見ないこ

とがあります」。
「私どもに用はないのでしょうね」とレノーレは叫んだ、「不幸の家は彼の居場所では

ない」。
「ただ少し用心して欲しいのだが」と森林官は言った、「タロフの人々は彼を毛嫌いし

ている。奴等は彼に後から弾を放つと誓っている。彼はいつでも一人で、それも夜、騎行
する」。
「彼に警告しても無駄だ」とアントンは言った、 ー 「ともかく聞き入れてくれ、フ

リッツ」と彼は城から出て来た友人に呼びかけた、「一人っきりで馬で行かないでくれ、
少なくともタロフの野を越えては」。
フィンクは肩をすくめた。「おや、我らの御令嬢がいらっしゃる。貴女にお会いする喜

びを長いこと得ていなかった。それでここは退屈な所になっていた」。
「友人の警告は聞き入れることです」とレノーレは不安げに答えた、「邪悪な人間には

ご用心ください」。
「何のためにか」とフィンクは答えた、「注意に値する危険はここにはない。木の背後



- 451 -

に隠れた愚かな奴には、このような時代守りようがない。それでは何もできなくなる」。
「自分のために用心なさらなくても、貴方の友人達の心配をお考えください」。
「まだ私に友人達がいるかな」とフィンクは笑って尋ねた、「友人達は不実になったと

時に思える。私の立派な友人達は、責務に誠実に心静める術を心得ているクラスに属して
いる。ここの立派なヴォールファルトは、私がいつか賭けに負けると、綺麗なハンカチを
ポケットに入れて、極めて厳かな表情を浮かべることだろう。他の戦友どもはもっと易々
と心を慰める。馬はこちらだ」と彼は叫んで、それに飛び乗り、短く挨拶して賭け去った。
「彼はまさにタロフの向かって行く」と彼を見送った森林官は頭を振って言った。レノ

ーレは黙って両親の部屋に戻った。
しかし次の夜、城の明かりが夙に消えていたとき、まだ長いことカーテンが揺れていて、

一人の女性が不安一杯に戻って来る馬の蹄の音を待ち構えていた。刻一刻と過ぎて行き、
ようやく朝方、窓の開き戸が閉ざされた。小門の前に一人の騎乗者が馬を止めて、一つの
メロディーを口ずさみながら馬を自ら馬小屋へ連れて行った時であった。寝ずに過ごした
夜の後、レノーレは痛む頭を布団に沈めた。

かくて数ヵ月が過ぎ去った。ようやく男爵は、娘の腕と一本の杖に支えられて、再び時
々野外に現れた。それから彼は黙って城の壁の影の中に座っているか、あるいは不機嫌に
すべての些事に聞き耳を立てていて、その些事を叱り飛ばすのであった。このような時、
人々は彼に近付かないよう、よく迂回して避けていた。しかしアントンはそうしなかった
ので、彼はよくその犠牲となった。男爵の不機嫌の気晴らしの犠牲となったのである。こ
の病人に対するアントンの関係はとても煩わしいもので、法外に辛抱することによっての
み凌げるののであった。毎日男爵は郎党から、彼が横槍質問をするたびに、こう詫びられ
る習慣であった。「ヴォールファルトさんがそう命じられたのです」とか「執事殿がそれ
を望まれなかったのです」。彼は執拗に、アントンが頼んだ委託を、自分の意志の表明で
妨害した。この不幸な男の心の中に蝟集して来たすべての憤怒、すべての憎悪は、彼の全
権委員に対する弱虫の憎しみの感情へと凝り固まった。
フィンクは今やほとんど男爵を気にかけていなかった。彼はアントンとの諍いに気付く

と、黙って眉をひそめて、せいぜいこう言うだけであった、「仕方なかろう」。カールの
方がまだ男爵と最良に付き合っていた。彼は男爵を騎兵隊長殿としか呼ばず、名乗りを告
げるたびに、軍人的に踵を打ち合わせていた。盲人の領主はこれを耳にし、これを快適に
感じていた。そして男爵が他人の状態に対して示す最初の共感の印はこの行政官[カール]
に向けられた。庭園用の椅子が太陽で干涸らびて、壊れそうになっていた。カールは通り
すがりに椅子を手に取って、固めた拳でそれを打ち付けた。「親愛なるシュトゥルムよ、
貴方は右手で打っているのではあるまいな」と男爵は尋ねた。
「どうしてですか、騎兵隊長殿」。
「貴方はそれをしてはなるまい」と盲人は警告した、「古傷は労ってやらぬと、時に何

年も経ってから病を引き起こす。貴方の場合も後年になって発生するとも限らないぞ」。
「太く、短くですよ、騎兵隊長殿」とカールは答えた、「将来のことは案じていません」。
「彼は使える人間だ」と男爵は娘に言った。
穀草の穂先の花が落ち、緑の田畑が明るい黄色に覆われて、収穫の楽しげな物音が始ま
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った。最初の収穫馬車が中庭へ転がって来ると、アントンは納屋の側に立って搬入を見守
った。するとレノーレが彼に近寄って来た、「収穫はどんな具合」。
「今年、収穫が出来る限り、見込みは悪くありません。少なくとも束の数に関しまして

は、カールは満足していて、計算よりも多くなりそうです」とアントンは満足して答えた。
「それでは嬉しいことね、ヴォールファルト」とレノーレは言った。
「農園の皆にとって嬉しいことです。人々が生き生きと働いていることから分かります。
怠け者も今は倍の力を出して働いています。しかし、嬉しいのは、貴女がお尋ねになった
ことです。貴女は農園と荘園の皆にとってとても余所余所しくなってしまわれた」。
「貴方にはそうでもないでしょう」とレノーレは目を伏せて言った。
「貴女自身病気になってしまわれましょう」とアントンは続けた、「許されるものなら、
貴女を叱りたいです。貴女はずっとほとんどご自分のことを気遣っておられない。貴女の
小さな馬は小屋で強張ってしまいました。カールが時に騎乗して、歩き方を忘れないよう
させなければなりません」。
「すべてどうなってもいいの」とレノーレは叫んだ、「また乗るつもりはありません、

ヴォールファルト。私は可哀想でしょう。時々正気を失いそう。この世のすべてがどうで
も良くなってしまった」。
「何でまたそう荒れたことを、御令嬢」と彼女の背後で嘲笑的な声がした。レノーレは

縮み上がって、向きを変えた。一週間以上旅していたフィンクが二人に近寄って来た。「ブ
ラージウスは追いだしてしまえ」と彼はアントンに向かって言った、更にレノーレのこと
は気にかけていなかった、「こやつはまた酩酊して、馬に鞭を当てていて、哀れな動物ど
もには胼胝ができている。馬どもが喜ぶように、奴を動物どもの見ている前で懲らしめた
い気分だ」。
「収穫が終わるまで辛抱してくれ」とアントンは答えた、「今は代わりの者がいない」。
「あの人は気の良い人じゃないかしら」とおずおずとレノーレは尋ねた。
「気の良さはすべての不健全なものにとって快適な肩書きです」とフィンクは答えた、

「男達の許では気の良い奴、女達の許では気の優しい娘」。彼はレノーレを見つめた、「哀
れな動物、ポニーは何の咎があって、もはや貴女が乗ろうとなさらぬのです」。
レノーレはこう返事をして、赤面した。「馬に乗ると頭痛がしたのです」。
「おやおや」とフィンクは嘲笑した、「貴女の以前の長所は、軟弱な所が少ないという

点でした。こうした涙をさそう情に近しいとは思えなかった。貴女はそんな風では頭痛と
おさらばできませんよ」。
レノーレは悄然としてアントンに向かった。「新聞が届いていますか。父のために貴方

の許に伺いに来たのです」。
「従者が新聞を男爵夫人の部屋へ持って行きました」。
レノーレはお辞儀して向き直り、城の方へ戻った。
フィンクは彼女を見送って、アントンに向かって言った。「黒服は彼女には似合わない。

とてもやつれて見える。立派に充実しているときにのみ見られる顔の一つだな」。
アントンは陰気に彼の友を見た。「御令嬢に対する君の振る舞いは、最近の週とても目

立つもので、私はよく立腹したものだ。それが君の意図なのか、分からない。しかしその
ぞんざいなやり方は、彼女一人を傷付けているだけではない」。
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「君をもかね、ヴォールファルトの若旦那」とフィンクは言って、怒っている男を大き
な目で見つめた、「君はこの令嬢のお付きの女性でもあるとは思わなかった」。
「そんな言い方をしても駄目だ」とアントンはもっと冷静に答えた、「君は正直な気持

ちの女性に無神経というよりもひどい扱い方をしていると忠告してもいいと思うぞ。この
女性は今どんな思いやりをも倍の権利で要求できるのだから」。
「どうぞ君はその思いやりを彼女に恵んでやってくれ。私のやり方は気にしないことだ」
とフィンクは手短に答えた。
｢フリッツ｣とアントンは叫んだ、「君のやり方が分からない。思いやりがないのは本当

だし、 ー」。
「今までよくそう思ったかね」とフィンクは彼を遮った。
「いや」とアントンは答えた、「たとえ他の人々に対してはそうであっても、私にはい

つも、君が心に思っていることを示してきた、君の心はいつも気高く、一杯に共感してい
た。しかしそれだけに、言いようもなく残念だ、君がレノーレに対してこうも変わったの
は」。
「だから私に構うな」とフィンクは答えた、「誰もが小鳥を調教するには独自のやり方

を持っている。ただついでに君に言っておくと、君の令嬢レノーレがこの病的生活から立
ち直れなかったら、彼女の最も良い点がすぐに駄目になってしまうぞ。ポニーだけで元気
にはなれない、それは分かっている。しかしいいかい、我が息子よ、君の悲しげな共感の
やり方でも上手く行かんぞ。だから物事は成り行きに任せよう。 ー 私は今日更にロス
ミンへ行く。何か注文はないか」。
この会話は友人達の間に齟齬をもたらさなかったけれども、少なくともアントンにとっ

て忘れられないものであった。彼は心の中で相手の支配者的やり方に怒っていた。そして
レノーレとフィンクの偶然の出会いをそのたびに落ち着かず見守った。フィンクは令嬢を
求めなかったし、避けもしなかった。家族の夕べはもはや用意されなかった。更に秋が近
くなった。フィンクは荘園にいるとき、アントンと一緒に自分の部屋で食べた。ただ野外
でのみ彼はレノーレと出会った。すると彼女の振る舞いには強制が感じられた。フィンク
はアントンとの会話以来、彼女を余所の女性のように扱った。

アントン自身は自らの立場に関し、試練を受けることになった。彼は男爵に不快なこと
を伝達しないように努めたけれども、これ以上抑えておくことのできないことがやはり生
じた。亡き子息が残した借金の清算である。子息の死後すぐに、数多くの手紙が同封され
た請求書と共に城に届いたからである。レノーレがそれをアントンに渡していた。アント
ンはすべて、その中にはシュトゥルムの借用証もあったが、法律顧問官のホルンに送って、
この実直な男に鑑定と請求書のより詳しい調査を頼んだ。その鑑定が今や届いていた。法
律顧問官は隠さずに伝えていた、若いロートザッテルが積込み人に発行した借用証は、形
式としてはとても不完全なもので、裁判では受領した金の領収証として考えられる可能性
がある、と。息子のために男爵が支払う法的な義務は存在していなかった。借金の額は大
きなもので、即刻返却することは全く不可能であった。アントン自身この若い浪費家に八
百ターラー以上貸していた。彼はオイゲンの借用証を自分の書類から取り出して、長いこ
と故人の筆跡を見つめていた。これは、このお蔭で、無思慮にこの家族の生活の中に自分
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が購入される原因となった額であった。この購入は自分に何をもたらしたか。当時、自分
の高貴な友を困惑から救い出すことは、彼にとって名誉あることであった。今や彼は、自
分がいかに早まって、この軽率な若者に、楽な入金方法を教えてしまったことか察した。
暗澹として彼は自らの証書を再び引き出しに仕舞った。
重たい心で彼は男爵に面会を求めた。すでに彼の息子をまず言及した際に、男爵は激し

く動揺して、アントンが熱くなって、故人を手短にファーストネームで呼ぶと、傷付いた
父親の怒りがこみ上げて来た。彼はアントンの話しを激しい言葉で遮った、「私は私の亡
き息子の家系の名前を言って貰いたい。生きていようが、死んでいようが、貴方にとって
はいつもフォン･ロートザッテル男爵だ」。
アントンは自制して答えた、「オイゲン様、フォン･ロートザッテル男爵は生前およそ

四千ターラーの借金をなさった」。
「それはあり得ない」と男爵は彼を遮った。
「借用証と手形の信用ある写しと、法律顧問官ホルンが要求された原本の書類への見解

は、この事実そのものを明白なものとしています。一千九百ターラーの場合、最大の項目
ですが、この完全な支払いの信憑性は、行政官シュトゥルムの父親が貸与した人物であり
まして、とても実直な男であるだけに、それだけ疑い得ないものです。私宛の故人の手紙
がこの借金を明白に認めています」。
「貴方はそれではこの借金を承知していたのか」と男爵は怒りを募らせて叫んだ、「そ

して私にそれを秘密にしていたのか。これが貴方の大いに称賛されている忠誠か」。
アントンが詳しく状況を説明しても無駄であった。男爵は自分の感情をコントロールで

きなくなっていた。「とうに私には分かっていた」と彼は大声で叫んだ、「貴方のやり方
全体が勝手なものである、と。貴方は私の状態を利用して、私の財産の処分を行っている。
貴方は借用し、借用させ、入金させ、都合の良いように私に差引勘定している」。
「男爵殿、それ以上話されないでください」とアントンは強い声で叫んだ、「ただ貴方

の寄る辺なさへの同情から、この瞬間に、応分の返答をすることを差し控えます。いかに
この同情は大きなものか、貴方の話しを私は忘れようと努め、今こう釈明を求めているこ
とからも察して頂けましょう。つまり貴方は故人がなした借金をお認めになりますか、即
ち、積込み人のシュトゥルム、あるいは彼の息子、貴方の行政官に、この認知によって、
保証をお与えになりますか、それともその気はありませんか」。
「貴方がそのような言いがかりで」と男爵は我を忘れて叫んだ、「私に要求することは

何もする気がない」。
「それでは今、これ以上貴方とお話しをすることは無駄でしょう。男爵様、最後の結論

を出す前に、今一度この案件をご考慮くださるようお願いします。私は恐懼して、今晩貴
方の決定を伺いに参ります。それまでには貴方の遵法精神が不機嫌を克服されるであろう
と祈ります。二度と私は不機嫌の対象とはなりたくありませんので」。
こう述べて、彼は男爵の許を去って、更に男爵が怒って椅子を投げ、家具に当てる物音

を耳にした。彼が自分の部屋に着いたかと思うと、親しい従者が現れて、男爵の依頼だと
言って、アントンがこれまで自分の部屋で保管していた文書や勘定書を要求した。黙って
アントンは書類をこのびっくりした男に渡した。
彼は解雇された。最も粗野な具合に解雇された。彼の実直さが疑われ、この亀裂は救い
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難いものであった。多分男爵は別な思いになるかもしれない。数時間後には女性達に咎め
られて、病気の男は判断を変えるであろうとアントンは分かっていた。しかし彼自身にと
ってもう戻ることはできなかった。彼は去らざるを得なかった。たとえ男爵夫人とレノー
レに対しいかに義務を負っているとしても、今や自分自身に対する義務が、他のすべての
義務よりも声高に語っていた。この時間は辛いものであった。自分が怒って部屋の中をあ
ちこち歩き回るこの時すでに彼はこう感じていた。彼に加えられた侮辱には、彼自身に対
する処罰も含まれている、と。彼の意志は純粋なものであったし、彼の行為は罰せられる
ものではなかった。しかし彼をこの家に導いたどんなに熱い感情を持ってしても、自分と
男爵の間に倫理的な関係、雇用者と被雇用者の間の関係を築くことができなかったのであ
る。両者の自由な意志が、分別ある決意が、両者を結び付けていたのではなく、不分明な
関係の強制、それに彼の個人的若々しい陶酔が結び付けていた。これが彼自身に、自分の
身分以上に大きな諸権限を与えていて、相手には圧力となって、それが相手を狭小にし、
一層弱者にしていた。
このように考えていたとき、彼はレノーレによって中断された。彼女は急いで彼の部屋

に入って来た。「私の母が貴方と話すことを願っています」と彼女は叫んだ、「ヴォール
ファルト、どうなさるつもりですか」。
「私は去らなければなりません」とアントンは真面目に言った、「このような状況で貴

女の許を去ること、貴女の将来が覚束ない中で去ることは考えられないことだったでしょ
う。もっと強力な手に荘園の管理を任せないうちにここから去るには、或ること以外には
動けなかったことです。その或ることが今起きてしまいました」。
「行きなさい」とレノーレは我を忘れて叫んだ、「すべてが私どもの上では崩れ落ちま

す。救いはない。貴方も私どもを救えない。去って、沈んで行く者達から自分の命を離し
てください」。
アントンが男爵夫人の許に入って行くと、この病気の女性はソファーに横たわっていた。

「私の許にお掛けください、ヴォールファルトさん」と彼女は小声で言った。「貴方に何
かお伝えする時がやって来ました。お互いに最も率直に話せる時まで、お会いする最後の
時まで残しておいたことについてお伝えします。男爵は病気のせいで、貴方の誠実な救助
を理解できなくなっています。いや貴方がいらっしゃると夫自身の不幸な状態が日増しに
ひどくなります。夫は興奮して貴方の優しい思いをひどく傷付けてしまい、私はもはや和
解は不可能と思います。夫は貴方がいらっしゃると今からは、妄想としてではなく、現実
に屈辱を感ずることでしょう。私どもも、今日から貴方がご自分を犠牲にして、ここにい
らっしゃれば、貴方が忘れようとなさっても、受け入れることができない大きすぎる犠牲
と思うことでしょう」。
「私は明日以降この荘園を去るつもりです」とアントンは答えた。
「私の夫が貴方に対して犯した間違いを、私は償えません。しかし貴方にふさわしい仕

方で男爵に復讐をする機会を貴方にお与えしたいと思います。男爵は貴方の名誉を傷付け
ました。彼の妻たる私が、貴方に申し出る復讐は、貴方が夫自身の名誉を救出なさろうと
する復讐です」。
彼女は落ち着いて話していた。彼女の言葉は唇から上流社会での会話の際のようにこぼ

れて来た。今や彼女は口をつぐんで、言葉を探した。「夫は数年前、ある責務を果たすと
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いう誓いの言葉を発しながら、或る絶望的瞬間にその約束を破ったのです。夫がその約束
をしたという証拠は、多分卑劣な人間達の手にあります。彼らはこの知識を利用して、夫
を破滅に追い込むことができましょう。貴方にまさに今このときこのことをお伝えしてい
るのは、私が当家にとっての貴方の関係をどのように評価しているかの一つの証拠とお考
えください」。彼女は一通の手紙を布団から取り出した。「この手紙と共に私は夫と私ど
も皆の将来を貴方の手に託します。夫の追跡者達がこの武器を夫に対し行使することから
守って頂けるものなら、そうなさってください。夫の混乱した情緒に若干の平穏を取り戻
すことがまだ可能なのであれば、そうなさってください」。彼女は自分の手を差し出して、
アントンに手紙を渡した。
アントンは窓際に寄って、驚きながらエーレンタールの手紙を見た。意味を察するため

には、彼は二度通読しなければならなかった。震える手で書かれており、ペンを握ったの
は混乱状態の精神であった。或る明るい時間にこの子供っぽい男は男爵に対する自分の関
係を思い出したのであった。自分の資本に対する不安の念から彼は男爵に盗まれた借用証
のことを思い出させていた。彼はその金を要求し、脅していた。その間にまた自分自身の
衰弱について、他の人間達の邪悪さについて訴えていた。混乱した手紙が語っていないこ
とも、或る借用証の写しで明白であった。多分、エーレンタールと男爵が共同して作成し
た案に基づいたものであった。というのはエーレンタールが、原物は男爵の手によるもの
であり、自分はこれを男爵に対して利用するとその手紙で述べていたからである。
アントンはその手紙を畳んで、言った、「彼がこの伝えて来た写しと関連付けている脅

迫は、男爵夫人、少なくとも案ずるには及びません。案の下には男爵の署名がありません。
この手紙はそのほか判然としないものであっても、エーレンタールが署名を忘れる筈があ
りません。この個々の証書が男爵に課している額は、大した額ではありません」。
「それでもこの手紙は真実のことを語っていると思われるでしょう」と男爵夫人は尋ね

た。
「そう思います」とアントンは言った、「この手紙は、私がこれまで理解できなかった

幾多のことを説明しています」。
「私も本当のことが含まれていると思います」と男爵夫人は小声で言って、彼女の言葉

はほとんどアントンの耳に届かなかった。「こう確信するに至ったのは、段々とでして、
今このことは話せません」。彼女の頬に薄い赤みが差した。
「それで、ヴォールファルトさん、私どものために盗まれた書類を取り戻すことを引き

受けてくださいますか」と彼女は起き上がって尋ねた。
「引き受けましょう」とアントンは真面目に語った、「しかし期待は余り抱けません。

盗まれた借用証には現在男爵はほとんど権利を有しません。それらはエーレンタールのも
のです。とりわけエーレンタールとの了解が必要となります。この了解は難しいものでし
ょう。その上まだ少しもこの件が正確に見通せません。例えば盗みそのものについて貴女
が知り得たことすべてを語ってくださるよう、お願いしなければなりません」。
「貴方に手紙を書くように致しましょう」と男爵夫人は言った、「貴方が知らなければ

ならないことを、きちんとした質問に正確にまとめてください。できるだけ上手に返事を
書くようにしましょう。貴方の努力がどのような結果をもたらそうとも、前もって衷心か
ら貴方の努力に感謝申し上げます。ここでの私どもの安寧のための貴方の活動がいかに大
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きなものであっても、今、最大の活動を私どもは託すことになります。貴方に対する当家
の負い目を貴方に償うことは決してできないことです。逝ってしまう女の祝福が、貴方の
未来に心からの明かりを投げかけることができるのであれば、その祝福を人生の途上でお
受けください」。
アントンは立ち上がった。
「私どもはもはや再会することはないでしょう」とこの病気の女性は言った、「今この

時がお別れです。ご機嫌よう、ヴォールファルト。この世で貴方を目にするのは最後です」。
彼女は彼に手を差し出した。アントンはその上に屈んだ。そして感動して深くお辞儀して
その部屋を去った。いや、彼女は貴婦人と呼ばれるに値する。彼女のセンスは貴族的で、
他人に対する彼女の判断は卑小ではなかった。彼女がアントンの仕事ぶりに報いるやり方
は、高貴であった。とても高貴であった。彼女の目には、彼は常に白い髪粉の鬘と銀製の
膝当てを着用していた。

夕方頃フィンクの足音が廊下でがちゃがちゃ言った。すぐその後、彼は友の部屋へ入っ
た。「やあ、アントン。この家は一体どうしたのだ。ヨーハンは最大の陶器の花瓶を壊し
たかのように、おずおずと忍び歩いている。老ラベッテが私を見たら、両手を揉んでいた」。
「友よ、私はこの家を去らなければならない」とアントンは陰気に言った、「今日男爵

と手痛い場面となってしまった」。彼は友に起きたことを語り、男爵夫人との話しに、軽
率な軽口とならない範囲で、言及し、そしてこう結んだ。「家族の状況がまさに今ほど絶
望的なことはない。新しい災難を避けるためには、二万ターラー以上の自由になる金が今
また必要だ」。
フィンクは椅子に身を投げた。「とりわけ、怒りたくなるこの素敵な機会を出来る限り

利用しなかったことを祈るよ。この場面そのものについてはお互いに触れないことにしよ
う。男爵は当てにならないのだから。それに打ち明けて言えば、その出来事には驚かない。
早晩そのようなことが生ずるであろうことは、想定できた。君がこの感傷的関係に留まれ
ないであろうことは、夏の間ずっと思っていた。同様に自明なことは、君が女性達の告解
の神父として、また家族の親しい指南役としてここの人々にとって不可欠な存在だという
ことだ。君が突然いなくなると、私の幾つかの計算が太く消されてしまうことも言うまで
もないことだろう。それで、まず最初の質問は、君自身はどうするつもりか、だ」。
「私は出来るだけ早く我らの首都へ旅する」とアントンは答えた、「そこで更に数ヵ月

ロートザッテル家の利害のために尽力しようと思う。私の奉公関係は今解約された。男爵
の家系の荘園が売却されたら、この家族に関与した私の倫理的責務も完全に終わると思
う」。
「分かった」とフィンクは言った、「それは結構なことだ。君がそもそもまだこの人々

のためにペンを執ろうとしているのであれば、君が自由な男として君の共感の心をこの人
々に恵んでいるからとしか今では考えられない。別の観点では、ロートザッテルはその愚
かさで今危機に陥ってしまったな。君がいなければ、旧来のやり方では荘園は四週間と保
たないだろう。今や生じて来る疑問は、アントンの若旦那、ここはどうなるのだ」。
「私は一日中そのことを考えていた」とアントンは答えた、「私は分からない。ただ一

つの可能性がある。君自身が私の仕事の一部を、つまりカールでは手に負えない部分を引
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き受けることだ」。
「その厚き信頼には」とフィンクは言った、「感謝申し上げる。ちなみに親切な申し出

だ。まだ後見役でない阿呆に仕事を世話するのは、自ら阿呆の役をすることだ。悪く取ら
ないでくれ。君はそんな善良な阿呆だったからな。私はそんなタイプではない。一週間も
したら、私ではひどい状況になって、男爵をいじめることになろう。他に助言はないのか」。
「他にはない」とアントンは叫んだ、「君がこの荘園を全力で引き受けなければ、我々

が今年設置したことが駄目になり、我々ドイツ人の植民地は破滅してしまう。この荘園は
多分先の所有者の傍系の親族者達の手に落ちるだろう。彼らはそこに主眼を置いている。
そして昔からのポーランドの農園がまた始まる」。
「そうなのか」とフィンクは言った。
「それにフリッツ」とアントンは続けた、「君は私との関係で、君の金をここに投入し

てしまった。君は損を蒙る危険があるのだ」。
「本のように」とフィンクは言った、「正しく話したな。君は去って行き、私を私の徒

党と共にポーランド下級貴族達の下に残すわけだ。ちょっとここで私を待っていてくれ。
まずレノーレと少しばかり話しておこう」。
「何をするつもりだい」と彼を引き留めて、アントンは叫んだ。
「愛の告白じゃないよ」とフィンクは笑って答えた、「それは請け合っておく、少年よ」。
彼は従者の呼び鈴を引いて、レノーレを社交室での談話のために案内するよう頼んだ。
レノーレが泣いた目をして、ただようやく気を取り直しながら、入って来たとき、彼は

丁寧に迎えて、彼女をソファーに案内した。
「私は貴女に対して、今日生じたことへの判断は一切控えます」と彼は始めた、「我が

友の首都への滞在は貴女らの利害にとって、この荘園に留まることよりも願わしいもので
あると思うことにしましょう。私の耳にしたすべてのことから、これは実際その通りであ
りましょう。ヴォールファルトは明後日旅立つつもりです」。
レノーレは顔を手の奥に隠した。フィンクは冷淡に続けた、「一方私自身の利害上、私

は当地での関係を強化することが必要となっています。私は数ヵ月当地に暮らして、この
領地に若干の関与をしています。それ故、今この瞬間貴女の父親殿に言上するに最も好ま
しい貴女に、或る知らせの使者となって頂きたいのです。私は男爵殿からこの荘園を私自
身用に購入する用意があります」。
レノーレは縮み上がって、自分の席から立ち上がった。両手を揉んで彼女は叫んだ、「二

度目だわ」。
「どうぞ落ち着いて私の言うことを聞いてください」とフィンクは続けた、「私はロー

トザッテル男爵に対して救いの天使の役をするつもりは毛頭ありません。私は我らの辛抱
強いアントンのようには背中に天使の翼を多く持っていません。それに、貴女の父親殿に
私自身の利害の軽率な交渉と見えるようなことを呈示する気になっているとも全く思いま
せん。この今の時、我々を敵同士と思い、私の申し出を、実際そうであるように、私自身
の利害のためになされたと考えてください。私の申し出は次の通りです。この荘園の購入
値段は、男爵が自ら損をしたくないのであれば、現在十六万ターラー以上になりましょう。
私は現在私の見解での評価額の最高のものを提供しましょう。即ち、荘園の借金の引き受
けであり、男爵に二十四時間以内に二万ターラーの支払いをします。この期間の経過の後
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は、荘園は私のものとなります。次の復活祭の時まで私はこの城を貴女らの手に委ねます。
そして両方の側にとって不都合でなければ、私はそれまで喜んで客人の待遇を受けましょ
う。私は通常不在で、貴女らの邪魔にはならないようにします」。
レノーレは今この瞬間タフなヤンキー[米国人]の顔のように厳しく見える顔を不安げに

見つめた。彼女の自制の残りが崩れ落ち、激しい感情の諍いの中、涙が溢れた。
フィンクは静かに椅子に背をもたせかけて、この感情に構わず続けた、「御覧のように、

貴女にとって一つの損失を申し出ています。貴女から私が奪おうとしているものは、多分
貴女の遺産の半分でしょう。貴女がそれを失うのは仕方ないことです。男爵は早まって自
分の財産をこの荘園へ賭けてしまった。貴女の家族が見通しのこの甘さの報いを受けるこ
とはやむを得ないことです。と申しますのは、この荘園の購入価格は現在の相場では私の
提供額よりも確かに高くはないからです。この荘園が合理的に運営されたら、数年後は倍
の価値になるということを、貴女に黙っていたら不正なこととなりましょう。しかし男爵
の管理下では、この価値には決して至らないであろうと断言できます。アントンが残って
いたら、彼には無理でも、状況によっては、貴女らがこの財産を得ることが可能となった
かもしれません。今はこの希望が貴女らにとっては失せてしまった。更に隠しはしません
が、ヴォールファルトはたった今、私が彼の立場に立つよう要求しました」。
レノーレは嗚咽しながら、手で拒絶の仕草をした。
「嬉しいことです」とフィンクは続けた、「我らがこの点では同じ意見ですから。私は

この申し出をきっぱりと永久に断りました」。そう言って彼は黙り、吟味するように目の
前の娘を見つめた。娘は彼の言葉で心が張り裂けていた。彼は彼女にとても粗野に話して
いた。この男のためならば、どんな無理をしてでも、一つの微笑を、一つの親しい視線を
得ようとしたであろうその男が語っていた。軽視を下手に隠して、彼は彼女の父親につい
て話していた。彼の言葉は頑固な利己主義者の話しであった。しかし彼の語る無愛想な調
子が室内に響いたとき、彼の申し出は彼女達の救いのない状況にとってなお変わらず一つ
の幸運であるという思いに襲われた。そして愛する心の千里眼で彼女は申し出の裏に或る
意見を感じた。それは彼女には理解できなかったが、しかし遠方からの希望の光のように
彼女の痛みの深みを照らすものであった。彼がどんなに偽装しようと、彼のやり方から生
じて来るものは卑俗な意味ではなかった。痙攣的な嗚咽は、激しい涙に溶けた。彼女はソ
ファーから立ち上がろうと努め、床下に滑り落ちた。かくて彼女は彼の椅子の横に座って
いて、頭を肘掛けで支えていた。受難に没頭の図であった。あふれ出る涙の中、彼女は言
った、「貴方は騙す人ではありません。私どもをご随意に扱ってください」。
この男の顔に気位の高い微笑が浮かんだ。彼は彼女の上に屈み込み、彼女の頭に腕を絡

ませて、彼女の髪に一つの接吻をして、言った。「戦友殿、私は貴女に自由になって欲し
いのです」。レノーレの頭は彼の胸に滑った。彼女は静かに泣き続けた。彼は彼女を自分
の腕で支えた。最後に彼は彼女の手を握り、心から握手した。「我々二人は今日から互い
に了解し合うことにしましょう。レノーレ、貴女は自由になって欲しい、私に対しても自
由で、ここに貴女を押し込めている他のすべてに対しても自由であって欲しい。貴女は一
人の男を失った、貴女に対して一人の兄弟のように犠牲的優しさを有していた男です。彼
が貴女から離れるのは、私には結構なことです。私は今日は聞きません、貴女が私の妻と
して私の人生と結ばれる気があるか、どうか。貴女は今、自由に自分の心を決められる状
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況にありませんから。気位故にいやとは言えないでしょうし、はいと言って、自尊心を削
ることもならないでしょう。貴女の上に掛かっている呪詛が解けたら、そして私の許に留
まるか、それとも去るか、自由に決められるときになったら、そのとき私はその決定を聞
きましょう。それまでは率直な友情のままです、戦友殿」。
レノーレは立ち上がった。
「今は我々の荘園だけを考えることにしましょう」とフィンクは調子を変えて言った、

「涙を拭いてください。涙は貴女の大きな目の中に私が見たくないものです。私の申し出
の事務的半分を男爵と貴女の母上にお伝えください。遅くとも、明日この時間頃には返事
をください」。
レノーレはドアの所へ行き、そこで立ち止まって、今一度彼の方へ向き直り、彼に黙っ

て手を差し出した。
ゆっくりとフィンクはアントンの部屋に戻った。腕を組んで窓辺に立って、田畑を眺め

ていたアントンに彼は近寄った。田畑は月光の薄明かりの中、眼前に広がっていた。「ア
ントンよ、私が到着した日に君が愛国心について語ったことを覚えているかい」。
「その時からよくそれは話題になったな」とアントンは悲しげに答えた。
「私はよく覚えている」とフィンクは続けた、「この荘園は再びブラツキー氏とやらの

王笏の下に入ってはならない。男爵がその気なら、私がこの支配権を買う」。
アントンはびっくりして向き直った、「それでレノーレは」。
「彼女は両親と運命を共にする。我々はたった今その件を話し合った」。彼は友人に彼

の申し出を語った。
「すべて上手く行く見込みが今出て来た」とアントンは叫んだ。
「待つことにしよう」とフィンクは言った、「向こうでは罪人にとって今煉獄の火が燃

えていよう。男爵の嘆きを聞かずに済むのは幸いだ」。

翌朝早くに従者が友人のそれぞれに一通の手紙を男爵の部屋から持って来た。手紙はレ
ノーレの手によるもので、彼女の父が震える筆跡で署名していた。アントン宛の手紙の中
では、男爵は丁寧に言葉を選んで、病的興奮状態で彼を傷付けてしまったと詫び、そして
アントンがこれまで彼に果たしてきた誠実な仕事ぶりに感謝を語っていた。フィンク宛の
手紙の中では、彼は申し出を受けると言い、署名者の自分をできるだけ早く、自分の病気
故に荘園の管理上生ずる憂慮から解放して欲しいと書いていた。黙って二人の友はこの文
書を互いに見せ合った。
「それで決定されたわけだ」とようやくフィンクは叫んだ、「私は世界の半分を巡り、

至る所、何か難癖を付けて来た。今私はこの砂穴に潜り込んで、毎晩ポーランドの狼ども
に銃火を放とうと思っている。しかし、アントンよ、君は頭を上げて、眼前を見るがいい。
私は今一つの故郷を見つけたが、君も、君の心の最良の部分がある所に戻るわけだから、
ー だから、少年よ、今一度君の責務を考えて見よう。君は盗まれた書類とかの調査の

課題を負っている。二番目の責務を考えてくれ。家族に対し、ここで救出したわずかなも
のを確保するためにできるだけのことをしてくれ。いいかい、ロートザッテル家の古い荘
園の競売の際、すべての抵当権請求者の要求を満たす額となるようにしてくれ。君は去ら
なければならないのだから、今更ここに残るよう要求しない。しかしどんな状況であれ、
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私が住んでいる所は君の家でもあると分かっているだろう。 ー それにもう一つ。私は
行政官を手放したくない。君の雄弁を発揮して、君のこの忠実なサンチョがここに残るよ
う、少なくともこの冬の間は残るようにしてくれ」。
「まだ誰も」とアントンは立ち上がりながら答えた、「私がこの荘園を去ることを知ら

ない。彼がこのことを知る最初の男とならなければなるまい。早速彼の許へ行こう」。
かつて裏切り者のブラツキーが住まいとしていた不潔な部屋は、カールの手で住める空

間に変わっていた。ただ余りにも有益な品物が溢れているという一つの欠点だけがあった。
カール自身がその部屋を美しい薔薇色で塗っていて、壁には老ブリュヒャー[Blücher
(1742-1819)元帥]の肖像画が金縁の中、掛かっていた。その隣りには戦争時や平時の用
具の大収集が見られた。散弾銃に火薬入れ、鋸に斧、定規に曲尺。窓辺には小さな鉋作業
台が置かれていて、かなりのヨーロッパコマドリがあちこち飛び移り、強く黐[膠]の臭い
がした。しばしばアントンはこちらで休んで、ここ数ヵ月人生が辛く思えたとき、カール
のさわやかな度胸の下で英気を養っていた。彼は今日馴染みの壁を見たとき、自分はこの
欲のない誠実な男からも別れなければならないと強く心に思われた。彼は鉋作業台に寄り
かかって、言った。「計算を脇に置いてくれ、カール、一言、話しがあるのだ」。
「ちょっと待った」とカールは叫んだ、「手間取っているのだ。すべての爆弾が爆発し

たような顔をしているな」。
「私はここから去る、我が友よ」。
カールはペンを手から落として、黙って自分の向かい側の真面目な顔を見つめた。
「フィンクが荘園を引き受ける。彼が今日購入した」。
「万歳」とカールは叫んだ、「フォン･フィンクさんがその方なら、 ー 万事問題な

い。心からこの事態を祝福する」と彼は言って、アントンと握手した、「この春には私は
全く別な単純な考え方をしていた。今は異常なしだ。我らの農園も救われた」。
「私もそう期待している」とアントンは微笑して肯定した。
「しかし貴方は」とカールは続けた。そして彼の表情は突然不安げになった。
「私は我らの首都へ戻る」とアントンは答えた、「そこで私は男爵のためになお若干の

仕事を片付けなければならない。それから或る帳場で席を探すことにする」。
「我々は一年間一緒にここで働いた」とカールは悲しげに言った、「貴方は難儀されて、
他人が収穫を得ることになる」。
「私は自分にふさわしい所に戻る。しかし親愛なるカールよ、今問題なのは、私ではな

く、そなたの将来のことだ」。
「私は勿論貴方と一緒に行く」とカールは叫んだ。
「私が来たのは、そなたにそうしないよう頼むためだ。我々両人が一緒に何か商売を始

めることができるのであれば、全力でそなたを私の側に置けるようにするだろう。しかし
それはできない。私は自分の働き口を探さなければならない。私は自分の財産で独立した
地位に就ける状態になれなかった。私の有していたわずかなものの一部も消えてしまった。
私はこちらに来たときよりも、豊かになって去るわけではない。だから我らが故郷に戻っ
ても、互いに分かれることになろう」。
カールは首を垂れて、熟考した。「アントンさん」と彼は言った、「私自身が何も知ら

ないことについて、貴方に語る勇気はないことだが。貴方は私に何度か仰有った。私の父
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は変わり者で、小さな金庫の上に座っていると。それはどうです」と彼は躊躇いながら続
けて、追い入れ鑿を椅子に打ち込んだ。「金庫にあるものが、些少でなければ、 ー そ
れを使用されて、それで何かものになるのであれば、 ー 厚かましい申し出でしょうが、
ー ひょっとしたら私は貴方の相棒として役に立つかもしれません、ただそう思いつい

ただけで、私のことを悪く取らないでください」。
アントンは感動して答えた。「いいかい、カール、そなたがそのような提案をしてくれ

ることは、全く利己心のない考え方だ。しかし私がその提案を受けたら、不正なことであ
ろう。その金はそなたの父親のものだ。父上が同意を与えて、思うにそうなさるだろうが、
それでもそなた自身の生活は、現在のものより、不確かなものとなろう。いずれにせよ、
そなたの父上の財産は、そなたが馴染んだ職業の場合の方が、私への愛情からそなたがま
ず習練しなければならない別の職業の場合よりも、より良い人生を築くことだろう。それ
故、友よ、我々は別れる方がそなたにとってより有益だ」。
カールはハンカチを握って、それから更に質問をする前に、強く咳払いした。「それで

は貴方一人がその金を利用しませんか。きっと立派な利子を生むことでしょう」。
「それはできない」とアントンは答えた。
「それでは私は老父の許に戻って、私の頭を一帯の干し草部屋に突っ込みましょう」と

苛立ってカールは叫んだ。
「そなたはそうしてはいけない」とアントンは言った、「そなたはこの荘園について他

の誰よりも良く承知している。この知識が失われたら、良くない。まさにフィンクは今、
そなたのような男を必要としているのだ。農園は次の夏までは絶対そなたを欠かしてはな
らない。我々がこちらに来たとき、我々は儲けようとしてこの国へ来たのではない、何か
準備するためだ。私の仕事は終わった。そなたの仕事は半ばだ。そなたが今別れたら、そ
なた自身とそなたの仕事に対して、不正なこととなる」。カールは再び頭を垂れた。
「私がここで時折そなたの滞在で申し訳ないと思ったのは、この荘園のもたらすわずか

な報酬だ。これが今から変わるだろう」。
「その点は話さないでください」とカールは誇り高く言った。
「それについて話すことは大事だ」とアントンは言った、「というのは、人間が最善の

もの、自らの力を、自らの活動にふさわしい程度に報われることのない仕事に向けるのは、
良くないことだからだ。これは不健康な人生となる。人間は不安定になるという危機に陥
る。このことは信じて貰えるだろう。だから私はそなたにここに残るように頼む。少なく
とも次の夏までは頼む。その時は農園が今、得るであろう大規模な拡張によって、そなた
の立場に経験のある検査官が就くことになろう」。
「そのときには」とカールは尋ねた、「私も去っていいか」。
「フィンクは相変わらずそなたを掴まえておこうとするだろう。しかしカールよ、そな

たがそのとき去ろうと思ったら、我々が本年互いに良く話したことを思い出してくれ。そ
なたは異郷での生活に慣れた。そなたは新しい地での入植者に必要なことすべてを有して
いる。そなたがもっと大きな責務に駆られていないのであれば、そなたの課題は、我々の
一人としてこの国に残ることだ。そなたがこの荘園を去るときには、異郷[ポーランド]で
土地を購入し給え。そなたにとって簡単な生活ではないだろう。多くの快適さに欠けるこ
とだろう。しかし我々は有能な男が休息して、心地よく藁束を切って過ごす時代には生き
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ていない。そなたは勇敢な心を有し、享受することには慣れていず、働くことに慣れてい
る。そなたはここで手に犂先を持ったドイツ人兵士となるべきだろう。我らの言語と習慣
の境界石を我らの敵に対して更に先へ広げるドイツ人兵士だ」。ー 彼は手で東を指した。
カールは友人に手を差し出して、言った。「私は残る」。
アントンは行政官の住まいから出て来ると、レノーレがドアの前に立っていた。「貴方

を待っていたのよ」と彼女はアントンに向かって急いで叫んだ。「私の所に来てください
な、ヴォールファルト。貴方がまだここにいる間は、貴方は私のものよ」。
「貴方の言葉がもっと親しげなものでなかったら」とアントンは答えた、「貴女は心の

中で私が去ることを喜んでいるのだろうと思ったことでしょう、親愛なる御令嬢。久しく
かくも元気な貴女を見たことがなかったものですから。明るく、赤らんだ頬をして出迎え
てくださっている。黒い服も消えましたね」。
「これは一緒に橇で行ったとき、私が着ていた服です。当時貴方は喜ばれた。私はうぬ

ぼれているのよ」と彼女は悲しげに微笑して叫んだ、「貴方に残す最後の印象は陽気なも
のにしたいの。アントン、私の青春の友、私が久しぶりに過ごす最初の憂いのないまさに
その日に、私どもは別れなければならないなんて、何という不幸せでしょう。荘園が売れ
て、今日また私は息をつける。 ー ここ数年何という生活だったことでしょう。いつも
友や敵から苦しめられ、圧迫され、辱められて来た。いつも何か借りがあり、それは現金
であったり、感謝であったりした。ぞっとする。貴方に対してではありません、ヴォール
ファルト。貴方は私の青春の友、たとえ貴方が不幸になって苦しんだとしても、私は幸せ
でしょう、たとえ貴方が私に叫んで、私に向かってこう言っても、今私はあなたを必要と
している、今来ておくれ、野生児のレノーレ、と。 ー 私はもはや野生児とはなりませ
ん。私は貴方が私に仰有ったことをすべて考えることにしましょう」。そのように彼女は
興奮して彼に語りかけた。そして彼女の目は輝いていた。彼女は彼の腕に寄りかかってい
た。今までしたことのなかったことである。そして彼を中庭のすべての部屋へ連れて行っ
た。「行きましょう、ヴォールファルト。農園を通っての最後の歩行です。私どもの農園
だった。 ー この額に白毛斑のある雌牛は一緒に購入したものだわ」と彼女は叫んだ。
「貴方は購入の際、私の意見を求めた。それはとても嬉しかったわ」。
アントンは頷いた、「私ども二人は詳しくは分からなかった。それでカールが決め手を

出さなければならなかった」。
「何てこと言うの。貴方がその金を払って、私が最初に干し草を与えたのです。だから

これは私ども二人のもの。 － もう一度この黒い子牛を御覧なさい。とても可愛い。シ
ュトゥルムさんは脅したのよ。この耳を赤く塗って、全く小さな悪魔に見えるようにしよ
う、と」。彼女は子牛の前にしゃがんで、それを抱き寄せ、撫でた。突然立ち上がって、
叫んだ。「何故この子牛を可愛がるのか分からない。もはや私のものではなく、別な人の
ものなのに」。しかし彼女の怒りの裏にはいたずらのようなものが響いていた。彼女は彼
を更に連れて行った。「ポニーの所へ行きましょう」と彼女は頼んだ。「私の哀れな小さ
な動物。私が私どもの庭園で貴方の後をポッカポッカ歩んだ日から、このポニーは年を取
ってしまった」。
アントンはこの動物を愛撫した。ポニーはその頭を彼に向けたり、レノーレに向けたり

した。
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「当時どのようにして私は貴方とポニーで出会ったか、ご存じですか」とレノーレは馬
の背中越しに尋ねた。「偶然じゃなかったのよ。私は貴方が灌木の下に座っているのを見
たの。今日そのことは言って良いでしょう。それで私は考えた。よっしゃ、可愛い少年だ。
一度見てやろう。それであのようなことになったのよ」。
「そうでしたね」とアントンは言った、「イチゴが出て来て、湖となった。私は貴女の

前に立っていて、イチゴを押し込んだ。何か泣きそうになった。でもそれでも私の心は貴
女のことで喜びで一杯でした。とても美しく、威厳があって、私の前に立っていらした。
私はただひらひらした服に短い袖の貴女が目に浮かびます。白い腕には黄金の腕輪があっ
た」。
「あの腕輪はどこかしら」とレノーレは真面目に尋ねて、頭を馬の首で支えた。「貴方

が売ったのよ、意地悪なヴォールファルト」。 ー 涙が彼女の目からこぼれた。彼女は
両手でポニーの背中越しに友の手を握った。「アントン、私どもは子供のままではいられ
なかった」。それから彼女は片手で彼の頬に触れて、叫んだ。「私の心の友、お達者で。
さようなら、少女の夢よ、さようなら、汝軽やかな春の時よ。私はこれから庇護者なしに
世間を渡って行くことを学びます。 ー 貴方に恥をかかせないようにします」と彼女は
より平静に言った、「いつも分別を持つようにします。良い家計も考えます。明日から始
めます。台所のバベッテの許へ行きます。貴方はそれが好みだと分かっているから。そし
て節約します。また各頁に三本の長い線を引いて、帳面を付けましょう。すべて書き留め
るつもり。この倹約は些細なことでも必要ですからね、ヴォールファルト。ああ、哀れな
母上」。彼女は両手を揉んで、再びとても苦悶して見えた。
「野外に行きましょう」とアントンは頼んだ、「都合が良ければ、森へ行きましょう」。
「森へは行かない、森林官地には行かない」とレノーレは厳かに言った、「でも新分農

場に一緒に行きましょう」。
かくて二人は一緒に田畑を越えて行った、「今日は私を案内してください」とレノーレ

は言った、「貴方を離さないから」。
「レノーレ、別れが本当に辛くなります」。
「本当に辛いのかしら」とレノーレは喜んで尋ねて、すぐその後、頭を振った、「いい

え、ヴォールファルト、そうではありませんよ。貴方は心の中でよく私から離れたがって
いた」。
アントンは驚いて彼女を見つめた。
「私は分かっていたの」と彼女は親しげに叫んで、彼の腕をこっそり抱いた。「私には

良く分かっていた。私と一緒にいるときでも、貴方の心は必ずしも私の許にはいなかった。
時々はいたこともあったわ、かつて橇で行ったときは、多分ね。でももっと頻繁に貴方は
別の女性のことを考えていた。貴方がある種の手紙を受け取ったとき、貴方は急いで読ん
でいた。あの殿方は何という名前ですか」と彼女は尋ねた。
「バウマン」とアントンは無邪気に答えた。
「当たり」とレノーレは叫んで、再び彼の腕を抱いた、「それで私はしばらくとても不

幸な思いをしたのをご存じですか。私は愚かな子供でした。 ー 私どもは賢くなったわ
ね、ヴォールファルト。私どもは今は自由だから、お互いに腕を取って行きましょう、親
愛なる友の方」。
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二人が新分農場に着くと、レノーレは代官の妻に言った、「彼は私どもから去って行き
ます。貴女が彼のために摘んだ花束で、この荘園で最初の喜びを得られたと彼は私に語っ
ていました。彼のために今度は最後の花束を取って来てください。私自身は花がなくて、
私の手では花が育たないの。ここの納屋の奥では、荘園にある庭園の花すべてが花咲いて
いますね」。
代官夫人は再び小さな花束を結び合わせて、それを膝かがめの礼をしてアントンに渡し

て、憂わしげに言った、「丁度また一年前のようになりますね」。
「でも彼は去るの」とレノーレは叫んで、脇を向いて、ハンカチを目に当てた。
アントンは代官と牧人と心からの握手をした。「健気なお二方、私のことを好意的に思

い出してください」。
「貴方はいつも親切でした」と代官の妻は叫んだ。
「人間と動物どもに食べ物を」と牧人は帽子を取りながら、語った、「それにとりわけ

思慮と秩序をもたらされた」。
「貴殿らの将来のことは考えてあります」とアントンは言った、「貴殿らは私より有能

な領主を得ることになります」。最後にアントンは更に代官の縮れ毛の少年に接吻して、
戸棚にある小さな貯金箱を持って来させ、心ばかり差し入れた。子供は彼の上着をしっか
り握って、彼を放そうとしなかった。
帰路アントンは言った、「別れであっても何か気が楽になるのは、荘園が今得ている未

来のことです。まだ不安定な貴方らの生活も幸せに解決するであろうと予感して期待して
います」。
レノーレは黙って彼の傍らを行った。ようやく彼女は尋ねた。「今度この荘園の領主と

なる方について貴方とお話ししていいですか。貴方らはどうしてお友達になったのか知り
たいわ」。
「私は、彼が私に対して行った不正が我慢できなかったので、それでこんな仲になりま

した。私どもの関係は固いものです。私が彼の些細な点はすべて大目に見るけれども、最
も大事な点では固く私自身の信念を曲げないからです。彼はすべての力と自負心には高い
敬意を払います。判断や意志の弱さが見られるときには、彼は容易に頑固になります」。
「そのような方に女性はどのような芯の強さを見せられましょう」とレノーレは悄然と

して尋ねた。
「そうですね」と思案してアントンは答えた、「彼に情熱的に身を任す女性にとっては

はなはだ面倒なことになりましょう。反抗や我意と見える一切を彼は辛辣に厳しく砕くで
しょうし、負けた女性には容赦しないでしょう。しかし彼にとって品位ある志操の保持の
見られるときには、彼はそれを尊重しましょう。彼の将来の妻たる女性に助言する立場に
いつか立ったなら、まずこう助言しましょう。女性にとって大それた大胆なことと思われ
ることすべてをまさに彼に対しては用心することだ、と。容易に打ち解けてくれるからと
いって余所の女性なら彼の気に入る場合でも、それは彼の妻の場合、最も彼の気に入らな
いこととなりましょう」。
レノーレはより一層固く彼に寄りかかって、頭を垂れた。そのように両人は深く沈黙し

て城へ戻った。
午後アントンはカールと並んで、今一度田畑や森を通って行った。いつも彼は荘園での
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生活を異郷での滞在と感じて来た。それで今分かれるべき時になって、すべてが自分の故
郷のように馴染み深く思えた。至る所に自分がこの年に手配した箇所を見いだした。田畑
や家々や動物、用具に彼の仕事が刻印されていた。彼は田畑でできた小麦を売っていた。
自分が雇った下僕が耕すときの新しい犂を発注していた。向こうの屋根は彼が葺いたもの
であった。こちらの傷んだ橋は改修したものであった。新しく或る活動に参入する誰もが
そうするように、彼は新たに獲得した知識に基づいて、好んで案を練っていた。荘園のす
べての部分に計画や希望や幸運を約束する企画が見られた。いつも彼は自分が性急に引き
受けたこの仕事に、ほとんど予備知識がないと嘆いていた。しかし今この仕事から解放さ
れると、ただ自分にとってどんなに相性のいいものであったかと感じた。 ー 森林官地
で彼は更に一時間この立派な老公と語り合った。外では森が木々の葉を散らし、自然の元
気な緑色を変色させていた。この老公の周りでは森が緑をなしていた。晩年の男性の力を
漲らせてこの反抗的森の男は彼に向かい合っていた。小門での別れの際に森林官は言った、
「貴方が最初にこのドアに手を置いたとき、我らの上の木々がかくも立派に根付くとは思
っていなかった。私も他の人々と一緒に生きることになろうとは思わなかった。貴方のお
蔭で死ぬのが難しくなった、ヴォールファルトさん」。
別れの時が来た。アントンは男爵を部屋に訪ねて、短い儀礼的な別れをした。レノーレ

は全く優しい感情に浸っていて、フィンクは心から兄弟のように彼に接した。アントンが
彼の側に立って、感動してレノーレを見やると、フィンクが言った、「安心しな、友よ、
私はここで少なくとも、君の代わりとなるように努めることにしよう」。フィンクとレノ
ーレが去るアントンに馬車まで同行した。アントンは今一度城を見た。城は灰色の秋空に
陰気にかつて彼が到着したときのように荒涼たる平原に立っていた。それから彼は馬車に
飛び乗り、最後の握手をして、さようならとなった。カールが手綱を執って、彼らは納屋
の側の村道を行き、村[城]が消えた。劣等な村の小屋の列、小川の橋や森、これらすべて
を長い時間の見納めとした。森の外れ、荘園の境、道がクーナウとノイドルフに分岐する
所でカールは止めた。男達の一団が境界石に集まっていた。荘園の郎党で、森林官、代官、
牧人、それに数人の隣人と一緒のクーナウの鍛冶屋、それにノイドルフの村長の息子であ
った。
喜んでアントンは馬車から降りて、今一度仲間に挨拶した。「貴方に挨拶するよう父に

送り出されました」と村長の息子が言った、「父の傷は快方に向かっています。しかしま
だ部屋から出られません」。クーナウの鍛冶屋は最後のさようならを呼びかけた。「ドイ
ツにいる我らの同郷人によろしくお伝えください。我らのことを決して見棄てないでくだ
さい」。
黙って、彼の到着の日同様にアントンは彼の忠実な友の傍ら、国道を向かって行った。

彼は今や自由であった。こちらに引き寄せた魔力から解放され、幾多の先入観から解放さ
れていた。しかし彼の自由は空中の小鳥のようなものであった。彼は一年間休みなく働い
ていた。そして今やこちらで従事して来たすべてのものから放れなければならなかった。
彼は自分の人生の直線から離れて、別な人々のために活動して来た。今や自ら新たな仕事
を探すために去るのであった。彼は新たに始めなければならなかった。彼が自分自身の将
来をこの一年間で強化したのか、弱体化したのか、これはまだ疑問符が突いていた。彼は、
より安定した、形式化された、健康な生活は自立した活動の中で、いかに高い価値を有す



- 467 -

るものか、身に染みて知らされた。そして今や自分が一年前よりもこの目標に遠ざかって
いることを感じていた。彼は自分が独力で大胆な賭けをしたと承知していた。そしてこの
考えが、最近の過去の像を覗くとき、鏡に物憂い息吹のように浮かんで来た。しかし彼は
自分がしたことに後悔していなかった。彼は失ったものもあったが、しかし得るものもあ
った。彼は未開拓の平地に新たな人生を築くことをやり遂げていた。彼は自分の民衆の新
しい入植地を築く加勢をした。彼は自分の愛する人々に或る安定した未来への道を切り拓
いた。彼自身は、より成熟し、より経験を積み、より平静になったと感じた。そのように
彼は自分を故郷に導く馬の頭越しに考えていて、自らに言った、「前進だ。私は自由だ、
私の道は今や明瞭だ」。

2.

一方アントンの家の精である革色の猫は悲しげにその土台に立っていた。憤怒と騒音で
一杯の一年が過ぎ去った。猫はこれに何も気付いていなかった。頭を垂れて、猫は空の部
屋を見ていた。巻き上げブラインドは降ろされたままで、陽光が猫の小さな耳に触れるこ
とはなかった。部屋で動くものは埃しかなく、埃は窓から侵入して、しばらく猫の周りで
旋回し、ようやくその石膏の皮や、書き物机、床の絨毯に沈んだ。石膏にとっては厳しい
年であった。石膏は孤独の中で沈没してしまって、そのずる賢い小さな目も滑らかな毛皮
も汚れた埃の下、時に親切な訪問があって手助けに来なければしかと分からぬものになっ
ていたかもしれない。というのは静かな夕べに巡回して来るランタンの明かりがこの猫の
髭を金色に染めていたからである。そのときには、優しい手が猫の毛皮を愛撫して、部屋
の窓は十五分間開けられ、若干の月光が部屋に侵入し、そして奉公の少女達の幾つかの海
綿やブラシが素早く床にかけられたのである。それからその猫は少しばかり呻って、すぐ
その後、自分の見棄てられた状態が心に重くかかり、再びその不動の状態に沈んでいた。
今日は爽やかな月光の夜で、家の皆が眠っていた。すべての部屋や小部屋で人々は休息

に就き、皆が眠り、ビロードの小さな帽子の老父がその子供をまだ膝に乗せていたとき、
すでにこの商会の子供と言えたその彼が家路の用意をしているとは、誰も考えていなかっ
た。商店の誰一人考えていず、多くがそれを願っていると知る者もいなかった。しかしこ
の大きな店は知っていた。そして夜すべての隅で動き出した。薪がパチパチ燃えて、回廊
で物音がし、かすかにすべての板囲いの中で働き出し、月光が今日すべての通路を鈍い銀
色で覆い、ごく内密の隅で薄明かりの光が震えた。
今夜黄色の猫を目にした者は、多分驚いたことだろう。猫は自ら舐め、毛並みを整え、

強張った小さな脚を前に出し、尾を陽気に上に上げた。最後に書き物机から下に飛び降り、
部屋のドアから外の中庭へ出た。厳かに猫はすべてのこの店の通路や穴の中を歩いた。猫
がやって来ると、活気づき、このような建物では避けがたい家の精のすべての小さな賎民
が皆、動き出し、興奮して行き交った。灰色の影のような一寸法師が暖炉の穴から出て来
て、筆記部屋の写字台の下へ忍び出た。彼らは階段や通路を綺麗に掃除し、眠っている下
僕の横で番をしている昔からのプルートーの周りを行き、それでこの大きな犬は眠り込む
ことができず、うなり声と小さな吠え声で精の一寸法師達の作業を見つめた。
そして猫はザビーネの寝室の側を通りかかり、小声でみゃーと鳴いた。人間には聞こえ
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なかったが、しかしザビーネのランプの窪みに住んでいる小人は、出て来ず、頭を振って
ぶつくさ言った。「嬉しくはないぞ」。そして商店主の部屋でも家出者の到着を祝う善良
な意志は見られなかった。いや、そこに住む静かな民は、これは誇り高く、鍵穴越しに猫
を罵った。しかし石膏の猫は意に介さなかった。残りの店全体が意に介さなかった。大き
な秤の上には数多くの陽気な一行が座っていた。店の小人たる者、勤勉なこの店にはこの
ような類いが多くいたが、今日は大きな祝典に集まっていた。そして中央にはこの猫が座
っていて、うなり声を上げて輝いていて、喜びの余り自らを舐め、集会の最も陽気な者達
は秤の棹にまでよじ登り、店主の部屋に対し顔をしかめた。いや、彼らの寵児のザビーネ
に対してまで顔をしかめた。
誰も彼が戻って来るであろうと知らなかった。しかし店は気付いていた。店は飾り付け

られ、帰って来る者を受け入れるためにドアを開けていた。
それはその翌日の夕方頃であった。ザビーネは自分の宝庫の開けられた戸棚の前に立っ

ていた。彼女は新しいテーブルクロスを整え、そのセットの番号に関する薔薇色の札を結
び付けていた。勿論彼女は何も知らず、何も予感していなかった。彼女の白いダマスク織
りは今、銀のように、繻子のように輝いていた。古い家系の杯から持ち上げた磨かれたガ
ラスの蓋は、鐘のように楽しげな音色を立てた。そしてその震動は更に長いこと大きな戸
棚の木材の中で余韻を残した。陶器のカップに描かれた肖像画はすでに今日例外的に陽気
に見えた。マルティン・ルター博士、黒魔術師のファウストは顔を歪めて笑っていた。ゲ
ーテ[あのシラー]でさえ微笑しており、いかに老フリッツ[フルードリヒ大王]が高笑いし
ているか言うまでもなかった。戸棚のすべての引き出しが輝き、微光を発していた。すべ
ての古いグラスの鉢は秘かな移動と響きを感知していた。ただザビーネは何も気付かなか
った。店の賢い女主人は小さな精が知っていることを少しも知らなかった。それとも彼女
はそれでも何か予感していたのか。聞き給え。彼女は歌っている。長いこと彼女の唇から
楽しげな歌が漏れたことはなかった。しかし今日彼女の心は軽かった。彼女が自分の前の
戸棚に置かれているグラスと銀器の輝かしい一軍を見ると、何か多彩な光輝が彼女の心に
落ちた。彼女の唇は動いて、森の小鳥の歌声のように、微かにこの小さな部屋で子供時代
からの一つの歌が響いて来た。戸棚から彼女は突然窓際へ歩み寄った。そこには安楽椅子
の上に彼女の母親の肖像画が掛かっていた。彼女はその絵を楽しげに見つめ、母親の見て
いる前で子供の歌を歌った。それは母親が安楽椅子からかつて小さなザビーネに歌って聞
かせたものと同じであった。
そのとき玄関を通って、隠された人影が過った。開けられた商品のドームの中ではバル

ブスが立っていた。彼が今や大きな秤の周りで差配するのである。彼は半眼で人影を見て、
不思議に思った。「あれは少しばかりアントンに似ている」。店の下僕達は箱に釘打ちし
ていて、最年長者が偶然振り向いて、ランタンで壁に映し出された影を見て、一瞬打つの
を止め、言った、「あたかもヴォールファルトさんのようであった」。そして奥の中庭で
は犬が甲高く吠え、飛ぶのが聞こえた。プルートーは我を忘れて下僕達の許に駈けて来て、
尾を振り、吠え、彼らの手を舐め、犬なりに話しをすべて語った。しかし下僕達は何も気
付かず、一人が言った、「霊かな、何ももう見えない」。
するとザビーネの小部屋のドアが開いた。「貴方なの、フランツ」とザビーネは、歌を

止めて尋ねた。誰も答えなかった。彼女は振り向いて、彼女の目は緊張して不安げに、ド
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アの許に立っている男性の姿を見つめた。すると彼女の手は震え、椅子の背もたれを掴ん
で、じっとしていた。彼は素早く彼女の許に行き、情熱的仕草で、自分が何をしているか
分からず、彼女が沈み込んだ椅子の横に跪いた。そして自分の頭を彼女の手の上に置いた。
それはアントンであった。誰も一言も言わなかった。優しい霊を見るようにザビーネは

跪いている男を見下ろして、そっと別の手を彼の肩に置いた。部屋の中では輝き、響き続
けた。ランプは商会の二人の子供に明るい光輝を放った。肘掛け椅子の上の主婦の肖像画
は親しげに二人を見下ろしていた。
彼女は何故来たのか尋ねなかった。彼を追いやった魔力から解放されたか尋ねなかった。

彼が彼女の前に跪き、彼の率直な目で不安げに、優しさを一杯に湛えて彼女の目を求めて
見ているとき、彼女は察した。彼は店に、兄の許に、彼女の許に戻って来た、と。
「長いこと異郷にいらしたですね」と彼女は嘆いて言った。しかし顔に至福の微笑を浮

かべていた。
「いつも私はここにいました」とアントンは情熱的に叫んだ、「この壁から別れたその

時すでに私は予感していました。私にとって安らぎと幸せを意味するすべてを放棄した、
と。今、抗い難く貴女の近くに引き寄せられています。私の中でそれはいかなるものか言
わざるを得ません。貴女を私は、貴女の間近で暮らしていたとき、神聖な像のように崇拝
していました。貴女への想いが異郷でも私のお守りでした。その想いが、孤独の中、混乱
した生活の中、大きな試練の中、私を守って来ました。貴女の姿が、私と別な相手との間
の救済となったのです。しばしば私は貴女の目が私に当時と同じように向けられているの
を感じて来ました。貴女に私自身への救助を求めたあの当時の目です。しばしば貴女の手
が上がって、手が合図し、私を誘っている危険を警告しました。私が自分を見失わなかっ
たとすれば、ザビーネ、貴女のお蔭です」。
[再び彼は彼女の手の上に屈み込んだ。ザビーネは彼をしっかりと掴まえて、彼の頭の上に小声で語った。「私友の方、親愛なる友

の方、私ども両人は同じことを経験しなければならなかったのです。私どもは夢を見て、私どもの感情と闘いました。そして私どもは

決意したのです。私ども二人は克服したのです。何と貴方は苦しまなければならなかったことでしょう、友の方」。

「いいえ」とアントンは叫んだ、「それは同じ苦しみでなく、同じ力でもありません。私は当時、貴女を見て、崇拝していました。

一方貴女は静かにしっかりと自分を信じていらした。私は弱い、欲望の多い男でした。私は、貴女への思い出が私の魂の中で生きてい

なければ、どんな風になっていたか、分かりません。遠方で貴女の性格が私に及ぼす力はますます大きくなりました。ただ貴女のこと

を想っていたが故に、私は自由になったのです」。

「私の場合も丁度そのようだったとご承知でしょう」とザビーネは尋ねて、彼を優しく見つめた。

「ザビーネ」とアントンは夢中になって叫んだ。

「いや、これは貴方の真面目な容貌です」と娘は叫んだ、「本当に貴方の面影には鉄の時代の痕跡が窺われます」。 ー 彼女は立ち

上がった、「私どもは貴方の英雄的な行動を耳にしました。この長い年月、私どもには短い挨拶しか寄越してくださらなかったけれど

も」。

「他に仕様のないことです」とアントンは熱く遮った。

ザビーネは彼に頷きかけた。「貴方の親しい方達からもたらされる知らせにはすべて聞き耳を立てていましたよ。この安全な壁の中

にいて、外で厳しい敵の中で暮らしながら、憤激した相手の攻撃すべてに晒されている友の方を考えていたら、 ー ヴォールファル

ト、ヴォールファルト、貴方と再会できて嬉しい」。

「今、別の男が荘園を得て、寄る辺ない者達の面倒を見ています」とアントンは答えた。

「そのようになることが天の采配なのでしょう」とザビーネは叫んで、優しく喜んで再会した相手を見た]。
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この店の単調な生活の中で、彼女は数年間、アントンに心からの愛着を抱いていた。彼
が彼女から去って以来、自分が彼を愛しているのを知り、静かに覚悟して、再びその痛み
を心の中に閉ざしていた。彼女の愛も、彼女の諦念も、規則的な店で表面に出て来ること
はなかった。心の中でのことは、一つの視線にも、一つの表情にもあからさまにしなかっ
た。それは人間の貸借が正確に何の感情も伴わずに帳面に記される一つの商会の子供にと
って自明のことであった。今や、再会の喜びの中、彼女の抑制された性格から情熱の花が
開いた。彼女は輝く喜びの中、立ち上がり、彼と再会した幸せのみを考えていた。彼女は
自分の喜びの中、アントンの青白い面影に更に別の情念がうずいていることに気付かなか
った。彼はその情念を感じたが、ただそれを永久に手放すためであった。
相変わらずザビーネは彼の手を取っていた。彼女はガラスの画廊を通り廊下を渡って兄

の仕事部屋まで彼を連れて行った。
ザビーネ、汝は何をしているのか。この家は立派な家だ。しかし詩的に感じ、容易に感

動し、両腕を素早く広げて、中で跪くために真っ直ぐにやって来る者を心に抱き締める家
ではない。素面の散文的な家なのだ。要するにここでは要求され、拒絶される。そして誇
り高く、厳格な家なのだ。そのことを考えなさい。汝が汝の友を導く許には優しい歓迎は
ないのだ。
そのことをザビーネも感じた。彼女の足は、ドアを開ける前に一瞬躊躇った。しかし彼

女は素早く決心して、アントンの手を固く握りながら、敷居を越えて引いて行き、幸せな
顔をして、彼女は兄に呼びかけた。「ここに彼が、彼が私どもの許に帰って来ました」。
商店主は自分の仕事机から立ち上がった。しかし机の許に立ったままで、彼が最初に語

ったのは、冷静で冷淡な、命令の調子の次の言葉であった。「私の妹の手を放しなさい、
ヴォールファルトさん」。
ザビーネは後ずさった。アントンは部屋の中央に一人立っていた。そして感動して商店

主を見つめた。この男の力強い形姿は、昨年の間に老化していて、髪は灰色となり、容貌
は更に皺が刻まれていた。彼をかくも変えた闘いは小さなものではなかった。「貴方の不
機嫌を畏れながらも、ここに参りましたのは」とアントンは語った、「貴方と貴方の商会
に再会しようという私の憧れがいかに強いものであったか、御覧頂くためです。以前貴方
の不興を買いましたが、今この時はそれをご放念ください」。
商店主は妹に向かって言った、「ザビーネ、去りなさい。ヴォールファルトさんと話す

べきことは、二人だけで済ませたいから」。ザビーネは兄の許へ素早く寄って、真っ直ぐ
に彼に向かい合った。彼女は一言も言わなかった。しかし固い決意の読み取れる明るい眼
差しで彼の顰めた目を覗き込んで、それからその部屋を去った。商店主は陰気に彼女を見
送って、アントンの方を向いた。「ヴォールファルト、どうして我々の許へ戻って来たの
だ」と彼は尋ねた、「貴方は貴方の若々しい情熱が夢見ていたものを、その国では見いだ
せなかったのか。そして今、市民の家で幸せを求めにやって来たのか。以前は貴方の要求
にとっては簡単すぎると思われた幸せを。貴方の友人フィンクが男爵の荘園を手に入れた
と聞いている。フィンクが貴方を我らの家に戻したのか。貴方が向こうで彼の邪魔になっ
たから」。
アントンの額は曇った。「幸せを求める数寄者として貴方の前に私は立っていません。

そのような嫌疑を発せられるのは不当なことです。そんな嫌疑には耐えられません。貴方
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はもっと好意的に私を判断された時代がありました。貴方を訪問したのはあの時代を想っ
てのことです。今その時代を考えて、貴方の侮辱的言葉を忘れましょう」。
「貴方は以前私に語っていた」と商店主は続けた、「貴方は私の商会とこの家を自分の

故郷のように感じている、と。そして貴方はここに、ヴォールファルト、つまり我々の心
と仕事の中に一つの故郷を有していた。貴方は軽く昂揚して、我々を見棄てた。そして我
々は、悲しみながら、重たい心で、貴方と同じことをしたのだ。何故戻って来たのだ。貴
方は我々にとっては他人とはなり得ない。我々は貴方を好いていたし、私は個人的に貴方
に深く恩義を感じている。貴方はその昔からの友ではもはやあり得ないのだ。貴方自身が
貴方を我々と結び付けていた絆を強引に断ち切ったからだ。貴方は私に対し、まさに私が
そのようなことはよもやあり得ないと思っていたときに、貴方を私と結び付けているもの
は単に簡単な契約関係に過ぎないと悟らせたのだ。貴方は今何を求めている。貴方はまた
私の帳場で一つの席を得たいのか。それとも、そのように見えるが、更にもっと求めてい
るのか」。
「私は何も求めていません」とアントンは感情を奔出させて、叫んだ、「貴方との和解

しか求めていません。私は帳場での席は求めていません。他は何もありません。男爵の荘
園を去る時になって、私は確信したのです。私の最初の道は貴方の店でなければならない、
と。次の道はまた出て行って、どこか別の所で活動の場を求める、と。この一年で私は多
くを失ったとしても、自尊の念は失わなかったのです。たとえ貴方が、私の心が貴方の許
へ導いたように好意的に対応してくださったとしても、今貴方が私から聞き出そうと思わ
れていたことと同じことを最初の面会のとき話したことでしょう。私はここに留まること
はできないと承知しています。私はそのことを、この店のことを考えるたびに、異郷でそ
う感じていました。私はこの壁の中に入って以来、貴方の妹と再会して以来、それ以来私
はここに残ってはならない、さもないと不正直なことになると承知しています」。
商店主は窓辺に寄った。そして黙って外の夜を見つめた。彼が向き直ったとき、彼の顔

から厳しさが消えていた。彼は試すような視線で、アントンを見た。「それは正直な発言
だ、ヴォールファルト」と彼はようやく言った、「そして正直に考えていたとも、願おう。
そして同じように率直に私も言おうと思う。貴方が我々から去ったのは、今でも残念だと。
私は年長の者が年若の者のことはめったに知らないほど、貴方のことをよく承知している。
私の目の下、この商会で貴方は成長した。私は貴方の情感の純粋さを信頼できた。貴方の
魂には不正直な考えは根付かないと承知していた。今この時、親愛なるヴォールファルト
よ、貴方は私にとって見知らぬ者となってしまった。そう貴方に言うことを許して欲しい。
無軌道な欲望が貴方を諸状況に誘惑した。この諸状況は私が承知していることすべてに照
らしてみて、そこに暮らすすべての者にとって不健全なものに違いないものだ。貴方は良
心の枠がしばしば我々の許でよりも広い地方、人間的諸関係がしっかり秩序立っていない
地方で安寧の砕けた管理を行って来た。貴方は破産した借財人に頼られて来た。この借財
人は立派な男の幾多の特性を保持していたかもしれないが、しかし絶望的人間達との劣等
な仕事をする中で、私の商会では名誉と呼ばれるものを失った男だ。貴方の実直さで、向
こうでも貴方の確信にもとるようなことをすることは拒んで来たと私は喜んで想いたい。
しかし、ヴォールファルト、私は貴方にすでに以前に話したことを繰り返すが、弱者や劣
等な者達の間での継続的活動はいずれも名誉ある男をも危機に陥らせるのだ。次第に、気
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付くことなく、より安定した状況にある者なら遠ざけようと思うものが、我慢できるもの
に思えるのだ。やむを得ない状況に追い込まれて、他の所なら簡単に決意して拒絶する方
策に同意するようになる。私は確信している。貴方は世間が正直な商売人と呼ぶ者であり
続けた、と。しかし貴方の商売人としての名誉という誇り高い純粋さを、これは残念なが
ら我らの商売世界では一種の気取りと見なされているが、これを貴方が保持して来たか、
私は知らない。そして貴方と再会するこの時に、私はこの点に懸念を抱かざるを得ず、そ
してこの懸念を貴方に告げなければならない、そのことがこの再会を私にとって辛いもの
にしているのだ」。
アントンは手にしているハンカチのように白くなった。そして答えるとき彼の唇は震え

ていた、「十分です、シュレーターさん。貴方が私に最初の再会のとき、敵に対して言う
ような極めて辛辣なことを仰有るのが、この家に再び入れない不正を私が行ったというこ
との一つの証明です。いや、貴方の仰有る通り、この期間ずっと、私には貴方の言及され
た危険が周りに漂っているという感情が残っていました。この年月の間、私が関心を抱か
なければならない仕事は、私が奉公している男性を尊敬させるものではないということを
最大の不幸として感じていました。しかし貴方に対して、貴方に劣らず誇り高く、こう答
えることができます。試練に臆して試練から引き下がる男の純粋さは何の価値もない、と。
そして私が侮辱や苦い感情に満ちた一年から自分を救出したとすれば、それはまさに、自
ら試練を受けたという誇りであり、自分はもはや少年のように本能や慣習から行動するの
ではなく、男として、原則に基づいて行動するという誇りです。私はこの一年で、自分に
対し、以前は有していなかった信頼を得ました。そして私は、自ら自尊を学び得たので、
それで今は貴方にこう申し上げます。貴方のご懸念はもっともである、と。しかし私は貴
方がそのご懸念を発せられて以来、異郷でも貴方の家と結ばれていると感じていた私の絆
を断たれていると見なします。私は去ります、この場には二度と入りません。ご機嫌よう、
シュレーターさん」。
アントンは出て行くために振り向いた。商店主は彼の後を追って、彼の手をアントンの

方に置いた。
「早まるな、ヴォールファルト」と商店主は穏やかに言った、「ポーランド人のサーベ

ルの剣先を私から退かした男が侮辱されて怒って私の店から去ってはなるまい」。
「我々両人に昔のことを思い出させないでください」とアントンは言った、「今は無用

です。私ではなく、貴方自身が再会のとき、侮辱と怒りをもたらしたのです。私ではなく、
貴方が昔から結び付けているものを壊したのです」。
「そうではない、ヴォールファルト」と商店主は言った、「私が私の言葉で、想ってい

る以上に貴方を傷付けたとすれば、それは私の灰色の髪と長年の重たい心労故と免じて欲
しい。貴方のことでも大いに心配したのだ。我々は我々が別れたときのようには、両人と
も再会していない。二人の男が何か心にわだかまりがある場合、それを再会のときに正直
に発すべきであろう。二人の関係が明瞭になるようにな。貴方が私にとって余り大事でな
ければ、私は懸念を隠していたであろうし、私の挨拶はもっと丁重であったろう。しかし
今は貴方にようこそと申し上げる、手を打とう」。
アントンは自分の手を商店主の手に置いて、言った。「ご機嫌よう」。
しかし商店主はアントンの手をしっかりと握って、微笑して言った、「早まるな、まだ
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私は貴方を離さない。 ー 今貴方に残るよう頼んでいるのは、貴方の最も古くからの知
人であることを考えて欲しい」と彼はアントンが相変わらずドアに立っているとき、真面
目に付け加えた。
「今晩は残りましょう、シュレーターさん」と平静にアントンは言った。
商店主は彼をソファーに導いた。「貴方の冒険については幾多のことを耳にした。貴方

の口からもっと詳しく聞きたいと思っている。貴方も我々の具合がどんなものであったか、
興味があろう。まずそれからだ」。彼はその間商会で生じたことを語り始めた。アントン
に彼が示したのは楽しい像ではなかった。しかし彼の報告は、商店主の苦い接待が集結さ
せた冷淡さの一部を取り除いた。というのは商店主が彼にその言葉で何という信頼を寄せ
ているか分かったからである。商店主は、商売人ならめったにしか友人に知らせない幾多
のことに言及した。すべてかなり重要な仕事で、昨年のわずかな儲けと大きな損失であっ
た。
段々と再び平安が戻り、快適さの微光が店中に広がり、すべての善良な家の精が見られ

た。家の精は両男性の物言いの間、びっくりして鼠の穴に這い込んでいたが、今や勇気を
出して、頭を突き出して、秘匿帳簿の精は、他の精達に親しげになり始めた。
いつの間にか、アントンは店の商売に戻っていて、一年のすべての景気を今一度点検し

て、また彼の両頬は赤らみ、彼の色あせた目は輝きを帯び、思わず知らず、あたかもまだ
その一員であるかのように、店の商売について語り始めた。するとまた悲しげな微笑を浮
かべて商店主は彼に手を差し出した。今度はアントンは心から手を打った。和解が結ばれ
た。
「今度は貴方のことについて話そう、親愛なるヴォールファルト」と商店主は続けた、

「貴方は以前男爵のための貴方の活動について語ったが、当時私は苛立って拒絶した。今
は話せる範囲で私に語って欲しい」。
アントンは秘密ではないことを報告した。商店主は、アントンが男爵と彼自身の仕事の

用件に関して言及したすべてを緊張して、いや不安げに聞いていた。アントンは控え目に
語った。というのは心の中で細かい詮索を嫌う誇りが生じていたからである。しかしそれ
でも商店主の心をほっとさせるに十分なことを幾つかサービスした。
「それでは貴方の今後について述べさせて頂きたい」と商店主はようやく始めて、椅子

から立ち上がった。「貴方が私に暗示したことに基づいて、翌年以降私の店で過ごすよう
には要請しない。貴方の加勢はまさに今とても歓迎なのであるが。しかし貴方にふさわし
い職を探すことを私に一任させて頂きたい。一緒に吟味することにしよう。この点ではあ
せらないことにしよう。一方これからの週以降しばらく我々の許に滞在して欲しい。貴方
の部屋は空いている。その中のすべてが元のままだ。いずれにせよ貴方はまだこの月以降、
責務を負っていると聞いている。それでもこの仕事から手が空くこともあろう。ついでに
帳場を手伝う時間とその気があったら、それはとても歓迎だ。 ー 私の家との貴方の関
係に関しては」 ー と彼はより真面目に続けた、「貴方を申し分なく信頼している。貴
方にそのことを明らかにしたいと想っている。それ故にこの提案をしているわけだ」。
アントンは黙って下を見ていた。
「私は貴方に何も嫌なことを要求していない」と商店主は言った、「我々の家政を貴方

はご承知だ。時々一緒に話す機会が必要だ。ザビーネと貴方のために私は数週間昔からの
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やり方の共同生活を願っている。時が来れば、静かな別れとなろう。このことは私の妹の
ために願っている、ヴォールファルト」と彼は率直に付け加えた。
「それでは」とアントンは言った、「残ります」。
一方ザビーネは落ち着かず、部屋の中を行き来していて、兄の仕事部屋での調子に聞き

耳を立てていた。しかしいかにしばしば悲しげな想念が生じようとも、今日その想念は落
ち着くことはなかった。再び炎がはじけて、再び時計の時の音に耳を傾けた。しかし今日
樅の木は陽気に暖炉でパチパチ燃えて、いつにない騒音を立てた。絶えず熾きの小さな歓
喜の火花が舞って、火花は暖炉の戸口の通気孔から部屋の中へ飛んで来た。彼女は悲しく
なかった。彼女は不安になれなかった。というのは再三、時計のチクタクが彼女の想念に
交じってこう告げたからである。彼が帰って来た、彼が、と。
ドアが開いて、叔母さんが急いで入って来た。「あなた聞いた」と叔母さんはが叫んだ、

「本当かしら、フランツが言っているの、ヴォールファルトがあなたのお兄さんの許にい
るって」。
「いますよ」とザビーネは脇を向いて言った。
「また何て秘密めかした振る舞いなんでしょう」と叔母さんは不満で続けた、「トラウ

ゴットは何故こちらに連れて来ないの。それに彼の部屋はまだ何も準備されていないし。
どうしてここに落ち着いていられるわけ、ザビーネ。あなたのことが分からない」。
「待っているのです」とザビーネは小声で言った。しかし彼女自身片手でもう一方の手

を握って、関節の所で押さえていた。手が震えていたからである。
そのとき二人の男の足音が部屋に近付いて、商店主がアントンと一緒に入って、すでに

ドアの所で叫んでいた。「ここに我らの客人をお連れした」。アントンと叔母さんが互い
に喜んで挨拶したとき、商店主は言った。「ヴォールファルトさんは数週間我々の許で過
ごす。私が彼のためにと願う職が見つかるまでだ」。大いに驚いて叔母さんはこの結論を
聞いていた。ザビーネはカップを力強く動かして、自分の動揺を隠した。しかし二人の女
性のどちらも意見を述べず、夕食での活発な会話が、皆に余韻を残している動揺の隠れ蓑
となった。誰もが大いに質問をし、大いに語った。皆にとって昨年は大きな出来事の連続
であったからである。アントンが異郷での生活について、フィンクについて、そこの荘園
に定住したドイツ人入植者について語るとき、彼の挙措にも一種の硬さが多分に見られた。
そしてザビーネは頭を垂れて、彼の言葉を聞いていた。しかし商店主はますます陽気にな
った。そして自分の部屋に去るために、アントンが立ち上がったとき、商店主の顔にはほ
とんど以前の善意の微笑が浮かんでいた。力強く彼はアントンと握手して、冗談を言った、
「良く眠りなさい。そして最初の夜の夢に注意しなさい。そのような夢は実現するそうだ
から」。
そしてアントンが遠ざかると、商店主は妹を薄暗い隣室へ連れて行き、そこで彼女の額

に接吻して小声でその耳にささやいた。「彼は堕落していない、その通りであって欲しい
と今では衷心から期待している」。彼が妹と一緒にまた明るい部屋に戻ると、彼の目は湿
って輝いていた。そして彼は叔母さんに叔母さんの内心でのヴォールファルトへの好意を
からかい始めた。それで善良な叔母さんは両手を打ち合わせて叫んだ、「この方は今日全
く浮かれているわ」。
ぐったり疲れて、アントンは臥所に身を投じた。彼の未来は喜びのないものに見えた。
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夕方の苦い感情への思いと、次の週からの静かな闘いが重く彼の心にのしかかっていた。
それでも彼はその後すぐに穏やかに微睡んだ。 ー 名門市民の家はまた静かになった。
ー それは多くの角と若干の隠された隅のある素っ気ない古い家であった。燃えるよう

な陶酔と炎の上がる情熱のための場では全くなかった。しかしやはり善良な家であった。
その壁で眠る誰をも安全に守った。そして再び小さな、家に馴染みのものたちが、今夜は
また忙しくなった。彼らは入り乱れて、おしゃべりし、笑った。すべての隅で商会の子供
が戻って来たと報告がぶんぶんなされ、土台の上の石膏は眠っているアントンを得意げに
見下ろし、厳かにその可愛い巻いた尻尾を空中に上げ、一晩中呻っていた。

3.

翌朝アントンはエーレンタールの許へ急いだ。病人のエーレンタールは彼とは面会でき
ず、女性達は敵対的に接待したので、自分の訪問の目的について何か話すことは益になら
ないと思われた。それ故彼はその日のうちにエーレンタールの弁護士に、法律顧問官ホル
ンを通じてこう通知させた。エーレンタールの要求を二万ターラーで取り下げるようにさ
せるために、その額を用立てする、と。エーレンタールが、 ー 証拠なしに、 ー 男
爵に対し申し立てている残りの請求に関しては、裁判での決定を待つことにする、と。債
務者エーレンタールの弁護士は、この支払いを受けることを拒否した。早速アントンは裁
判所で必要な手順を踏み、エーレンタールがこの額を受け取り、その額のことで訴えてい
る要求を断念するように強いた。
夕方頃、アントンは昔からの帳場の上着を着て、仕事人の急ぎ足でレーベル・ピンクス

の家へ入った。窓から彼は小さなブランデー部屋を見た。彼は立派なピンクスを酒場のカ
ウンターの奥に見つけ、短い商売人の質問を発した。「T. O. シュレーターさんがブロー
ディー出身のシュマイエ･ティンケレスが着いているか、あるいは予定されているか、問
い合わせている。すぐに仕事の件で商会へ来て欲しいのだが」。
ピンクスは用心して答えた。ティンケレスは居合わせない。自分は当人が来るのか、い

つ来るのか知らない。ティンケレスは彼の許に予約することがあるし、予約しないことも
ある。この件は確かなものではない。しかしこの男を見かけたら、その依頼を伝えよう、
と。
翌日従者がアントンのドアを開けた。そしてシュマイエ・ティンケレスが部屋にするり

と入って来た。「ようこそ、ティンケレス」とアントンは彼を迎え入れて、悲しげに微笑
して、カフタンを着たその男を見つめた。
この商人はアントンを見いだして、驚いていた。彼のいたずらっぽい顔に一つの影が過

った。内心の動揺が再会の喜びを表現しようとするときの活発なおしゃべりから明らかで
あった。「実物の貴方と再会してたまげました。シュレーターの店でよく尋ねたのですが、
貴方がどこへ旅されたのか知ることはできなかったのです。私は貴方との取引がいつも好
きでした。一緒に幾つか素敵な購入をしましたよね」。
「我々は戦争もしたな、ティンケレス」とアントンは口を挿んだ。
「あれはひどい商売でした」とティンケレスは話しを逸らして言った、「今取引は見る

影もありません。国道には草が生えています。国ではひどい時代でした。どんな立派な男
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でも、眠りに就いたら、明日は脚があって立てるか分からなかったものです」。
「貴殿は切り抜けて来たんだろう、ティンケレス。時代は貴殿には満更でもなかったと

思うぞ。掛け給え。貴殿と話しがある」。
「何で掛けるのです」とこのユダヤ人は、アントンがドアの方へ行き、ドアに閂をかけ

たとき、不審げに尋ねた。「商売のときは、座っている時間なんてありませんよ。済みま
せん、何故ドアに閂をするのです。商売をしようとするとき、閂はいりませんよ。誰も邪
魔しません」。
「貴殿とちょっと親密に話したいと思うのだ」とアントンは商人の前に歩み出て言った、
「損にはならないと思うぞ」。
「それではお話しください」とティンケレスは言った、「しかしドアは開けたままにし

ておいてください」。
「聞き給え」とアントンは始めた、「貴殿は我々がした最後の会話を覚えているだろう。
我々が旅で出会った時だ」。
「私は何も覚えていません」と商人は頭を振って、不快そうにドアの方を見た。
「貴殿は私に当時良い助言をした。私がもっと貴殿から聞こうと思ったとき、貴殿は町

から消えていた」。
「それは昔の話しです」とティンケレスはますます不快げに答えた。「今では覚えてい

ません。市場で仕事もあるのです。貴方は私と仕事の話しをされると思っていたのに」。
「我々が話しているのは一つの仕事なのだ。貴殿にとって良い仕事となるかもしれない」
とアントンは強調して言った。彼は書き物机の所へ行って、金の巻き物を持って来て、そ
れをティンケレスの前のテーブルに置いた。「この百ターラーは私が必要とする情報を私
にもたらす者のものだ」。ティンケレスはおずおずと横目で巻き物を見て答えた、「百タ
ーラーは結構なものです。しかし私は何の情報も与えられません。何も知りませんし、思
い出せません。貴方と会うたびに、貴方は面白くないことを始められる」と彼は不機嫌に
結んだ、「貴方と関わっては、いつも災難です。私はいつもただ苦しみ困るだけです」。
アントンは黙って写字台へ行って、二番目の金の巻き物を取って来て、最初の巻き物の

横に置いた。「二百ターラー」と彼は言って、チョークを握って、四本の線でこの巻き物
を囲った。「貴殿が私の欲しい情報を与えることができたら、これが貴方のものになるの
だ」。ガリシア人の視線は四角形を憧れて見つめた。アントンはその横に立って、黙って
指でそれを示した。商人は重大な闘いをしていて、アントンを見つめ、顔を無邪気な笑い
へと歪めた。彼は無頓着に見えるように努め、無関心に部屋を見回した。しかし再三彼の
視線はアントンの人差し指、そしてテーブルの白い四角形に落ちた。誰も話さなかった。
黙した沈黙が数瞬間続いた。しかしそれは活発で雄弁な会話を物語っていた。ますますこ
のガリシア人の目は輝き、ますます彼の身振りは落ち着かなくなり、彼は肩をぴくつかせ、
眉を高く上げ、激しく、自分を呪縛する魔力から解放されるべく、闘った。最後に彼はそ
の状態が耐え難くなった。彼は手を巻き物へ伸ばした。
「まず話し給え」とアントンは言って、手を金の上に置いた。
「そんなに厳しくしないでください」とティンケレスは頼んだ。
「聞きなさい」とアントンは言った、「私は貴殿に不当なことは何もするつもりはない。
正直な男なら別の男に対し拒む権利のあることを何も強いない。私はひょっとしたら貴殿
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を裁判での聴取にかけることができるかもしれない。費用もかけずに確実な自白を引き出
せよう。しかし私は以前から貴殿が裁判を大いに嫌っていると承知している。ただその理
由で、貴殿に金を出しているのだ。別な聴取尋問が好きなのであれば、私に知っているこ
とを語ることになろう、貴殿が以前すべてを私に語ってくれなかったせいで、或る家族が
不幸になったという話しなのだ。この聴取尋問は好きではなかろう」。
「そうですね」とティンケレスは正直に言った、「好きではありません。私のために貴

方が置かれた金を見せてください。本当に二百ターラーですか」と彼は続けて、巻き物を
凝視した。「分かりました。金は本当ですよね。知りたいことをお尋ねください」。
「貴殿は私に言ったよな」とアントンは始めた、「イッツィヒ、エーレンタールの先の

簿記係が、ロートザッテル男爵の破滅に取りかかっている、と」。
「私が話したようにならなかったですか」とティンケレスは尋ねた。
「私は貴殿が本当のことを話したと信ずる根拠を有している。貴殿は当時二人言及した。
もう一方は誰だ」。
商人は詰まった。アントンは金の巻き物に手を伸ばした。「そのままにして置いてくだ

さい」と手を動かしながら、ティンケレスは頼んだ、「もう一方はヒップスです、そう耳
にしました。彼は年を取っていて、長いことレーベル･ピンクスの許に住んでいます」。
「彼は商売人か」とアントンは尋ねた。
「彼は我らのような者[ユダヤ人]ではありません。商売の出ではありません。洗礼を受

けていて、弁護士だったのです」。
「貴殿はイッツィヒと何か取引をしているのか」とアントンは更に聞いた。
「この人間はまっぴら御免です」とティンケレスは叫んだ、「彼がこの町に来た最初の

日に、彼は私の品が詰まっている私の戸棚を開けようとしたのです。私の衣服を持ち去ら
ないよう止めるのに苦労しました。彼は生きている者達から奪うのです。このような人間
とは関わりたくありません」。
「貴殿にとってはそれだけになお結構なことだ」とアントンは答えた、「いいか、聞い

てくれ。男爵は重要な書類が保管されていた手文庫を盗まれたのだ。窃盗はエーレンター
ルの帳場で行われた。貴殿はたまたまこの窃盗について聞いたことはないか。盗人は誰か
見当がつくか」。
ガリシア人は落ち着かず、部屋を見回し、アントンの巻き物を見、そして最後にきっぱ

りと目を閉じて言った、「私は何も知りません」。
「まさにこのことを貴殿から聞きたいのだ。そしてこの金は私にそのことについて情報

を与える者のためなのだ」。
「私が話さなければならないとすれば」とこのガリシア人は言った、「話すことにしま

しょう。ヒップスという人間が、酔っ払っていたとき、こう叫び、言うのを聞きました。
『これで我々はツグミ[赤野郎の尻尾]を掴んだ[ロートザッテルは赤鞍の謂]。奴はお仕舞
いだ、書類のせいでお仕舞いだ』と」。
「それ以上知らないのか」と不安げに緊張してアントンは尋ねた。
「知りません」とガリシア人は言った、「もう長いことになります。彼らが一緒に話す

ことは、ほとんどわずかしか理解できなかったのです」。
「ここにある金に貴殿は値しない」と間を置いて、アントンは答えた、「貴殿が言った
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ことは、わずかなことでしかない。しかし貴殿から情報を得るのは大事だと承知して貰う
ために、ここの百ターラーを取るがいい。二つ目の百ターラーは、盗まれた手文庫、ある
いは奪われた書類の何らかの手がかりを得ることができたら、貴殿のものだ。ひょっとし
たら貴殿には不可能ではないかもしれない」。
「可能ではありません」とガリシア人はきっぱりと言った。受け取った金の巻き物を手

で量りながら、二つ目の巻き物を眺めながら、続けた、「イッツィヒが関与したら、他人
に手がかりを与えるようなことはしません。それに私はこの地では余所者で、悪漢とは商
売しません」。
「それでも試してくれ」とアントンは応じた、「何か知ったら、知らせてくれ。この金

は貴殿のためにとっておく。言うまでもないことだが、用心してな。どんな状況になって
も、イッツィヒとか彼の一味に邪推を抱かれないようにするのだぞ。私と知り合いだと誰
にも明かすなよ」。
「私は子供ではありません」とティンケレスは同意して答えた、「しかしこの件では貴

方の役に立たないでしょう」。
かくてガリシア人は金の巻き物をカフタンのポケットに収めた後、別れた。
アントンはひょっとしたら窃盗を働いたかもしれないこの男の名前を知っていた。この

名前に関して更に追求して行くことが可能になった。しかし当局の助けを借りずに、なく
なった文書を取り戻す困難さはますます大きくなった。このような状況下で、彼は役人よ
りは商人のやりそうな決心をした。それは大胆な一歩であった。しかし短時間で、人目を
引かずに書類を男爵の手に取り戻す可能性のあるものであった。
彼はイッツィヒ本人と面会したいと思い、ガリシア人を通じて知ったわずかなものを手

がかりに、この狡猾な男、良心のない男をできるだけうまく揺さぶりたいと思った。この
一歩は確実なものではなく、イッツィヒとの厳しい闘いが待ち構えていると多分に感じて
いた。代理人イッツィヒの向こう見ずな精神が抱えていることすべてを承知していたら、
この方策をとることにもっと躊躇ったかもしれない。

イッツィヒのいたずらっぽい若者がドアを開けた。アントンは自分の同級生に対峙して
いた。すでにこの代理人は、アントンがロスミン近郊の荘園から町へ戻って来たと知って
いて、この訪問を覚悟していた。一瞬両男性は互いを観察した。両人は、相手の顔と挙措
を読み取り、始まる闘いに備えようとした。両人とも人々や取引の利害との用心深い長年
の交渉で若干類似のものを得ていた。両人とも、冷たい平静さを装って、自分達の目論む
目的を隠すことに慣れていて、両人とも、素早い頭の回転、慎重な物言い、平静な挙措を
身に付けていた。両人とも言葉遣いや身振りに、商人的交渉が商売人に与える若干の作法
的なものを示し、両人とも今日大きな内的興奮状態にあった。それでアントンの頬は赤ら
み、ファイテルの頬骨は明るい微光に覆われていた。しかしアントンの澄んだ目に対し、
相手の目は落ち着かず窺うようで、アントンの挙措の渋い真面目さに対し、反抗と卑屈さ
の混淆が向かい合っていた。両人とも一瞬にして相手が危険で、打ち負かしがたいと察し
た。そして両人が全力を集中させた。闘いが始まった。イッツィヒは彼の流儀でその闘い
を始めた。「貴方と一度私の許で会うのは、実に嬉しい、ヴォールファルトさん」と彼は
突然親しげに話した。「貴方に拝顔の栄を得なくなってから、随分となる。私はいつも貴
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方には大きな関心を抱いていたのだ。我々は一緒に学校に通ったし、我々は同じ日にこち
らに来た。我々は両人とも世に出た。貴方はアメリカへ行ったと聞いた。人々は色々話し
ている。貴方はまたこれからこの町に残るものと期待している。ひょっとしたらまたシュ
レーターさんの商会へ入るのかな。店主は貴方の退去をとても残念がったと聞いている」。
ー そのように彼の唇から言葉が流れた。しかし彼の目はすべての側面からアントンの

外貌を通じて、訪問者の意図を探っていた。
彼はアントンが最近までいた所を正確には知らない振りをして、弱点を晒していた。と

いうのはロートザッテルの名前を出すことを避けたために、アントンは、この名前に触れ
ることに尋常でない用心をする理由があると固く確信したからである。
アントンは、ファイテルのこの失敗を利用しながら、冷静に、あたかも相手はその話し

を空中に発したかのように答えた。「イッツィヒさん、私が来たのは、仕事の案件で貴方
と話し合うためです。貴方は元、ロートザッテルの男爵のものであって、今必然的強制競
売の方途で売却されることになっている家系荘園の諸状況をご存じでしょう」。
「一般的なことは承知しています」とファイテルは答えて、決然とソファーの隅に寄り

かかった、「皆が承知していることです。それに関しては幾多のことを耳にしました」。
「貴方はエーレンタールの帳場にいて、男爵とのエーレンタールの商売、つまり何年に

も及ぶもので、荘園の金融に関する商売を主導して来られ、そのことで正確な情報を得て
いるに違いないと想定されます。現在エーレンタール本人が病気のせいで、商取引ができ
ないので、私は貴方に若干の情報を求めているのです」。
「私が簿記係としてエーレンタールの帳場で知り得たことに関しては」とイッツィヒは

言った、「内密に知り得たことで、他人には口外できません。私にそのようなことを要求
されるとは意外なことです」と彼は悪意ある視線で結んだ。
アントンは冷淡に答えた、「私は貴方が口にされた守秘義務を冒すことになるようなこ

とは何も要求していません。私が知りたいのは、この荘園に関する抵当権記録が誰の手に
現在あるのか知りたいのです」。
「それは抵当権元帳の勘定表から簡単に分かることでしょう」と無関心を上手に装って

ファイテルは言った。
「ひょっとしたら耳にされたかもしれませんが」と攻撃するアントンは続けた、「抵当

権の幾つかが先月以前に当地である人の手から別の人の手に渡っています。いずれにせよ
現在の所有者は抵当権元帳には記載されていません。文書は購入されました。強制競売の
とき、購入希望者の購入額を安くするためか、あるいは難しくするためかもしれないと想
定されます」。
ここまでの会話は最初の闘いのための日常的準備の段階であった。例えばチェスの最初

の数手、あるいは競馬の序盤のようなものである。イッツィヒは苛立って更に跳躍した。
「貴方は荘園を購入する委託を受けているのですか」と彼は突然尋ねた。
「そのような委託を受けていると想定してください」とアントンは答えた、「その際貴

方の協力を是非頂きたいのです。私に短期間のうちに情報を寄せることができますか、抵
当権の購入で例えば必要な交渉を引き受ける気がありますか」。
イッツィヒは考えた。アントンは単に、男爵や彼の友のフィンクのために強制競売の際、

荘園を確保するために来ていると考えられる。この場合、長年の仕事の静かな目標が危険



- 480 -

な行為に転落する危険性がある。フィンクがその財産で男爵を救えば、イッツィヒは荘園
を失う。すると自分は別の道を行って、男爵の金を得なければならない。彼がこうしたこ
とを嵐の時のように動揺して考えている間、アントンが探るような目で彼を見つめている
のに気付いた。彼はそこで、邪悪な良心の明察で、アントンは自分の計画の若干を推察し
ていて、彼から更に別なことを欲していると結論づけた。多分この申し出は単に策略に過
ぎないだろう。それ故、彼は素早く彼の協力を約束して、抵当権の現在の所有者を間に合
って探すことは多分できるだろうと希望を述べた。
アントンは悪漢が彼のことを了解して、用心しているのを察した。彼はその攻撃を変え

た。
「貴方はヒップスとかいう人をご存じですか」と素早く尋ねて、敵の顔を鋭く見つめた。
一瞬イッツィヒの瞼がぴくついた。そして薄い赤らみがまた彼の頬に差した。躊躇いな

がら、その名前を記憶に探っているかのように彼は答えた。「いや、知っていますよ。彼
は零落した役立たずの男です」。
アントンは正鵠を射たと気づき、それ故素早く話しを進めた。「ひょっとしたら、一年

半前、エーレンタールの帳場から男爵の書類や文書の手文庫が、男爵にとって大事なもの
が盗まれたと覚えていらっしゃることでしょう」。
イッツィヒは平静に座っていた。ただ目は覚束なく揺れ動いた。他人なら良心の疚しさ

のこの印には気付かなかったことだろう。しかしアントンはこの変貌した面影にはっきり
と、オストラウの同級生の馴染みの顔を見ていた。少年ファイテルが、ペンや一枚の紙の
盗みを非難されたとき、浮かべていた顔と同じであった。イッツィヒは書類を知っている
のだ、彼は窃盗を知っているのだ。
ようやくこの代理人は無関心に答えた、「手文庫のことは耳にしました。私がエーレン

タールの店から去る直前のことでした」。
「多分」とアントンは続けた、｢盗まれた書類は泥棒にとっては何の価値もなかったこ

とでしょう。しかしこの書類が何らかの仕方でここの当地の或る第三者の手にあることが
十分な理由で推定されるのです」。
「そうかもしれません」とイッツィヒは答えた、「しかし誰かが価値のない書類をかく

も長く持っているとは考えられません」。
「この書類が現存していると承知しています」とアントンは強調して言った、「いやそ

の書類は男爵から何らかの仕方で利益を得るよう利用されることになろうと承知していま
す」。
イッツィヒは落ち着かず椅子の上で動いた。彼は眼前の下を見つめ、頬の斑点はますま

す赤みを帯びてきた。しかし彼は黙っていた。アントンは間を置いた。熟考しながら両人
は対峙していた。ようやく攻撃された男は沈黙が耐え難くなった。彼は固い決意で、立ち
直って、自分の敵を見つめるようにして、しわがれた声で尋ねた。「何のために私に対し
この件を言及されているのでしょう」。
「私の意向に疑念を抱いて欲しくないのです」とアントンは言った、「私はこの書類が

こちらに存在すると承知しています。十分な根拠があって、貴方の有能さならこの書類の
所有者を探ることが可能であると思っています。かのヒップスを通じて、貴方が必要とさ
れるであろう情報を得られるはずです」。



- 481 -

「何故この人物を通じてです」と素早くファイテルは尋ねた。
「彼は証人達のいる場で、この書類の内容を正確に知っていると十分に確信を抱ける発

言を行ったのです」。イッツィヒは歯をかみしめた。そしてただつぶやきが漏れて聞こえ
たが、それは言葉となっていたら、およそ次のようなものであったろう。「酔っ払いのく
ずだ」。
アントンは続けた、「男爵は、エーレンタールが盗まれた借用記録に関して有していた

諸権利を該当額の法的処置ですでに買い取っています。手文庫とその内容物は男爵の所有
物です。貴方の助力で、その書類が揃い、男爵あるいはその全権委員の手に渡されれば、
男爵はその文書を取り戻した方に一定の額を支払う用意があるのです。男爵にとっては泥
棒の追求よりもその書類を取り戻すことが大事ですから」。
確かにこの申し出はイッツィヒにとって大いに誘われるものであった。彼自身ずっと犯

罪の圧力を感じていたし、嫌悪を募らせながら酔っ払ったヒップスとの仲間付き合いに耐
えて来ていた。今、他人の金が男爵の加勢をしていて、彼自身は、荘園を得るという見込
みを放棄せざるを得なくなっているとき、立派な額と引き換えに厄災の書類を男爵の手許
に戻せるその時が来ているのである。しかしアントンが書類の提供の後、更に泥棒の追求
を考えるとしたら、この申し出のあった仕事はやはり危険なものである。それ故イッツィ
ヒは尋ねた、「男爵にとって手文庫を取り戻すことが大事なら、何故当時、手文庫が消え
たとき、騒ぎにならなかったのですか、エーレンタールからも男爵本人からも騒ぎになら
なかったのですか。警察に届けられたとか、捜査がなされたと聞いていませんよ」。
この厚かましさにアントンは立腹した。彼は感情を害して答えた、「窃盗はエーレンタ

ールにとって捜査で手痛い思いをするに違いない事情があったのです。手文庫は彼の閉ざ
された帳場から消えました。それ故これを慮って、刑事捜査がなされなかったのかもしれ
ません」。
イッツィヒは答えた、「私の記憶が正しければ、エーレンタールは当時知人にこう語っ

ていました。捜査は男爵を慮ってなされなかった、と」。アントンは詐欺師のこの一撃を
深く感じた。彼はレノーレのことを思い、家族が昨年の間に受けた屈辱的感情の数々を考
えた。そしてかろうじて平静さを装って、こう述べることができた、「ひょっとしたら男
爵にはまだ別な理由もあって、当時その件を捜査しなかったのでしょう」。
今やファイテルは安心した。アントンが怒りを抑えていることで、アントンが男爵を思

いやる必要性をいかに如実に感じているか分かった。彼の申し出は本気である。男爵は泥
棒を恐れている。この瞬間から彼はすべての平静さをまた取り戻し、彼の振る舞いは冷淡
で自信のあるものとなり、アントンは自分が不利なのを感じた。彼のずる賢い敵は彼の手
からするりと逃げた。というのは平静にイッツィヒは始めたからである。「私がヒップス
を知っている限りでは、彼はよく酒に溺れる信頼できない人間です。彼が酔って何か言っ
たのであれば、書類に手が届くか危ぶまれる話しです。我々が彼に申し出ができるような
確実な情報を貴方に述べたのですか」。
今度は自分が用心する番となった、「彼は数人の承認の前でこう確信させる陳述を行っ

ています。彼は書類を知っており、どこに書類があるか知っており、それを何らかの目的
のために使う意図がある、と」。
「ひょっとしたらそれは、彼と交渉するのに、法律家には十分なものであろうが、商売
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人には十分なものではないでしょう」とファイテルは続けた、「彼が何と言ったか詳しく
知っていますか」。
アントンは払いのけ、敵に打ちかかった。こう言ったのである、「彼の陳述は私と他の

何人かには正確に知られています。だから私は貴方を訪ねているのです」。
イッツィヒはこの危険なテーマを去らなければならなかった、「それで男爵は書類を取

り戻すのに幾らの額を用立てるつもりですか。私が申したいのは」と彼は譲歩しながら訂
正した、「苦労と時間をかけるに値する仕事か、ということです。私は今取りかかってい
る他の多くの仕事を抱えています。数ルイ金貨のために、人が隠し持っている書類をみつ
けるという余り重要でもなく、とても面倒な何かを探すよう、要求なさっているのではな
いでしょう」。
何年も前、今は敵として対峙している両者が一緒に首都へ向かったとき、その時このユ

ダヤ人の少年は書類を求めていたが、彼は子供っぽく理解しないまま、この書類に自分の
未来の幸運がかかっていると信じていたのであった。当時彼は、男爵の荘園をアントンの
ために買う用意があったのである。今やその相手が、神秘的書類を求めて出掛けて、その
相手が彼から今や男爵の荘園を要求しているのである。彼は通暁者となっていた。彼は神
秘的処方箋を見つけていた。彼は男爵の荘園を固く自分自身の手に押さえているのである。
彼の運命は実現に近付いていた。両男性は同じ瞬間彼らの一緒の旅を考えていた。
アントンは答えた、「額については貴方と交渉する全権を有しています。しかしこの件

は急ぐと述べておきます。それ故、とりわけ、この文書をフォン･ロートザッテル男爵に
渡し、抵当権の購入の際、我々の利益のために活動する気がおありか、言質を頂きたいの
です」。
「私は調査を開始して、貴方に役立てるか考えましょう」とファイテルは冷たく答えた。
アントンも同じように尋ねた、「決心するのにどれくらいの時間必要ですか」。
「三日」と代理人は答えた。
「二十四時間しか猶予できません」とアントンは明確に語った。「この時間の後、貴方

の釈明がなければ、書類を取り戻すために、あるいは書類の破棄を確信するために、あら
ゆる手段に、極端な手段にも訴えるつもりです。そして書類についての窃盗、及び現在の
秘匿に関して、私が承知していることすべてを利用して、犯罪を行った者達を摘発するこ
とにします」。彼は時計を取り出し、文字盤を示した。「明日、同じ時刻に貴方の答えを
伺いましょう」。
このように厄災の多い話し合いは経過した。アントンが自分の背後でドアを閉めたとき、

イッツィヒの決心は固まっていた。彼はなお去って行く者に一瞥を投げかけた。恐れと憎
しみで一杯の視線であった。彼の同級生が最も危険な敵となっていた。彼はいかにアント
ンが男爵の利益のために行動しているか今分かった。アントンのこの家族との結び付きは、
貴族の娘がこの相手を湖上で漕ぎ運び、彼が国道の埃の中で傍観していたあの日に始まっ
たのではないかとぼんやり予感した。アントンは彼とは全く別な道を通って、同じ荘園の
所有を目指していると想定する気になった。かくて彼の自己中心的魂のすべての反抗心が
目覚め、反抗心を固いものとした。「ロザーリエとの婚約まで」と彼はつぶやいた、「ま
だ一週間ある。その翌日私はエーレンタールの帳場の片隅に借用証を見つけるのだ。その
後ロートザッテルとその仲間は、私が呈示する条件で和解を探ることになろう。この交渉
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を法的なものにし、男爵のやり方を商売人達に知らせるぞとただ脅すだけで、このヴォー
ルファルトを一切自分の言いなりに強いることができよう。わずか一週間だ。それまで彼
を食い止めておこう。私の勝ちだ」。

アントンが二十四時間経過した後、イッツィヒの住まいに行くと、ドアが閉ざされてい
た。彼は同じ夕方二回再訪した。誰も店にはいなかった。翌日ずる賢い[あのいたずらっ
ぽい]若者が彼を出迎えて、アントンの質問に答えた。イッツィヒさんは旅立たれました。
もうすぐこの時間に戻って来るかもしれません、あるいは数日してからまた面会できるこ
とになるかもしれません。と。
この流暢なおしゃべりから、この少年は指示通りに答えているとアントンは察した。
イッツィヒの玄関からアントンはある役人の許に行った。彼は摘発警察の最も敏腕な一

員であるという評判であった。彼はこの警察に用心深く盗まれた手文庫とその内容物につ
いて最も枢要なことを伝え、彼の助言を請うた。彼はこの窃盗が、代理人イッツィヒと共
謀して弁護士によってなされた疑いがあると述べ、正直なティンケレスが述べた不完全な
警告をも隠しておかなかった。警察は関心を寄せてアントンの報告を聞いていて、最後に
言った。「貴方の話された不十分な題材でも、ヒップスの名前は極めて関心を引くもので
す。彼はとても危険な人物ですが、これまで私はずっと仕留めておりません。ペテンとか
小さな詐欺の類いでは彼はよく罰せられ、警察の監視を受けております。貴方が名付けら
れた別の人物に関しては、勿論、同じ嫌疑は上がっていません。ちなみに貴方の指摘され
た徴[間接証拠]はとてもわずかなもので、この件の役所の捜査が可能とはほとんど思えま
せん。窃盗そのものは時効前の犯罪ということですが、当局にはまだ法的告発すらなされ
ていないものです」。
「思いますに」とアントンは尋ねた、「貴方がこのヒップスについて知っていることを

基に、彼を捜査したらどうでしょう。ひょっとしたら捜査中に消えた文書が見つかるかも
しれません」。
警察は肩をすくめて答えた、「私の立場からは、そのような案は受け入れられません。

そうしても効果はないと案じられます。被疑者が文書を他人の利益のために盗んだのであ
れば、その者の手にはもはやないでしょう。彼が共同犯を裏切るということも、少なくと
も差し当たり考えられません」。
「それではこのような状況下では、文書を取り戻すための方策は全くないということに

なりますか」とアントンは尋ねた。
「私の活動のための最初の条件は窃盗が告発され、その告発状に盗まれた品物ができる

だけ正確に呈示されるということですから、貴方の追求に今の段階では直接の支援はでき
ません。しかしまさに貴方は私が個人的に関心を持っているヒップス氏を貴方の捜査の対
象に挙げられましたので、私に可能なことを試してみましょう。私は今日にも彼の所で家
宅捜査を行います。前もって言っておきますが、何も見つけられないでしょう。私は更に
この家宅捜査を数日経ってから繰り返す用意があります。私の良い評判を、勇敢なヒップ
スの目から失ってしまうという危険を冒すことになりますが。泥棒達を表面的な家宅捜査
でほっとさせるというこの手口は、新米には効果があります。しかしこの老獪な男の場合
余り当てにはできず、それ故場合によったら彼の軽視を私は買うことになるかもしれない
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のです。全く確かなことですが、二度目の家宅捜査によっても何も見いだせないでしょう」。
「それでこの方策は私にとってどんな利点がありましょう」と諦めてアントンは尋ねた。
「貴方が思っているよりも大きな利点がありましょう。貴方は代理人イッツィヒとの交

渉という手段をすでに打っておられるわけですから、場合によっては貴方は我々の介入で
より容易に賭けに勝てるかもしれません。と申しますのは、家宅捜査は普通、該当者を不
安に陥れるという効果があるからです。ヒップスがこの家宅捜査をどのように受け取るか、
全く確実なことは言えませんが、それでも一種不快感を与えるであろうことは想定してよ
ろしいでしょう。これが貴方の苦労の下支えとなります。余計なことですが、この家宅捜
査は初回、不器用に、あからさまに行うよう手配するつもりです。幸い、彼は今また決ま
った住まいに住んでいて、しばらく我々の前で休息を取っており、安心している所です。
それに彼は年取っていて、病気がちと聞いています。こうしたことすべてが、この男を何
らかの手段で捕まえるのに役立つことでしょう」。
このような回答を聞いてアントンは去らなければならなかった。

4.

陰鬱な十一月の宵であった。霧が町に居座っていた。霧は古い通りや市場を満たし、開
けられたドアを通じて家々へ侵入して来た。霧は通りのランタンの周りで固まり、その明
かりは赤っぽい蒸気の球となってゆらゆらし、三歩先の地面を照らしていなかった。霧は
河川の上を漂い、厚い塊となって入り乱れて転がっていた。長い裾の灰色の形姿の群れが
黒い奔流の上を過り、古い河川の杭の上、橋の下を移って行った。有毒な靄の幽霊のよう
な一味であった。それは階段を転がって上昇し、バルコニーの支柱にくっつき、忙しく波
打った。時に霧の形態の間に隙間が生じ、黒い川を見下ろすことができた。川は堕落の冥
界の奔流のように人々の住まいの側を流れ去っていた。
通りは空であった。ここ、そこにランタンの近くで人影が生じて、すぐにまた暗闇の中

に消えた。この薄暗い人々の中に、小さな押し潰された男がいて、覚束ない足取りで前進
しようとし、ランタンの下、このよろめく足が許すかぎりの早さで前へ抜けようとしてい
た。玄関を通って、彼はイッツィヒの帳場がある中庭へとよろめいて行き、代理人の窓を
見上げた。カーテンは垂れ下がっていた、しかし隙間から明かりの微光が漏れていた。こ
の小さな男はしっかり立とうと試み、明かりを凝視して、固めた拳を高く突き上げ、威嚇
するように振った。それから階段を上がって行き、激しく二回、三回呼び鈴を鳴らした。
ようやくそっとした足音が聞かれ、ドアが開けられ、その小さな男は中に入り、控えの間
を通って行った。控えの間はイッツィヒが彼の後、閉めた。ファイテルは普段よりももっ
と青ざめて見え、彼の目は遅くなってからの客人の姿に落ち着かず注がれた。しかしヒッ
プスは男性的美しさの魅力的図柄となったことはなかった。今日彼は実に不気味に見えた。
彼の面貌は深く落ちくぼんでいて、不安と反抗心の混淆が醜い顔に収まっていた。陰険に
彼の目は以前の弟子の駆け寄って来た眼鏡に向けられていた。きっと彼はまた酩酊してい
た。しかし熱病のような不安が彼の生気に警告を発していて、瞬間的にブランデーの効果
を消していた。
「奴等は私を追跡している」と彼は叫んで、手の指を落ち着かず空中で動かした。「私
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はお尋ね者だ」。
「誰が追っているのです」とイッツィヒは尋ねた、しかし誰が探しているのか承知して

いた。
「警察だ、ならず者のお主」と老公は叫んだ、「おまえのせいで逃げ場がない。もはや

家に帰れない。私をかくまってくれ」。
「そこまで我々はまだ追い詰められていない」と意のままに極めて冷淡にファイテルは

答えた、「貴殿を警察が追っていると、どうして知ったのか」。
「通りの子供達が一緒にそのことを話している」とヒップスは叫んだ、「私がねぐらに

這い込もうとしたとき、通りで聞いたのだ。奴等に部屋で見つからずに済んだのは偶然だ。
奴等は家の側に立っていて、階段に立っていて、私が戻って来るのを待っている。私をか
くまってくれ。金が必要だ。国境を越えたい。ここにもはや滞在できない。私を連れ出し
てくれ」。
「連れ出すのだと」と陰気にファイテルは繰り返した、「どこへ」。
「警察が捕まえに来ない所、国境を越えて、アメリカだ」。
「私にその気がなかったらどうする」とイッツィヒは敵意を持って考えながら言った。
「その気にならねばならない、阿呆だな、おまえは。まだそんなに青くて、窮地から私

を救わなければ、私が何をするか分からないのか。役立たずだな。奴等は刑事裁判で、お
まえについて私が知っていることを尋問するのだぞ」。
「貴殿はそれほどひどい人じゃない、古い友を裏切らないだろう」とイッツィヒは無駄

骨折って思いやりのある者と見せかける苦心の調子で言った。「もっと冷静に見てみな。
結局貴方を逮捕しても何の恐いことがあろう。誰が貴殿に証拠を突き付けられよう。証拠
不十分でまた釈放されるに決まっている。貴殿は裁判所の人々同様に法律を良く知ってい
るのだから」。
「そうかい」と老公は毒々しく叫んだ、「おまえのために私は穴の中へ這い込むべきと

いうのか、こんな巫山戯た奴のために。私が水とパンの牢屋にいるとき、おまえはここで
鵞鳥の焼き肉を食べて、ヒップスの老いぼれ驢馬を笑いものにしているのか。私は穴の中
に入らん、私は逃げたい。私が逃げられるまで、かくまってくれ」。
「ここには貴殿はおれない」とファイテルは陰気に答えた、「ここは貴殿と私にとって

安全ではない。ヤーコプが貴殿のことを密告するだろうし、この家の人々も貴殿がここに
いると気付くことだろう」。
「どこに私を連れて行くか、おまえが考えろ」と老公は叫んだ、「しかし逃げられるよ

うにするんだぞ、それとも ー 」。
「黙っていな」とファイテルは言った、「いいか、よく聞け、貴殿に金を渡して、鉄道

でハンブルクまで行き、海を越えるよう手配するとしても、すぐにはできないし、私の許
からではまずい。貴殿は夜、数マイル鉄道の小さな駅まで行く必要がある。貴殿のために
馬車を借りられない、ばれてしまうからな。ここに貴殿が立っている様を見ると、逃げる
には衰弱し過ぎている。折を見て貴殿を連れ去ろう。その機会がいつになるかまず様子を
見てからだ。その間私は警察の知らない別の場所に貴殿を連れて行かなければならない。
私自身行けるところだ。貴殿を私の所に探しに警察が来る恐れがあるからな。貴殿が家に
帰らないと、ひょっとしたら警察は今夜にもここに来るかもしれない。私は出て行き、馬



- 486 -

車を用意できるか調べ、貴殿をかくまえる所を探すことにしよう。その間貴殿は、私が戻
って来るまで、奥の部屋で待っていて欲しい」。彼はドアを開けた。ヒップス氏は追い払
われたコウモリのように中に入った。ファイテルが背後のドアを閉めようとしたとき、こ
の老公が体をドアの間に挟んで、全く憤慨して叫んだ、「私は鼠のように暗闇の中にいた
くない。明かりが欲しい、悪魔野郎」と大声で叫んだ。
「部屋に明かりがあると、下の方で分かろう。それでばれてしまう」。
「暗闇にいたくないのだ」と再び老公は叫んだ。
一言呪いを発して、ファイテルはランプを掴み、二番目の部屋へ運んだ。それからドア

を閉め、通りへ急いだ。
用心深く彼はレーベル・ピンクスの家に近付いた。そこは万事平静であった。家の玄関

から小さな上げ下げ窓越しにブランデー酒場を覗いた。そこではピンクスと数人の客が気
分良く無邪気に集まっていた。彼はこっそり階段を上がって、以前の部屋に忍んで行き、
そこの隠された隅から幾つかの錆びた鍵を取り出し、用心深く寝室のホールに入り、ここ
のホールが明かりもなく空なのを喜んだ。彼は急いでバルコニーへ行った。そこで一瞬立
ち止まって、転がって行く霧の塊と暗い川を見た。その瞬間は好都合で、利用すべき丁度
の時であった。というのは不規則に川の上に風が吹いていたからである。すでに夜空に不
穏な天候が明らかであった。奔流の上に乱れた薄暗い波が飛んでいて、ほんの一時風は奔
流や家々の輪郭、ランタンの姿を見せるにすぎなかった。ランタンは通りの角に赤い点の
ように輝いていた。
イッツィヒはバルコニーの端に急いで、ドアに鍵を差し込んだ。ドアは川への階段の入

口を隠していた。ぎしぎし言ってドアは開き、彼は川の縁まで降りて行き、川の高さを調
べた。空ろに川は音を立てて、階段の最後の段でせき止められていた。歩道は水が溢れて
いた。歩道は家々に沿って、川床の浅い縁のところで、ほぼ一年中目に見えていた。しか
しただ数歩水の中を歩けば、こちらの階段から隣の家の階段へ達せられるのであった。フ
ァイテルは水を凝視して、自分の足を凍った冷たい流れの中に入れて、地面までどのくら
いの深さを歩くことになるか確かめようとした。彼は老男性の救出だけを心にかけていた
ので、脚の冷たさには注意を払わなかった。冷たさを感ずることすらなかった。水は彼の
膝のところまでであった。今一度彼は近くの家々を見た。すべては暗闇で、蒸気と墓場の
静けさで、ただ川と風だけが嘆いてつぶやいていた。

一方ヒップスは閉ざされた部屋にいて、家庭的気分に浸ろうとしていた。去って行くフ
ァイテルの歩みに罰当たりな呪詛と、後から送りかける固めた拳を恵んだ後、狼狽した精
神のまま部屋を調べた。彼はよろめいて低い戸棚へ行き、鍵を回し、自分の沈んで行く力
と渇いた喉を癒やしてくれる飲み物を探した。彼は一本のラム酒を見つけ、その中身をビ
ールグラスに注いで、その鋭い毒には構わず大急ぎで飲み込んだ。冷たい汗がこの不幸な
人物の額に早速浮かび、彼はハンカチの残りを取りだして、彼の顔を熱心に拭いて、酔っ
た足取りで、傲慢に歩き、すぐに勇気を募らせて、部屋をあちこち歩き、大声で空想に耽
った。
「奴はならず者だ、やくざで臆病な兎だ。情けない暴利屋だ。私が奴にハンカチを売ろ

うとすると、奴は買うに違いない。そういう質だ。つまらぬ奴だ。そして私に逆らおうと
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する、私を牢屋に突っ込もうとする。奴本人はここのソファーに座っていて、このラム酒
を飲んでいるつもりだ。卑劣漢め」。そう言って、彼は空の瓶を握って、怒ってソファー
に投げ、瓶は背もたれの材木で砕けた。「奴は誰だったのか」と彼は怒りを募らせて続け
た、「暴利屋の阿呆んだれ。私のお蔭で今の彼がある。私がこの鷽にさえずり方を仕込ん
だのだ。私がさえずると、奴は踊らなければならない。奴は私の囮にすぎず、私が鳥刺し
なのだ。おまえの鳥刺しなのだ、私は。生意気な化け物め」。ここで老公は口笛を吹こう
とした。「この世を楽しめ」。そして脚を上げて、陽気に飛び跳ねようと試みた。再び彼
の額に冷たい汗が吹き出た。彼はポケットから布切れを取り出し、額を拭って、布地を半
ば無意識に再び収めた。 ー 「奴は戻って来る気がないのか」と突然彼は叫んだ、「奴
は私をここに放っている、奴等に見つかるぞ」。彼はドアの方へ走って、激しくそれを揺
さぶった。「私をこの悪漢は閉じ込めた。ユダヤ人が私を閉じ込めた」とこの人物は情け
なく叫んだ、「私は飢え死にするに違いない、この牢屋で干涸らびるに違いない。何とい
うことだ。私を虐待している。卑劣に恩人に対して、奴は忘恩の徒だ、黒いカラスだ」。
そう言って嗚咽し始めた、「私は奴が病気のとき、看病してやった。私は彼に芸を仕込ん
だ。彼を一人前の男にしてやった。その古い友にこんな仕打ちをしている」。弁護士は大
声で泣いて、両手を揉んだ。突然彼は鏡の前に立ち止まった。鏡には明かりの明るい輝き
が反射していた。びっくりして彼は鏡の中で自分に向かい合っている姿を凝視した。ます
ます彼の視線は苛立ったものとなり、彼の目の輝きはますます恐ろしげになった。彼は鏡
から縁の方を見た。そしてゆがんだ眼鏡を正して、縁に沿って頭を探すように動かした。
その鏡は馴染みのものに思えた。偶然、ある家具が彼の以前の輝かしい生活の中からピン
クスの秘密の古物へと、そこからイッツィヒの住まいへ移って来ていたのか、それとも酔
っ払いが単に類似したものを錯覚したのであろうか。しかし自分の運命を思い出して、彼
は憤激で一杯になった。「これは私の鏡だ」と彼は大声で叫んだ、「この悪漢が部屋に持
っているのは私自身の鏡だ」。荒れて彼は部屋を駆け、凶暴な力で一つの椅子を掴んで、
その脚を鏡のガラスに当てた。がらがらと鏡は破片に砕けた。しかし何度も何度もこの酔
っ払いは椅子で材木を叩いて、狂ったように叫んだ。「私の部屋にこの鏡は掛かっていた。
この悪漢が私の鏡を盗んだのだ。奴が私の幸せを盗んだ。共に地獄行きだ」。
この瞬間ファイテルが駆け込んで来た。すでに控えの間で彼は凶暴な物音を耳にしてい

て、最悪のことを恐れていた。弁護士は入って来る者を見ると、上げた椅子を彼に突き立
てて叫んだ、「おまえのせいで落ちぶれた、つけを払って貰おう」そう言って一撃をイッ
ツィヒの頭にお見舞いした。イッツィヒは椅子を掴んで、それを脇へ投げ、勝る力で老公
を捉えた。ヒップスは彼の両手の間で野蛮な猫のように逆らって、思いつく限りのあらゆ
る呪詛をその制圧者に投げかけた。ファイテルは力尽くで彼をソファーの隅に押し付け、
動きを止めさせて、ささやいた。「静かにしていないと、老公よ、お陀仏だぜ」。老公は
すぐ間近で自分の目を凝視しているイッツィヒの目から、この怒った男からは最悪のこと
を恐れなければならないと観念し、発作は収まり、彼は力なく崩れ落ちて、ただ小声で全
身を慄かせながら、嘆いた。「殺す気だ」。
「殺す気はないよ、静かにしておればな、酔っ払いの阿呆。何の悪魔に取り憑かれて、

私の部屋をこんなに荒らしたのか」。
「殺す気だ」とヒップスはあえいだ、「私が自分の鏡をまた見つけたから」。
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「狂っているよ」と彼を揺り動かしながら、ファイテルは叫んだ、「正気になれ、貴殿
はここにいてはならん。去らなければならん。貴殿のために隠れ場を見つけた」。
「一緒には行かない」と老公は叫んだ、「私を殺す気だろう」。
ファイテルはおぞましい呪詛を放って、ヒップスのみすぼらしい帽子を掴み、それを彼

の頭に押し込み、老公のうなじを握って、叫んだ。「一緒に来なさい。さもないとお仕舞
いだ。警察が貴殿をここに探しに来るだろう。まだ躊躇っていると、見つかるぞ。行こう。
貴殿がおとなしくしないから、痛い目に遭っているのだ」。
老公の力が砕けた。彼はよろめいた。ファイテルは彼の脇の下を掴んで、無抵抗のこの

男を引いて行った。彼は部屋から階段を下に引いて行き、誰かに出会わないか不安げに見
回していた。万事静かであった。弁護士は冷たい空気に触れて、正気を一部取り戻してい
た。ファイテルは彼にささやきかけた。「静かにして、私に付いて来るのだ。貴殿を連れ
去るから」。
「私は連れ去られる」と弁護士は機械的に真似てつぶやき、彼に並んで進んだ。彼らが

宿の近くに来たとき、ファイテルは一層用心深くなって、彼の同行者を暗い玄関に引き入
れ、ささやいた。「私の手を握って、こっそり一緒に階段を上がるのだ」。かくて彼らは
大きな客室に来た。部屋はその前に見たときと同様、まだ空であった。ほっとしてファイ
テルは言った、「家の隣に隠れ場はある。そこに入るのだ」。
「そこに入らねば」と老公は繰り返した。
「付いて来るのだ」とファイテルは叫んで、弁護士をバルコニーに引き連れ、そこから

隠し階段を下りた。
老公は覚束なく階段をよろめいて歩き、自分を半ば下へ運ぶ案内者の上着をしっかり握

っていた。かくて二人は一段一段下りて、最後の段まで来た。そこの上は流れがざわめい
ていた。ファイテルは先を行き、頓着せずに膝まで水の中に浸かって、老公を連れて行こ
うとした。
この老公は水を長靴に感じて、立ち止まって、大声で叫んだ、「水だ」。
「静かにしろ」とファイテルは怒ってささやいた、「一言も言うな」。
「水だ」と老公は叫んだ、「助けてくれ、殺される」。
ファイテルは叫んでいる男を掴んで、その口を塞いだ。しかし死の恐怖が今一度弁護士

の命を縮めた。彼は足をすぐ上の段へ戻して上げ、できるだけしっかりと側の板にしがみ
つき、また叫んだ、「助けてくれ」。
「狂った屑」とファイテルは歯ぎしりし、頑強な抵抗に激怒して、彼の古い帽子を一気

に深く顔の上に押し込み、全力で彼のネッカチーフを握って、彼を下の川へ投げ飛ばした。
流れは飛沫を上げ、落ちる物体の物音がし、鈍いごぼごぼ言う音が聞こえた。それからす
べて静かになった。
長い曳き裾で川に沿って移って行った鉛灰色の霧の下、奔流と共に去って行く一つの薄

暗い塊が今一度、目に見えた。やがてその塊は消えた。霧の幽霊がそれを隠し、その上に
奔流が流れて行った。水は嘆くように木の杭や階段の段のところで割れて、上では夜風が
吠えて、単調な歌となっていた。
犯行者は数瞬動かず、暗闇の中に立って、材木の戸に寄りかかっていた。それから彼は

ゆっくりと上がって行った。上がるとき、彼はどの程度水に浸ったか、納得するために衣
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服の布地を触った。彼は今夜のうちにも衣服を暖炉で乾かせなければならないと思った。
彼は自分の部屋の暖炉が燃え、自分の仕事を考えながら、よく好んでするように、ナイト
ガウンを着てその前に座っている姿を思い浮かべた。彼がかつて人生で快適な休息という
感情を享受したとすれば、そのような時がそうで、この時彼は一日の行動や心配事から疲
れて、薪を暖炉に入れ、疲れた目が閉ざされるまでその前に座っているのであった。彼は
今も自分がやはり疲れていて、暖かい火の許で眠り込んだらどんなに快適なことかと明瞭
に感じていた。こうした薄明かりの夢想の中に、彼は眠り込みたい者のように、数瞬間再
び立ち止まっていた。そしてその際自分の内部のどこかで鈍い圧力を感じた。息をするの
が苦しくなり、彼の胸を鉄の紐で結び付けるある苦痛を感じた。そして今彼が川の中へ投
げ込んだ梱を考えた。彼はそれが流れの中に沈むのを見た。彼は川のざわめきを耳にし、
彼がその男の顔の上に押し付けた帽子が最後に水面から、丸い奇妙なものとして見えたこ
とを思い出した。彼はその帽子を明確に眼前に見た。使い古され、つばは半ばすり切れ、
天辺には二つの古い油の染みがあった。それはとてもみすぼらしい帽子であった。彼はそ
の帽子を考えると、その気になれば、今微笑できようと気付いた。しかし彼は笑わなかっ
た。彼の魂が半ば硬直して、その現場の周りを、心の内部に痛みを感ずるまで、舞い飛び
ながら、彼は上がって行った。彼は階段のドアを回して閉めたとき、今一度黒い管の中を、
つまり数瞬間前に二人が下って行き、今やただ一人が戻って来たその管の中を覗いた。彼
は川の灰色の微光を見た。そして再び鈍い圧力を感じた。急いで彼は大きな部屋を通って
階段を下り、玄関で、この隊商宿に住んでいる余所の客人の一人と出会った。両人は素早
く、一言も話さずに互いにすれ違った。
この出会いで家路のファイテルの考えは別の方向に向かった。自分は大丈夫か。相変わ

らずまだ霧は厚く路上にあった。誰も彼が弁護士と一緒にこちらに来るのを見ていなかっ
た。誰もそこから出る際、彼と分からなかった。あの老公が川で見つかったら、調査が始
まる。自分はそれでも大丈夫か。
こうしたことすべてをこの殺人者は、本から考えを読み込むかのように、無関心に考え

ていた。その間、また自分は葉巻入れを携帯しているか、何故葉巻を吸わないのかという
思いが浮かんだ。この点についてかなり長いこと詮索し、ようやく自分の住まいに着いた。
彼は鍵を開けた。彼が先ほど開けたとき、二番目の部屋は荒れた騒音がしていた。彼は立
ち止まって、同じ騒音がまた聞こえないか耳を澄ました。彼は全くもって聞きたいと思っ
た。数瞬間前には騒音があったのである。先ほどの瞬間が消えてしまうものなら、何でも
差し出していたろう。再び彼は鈍い痛みを感じた。しかしもっと強く、ますます強く感じ
た。彼は部屋に入った。ランプはまだ燃えていた。ラム酒の破片はまだソファーの周りに
あった。鏡の水銀は床に銀のターラー貨幣のように輝いていた。ファイテルは疲れ果てて、
椅子に座って、鏡の輝く瓦礫を凝視していた。そのときしばしば彼の母親が、銀のターラ
ー貨幣が貧しい男の床に落ちて来るおとぎ話を語っていたのを思い出した。彼は老いたユ
ダヤ人女性が竈のところに座っていて、その横に小さな少年の自分がいるのを思い浮かべ
た。彼自身好奇心を起こして黒い地面を見つめ、白いターラー貨幣が自分の前にも落ちて
来ないか期待したものだった。今や、自分の部屋が、あたかも銀のターラー貨幣が落ちて
来たような外観であると自覚した。彼は再び、小さなファイテルが母親のこの物語のとき
感じていた何か落ち着かない歓喜を感じた。そしてこの思い出の最中、突然また、自分の
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内部で気付いていた鈍い圧力が生じた。内部のどこかは分からなかった。のろのろと彼は
立ち上がって、床にしゃがんで、ガラスの破片を集めた。破片を彼は戸棚の隅に運んで、
鏡の縁を壁から外して、裏返しにして隅に立てた。それからランプとグラスを取った。グ
ラスには夜、飲み水を満たす習慣であった。しかしグラスを握ると悪寒に襲われた。彼は
再びそれを置いた。今や生きていない者が、そのグラスから飲んだのであった。彼はラン
プをベッドの許へ運び、衣服を脱いだ。ズボンを戸棚に仕舞って、別のを持って来て、そ
の足先の方を長靴に当ててこすり、その先は汚れた。その後彼はランプを消した。消える
前にランプの芯が今一度燃え上がった。それで彼はたまたま次のようなどうでも良いこと
を思い浮かべた、つまり、人々は明かりの炎を人間の命と比較する、と。彼は炎をひねっ
て消していた。再び彼は胸に痛みを、しかし不分明に感じた。彼の力は尽きていた。彼の
神経はすり切れていた。彼は眠り込んだ。殺人者は眠った。
しかし彼が目覚めたら。すると彼のうろたえた精神が妄想の中で追い求めるあのずる賢

さが、つまり、闇の中、考え出すすべての小さなイメージや想念を追い求めて、今この時
から絶えず彼の中で圧迫し、押さえ込むある感情を回避しようとするときのあのずる賢さ
が役立たないことになろう。彼が目覚めたら。すると彼はすでに睡眠半ばでこう感じてい
ることだろう。安らぎは消えてしまい、不安や嘆きがまた自分の魂に忍び込んで来る、と。
彼はなお夢の中でもこう感じていることだろう。意識がないということは何と甘美なこと
で、思考は何と恐ろしいものか、と。彼は目覚めることに逆らうことだろう。しかし逆ら
いながら、苦痛はますます強くなり、ますます鋭いものとなる。遂には彼は絶望して両目
を開けて、おぞましい現在を、おぞましい未来を凝視する。
そして再び彼の精神は、霊の像を上品な糸で縛ることを始めることだろう。考えつくす

べての根拠を寄せ集めて、この怪物が目に見えないようにすることだろう。彼はこう考え
ることだろう。死者は何と年取っていて、何と劣等で、何と情けない奴であったか、と。
彼はこう思おうと試みるだろう。死を招いたのは、単に偶然にすぎなかった、突然の憤激
に駆られた腕の一振りにすぎなかった、と。老公が自分の足で固い地面を見つけられなか
ったのは何という不幸な偶然であったか、と。すると彼は突然自分は果たして大丈夫かと
思い、熱い高熱の不安で彼の青白い顔は紅潮することだろう。階段での従者の足音で彼は
びっくりし、中庭での[石畳の]鉄の棒のきしみを、法が彼に差し向けている武器の物音と
見なすことだろう。そして再び、彼がうろたえて部屋の中をあちこち駆ける間、彼の精神
が働くことだろう。彼は昨日自分がなしたすべての足取り、手のすべての動作、自分の発
したすべての言葉を今一度反復し、生じた一つ一つのたびに見つけられることは不可能で
あると証明しようとすることだろう。誰も彼を見ていなかった。誰も聞いていなかった。
悲しいあの老男性は半ば狂っていたので、自ら帽子を目深に被ったのだ、自ら溺れたのだ。
このように彼もこの面から老男性の形姿に彼の糸をかけることだろう。そして絶えず恐

ろしい重荷を感じて、遂には、内心での闘いにくたびれて、住まいから飛び出して行く。
自分の仕事に、人々の許に、老公のことを忘れさせる何かを見いだそうと切に憧れている。
彼を路上で凝視する人は、彼を悩ませることだろう。彼は警察の役人を見かけると、素早
く一軒の家へ入って、見張っている目からの自分の恐れを隠さなければならない。自分が
知っている人々を見つけると、彼は厚い群衆の中へ押し入ることだろう。彼はいつでも頭
を止める、すべてに関心を示し、いつもよりもっと話し、笑うことだろう。しかし彼の目
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は落ち着かずにさまようことだろう。そして彼の魂は、何かあの殺害された男について、
そして人々がこの男の突然の死について考えていることを耳にすることを絶えず恐れるこ
とだろう。彼は自分の知人達を騙して、知人達はひょっとしたら彼のことを格別に利発と
見なすことだろう。そして時に一人がこう言う。「あのイッツィヒは良い奴だ。大きな仕
事をした」と。彼はいつもは触れない幾多の腕を抱くことだろう。そして人々に陽気な話
しを語り、家まで同伴することだろう。自分は一人っきりになれないと知っているからで
ある。彼はコーヒー店に急ぐことだろう。ビアホールに行って、知人達を探し、彼らの許
に座り、一緒に飲んで騒ぐことだろう。一人っきりでいてはならないと知っているからで
ある。
そして彼が夕方遅く家に帰って来たとき、沈み込みそうに疲れて、恐ろしい闘いでくた

びれて、消耗しているとき、そのとき彼はもっと軽快な気分となる。自分は自分の中にあ
るものを不分明にすることに成功したのだ。彼は疲労と無感覚とに悲しい快適さを見いだ
して、睡眠を、この地上でまず有する唯一の幸せを期待する。そして再び彼は眠り込むこ
とだろう。そして翌朝目覚めると、すべての蜘蛛の糸は千切れており、新たに恐ろしい作
業が始まる。そのように一日は過ぎて行くことになり、何日も、ずっと、彼が生きている
限り、そうなる。もはや彼は他の人々のようには生きていない。彼の実存はこれから先、
一つの闘いであり、一つの死体に対するおぞましい闘いであり、誰も知らないが、ただ一
人彼の精神のみを煩わせる一つの闘いである。彼が自分の商売で行うこと、生きている者
達との社交で行うことは、単に一つの見せかけ、嘘にすぎない。彼が笑うとき、他人と握
手し、担保を基に貸して、百のうち五十を取るときも、すべては他人に対する誤魔化しに
すぎない。彼は自分が人間の社交から離れていること、自分の取りかかるすべてが空しく、
価値がないことを承知している。彼が取りかかり、それに抵抗して働き、それが故に飲み、
おしゃべりし、人々と交わっているのはただ一つのことである。この一つとは川の中の老
男性の死体である。

5.

アントンの書き物机の上の石膏像の他に店の別の生き物達が静かな勝利を祝っていた。
この店とこの店の人々とを根本的によく知っている人は、例えば叔母さんは、ある種の人
々が自身や他の人に見せかけている欺瞞を見抜いていた。他人ならば今この家族の中で生
じている幾多のことに頭を振ったかもしれない。しかし叔母さんは他の良き家の精達同様
に頭を振ることはなかった。アントンは静かに、寡黙に、青白い頬をして帳場に座ってい
て、正午の時以外は決して家族の中に現れずにいること、ザビーネが今や以前は見られな
かったのに、兄のいる所で赤面しがちになって、数時間一言も話さず、手仕事の許に座っ
ていて、その後突然店の中を走り、小さな撚り糸玉と戯れている子猫のように大はしゃぎ
すること、そして最後に家父長自身が、アントンが話そうと、黙っていようと、絶えずア
ントンを覗いていて、そして日に日に一層陽気になって行き、叔母さんをからかうことを
全く止めようとしなくなること、こうしたことすべては、勿論、はなはだ奇妙であった。
しかし何年も前から、この人間達は最も好んで何を食べるか、毎月ただ一回何を食卓に置
くことが許されるか、正確に知っている者、いや彼らの靴下を編んだことがあり、彼らの
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襟を自らの手で強化したことのある者、叔母さんのようにこの三人のものを幾度かそうし
たことがある者は、多分に彼らの抜け道を探り当てるものである。勿論叔母さんは嗅ぎ当
てた。
善良なる叔母さんはアントンが戻って来たことを自分一人の功績のせいにした。彼女は

自らに最も好ましい男衆が帳場に戻って来て欲しかった。それ以上のことは考えなかった。
少なくともアントンの帰還後、最初の数週間は誰に対しても否定したことであろう。とい
うのはカバーの薔薇色の裏地にもかかわらず、自分が所属するこの店は誇り高い店である
ことを彼女も承知していたからである。この店はその一風変わった意志を持ち、とても繊
細に扱われることを欲していたのである。彼女は、悄然としたアントンが単に客人として
彼らの許に滞在する予定と知ったとき、彼女自身数週間、本当に疑念を抱いていた。しか
しまた商店主と自分の姪に対する静かな優位を取り戻した。というのは彼女は見抜いたか
らである。
表屋の三階は何年も前から人が住んでいなかった。商店主は彼の両親との時代、自分の

若い妻と一緒にそこの上で暮らしていた。すぐ前後して両親と彼の妻と小さな息子を失っ
たとき、彼は下に降りて来た。その時以来、彼の足が上の階に踏み込むことはほんのまれ
であった。灰色の巻き上げブラインドが一年中窓の前に掛かっていて、家具と絵画は灰色
の埃が被っていた。全階が魔法の眠れる茨姫の城であった。思わず知らず女性達の足音は、
この微睡みの領域の廊下を行かなければならないとき、よりこっそりとなった。
叔母さんは今、屋根裏部屋から下りて来た。ピックスとの果てしない闘いの末、洗濯物

を乾かすためのささやかな空間をかろうじて確保していた。市民的立身は人間をやはり変
えるとまさに彼女は考えていた。というのはピックスの後任のバルブスは、この人のおと
なしい性格に彼女は大いに希望を抱いていたのであるが、新しい職務に就くと、前任者同
様、進撃して来る傾向があったからである。再び彼女は、ピックスが強引に彼女の領域の
中に建造した三つの小部屋の外に置かれた一群れの葉巻箱を見いだした。そしてまさに彼
女は、バルブス氏にそのことで宣戦布告する覚悟であった。そのとき彼女は三階のある部
屋のドアが広く開いているのを見て驚いた。一瞬泥棒と考えて、まさに助けてと叫ぼうと
思ったとき、分別心が生じて、このあからさまな幽霊をまず調べることにした。彼女はこ
っそりとカーテンの掛かった部屋に忍んで行った。しかし驚きの余り石化しそうになった。
彼女は甥自身が全く一人っきりでその住まいにいるのを見たのである。彼が、つまり妻の
死以来これらの部屋に行くのを好まなかったその彼が今、亡き妻の住んでいた部屋に立っ
ていた。両手を組み合わせて、深く物思いに沈んで、その男は立っていて、花嫁姿の自分
の妻が描かれている肖像画を見ていた。白い繻子の服を着て、髪にミルテの花輪を被って
いた。叔母さんは共感して溜め息を付かないわけに行かなかった。思いがけず商店主が振
り向いた。「この肖像画を下の私の部屋へ持って行こうと思うのだ」と彼は優しく言った。
「でもあなたはマリーの別の絵を下に持っているでしょう。これにはいつも不機嫌にな

っていた」と叔母さんは叫んだ。
「年月が経ってより落ち着いて来た」と商店主は答えた、「ここには時が経てば別のが

来ることだろう」。
叔母さんの目は照明弾のように輝いて、こう尋ねた、「別のですか」。
「ただそんな考えが浮かんだのだ」と商店主は逸らしながら言って、視察する目で並ぶ
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部屋を通って行った。誇り高く、心の中で肩をすくめて、叔母さんは彼の後に従った。こ
の人ら好きなように偽装するがいいわ、そんなことをしても無駄なのだから。
用心深いザビーネにしてももっと上手いわけでなかった。
アントンは正午、黙って叔母さんの隣りに座っていた。彼が椅子を動かし立ち上がると、

叔母さんはザビーネの目が彼の青白い顔に情熱的に気遣って注がれ、涙を溜めているのを
見た。彼が部屋を去ると、ザビーネも立ち上がって、中庭に面している窓際に近寄った。
叔母さんは彼女の近くに来て、カーテンの背後から覗き見をした。ザビーネは大いに緊張
して中庭を見つめていて、突然微笑して、全く神々しく見えた。慎重に叔母さんはもっと
間近に忍んで行き、同じように下の中庭を見た。そこにはアントンしか見えなかった。ア
ントンは彼女らに背を向けていて、プルートーを愛撫していた。彼は犬に幾つかのパン屑
を与えていて、プルートーは彼の周りで吠え、陽気に彼の上着へ跳びかかっていた。
「まあ」と叔母さんは考えた、「彼女が一度に泣いたり笑ったりしている相手はプルー

トーではないでしょう」。
すぐその後、あるとき甥がレディーの部屋のドアを開けたとき、叔母さんは控えの間で

一人の大きな男が大きな包みを持っているのを見た。彼女の鋭い目は大きな呉服商店の配
達人と見分けていた。商店主は自分の妹を隣室へ呼んだ。叔母さんは耳を傾けた。最初は
甥が話し、それからザビーネであったが、全く小声で、それから叔母さんはつぶやきを聞
いたが、それは抑えた嗚咽にとても近いものであった。「この娘が泣き声になるとは」と
彼女は不思議に思った。彼女がまさにその部屋に入ろうとしたとき、兄妹が彼女に向かっ
て来た。ザビーネは彼女の兄の腕に寄りかかっていて、彼女の頬と目は強く赤みを帯びて
いた。それでも彼女はとても幸せに、とても羞じらって見えた。叔母さんが、儀礼上必要
なほどのかなりの間を置いた後、何か探しに隣室へ入ると、彼女はある椅子の上に大きな
包みを見いだした。彼女の手がたまたまそれに触れた。すると包みは結ばれていなかった
ので、自然と開いた。彼女は豪華な家具用布地を見つけ、その下に更に別の工夫品、彼女
の神経を激しく刺激する工夫品を見つけ、彼女も席に着いて、その場で若干の涙を出さず
にはおれなかった。それは最も重たい素材の白い儀礼用の服で、女性が生涯にただ一度、
敬虔さと喜ばしい慄きに満ちた祝祭の日に着る習慣のものであった。
それ以来叔母さんは周りを一人の主婦の確かさで扱った。主婦は他の人がしばらく奇妙

な振る舞いをしても許すのである。こうした人為的作法のとどのつまりは自分自身の領域
の強力な動作となるであろうと良く承知しているからである。つまり台所での激しい仕事
であり、長い料理メニューであり、家禽の堂々たる屠殺であり、貯蔵物果実のすべての容
器への壊滅的な攻撃である、と。彼女も神秘的になった。果実のジャムのすべての小さな
樽や鉢が突然異常な検査を受けることになった。昼食のとき、時に新しい料理の見事な試
供品が出現した。叔母さんはこのような日、頬を赤らめて台所から出て来て、誰も新しい
料理を立派なものと見なさないととても気分を害した。もっとも彼女はいつも忘れずこう
言い添えていたのである。「単に料理番の差し当たりの試みです」。そう言って彼女は甥
とザビーネをずる賢い優位の表情で見つめ、これは明瞭にこう語っていた。「すべてお見
通しですよ」。それで商店主は眉を顰め、叔母さんに厳しい視線を向けざるを得なかった。
しかし商店主自身普通は厳格には見えなかった。ザビーネとアントンは日ごとにより静

かになり、より閉じこもって行った。商店主は目に見えてより陽気になった。彼は今や数
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年見られなかったほどおしゃべりになって、食卓でアントンと会話することに飽きなかっ
た。彼は彼に話すように強い、アントンの唇から出て来る言葉をすべて緊張して聞いてい
た。最初の数週、彼はよく吟味するようにアントンの写字台を見ていた。しばらくすると
彼は店でも、アントンへの彼の関係はまだ昔のままであるかのような振りをした。勇敢な
足取りで彼は前面の帳場を歩んだ。まだ店は多くの不振が見られた。しかし彼はほとんど
気にしなかった。代理人のブラウン氏が自分の重たい心を打ち明けると、彼はそれを笑い、
短い冗談を述べた。
アントンはこうした変化に気付かなかった。彼は帳場で働いているとき、バウマン氏に

寡黙に向かい合って座り、ただ手紙のことしか考えなかった。夕方は大抵一人っきりで部
屋で過ごして、それから頭を本に向けた。フィンクが彼に残していたもので、自分の陰鬱
な考えを忘れようと試みた。
彼は商会が去って行ったときとまた同じではないと知った。何年間もここではすべてが

固定していた。今では商店は落ち着かない動揺の中にあった。古くからの付き合いの多く
が断ち切られ、幾つかの新しい付き合いが結ばれていた。彼は新しい代理人、新しい顧客
を、幾つかの新しい品物と新しい労働者を知った。
奥の家も静かになっていた。二番目の帳場の高位の人、リーボルト氏とプルツェル氏を

別にして、彼らは市民社会で騒ぎを起こす人では決してなかったが、親しい知人達の中で
は、わずかに忠実なバウマンとシュペヒトのみが残っていた。二人も店を去ることを考え
ていた。バウマンはアントンが帰還すると、すぐに商店主に、次の春には出て行かなけれ
ばならない、と告白した。アントンの真面目な小言も今回は伝道師の固い決意を変えるこ
とができなかった。「私はその期限を延ばせない」と彼は言った、「私の良心全体がそれ
に反対を称えている。私はここから一年間の予定でロンドンの伝道施設へ行き、そこから
派遣される先へ行く。白状するとアフリカを贔屓にしている。そこには何人かの国王がい
る」。 ー 彼は発音の難しい名前を挙げた、 ー 「全くひどい人とは思っていない国
王達だ。そこで改宗が幾らかなされなければならない。その上彼らの農園はひどい。異教
徒による奴隷売買は止めさせたいと思っている。そこの人々を自国で使って、サトウキビ
を植え、稲作をするようにできよう。数年経ったら貴方にロンドン経由で我らの農園作物
の最初の見本を送ろう」。
シュペヒト氏もアントンの許にやって来た。「貴方はいつも私に親切だった、ヴォール

ファルト。貴方の意見を伺いたい。私は素晴らしい娘と結婚する予定だ。ファニーといっ
て、C.ピックスの姪なのだ」。
「おやまあ」とアントンは言った、「その若いレディーを愛しているのかい」。
「そう、愛している」とシュペヒトは夢中になって叫んだ、「しかし結婚したら、ピッ

クスの店に入ることにもなっている。それ故貴方に伺いたい。私の恋人は若干資産を有す
る。それでピックスは、その資産を彼の店に投資するのが一番良いと言うのだ。ピックス
は本当は良い奴だと貴方は承知していよう。しかしそれでも別の相棒の方がもっと好まし
いのだ」。
「そうは思わない、昔からのシュペヒトよ」とアントンは言った、「貴方は少しばかり

向きになるところがある。安心できる相棒は貴方にとっていつも良いことだろうと思う。
ピックスは貴方に強いて、自分の意志を貫こうとするだろう。でも損にはならない。貴方
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はちゃんと筋を通すだろうから」。
「そうだな」とシュペヒトは言った、「しかし彼の選んだ専門店を考えてくれ。我らの

ピックスがあんなものを選ぶなんて、誰も思わなかったことだろう」。
「一体何の店だ」とアントンは尋ねた。
「ごちゃ混ぜだよ」とシュペヒトは叫んだ、「以前彼が見たことのなかったようなもの

だ。毛皮や皮の他にあらゆる種類の毛皮類で、黒貂からモグラまでだ。その上フェルトや
その類いで、全く彼の流儀で、すべてふさふさしたものや剛毛のもの一切だ。 ー その
中には卑俗な商品もある、ヴォールファルト」。
「子供じゃないのだから」とアントンは答えた、「少年、結婚し給え。そして義理ある

人の後見を受け給え。損にはならないだろう」。
その翌日ピックス本人がアントンの部屋に入って来た。「私は貴方の名刺を見つけた、

ヴォールファルト。貴方を次の日曜日コーヒーに招待しに来たのだ。キューバ[コーヒー]
とマニラ[葉巻]だ。私の妻を紹介したい」。
「それで貴方はシュペヒトを相棒にするつもりだろう」とアントンは微笑して尋ねた、

「いつも貴方は仲良しせずにつっけんどんだった」。
「他ならぬ彼とでなければやはり仲良くなれんだろう。打ち明けて言えば、あの哀れな

奴に借りがあるのだ。それに商売のために一万ターラー必要で、それを彼が結婚して得る。
私は小売りを引き受けたのだ。忌々しい毛皮加工品だ。それに彼を引き込む。彼には楽し
いことだろう。店にやって来て、毎年新しい毛皮を身にまとう女性達に毎日お上手言うわ
けだ。彼はここの帳場よりそこが重宝だろう」。
「貴方はまさにどうしてこの商売を選ぶに至ったのです」とアントンは尋ねた。
「仕方なかった」とピックスは答えた、「私の前任者の大きな倉庫がまだあるのに気付

いた。ひどい状態だった、と請け合っておくよ。すると突然兎の毛皮や豚の剛毛を格安と
思う大きな一味の中に居合わせることになったのだ」。
「それだけのせいで決めたのではあるまい」と笑いながらアントンは答えた。
「ひょっとしたらちょっと違うかもしれない」とピックスは言った、「私の妻のせいで、
ここの当地に残らなければならなかった。分かるだろう、アントン、この店の国内取引の
主任であった私がこの地で同じ専門を開業することはできないのだ、と。私はこの店主よ
りすべての国内取引をよく承知している。すべての小さな顧客が店主よりも私のことを良
く知っている。私の資本はより小さいけれども、この店に害をもたらすことになったろう。
私は容易に上手な商売ができたかもしれないが、しかしこの店が損害を受けたことだろう。
それで別なのに手を出さなければならなかった。それ故私は決心したらすぐにシュレータ
ーの許へ行って、このことを彼と話し合った。貴殿らとは単に一点競争するつもりだ。そ
れは馬の房だ。この点では貴殿らを打ち負かしてやる。このことは店主にも言った」。
「それは商会も我慢しよう」とアントンは言って、剛毛商人のピックスと握手した。

しかし帳場だけでなく、大きな秤の許の労働者の間でも一つの変化が見られた。父親の
シュトゥルム、店の誠実な友が、今にも商会とこの小さな地上を去りそうであった。
帰還後のアントンの最初の質問の一つは、父親シュトゥルムのことであった。シュトゥ

ルムは数週間前から不調で、部屋から出なかった。大いに案じて、アントンはこちらに到
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着した後、二日目の晩、この大きな男の住まいへ急いだ。
すでに通りで彼は珍しく低い物音を耳にした。あたかも巨大な蜂の群れが薔薇色の家の

中に巣くっている感じであった。彼が玄関に入ると、その物音はライオンの家族の遠いう
なり声のようであった。不思議に思い、ノックした。誰も答えなかった。彼がドアを開け
ると、敷居に立ち留まっていなければならなかった。というのは、最初の瞬間、部屋では
灰色の見通せない煙りしか見えなかったからである。その煙りの中、黄色の明かりの点が
青白い靄と共に漂っていた。次第に彼は煙りの中に若干の薄暗い地球儀を見分けた。それ
らは明かりの周りに惑星のように置かれていた。時折、人間の腕のように見えるもの、し
かし象の脚にとても良く似たものが動いた。ようやく開けたドアからの一陣の風が蒸気を
動かして、彼はその雲を通じて、部屋の奥まで個別に視線を届けることができた。人間の
住まいでこれほどキュクロプス[一つ目の巨人]の煙草部屋に似ているところはなかったで
あろう。テーブルの許には六人の巨大な男達が座っていた。三人はベンチの上で、三人は
樫の椅子の上であった。皆が葉巻を口にしていて、テーブルには木製のビール･ジョッキ
があった。響く物音は彼らの言葉であって、そのように聞こえたのは、病室にふさわしく
彼らが小声で話したからであった。
「何か匂うぞ」とようやく一人の力強い声が叫んだ、「一人人間がここに来たに違いな

い。涼しい風が吹いて、ドアが開いている。ここに来た者は、名乗られたい」。
「シュトゥルムさん」とアントンは敷居から叫んだ。
地球儀は回転する動きをして、明かりを暗くした。
「聞いたかい」とその声は再び叫んだ、「人間が一人来ているぞ」。
「そうです」とアントンは答えた、「それに古い友です」。
「この声は分かる」と素早くテーブルの背後で叫び声が生じた。
アントンは明かりの許にもっと近寄り、積込み人達が立ち上がり、そして大声で彼の名

前を呼んだ。父親シュトゥルムはそのベンチの一番端まで動いて、アントンに両手を差し
出した。「貴方がこちらにいらっしゃることは、すでに私の同僚を通じて知っていました。
貴方があの国から元気に戻られたこと、あの大鎌の男達や、酢漬けキャベツの樽を部屋に
置かせている泣き虫小僧達の許から戻られたことは、とても嬉しいことです」。アントン
の手はまず老シュトゥルムの両手へ差し出され、シュトゥルムはそれを力強く握って、そ
れからまた撫で返して、それから他の五人の男達の両手に移り、また引き戻された。赤く
なって、変色し、関節が震動し、それでアントンは両手を素早く上着のポケットに入れた。
積込み人達が次々にアントンと挨拶を交わしている間、シュトゥルムは突然、割り込んで、
質問した。「私のカールはいつ来るのだ」。
「来るようにと手紙を書いたのですか」とアントンは尋ねた。
「書いたのかと」とシュトゥルムは頭を振って、繰り返した、「いや、それはできない。
行政官という彼の立場を考えると、私はできない。私が来いと彼に手紙を書けば、彼は来
るだろう。たとえ百万の大鎌の男達が彼と我々の間に進軍して来ていたとしてもな。しか
し彼は向こうの領主一家に必要とされているだろう。だから、彼が自ら来るのでなければ、
来て欲しくない」。
「彼は春には来ましょう」とアントンは言って、試すように父を見た。
老公は再び頭を振った、「春には来ないだろう。私の許には来ないだろう。私の小さな
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小人がそのとき来ることはあろう。しかしもはや父親の許ではない」。彼はビール･ジョ
ッキを持って、長く一気に飲んで、それから蓋を閉め、力強く咳払いした。それから決然
とした目でアントンを見つめ、拳を印としてテーブルに押し付けた。「五十歳」と彼は言
った、「まだ二週間ある、それから逝く」。
アントンは腕を老公の肩の周りに置いて、他の人々の顔を問うように見た。彼らは葉巻

を手にしていて、二人の前に悲劇のギリシアの合唱隊のように立っていた。「御覧なさい、
ヴォールファルトさん」と合唱指揮者は始めた。彼は人間として見ると、大きかったが、
しかし巨人としてはその隊長より小さかった。「ご説明しましょう。この男の意見では、
自分は弱っている。そして次第に弱って行くであろう。そして数週間後には、我々積込み
人が手に一個のレモンを握らなければならず、我らの帽子に黒い切れ端を付けることにな
る日が来る、というわけです。このようなことは我らの望むことではありません」。皆が
頭を振って、自分達の隊長に不同意して、見つめていた。「つまり五十歳に関する我々と
彼の間での昔からの論争です。今彼は自分の主張が正しいと主張していて、それが全てで
す。我らの意見は、彼が間違っているということです。彼は弱って来た、それはあり得ま
す。時に力がもっと大きくなったり、時にもっと少なくなったりします。しかしだからと
言って、この場を去ると考える必要がありますか。ヴォールファルトさん、貴方にありの
ままに言いたいのです。これは彼の極論だ、と」。
すべての巨人が頭を頷かせて、発言者の言葉を認めた。
「では彼は病気なのですか」とアントンは案じて尋ねた、「どこが病気なのです、馴染

みの友の方」。
「あちこちだ」とシュトゥルムは答えた、「空気中に漂っていて、ゆっくりと近寄って

来て、最初力を奪い、次に息を奪う。脚から始まって、それから上に上がって来る」。彼
は両足を示した。
「立ち上がるのが辛いですか」とアントンは尋ねた。
「まさにその通り」と巨人は答えた、「辛くて、日ごとに募る。お主に言っておくが、

ヴィルヘルム」と彼は発言者に対して続けた、「二週間したらそれも終わるだろう。する
とお主らのレモンの他に酸っぱく辛いものはなくなるだろう。お主らの顔も、辛いのは、
夕方までの二，三時間であって欲しいものだ、そのときは、お主らもまたこちらにやって
来て、この場で跪く。私はビールのポットが今日同様に置かれているように手配しよう。
するとお主らは老シュトゥルムについて、今は休息していて、重いものをもはや持ち上げ
ない同僚として語ることになろう。我々の逝く所は、もはや重いものは何もないと考えて
いるのだから」。
「聞かれたでしょう」とヴィルヘルムは苦悶して言った、「彼はまた極論を言っている」。
「医者は貴方の病気について何と言っていますか」とアントンは尋ねた。
「そう医者ね」と老シュトゥルムは言った、「医者に尋ねようと思ったら、十分に説明

してくれよう。しかし医者には尋ねないのだ。内緒で話して、医者には信頼を置いていな
い。大方の人間はどんなものか医者は知っていよう。これは否認しない。しかし我々の類
いについてどこから知り得よう。誰も樽を持ち上げられないのだから」。
「医者を頼らないのであれば、親愛なるシュトゥルムさん、早速私が貴方の医者となる

ことにしましょう」とアントンは叫んで、窓際に急いで、すべての開き戸を開けた。「呼
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吸が苦しいのであれば、この厚い靄は貴方にとって毒です。両足が痛むのであれば、もは
や飲むべきではありません」。彼はビールのポットを別のテーブルに運んだ。
「おい、おい」とシュトゥルムは、仕事熱心なアントンを見守りながら言った、「ご意

見は結構だが、役には立たんぞ。若干の煙りは保温になるし、ビールにはとにかく慣れて
いる。私が一日中一人っきりでこのベンチに座っていて、仕事もしないで、一人の人間に
も会わないでいると、夕方同僚達が私の許でくつろいでくれたら、嬉しいのだ。そのとき
彼らは私に語ってくれる、いつものように彼らの声を聞くことになって、店のことや世の
中の動きを知ることになるのだ」。
「しかし貴方自身は少なくともビールを避けて、喫煙を控えるべきでしょう」とアント

ンは答えた、「貴方のカールでも同じことを貴方に言うことでしょうし、彼がこちらにい
ないから、敢えて私がカールの代わりになっているのです」。彼は他の積込み人達に向か
って言った、「私は彼が間違っていると説明することにします。三十分ほど彼と二人っき
りにさせてください」。
巨人達は離れて、アントンは病人に向かい合って座り、父親にとって最も喜ばしいこと、

つまり息子について語った。
シュトゥルムは自分の陰気な予感を忘れて、幸せな気分に陥った。ようやく彼はアント

ンを閉ざした目で見つめて、彼の方に寄りかかって親しげに言った。「一千九百ターラー
だ。彼はもう一回ここに現れた」。
「貴方は何も渡さなかったのでしょう」とアントンは案じて尋ねた。
「ただ百ターラーだった」と老公は詫びながら言った。
「彼は今は亡くなっている。哀れな若様だ。彼は上着に飾り紐を付けて、とても陽気に

見えた。人間は[生きた親の]息子であるかぎり、死んではならない。これはとても心が痛
む」。
「貴方の金についてはフォン･フィンクさんと話しました」とアントンは言った、「借

金は貴方に支払われるよう仲介することでしょう」。
「カールに払えばいい」と老公は寝室を見ながら、訂正した、「そして向こうの金庫に

あるものを私のカールの手に渡す役を引き受けて頂きたい。私自身がこの小男にもはや会
えないことになったら」。
「シュトゥルム、貴方がこの考えを放棄しないのであれば」とアントンは叫んだ、「私

は貴方の敵となりましょう。今から極めて頑強に貴方に対処します。明日また来て、シュ
レーターさんの医者を連れて来ましょう」。
「彼は良い男かもしれない」とシュトゥルムは言った、「彼の馬は立派な餌を貰ってお

り、強壮で丈夫だ。しかしあの医者は私には役立たないだろう」。
翌朝医師が患者を訪問した。「彼の状態はまだ危険だとは思いません」と医師は言った、

「彼の足は腫れています。しかしまた良くなりましょう。しかし活動せず、座ってばかり
の生活はこの強壮な体にはとても不健康です。彼の食生活もひどくて、危険な病気が急速
に進行することも残念ながら大いに考えられます」。
アントンはこのことを早速カール宛に書いて、添えた。「このような状況下では、自分

の五十歳の誕生日より長く生きられないという貴兄の父上の信念は大いに案じられる。最
も良いのは貴兄自身がこの頃戻って来ることだろう」。
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アントンがこのことをカール宛に書いてから、かなりの時が経過していて、その間彼は
この病人の許に毎日訪れていた。シュトゥルムの状態は顕著な変化は見られなかった。し
かし、頑固に誕生日より長生きしないという決心を保っていた。ある朝御者がアントンの
部屋にやって来て、積込み人のシュトゥルムが是非彼と話したいと述べていると伝えた。
「病気がもっとひどくなったのか」とアントンはびっくりして尋ねた、「すぐ彼の許へ

行く」。
「彼本人が馬車に乗って、玄関ドアの前にいます」と従者は言った。アントンは店の前

に急いだ。そこには荷車用馬車が止まっていた。柳細工の上には大きな樽の箍が嵌められ
ていて、この上には白い蓋が張られていた。亜麻布の先端が折り返されていた。そして父
シュトゥルムの頭が巨大な毛皮帽と共に突き出ていた。この巨人は、アントンと、馬車の
周りに集まって来た店の下僕達をその高みから子供達を脅かす偉大な従僕ループレヒトの
ように眺めていた。しかし彼自身の顔はとても苦悶しているように見え、近寄ったアント
ンに一枚の紙を差し出した。「これをお読みなさい、ヴォールファルトさん。このような
手紙を私は哀れなカールから受け取った。すぐに逝かなければならない。 ー ロスミン
の背後の荘園だ」。そう彼は馬車の横に立っている頑丈な御者に説明した。
アントンは手紙を見た。それは森林官の不器用な文字であった。びっくりして彼はその

内容を読んだ。「親愛なる父上。私は父上の許に行けません。大鎌の男が残っていた私の
手を切り落としたからです。それ故この手紙を受け取ったらすぐに哀れな息子の許に旅す
るよう父上にお願いします。おおきな馬車を使って、それでロスミンまで来てください。
そこの赤鹿亭の前で止まります。鹿亭では一台の馬車と一人の荘園の下僕が父上を待って
います。下僕は一言もドイツ語を解しません。しかしその他は立派な男です。下僕はすぐ
に父上と分かるでしょう。旅行のために毛皮と、それに毛皮の長靴を買ってください。長
靴は膝上まであるもので、下の方は革が張ってなければなりません。父上の大きな脚用の
長靴がない場合、晩のうちにも毛皮加工業の親父さんに足に合わせて毛皮の長靴を縫って
貰わなければなりません。ヴォールファルトによろしく。父上の忠実なカール」。
アントンはその手に手紙を持っていて、すぐには、どう理解していいか分からなかった。
「この新しい不幸に対してどう思いますか」とこの巨人は悲しげに尋ねた。
「いずれにせよ、すぐに息子さんの許に行かなければならないでしょう」とアントンは

答えた。
「勿論行かなければならない」と積込み人は保証した、「この不幸は応える。まさにこ

の今というとき、明後日は五十歳だ」。
アントンはこの関連に気付いた、「カールの要望のようになさいましたか」。
「用意はした」と巨人は語った。そして亜麻布の蓋を折り返した。「すべて遺漏はない。
毛皮に長靴も」。アントンは馬車の中を見て、笑いを抑えるのに苦労した。大きな狼の毛
皮をまとって、シュトゥルムは馬車の幅全体を占拠していた。彼の足も狼の毛皮で縫い合
わされていた。かつて彼が怪物に似ていたとすれば、今の彼がそうであった。彼は自分の
帽子で白い亜麻布の上に突き出ており、彼の足の柱は前部席と後部席の間のすべての馬車
の空間を占めていた。彼はベッド用袋の上に座っていて、餌袋を背もたれとしていた。馬
車の中の空いた空間として残っていたわずかなものは、同僚達が別れて行く隊長に工夫し
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て編み上げ、結び付けたあらゆる種類の梱や食料籠で埋められていた。小さな樽や箱が彼
の周りに置かれ、彼のすぐ前には燻製のソーセージと旅行用瓶が箍から下がっていた。か
くて彼は越冬中の原始の一頭の熊のようであった。彼の側には大きなサーベルがあった。
「あの大鎌の男達に対するものだ」と彼は言って、怒ってそのサーベルを振った。 ー
「貴方に今、大きな頼み事がある。私の家の鍵はヴィルヘルムに預けてある。貴方にはこ
の箱を引き受けて頂きたい。中身は私のベッドの下にあったものだ。カールのために保管
していて欲しい」。
「その箱はシュレーターさんに渡しましょう」とアントンは答えた、「店主は駅まで馬

車で行かれた。今にも帰られるはずです」。
「店主によろしく」と巨人は言った、「店主とザビーネ嬢によろしく。私の生涯で私と

カールが受けた御厚志に心から感謝しているとこのお二人に伝えて頂きたい」。 ー 感
動して彼は家の玄関を覗き込んだ。「楽しく何年も私はあの中で働いて来た。ツェントナ
ーの荷の輪が磨かれたように滑らかなのは、私の両手が実直に手伝ったからだ。三十年前
からこの店が手がけてきたこと、それを私も一緒に手がけた。良いことも、悲しいことも。
しかし私はこう言っていいだろう、ヴォールファルトさん、我々はいつも有能だった、と。
貴殿らの樽をもはや私が転がすことはないだろう」と彼は店の下僕達に向かって続けた、
「別人が貴殿らの加勢をし、馬車に梯子を置くことだろう。貴殿らが砂糖樽を結び付ける
ときは、老シュトゥルムを時々思い出して欲しい。この世で永遠に続くものは何もない。
強い者も終わりが来る。しかしこの商会は、ヴォールファルトさん、今の商店主のような
長がいて、貴方のような男達がいて、秤の許に正直な手がある限り、存続し、繁栄して欲
しいものだ。これが私の心からの願いだ」。彼は柳細工の上で両手を組み合わせた。涙が
頬の上を流れた。「それではお達者で、ヴォールファルトさん、握手しよう」。彼は大き
なミトン[親指だけが分かれた手袋]を脱いで、彼の手を馬車から差し出した。「そして貴
殿ら、ペーターに、フランツ、ゴットフリート、店の下僕の皆の衆、お達者で、私のこと
を温かく思いだしてくれ」。ザビーネの犬が尾を振って、馬車に寄って来て、柳細工に跳
びかかった。「老プルートーも来たか」とシュトゥルムは叫んで、手で犬の頭に触れた。
「プルートー、さらば」。犬は彼の手を舐めた。「さらば、皆の衆」と去って行く彼は叫
んだ。「御者殿、ロスミンの方だ」。かくて彼は馬車の中に引っ込んだ。荷物馬車は舗石
の上をがらがらと転がって行った。しばらくして今一度白い亜麻布が開けられた。シュト
ゥルムの大きな頭が今一度振り返った。そして手で合図した。
アントンは幾日かシュトゥルムの運命を大いに案じた。ようやくカールの筆跡の手紙が

来た。
「親愛なるヴォールファルトさん」とカールは書いていた、「貴方は多分、何故私が私

のゴリアト[巨人]宛に先の数行を送ったのか気付かれたことでしょう。父は部屋から出て
行く必要がありました。誕生日を巡る父の思い込みを棄てさせる必要がありました。それ
故不安の余り、やむなく嘘を付いたのです。次のような次第となりました。
父の誕生日の前日、下僕がロスミンの鹿亭で待っていました。私自身は向かい側の居酒

屋へ馬で行き、父の到着の具合と父の様子を見ていました。私は隠れていました。正午頃
馬車がゆっくりと転がって来ました。御者が父の降車を手伝いました。下りる際とても辛
そうで、私は脚のことを大いに心配しました。しかしそれはむしろ毛皮と馬車の震動のせ
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いでした。老父は通りで一通の手紙を手にしていて、それを読みました。すると馬車に駆
け寄って来たヤッシュと対面となりました。ヤッシュは一言もドイツ語が分からない振り
をすることになっていました。父は彼の前で様々な合図や恐ろしい動作を両手でしました。
父は手を舗石から二フィートの所に置いて、下僕が頭を振ると、老父は自ら地面に屈みま
した。これは『私の小人』の意味だったと思われます。しかしヤッシュは理解できません。
それから片一方の手の関節を別の手で握って、手を激しくヤッシュの鼻の前で振りました。
下僕はそれでなくてもこの大男にびっくりしていたので、ほとんど逃げ出すところでした。
しかし父は、我らのジャガイモ馬車の周りを数回回って、馬車を不審げに触った後、よう
やくその品共々その馬車に乗り込みました。かくて出発しました。私は下僕には、真っ直
ぐに森林官地に行くように指示していて、森林官とすべてを打ち合わせていました。私は
脇道を先に駆けて行き、馬車が夕方頃着くと、私は森林官のベッドに飛び込み、手をベッ
ドの掛け布団の下に結び付けて貰い、喜んで手を差し出さないようにしました。老父が私
のベッドに近寄って来たとき、父はとても感動していて、泣き、私は自分が騙さなければ
ならないことが心苦しく思われました。私は言いました。また快方に向かっていて、医師
は明日には起きていいと言っている、と。その後父はより落ち着いて、重々しい表情で言
いました。それは結構だ、明日は自分にとって大事な日で、明日は私が父のベッドに来る
必要があろう、と。それでまた父の戯言が始まりました。しかし長くは続かず、陽気にな
りました。森林官も加わって、我々は恵み深い御令嬢が私にと城から送ってくださったも
のを食べました。老父にビールを出すと、とてもまずいと言いました。その後森林官がポ
ンス酒を作って、我々三人は皆したたかに飲みました。絶望的考えの父と、切り落とされ
た手の私と森林官の三人です。
長旅と温かい部屋とポンス酒とで父はやがて眠くなりました。私は大きなベッド架台を

手配していて、森林官の部屋に置いていました。父は私の頭にお休みの挨拶の接吻をして、
ベッドの布団を叩いて、言いました。『それでは明日だ、私の小人よ』。すぐその後父は
眠り込みました。何と深く眠ったことか。私は森林官のベッドから起きて、夜その部屋で
彼の番をしました。不安な夜です。私は絶えず彼の呼吸を聞いていなければならなかった
のです。翌朝遅く父は目覚めました。老父がベッドで動くと、森林官が部屋に入って来て、
すでにドアの所で彼は両手を打ち合わせ、何度もこう叫びます。『シュトゥルムさん、何
ということをなさったのです』。 ー 『私が何をしましたか』と私のゴリアトは半ば眠
りの中にいて、尋ね、全くびっくりして部屋を見回します。大きな鳥達の鳴き声がして、
農園全体がとても見知らぬものに思えて、自分がまだこの世にいるのか分かっていません。
『私はどこにいるのです』と父は叫びます、『この地は聖書には載っていない』。しかし
森林官は相変わらず叫びます、『いや、そのようなことは前代未聞のことです』。それで
老父は全く驚いて、不安げに尋ねます、『それで一体どうしたのです』。 ー 『シュト
ゥルムさん、貴方のなさったことときたら』と森林官は叫びます。『貴方は一晩と一日、
そしてまた一晩眠ったのです』。 ー 『とんでもない』と老父は言います、『今日は十
三日、水曜日だ』。 ー 『いいえ』と森林官は言います、『今日は十四日、木曜日です』。
そのように両人は互いに喧嘩しました。とうとう森林官がカレンダーを取って来ると、そ
のカレンダーでは過ぎた日はすべて線で消されていて、今日の水曜日も太く斜線があって、
火曜日の下にはこう注意書きが記されています。『今日七時、行政官シュトゥルムの父親



- 502 -

が到着。大きな男で、ポンス酒に強い』。そして水曜日には『今日この父親は一日中眠っ
ている』。私の父はそれを見て、ようやく全く混乱して言います。『その通りです。ここ
に文字で記されている。火曜日七時に私は到着し、挨拶し、ポンス酒。すべて合っている。
水曜日は終わっている。今日は木曜日、十四日だ』。彼はカレンダーを置いて、全く当惑
してベッドに座っています。『私の息子カールはどこだ』と彼はようやく叫びます。今や
私は部屋へ入り、私の手を上着の下に縛り付けていて、森林官同様に偽ります。とうとう
老父は叫びます。『魔法にかかったようだ。どう考えていいか分からん』。 ー 『分か
らないのかい』と私が言います、『私はベッドから出ているだろう。昨日父上が眠ってい
るとき、医者がこちらに来て、私に起床を許したのだ。今はもうとても丈夫になって、頑
丈な腕でこの椅子を上げられるぞ』。 ー 『重たいものは一切ならん』と老父は言いま
す。『父上のことでも医者と話しました』と私は更に続けます、『医者は賢い男で、我々
にこう告げました。あれか、これかだと。逝ってしまうか、あるいは眠る続けるかであろ
う。一晩中眠っていたら、克服したことになる。これは危険なことである。時々このよう
な偶然が人間には生ずるものだ、と』。 ー 『我々積込み人の場合はそうだな』と老父
が答えます。このようにして我々は父がベッドから起き上がるようにしました。父は全く
元気になりました。しかし一日中心配で、父の側から離れずにいました。父は中庭から出
ることが許されずにいました。しかし午後すべてが水の泡となりそうでした。代官が私と
話すために来たのです。幸い森林官が中庭の木戸を閉ざしていて、森林官が外に出て、代
官に指示を出したのです。代官が入って来ると、父はすでに遠くから彼にこう呼びかけま
す。『今日は何曜日だ、戦友』。 ー 『木曜日です』と代官が言います、『十四日です』。
そこで父は満面の笑みを浮かべて叫びます、『それなら確かだ、それなら信じよう』。更
に一晩父は、誕生日が過ぎ去るまで、森林官の許で眠りました。
翌朝私は馬車を来させて、父を農園中庭まで連れて行き、私の部屋の向かい側の部屋に

案内しました。技術者が住んでいた所です。私は彼のために室内を急いで整えていました。
すべてを承知のフォン･フィンクさんがしっかりした家具を城から運び入れるよう手配し
てくださって、私は父のために老ブリュヒャー[Blücher(1742-1819)元帥]を壁に掛けて、
ヨーロッパコマドリを中に入れ、鉋台を置き、若干の道具を添えて、部屋が快適なものに
なるようにしました。そして今やこう言いました、『老公、ここが父上の住まいです。父
上は今から私の許にいなければなりません』。『おやおや』と父は言います、『そうは行か
ない、我が小人よ』。 ー 『他に手はありません』と私は再び言います、『これは私の
意向であり、フォン･フィンクさんの意向であり、ヴォールファルトさんの意向であり、
シュレーターさんの意向なのです。父上は従わなければなりません。我々二人がまだこの
世にいる限り、これからは一緒に暮らすことにしましょう』。その後、私は手を上着から
出して、いかに父の生活が不健康であったか、そして自分の思い込みで私から去ろうとし
たことを大いに説教しました。長く説教したので、父は全く優しくなって、私にできるだ
け協力すると約束しました。その後フォン･フィンクさんが来られて、陽気な流儀で父に
挨拶され、午後には御令嬢が男爵を案内して来られました。盲目の領主ははなはだ父親の
ことを喜ばれて、彼の声がお気に召して、しばしばその大きさを触って確かめていました。
別れ際に自分の心にかなった男と呼ばれました。多分そうなのに違いない。領主はその日
以来午後はいつも父親の小部屋にいらして、父親の彫ったり、叩いたりする音に耳を傾け
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ています。
まだ父はここで目にすることすべてに驚いています。自分が眠って過ごしたあの日のこ

ともまだ合点が行っていません。もっとも気付いているようで、時々話している最中に私
の頭を掴んで、私のことを悪ガキと呼んでいます。この言葉が昔の『小人』代わりに話し
の中によく差し込まれることと思います。行政官にとっては前よりもっとひどい言葉だけ
れども。父は車大工に打ち込むつもりです。今日はすでに車輪の輻を彫りました。ただ働
き過ぎないよう祈っています。父をこちらに呼んで、すべて順調に経過したことを喜んで
います。ただこの冬を乗り越えさえすれば、父の足の衰弱はきっと良くなりましょう。小
さな家を父は売却するつもりです。ただ相手は積込み人です。父は貴方に頼んで、借家に
住んでいるヴィルヘルムに家の売却をするよう申し出ています。他人よりは安くしたいと
のことです」。

6.

弁護士の没落後、数日してアントンは自分の部屋に座って、フィンク宛に書いた。彼は
フィンクに伝えた。弁護士の死体が町外れの堤防で、川から引き上げられました。死の原
因はまだ不明です。この男が住んでいる家の一人の子供が、家の捜査の日の夕方、彼の住
まいの近くの路上でこの男に出会ったと証言しました。それ以来、彼の姿は目撃されてい
ません。こうした状況下では自殺も考えられないわけではありません。しかし警察は引き
下げられた帽子は他人の手という[間接]証拠と固く見なしています。家宅捜査では書類は
発見されておりません。警察の更なる追求もこれまでのところ成果を上げていません。こ
の恐ろしい突発事件に対する私自身の意見は、イッツィヒもこの事件に何らかの咎がある
というものです、と。
そのときドアが開かれた。ガリシア人が急いで部屋に入って来て、物も言わず、錆びた

鋼の枠の古い眼鏡をアントンの前のテーブルに置いた。アントンはその男の狼狽した顔を
見て、跳び上がった。
「彼の眼鏡です」としわがれた調子でティンケレスはささやいた、「川の所で見つけま

した。このような恐ろしいことを体験するなんて、神様、仏様」。
「誰の眼鏡だい、どこで見つけたのか」とアントンは尋ねた。ガリシア人にはそれを述

べる余力はなかろうと予感して、その悲しげなメガネを彼の目は臆して見つめた、「ティ
ンケレス、しっかりしろ、話すがいい」。
「隠し通せるものではありません、天まで届く叫び声がします」とガリシア人は激して

動揺し、叫んだ、「経過をすべて聞いて貰いましょう。貴方と百ターラーのことで話した
二日後に私は夕方、レーブス・ピンクスの寝場所に行きました。私が家の中へ入ると、暗
闇の中、私の側を一人の男が走って行きました。私はこれはイッツィヒだ、そうじゃない
か、と思いました。私は自分に言いました。これはイッツィヒだ、彼が急いでいるとき、
いつも駆けるときの走り方だ、と。私が上の大きな部屋に上がると、一切空でした。私は
テーブルの許に腰掛けて、私の札入れを調べました。私が座っていると、外から風が吹い
て来て、手すりでノックの音がします。あたかも誰か外にいるかのように絶えずノックし
ます。中に入りたくて、しかしドアを開けられないでいるようです。私はびっくりして、
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手紙を仕舞って呼びました。誰かいるんなら、いると言ってくれ、と。誰も答えず、それ
でも絶えずドアがカタカタ言っています。そこで私は勇を鼓して，ランプを手に取って、
手すりの所へ行って、すべての隅を照らしました。誰も見えなかったのです。再びすぐ私
の前でノックの音がして、大きなカタンという音がしました。決して開いたことのないド
アが開きました。そのドアから一つの階段が下の川へ達していました。私が階段を照らす
と、濡れた足が階段を踏んでいて、上に上がっていました。その足跡は部屋の中まで見え
ました。床の上の濡れた斑点です。そして私は不思議に思い、自分に言いました。シュマ
イエよ、と私は言いました。この夜中、川から部屋に上がって、ドアを幽霊のように開い
たままにしたのは誰だ。関わるなよ、と私は自分に言いました。これはおまえの仕事では
ない。私は恐れました。
そして私はドアを閉める前に、ランプでもう一度階段を照らしました。すると下の川辺

の最後の段で、明かりの中、光る何ものかを見つけました。私は一段一段と下へ敢えて下
りて行ったのです。何と申しましょう、ヴォールファルトさん、辛い仕事でしたよ。風が
うなり声を上げて、私のランプの周りに吹き付けます。下への階段の道は井戸の中のよう
に真っ暗なのです。そして私が拾い上げたものが、ここのこれなのです」。 ー 彼は眼
鏡を示した、 ー 「彼が目の前に付けていたメガネです」。
「どうして貴殿はこれがあの死人の眼鏡だと分かるのだ」とアントンは固唾をのんで尋

ねた。
「継手の所で分かります。黒い撚り糸で結ばれています。私はこの眼鏡をピンクスの所

の部屋で一度ならず見ました。その後、私は眼鏡を私の許に仕舞っていました。この話し
は何もピンクスには話さないでおこう、このメガネをヒップス本人に渡そう。そして我ら
の仕事に役立つか見ようと思ったのです。それで今までこの眼鏡を自分の許に持っていて、
そしてヒップスを待っていました。しかしヒップスが来ないので、ピンクスに尋ねたので
す。ピンクスはこう答えました。『私も彼がどこに潜んで居るか知らない』。そして今日
の正午、私が宿に来たとき、ピンクスはこう言いました。『シュマイエ』と彼は言いまし
た、『貴殿がまだヒップスと話したいなら、川へ行かなければならないぞ。彼は川で見つ
かったのだ』。彼がこう言ったとき、私の心臓は射貫かれた思いがしました。川へ行って、
彼を探すがいい、と。私は壁に寄りかかっていなければならなかったのです」。
アントンは書き物机に急いで、数行警察の役人に書いた。警察はしばらく前、彼の部屋

を去ったばかりであった。そして呼び鈴を引き、従者に、その紙片を至急、届けるよう頼
んだ。
一方ティンケレスは悄然と椅子に沈み込んでいて、テーブルの面を凝視して、思わず訳

の分からない調子でつぶやいていた。
アントンはそれに劣らず動揺して部屋の中をあちこち歩いていた。悲しげな沈黙であっ

た。ただ一度沈黙は破られて、ガリシア人がそのつぶやきから声高な調子に移って尋ねた
のであった。「眼鏡は百ターラーの値打ちがあると思いますか。私のために貴方が書き物
机に置かれている百ターラーの値打ちが」。
「私にはまだ分からない」とアントンは手短に答えて、部屋の中を歩き続けた。
シュマイエは再び弛緩して、溜め息を付いた。時折震える両手を互いに打ち合わせて、

思わず知らず物音を発していた。ようやく彼はまた見上げて、言った。「しかし少なくと
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も五十ターラーにはどうです」。
「今貴殿の暴利の話しは止めてくれ」とアントンは厳しく答えた。
「どうして止めろとなるのです」とティンケレスは怒って叫んだ、「私は大変な不安に

耐えて来たのです。一文の価値もないのですか」。再び彼は自分の痛みに沈んだ。
この話し合いは警察の到着で中断された。この有能な警察官は商人のティンケレスに今

一度その報告を繰り返させて、眼鏡を取り、自分と、それに逆らうティンケレスのために
一台の馬車を予約して、別れ際にアントンに向かって言った。「素早く決着すると思って
いてください。私の目論見通りになるかは、まだ不明です。しかし貴方にとって、貴方が
探している文書が見つかる見込みが生じました」。
「何という代償か」とアントンは戦慄して叫んだ。

エーレンタールの家の各部屋は明るく照明されていた。垂れたカーテンを通って、物憂
い微光が、厚い霧雲から路上に落ちる霧雨にかかっていた。幾つかの部屋が開放され、重
たい銀製の燭台が周りに並び、輝く紅茶ポットや、多彩な陶器の鉢やすべての飾りの品が
ブラシをかけられ、洗われ、配置されて、暗い床は新たに磨き上げられ、料理女でさえ新
しくアイロンを当てられた頭巾を着用していた。家全体が掃除されていた。美しいロザー
リエはこの壮麗さの最中、黄色の絹の服を着て、紫がかった深紅の花々で飾られ、楽園の
フーリー[イスラムの天女]のように美しく、この天女のように選ばれし夫を迎え入れる用
意ができていた。母親は彼女の重たい素材の皺を綺麗に直して、自分の仕事を喜悦して見
て、母親らしい感情に戻って言った。「ロザーリエ、今日は一段と綺麗よ。ただ一人の娘
のあなた」。しかしロザーリエは母親の褒め言葉に慣れすぎていて、称賛にほとんど注意
を払わず、自分の丸々とした腕に全くしっかり収まりそうにない腕輪は無愛想に嵌めよう
としていた。「イッツィヒが私にこのトルコ石を買ったのは、全く気が利いていない。こ
れは流行ではないと知っていても良かったのに」。
「よく縁取りされていますよ」と母親は宥めて言った、「重たい金でできています。型

は最新の趣味のものです」。
「イッツィヒはどこなの。今日は間に合って来るでしょうね。家族はいるのに、新郎が

いないなんて」とロザーリエはふくれて続けた。
「あの人は時間通りに来ます」とイッツィヒのパトロンの夫人は答えた、「あの人が苦

労して働いていることは承知しているでしょう。あなたが裕福に暮らせるようにですよ」
と彼女は溜め息を付いて結んだ。「今から新生活に入るのです。声望ある夫人になるので
す。結婚後まず数週間首都へ二人で旅なさい。そこで私の家族にイッツィヒがあなたを紹
介して、一緒にすっかりくつろいで蜜月を過ごしたらいいわ。その間私はあなた達にここ
で寝場所を整えましょう。私は上の階へ移るつもり。人生の残りをエーレンタールの世話
で過ごし、夫と一緒に空いた部屋にいましょう」。
「父上は今日社交に現れるの」とロザーリエは尋ねた。
「家族のために、ここに来て貰わないとね。父としてあなた達に祝福を述べて貰わなけ

ればなりません」。
「父上は私どもの邪魔をして、また馬鹿げたことを言わないかしら」と子供らしい娘は

言った。
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「話すべきことは夫には伝えてあります」と母親は答えた、「そして了解した印に私に
頷いたわよ」。
呼び鈴が鳴って、ドアが開き、親戚が現れた。やがて部屋は一杯になった。重たい絹の

服を着て、金の装身具、きらびやかなイヤリング、ネックレスを付けたレディー達が大き
なソファーと周りの椅子を占めた。大方は豊満な形姿で、ここかしこで燃えるような黒い
目があり、規格品の美人であった。彼女達は別々に集合していて、庭師が地味な花を植え
ないようにしている多彩なチューリップ畑のようであった。また男達がグループごとに立
っていた。ずる賢い顔つきで、両手をズボンのポケットに入れていて、余り祝典風ではな
く、余り快適そうでなかった。そのように新郎の親戚は待っていた。新郎は相変わらず姿
を見せていなかった。
ようやく、その話題の彼が現れた。疑い深く彼の目はさまよった。新婦への彼の挨拶は

頼りなく響いた。彼は極端に緊張して、ようやく美しい少女に投げかけるべき幾つかの科
白を述べた。彼自身は自らの裡に感じている空虚さに激しく笑いたかったことであろう。
彼は彼女の輝く目を見ていなかったし、美しい首と華麗な体を見ていなかった。彼が彼女
に近寄ったとき、彼は突然、何か別なもの、彼が今いつも考えているものを考えざるを得
なかった。彼は素早くロザーリエから離れて、彼の到着後会話が弾むようになっていた男
達の群れの中へ入って行った。年若な者達のどうでも良い言辞、「ロザーリエ嬢は素晴ら
しく見える」とか「エーレンタールは来るのだろうか」とか「この長い霧は異常だ、健康
に良くない。フランネルの上着を着なければならない」が聞かれ、最後にある口から次の
言葉、「四・五パーセントのもの」が聞かれた。すると質問が止んで、話題が見つかった。
イッツィヒは最も声高な者達の一人であった。彼はすべての方面に身振りを交えて話した。
人々は相場について、羊毛について、証券で大いに投機して没落した金融業の男の不幸に
ついて話した。女性達は忘れられていた。しかしこのような無視には慣れていて、彼女達
は厳かに手に紅茶カップを持って、衣服の皺を綺麗に直し、優美に首と腕を動かして、ネ
ックレスと腕輪が蠟燭の明かりの中で輝いた。
そのとき談話はある物音で中断された。ドアが開いて、皆が静かになって、重たい肘掛

け椅子が部屋の中へ転がってきた。
この肘掛け椅子には白髪の老人が座っていた。太く、浮腫んだ顔、両の、ぼんやりと凝

視している見張った目、体は曲がって、腕は肘掛けの上に緩く垂れ下がっている。これは
ヒルシュ･エーレンタールであった。痴呆の老人である。椅子が集合者の中央に据えられ
ると、彼はゆっくりと見回し、頭で頷いて、習得している言葉を繰り返した。「今晩は、
今晩は」。彼の妻は彼の許に屈み込んで、大きな声で彼の耳に叫んだ、「ここにいる皆様
を知っているでしょう。親戚の方々よ」。
「知っている」とその形姿は頷いた、｢夜会だな。 ー 皆大きな夜会に出掛けた。私

だけが部屋に残された。 ー 私は彼のベッドの側に座っていたのだ。ベルンハルトはど
こだ。老父の許に何故来ない」。肘掛け椅子の周りの人々は、当惑して引き下がった。妻
はまた老公の耳許に叫んだ、「ベルンハルトは旅立っています。でもあなたの娘ロザーリ
エがここにいます」。
「旅立ったのか」と老父は悲しげに尋ねた、「どこに一体また旅したのか。私は彼のため
に馬を買ってやろうと思った。乗馬できるようにな。荘園を買ってやろうと思った。上品
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な人間として暮らして欲しいからな。いつも上品な人間であったのだが。私は知っている」
と彼は叫んだ、「私が彼を最後に見たとき、彼はベッドにいた。ベッドに臥せっていた。
そして彼の手を上げて、その手を父親に反抗的に振り上げたのだ」。彼は椅子にまた沈み
込んで、小声でめそめそ泣いた。
「ロザーリエ、こちらに来なさい」と母親は叫んだ。もうろくした夫のこの空想で不安

が増していた。「父上があなたを見たら、ねえ、別な考えになるでしょう」。娘は近寄っ
て、ハンカチを下に広げながら、父の椅子の前で跪いた。「お父さん、私が分かる」と彼
女は叫んだ。
「分かるよ」と老父は語った、「おまえは女だ。どうして女が大地に跪く必要があろう。
私に私の祈りの外套を渡して、祈りを称えなさい。私がおまえの代わりに跪き、祈ろう。
長い夜が来たからな。しかしそれが過ぎたら、明かりを点して、食べることにしよう。そ
うしたら色とりどりの衣服を着る時になろう。 ー 何故鮮やかなスカートを着ているの
だ。主が教区の民に怒っている今の時に」。 ー 彼は祈りをぶつぶつ言い始め、また自
らの中に沈み込んだ。
ロザーリエは不機嫌に起き上がった。母親はとても当惑して言った。「いつもより今日

夫は調子が悪い。父親には娘の晴れの日には出席して欲しいと思っていたのだけど、でも
家父長の責任を果たせそうにないわね。私が皆様に母親として喜びの挨拶をすることにし
ましょう」。彼女は厳かに娘の手を握った。「イッツィヒ、もっと近寄ってください」。
イッツィヒはそれまで他の人々の許に黙って立っていて、老公を見つめていた。彼は時

折肩をすくめて、病人の戯言に頭を振っていた。これが家族での彼の立場としてふさわし
いと思ったからである。しかし彼の目の前に別の形姿が浮かんで来た。彼は他の者達より、
誰が嘆き、呻いているのか知っていた。彼はまた誰が亡くなり、赦免していないか知って
いた。それで彼は家の夫人の横に機械的に歩み出て、老公をじっと見据えていた。客人達
は輪になって彼とロザーリエを取り巻いた。母親は彼の手を取った。
そのとき肘掛け椅子の老公が再び戯言を言い始めた。「静かにし給え」と彼は聞こえる

声で言った、「そこにあの者、目に見えぬ者が立っている。我々が墓地から家に帰ると、
あの者が女達の間で踊っている。あの者に見つめられると、肢体が叩かれる。そこにあの
者は立っている」と彼は大声で叫び、椅子から起き上がった、「そこだ、 ー そこだ。
ー 水盤を転覆させて、家々へ逃げ給え。 ー そこにあの者が立っているから。あの

者は主に呪われている。 ー 呪われているのだ」と彼は叫んで両手を固めて、狂ったよ
うにイッツィヒに向かってよろめいて行った。
イッツィヒの顔は青ざめた。彼は笑おうとした。しかし彼の形相は恐ろしい不安へと歪

んだ。そのとき素早くドアが引き開けられた。彼の使い走りの若者が不安げに中を覗いた。
イッツィヒはただちらりと少年を見ただけであったが、この少年が伝えたいことすべてを
察した。自分は見つかったのだ、自分は危ない。彼はドアへ飛び込んで、消えた。
美しいロザーリエよ、汝の花嫁の飾りを外すがいい。トルコ石の黄金の腕輪を家の暗い

隅に投げ棄てよ。家の壁には黴が付着していて、決して光線が金や宝石に跳ねてきらめく
ことはない。宝石は色あせることになろう。黄金は年月の経過のうちに見栄えのしないも
のとなろう。ワラジムシが腕輪の部分にその臥所を築いて、黄金のネックレスの継ぎ目か
らすり抜けて行こう。長い脚の蜘蛛がその上を這って、その管から巣を張りめぐらし、暗
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闇で単純な蠅を不意打ちすることだろう。腕輪を汝から放り投げよ。そこにある金の粒は
すべて悪巧みによって支払われているのだから。汝の結婚式の衣装を脱ぎ、汝の美しい体
を喪服で包むがいい。汝の髪の毛の花々の花弁をむしり取って、外の夜の中に投げ入れよ。
冷たい夜風の戯れのために。その花弁を見送るがいい。いかに花弁が窓の明かりの中、舞
って、暗闇の中に消えることか。花弁は通りの汚れの中に落下して、通行人達の足が花弁
を泥で踏み潰す。汝の婚約は消え、汝の将来を期待された新郎との結婚式は祝われない。
汝は翌日からは頭を垂れて通りを急ぐことになろう。そして汝が通り過ぎるとき、人々は
頭を寄せ合って、こうささやくことだろう。「これが彼の花嫁だ」と。母親の希望が首都
にいる楽しい蜜月の汝を見ることであったその時が来たとき、汝は逃げ去って余所の町に
いて、意地悪な者達の嘲笑を避けていることだろう。しかし汝は苦痛で沈み込むことはな
い。頬の色は色あせない。汝は輝かしい容姿を保って、汝の父は多くの金をかき寄せてい
る。汝は、イッツィヒの後任となる用意のある者を一人ならず見いだすことだろう。汝の
運命は、汝の資本と結婚する者、つまり汝の肢体を満足した笑みで購入する者の手に落ち
ることだ。汝はこの者を結婚生活の最初の日から軽蔑し、そしてこの者を我慢することだ
ろう。医師でも取り除くことができない障害に耐えるようなものだ。汝は衣擦れの音の絹
の新しい衣装をまとうことだろう。そして別の黄金の飾りが汝の腕でがちゃがちゃ言う。
汝の人生の中身は、飾りの人形としてさまよい、汝の夫を嘲笑して別の男達と比較するこ
とになろう。しかし老エーレンタールが高利と抜け目のなさで子供達のために千もの苦労
をして貯めて来た金は、再び手から次々に転がって行くことだろう。金は善人にも悪人に
も奉仕して、資本の強力な奔流の中、流れ去って行くことだろう。この動きが人間生活を
維持し、美化し、民族と国家を偉大にし、個々人を、その活動に応じて、強めたり、ある
いは情けないものにしたりするのである。

外は暗い夜であった。こもった霧の中、冷たい霧雨が降っていた。歩行者の肌は密な秋
服の下、震えていた。イッツィヒは階段を飛び降りた。彼は階段でなおも震える声を耳に
した。「警察が家に来ている。中庭に立っているし、階段で待ち伏せている。部屋のドア
を開けた」。それから彼は何も耳にしなかった。恐ろしい不安に彼の魂は震撼された。猛
然と素早く様々な考えが頭を過った。逃亡だ、逃亡だと一切が彼の中で叫んでいた。彼は
ポケットを探った。そこに先週から自分の財産の一部を持ち運んでいた。彼は鉄道列車を
考えた。しかし彼を海辺へ連れて行く列車の出る時刻ではなかった。そしてすべての駅に
彼は、自分を待ち受けている追跡者を感じた。それで彼は夜の中に駆け出た。狭い路地を
抜けて、離れた街角へと。ランタンが燃えている所では彼は後ずさった。彼の歩行はます
ます速くなり、彼の思考はますます乱れて来た。とうとう彼の力が抜け、彼はある隅にし
ゃがみ込んで、両手を頭に置いて、考えをまとめた。すると彼は近くで夜警人の鈍い角笛
を聞いた。その男は彼から数歩の所に立っていて、彼の斧槍が、ベルトに持っている鍵に
触れて鳴った。低く地面にこの逃亡者は屈んだ。不安が彼を締め付けていて、命にかかわ
ることであったが、彼は呻いた。ここも危険だ。再び彼は家並みの間を前進して行き、ま
だ明確に心に浮かんだ唯一の場所へ向かった。そこは死神のように彼が恐れていて、それ
でもまだこの世で有する最後の隠れ場として彼を引き寄せている所であった。彼が例の宿
の近くに来たとき、彼はドアの前に暗い人影を見かけた。そこは小さな男[ヒップス]がよ
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く暗闇の中、立っていて、家に帰って来るファイテルを待っていたのであった。今日も彼
はそこに立っていて、彼を待っているのか。この不幸な男[イッツィヒ]は後ずさりして、
再び近寄った。ドアは開いていた。彼は手で隠された取っ手を探って、中へ滑り込んだ。
しかし彼の背後で再び脅すようにその人影は突き出た地下室の暗闇から出て来て、彼の後
からそのドアに滑り込み、そこに動かずに立ったままでいた。逃亡者は自分の長靴を脱い
で、階段を上がって行った。彼は暗闇の中、ある部屋のドアを手探りして、震える手でド
アを開け、壁の鍵束に手を伸ばした。それらの鍵を持って、彼は広間を通ってバルコニー
へ急いだ。眠っている人間達の呼吸を彼は遠方のもののように聞いていた。彼は階段のド
アの前に立っていた。激しい戦慄で彼の肢体は震えていた。階段をよろめきながら一段一
段彼は下りて行った。彼が川に足を入れると、情けない呻き声を聞いた。彼は別の者[ヒ
ップス]がしたように木の壁に掴まって、下を覗いた。再び奥深い胸から呻き声がした。
彼はそのような呼吸をしているのは自分自身だと気付いた。足で彼は川の通路を探した。
川はかの時以来水かさが増していた。膝よりも高かった。彼は底を見つけて、川の中に立
っていた。
夜は暗闇であった。相変わらず重たいこもった大気の中、雨が降って、霧が川に沿って

家々やバルコニーを覆っていた。ただぼんやりと川辺の階段や支えの柱や家の切妻の屋根
が濃い灰色の塊の中から浮かび出ていた。川は古い支柱や階段や家々の突出部のところで
せき止められ、単調につぶやいていた。それは暗い夜の中での唯一の物音であった。そし
てこの物音はこの男の耳に雷の音のように響いた。彼は、徒渉しながら、両手で感じなが
ら、川と雨の中、自分の道を探す今この時になって、劫罰の者のすべての苦悩を感じた。
彼は支柱の滑りやすい木材に、沈まないようしがみついた。彼は隣りの家の階段の側に立
っていた。彼はポケットの鍵を触った。更に角を一回跳ねるだけである、そして彼の足は
階段に触れた。そして彼が振り向こうとしたとき、彼は力なく戻された。上げられていた
足は川の中に沈んだ。流れの上の眼前の支柱梁の上に彼は暗い、屈んだ人影を見た。彼は
古い帽子の輪郭を見分けることができた。彼は闇の中であったが、馴染みの顔の醜い容貌
を見た。その霊は動かず彼の前に座っていた。彼はその霊を追い払いたいかのように手を
自分の目許と大気の中に持って行った。それは錯覚ではなかった。その幽霊は彼の数歩前
に座っていた。とうとうその恐ろしいものは、手をイッツィヒの胸へ差し出した。叫び声
を上げて、この犯罪者は後ずさって、彼の足は道から滑り落ち、首の所まで川の中に落ち
た。かくて彼は奔流の中に立っていて、彼の上では風がうなり、彼の耳許では川がますま
す野蛮に、ますます威嚇的にどよめいた。彼は両手を上げて、彼の目は相変わらず眼前の
この霊を見つめていた。ゆっくりとこの余所の形姿は梁から離れて行った。彼自身が進ん
で来た道の上で物音がし、その幽霊はもっと間近に近寄って来て、再び手を彼の方へ差し
出した。彼はびっくりして更に遠くの奔流の中へ跳んだ。更にじたばたし、甲高い叫び声
がして、溺死者の短い闘いがあった。そしてすべては終わった。奔流は流れ去り、生命の
ない者の体を連れ去った。
川の縁では活気づいた。ピッチの松明が岸辺で輝き、武器や夜陰の制服が明かりの反映

の中、きらめいた。捜している人々の呼び声が聞かれ、階段の土台から一人の男が岸辺に
沿って徒渉し、上に呼びかけた。「手が届かないうちに、彼は流れて行った。明日堤防で
見つかることだろう」。
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7.

レーベル・ピンクスの宿が捜査された。隣家の秘密の倉庫は証拠として押収された。数
多くの新旧の窃盗の品がそこに揃っていたので、宿の亭主本人が牢獄に入れられた。見つ
かった証拠品の中には男爵の空の手文庫があった。秘密の空隙の閉ざされた戸棚な中、片
隅にまとめられて、男爵の名誉を賭けた借用証と、荘園負債の最初の二万ターラーと最後
の二万ターラーの両抵当証書があった。代理人イッツィヒの住まいに、ファイテル･イッ
ツィヒが最初の抵当権の所有者である旨、ピンクスが証している文書が見つかった。ピン
クスの頑固な意地も、捜査逮捕で軟化していた。彼は否認してももはや利のないことは、
自白した。つまり自分は単に溺死者の依頼で、男爵に金を払ったのであり、男爵は実際は
合計してもほぼ一万ターラー以上ではない金をイッツィヒから得たのである、と。かくて
男爵は最初の抵当権の半分に対する自分の権利を取り戻した。
ピンクスは長い禁固刑に服することになった。静かな宿は閉鎖された。そして二つ目の

百ターラーをイッツィヒの死後、アントンに対しすぐに要求したティンケレスは、それ以
来、自分の包みとカフタンの服を別の寝場所に運ぶことになった。商会に対する彼の思い
は最近の出来事で熱を帯びたが、商会は彼に対し尋常ならざる用心をする契機となって、
彼が是非とも成し遂げたいと思っていた若干の大きな取引が拒否された。この素っ気なさ
の当然の帰結として、ティンケレスは商店の賢明さに一層高い敬意を払うことになって、
帳場への訪問を止めず、新しく大胆な投機が良好な関係を断つことはなかった。ピンクス
の家は売却され、正直な染め物師が越してきた。そしてかつて若いファイテルの痩せた形
姿が寄りかかっていたバルコニーからは今や青や黒に染められた糸が下の物憂い川に下が
っていた。
弁護士とエーレンタールの打ちひしがれた家族との長い交渉の後、和解の方策で、アン

トンは、二万ターラーを支払うことによって、名誉を賭けた借用証と最後の抵当権を取り
戻した。
一方家系の荘園の強制競売の日が近付いて来た。まだ期日前の日に、一人の購入予定者

がアントンを訪ねて来た。アントンは、法律補助人の意見を求めながら、男爵の同意の下、
彼と協定を結んだ。つまり購入者は男爵に対し少なくともエーレンタールのために振り出
した最後の抵当権に相当する購入額を提示すべきである、と。相変わらず低い荘園物価の
ためにこの荘園に対するこれより高い売却価格は期待できなかった。アントンが大変緊張
して待っていた最終期日に、新しい購入者は実際荘園を前もって約束されていた値段で手
に入れた。
期日を過ぎた日、アントンは男爵夫人宛に手紙を書き、男爵の借用証と自分の全権委任

状を送った。彼は自分がすべての混乱の中から、それでもおよそ三万ターラーの遺産分を
レノーレのために救済できたという喜ばしい思いを抱いて手紙に封をした。

スタロスト[ポーランドの郡知事]の城の屋根にまた白い雪が積もった。カラスはその足
跡を押し付けた。冬の輝かしい祭典服が沃野や森に広がっていた。地球は深く眠り、一頭
の牧羊犬も田畑で吠えず、農耕具は無為に中庭の納屋にあった。それでもこの荘園では秘
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かな生活が目に付いた。広い中庭作業場ではツォル[インチ]尺と鋸を持った忙しげな労働
者達が急いでいた。農園中庭の地面は平らではなかった。新しい建物のために地面が掘り
出されていたからである。部屋の中では、それどころか陽光を受けた野外でも、町から一
群れの職人達が、大工や指物師、車大工が働いていた。陽気に職人の若者は仕事しながら
歌を口笛で吹き、黄色の木屑が広く中庭に舞った。新しい力が、そして新しい生活が荘園
では目に付いた。そして春が来ると、一群れの労働者達がポーランドの大地に広がって、
休んでいた地面に、勤勉な労働の成果を実らせるように強いることだろう。
父親シュトゥルムは温かい部屋の彫刻台に座って、樽の箍や樽板を相手にしていた。彼

の彫刻鑿は力強く樫の木を加工していた。彼に向かい合って部屋の唯一のクッション付き
の椅子に盲目の男爵が寄りかかっていた。撞木杖を手にしていて、老シュトゥルムに耳を
向けていた。
「疲れることだろう、シュトゥルム」と男爵は言った。
「別に」と巨人は叫んだ、「手の方はまだ以前のように動きます。ここのこれは雨水用

の小さな樽です。ほんの子供の仕事です」。
「彼も昔小さな樽に潜んでいたことがあった」と男爵は思わず知らず口にした、「か弱

い子供で、乳母が水浴びに入れたのだ。彼はその背中をそこで曲げて、膝を前に出して突
っ張っていて、それで出られなくなった。私はその子を狭い牢から抜け出させるために、
樽の箍を外させなければならなかった」。
巨人は咳払いをした。「鉄の箍だったのですか」と関心を寄せて尋ねた。
「私の息子だったのだ」と男爵は顔をぴくつかせて言った。
「いやあ」とシュトゥルムは小声で言った、「彼は堂々としていた。彼は立派な男で、

彼がサーベルをがちゃがちゃさせる音を耳にしたり、小さな髭をねじる様を目にするのは、
嬉しいものでした」。 ー いや、彼は同じことを盲目の父親にすでに何度も話していた。
男爵が彼を前にして座ると、彼は毎日それを繰り返さなければならなかった。
「天の思し召しだった」と男爵は言って、両手を組んだ。
「そうでした」と老シュトゥルムは繰り返した、「我らの主の神は、彼がまさに最良の

仕事をしている時に、彼を召されたのです。それは彼にとって大変名誉あることです。こ
れ以上立派にこの世を去れる人間はいません。祖国と両親のために飾り紐の制服を着て、
出陣し、彼は戦いに勝って、ポーランド人を追い散らしたそのときに、主が彼の名前を呼
んで、彼を主自身の親衛兵に移されたのです」。
「しかし私は控えておらねばならなかった」と男爵は言った。
「私は我らの若君にまだお会いできて、喜んでいます」とシュトゥルムは大いに雄弁に

続けた、「と申しますのは、ご承知のように、彼は当時我らの若君でしたから。貴方は私
のカールに農園全体を任されました。それで貴方のご子息に信頼の誠を示すのは私にとっ
て一つの名誉でした」。
「彼が貴方の許に金を借りに伺ったことは申し訳ない」と男爵は頭を振って言った。彼

がそう言ったのは、シュトゥルムの慰めの多い返事をすでに何度も聞いていたからであり、
それをまた聞きたかったからである。
巨人はその彫刻鑿を脇に置いて、髪に手をやり、まことに意欲的に見えるように努めて、

軽快な調子で始めた。「何と申しましても、若い殿方は大目に見なければなりません。青
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春は荒れようとします。何人もが若い頃、金を借ります。いや、房飾りと銀のかくも楽し
い制服を着ている若者なんですから。それに私どもはケチじゃありませんし、男爵様」と
彼は請いながら続けて、彼の鑿で軽く男爵の膝を叩いた、ー 「それに将校殿はとても可
愛げがあった。思うに少しばかり当惑していました。そして私が金を渡すと、自分がそれ
を必要としているのが、とても遺憾そうであるのが見てとれました。それだけに一層渡し
たくなりました。そして私が辻馬車まで彼を手伝ったとき、彼は馬車から身を乗り出し、
請け合いますが、とても感動していて、彼は両の小さな手を差し出し、私の拳を求めて、
今一度握手したのです。彼が座っていると、通りのランタンの明かりが彼の顔に差しまし
た。この瞬間の顔は親しげな愛らしいもので、若干貴方の顔に似ていて、いやもっと、お
会いした限りでは男爵夫人の顔に似ていました」。
盲人も両手を差し出して、積込み人の拳を求めた。シュトゥルムは彫刻台を押しやって、

右手で男爵の両手を握って、左手で撫でた。このように両人は黙って側に座っていた。
ようやく男爵は声を詰まらせながら始めた。「貴方は、私のオイゲンに好意を示された

最後の人間でした。 ー 感謝申し上げます。衷心から感謝申し上げます。これを申して
いるのは、不幸な砕かれた男です。しかし私がまだこの世にある限り、貴方のために至仁
の方の祝福を祈りましょう。私の息子が私の晩年によろめく足取りの支えとなることは叶
わなかった。しかし貴方には天が立派な息子さんを賜れている。私が哀れなオイゲンのた
めに平穏と幸福に関して願うこと、これが貴方の息子さんのものとなるよう神に祈ること
にしましょう」。
シュトゥルムは目の上に手を持って行き、すぐその後また男爵の両手を抱き締めた。か

くてまた両父親は再び黙って側に座っていた、最後に男爵は溜め息と共に起き上がった。
注意深くシュトゥルムは盲人の腕を取って、中庭と牧草地を越えて、城の玄関前の張り出
しまで案内した。今は塔のドアまで道が築かれていた。大きな角石による張り出しができ
ていて、人々は徒歩や馬車で塔のドアまで行くことができた。そしてシュトゥルムは鐘の
針金を引き、男爵の従者が急いで来て、主人に付いて、城の階段を案内した。階段を上が
ることはまだ父親のシュトゥルムにとって辛かったからである。 ー
一方、農園中庭に一台の馬車が着いた。カールが恭しく部屋から急いだ。新しい荘園領

主が飛び降りた。
「今日は、軍曹」とフィンクは叫んだ、｢城と農園はどんな具合だ。御令嬢と男爵夫人

は何をしている」。
「すべて異常ありません」とカールは伝えた、「ただ男爵夫人は弱っておられます。す

でに二週間前から貴方を我々は待っていました。城の領主方は毎日、貴方からの知らせは
ないかとお尋ねでした」。
「私は足止めされていた」とフィンクは言った、「ひょっとしたらまだ戻っていなかっ

たかもしれないのだ。しかし降雪のためにもはや荘園等の視察はできない。私はドヴロヴ
ィッツェを購入した」。
「すごい」とカールは喜んで叫んだ。
「豊穣な大地だ」とフィンクは続けた、「五百モルゲンの広葉樹林で、腐葉土はほぼ一

フィートの高さがある。その側の、向こうで郡都市と呼ばれているポーランドの穴では、
暴利の民が蟻のように右往左往している。これからは我らの拍車の音が毎日その市場で響
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くであろうと知ったからな。しかし行政官よ、貴方は、新しい荘園を見たら喜ぶことであ
ろう。貴方を最初の春、向こうへ送ることを楽しみにしている。 ー 貴方の手にしてい
るのは何だ。アントンからの手紙か。寄越してくれ」。
彼は手紙を急いで開けた。「令嬢は城か」。 ー 「はい、フォン･フィンク様」。 ー
「分かった。今晩一人の使者がノイドルフの牧師の許へ行く」。素早い足取りで彼は城

の方へ歩いて行った。
レノーレは自分の部屋に座っていた。彼女の周りには千切れた亜麻布があった。彼女は

縫っていた。熱心に彼女は針で固い布地を縫っていて、時折膝に縫い目を置いて、指貫で
滑らかにして、それから自信なげに、個々の縫い目がやはり小さく規則的になっているか
眺めていた。そのとき廊下で素早い足音が響いて、彼女は跳び上がった。彼女の手は亜麻
布をぎゅっと握り締めた。しかし彼女は力強く決心して、再び手作業にかかった。彼女の
ドアでノックの音がした。深い朱の色がゆっくりと彼女の首筋と頬に差して、彼女の「お
入り」の声はほとんど客人の耳に届かなかった。入って来るフィンクは飾り気のない部屋
を興味深そうに見回した。壁にはレノーレの若干のチョークのスケッチがあったが、他は
単に必需品の家財のみがあった。豹の皮の小さなソファーはもはやそこには見られなかっ
た。
フィンクがレノーレの前でお辞儀すると、彼女は平静な調子で尋ねた。「何か不都合な

ことで足止めされていたのですか。私どもは皆心配していました」。
「私が購入した一つの荘園のことで、帰りが延ばされました。今私が急いで参りました

のは、我が女神に面会するためです。同時にアントンが男爵夫人のために送って来た小包
を持参しています。恵み深いご夫人が挨拶を受けられる状態にあるのであれば、表敬訪問
したいと思っています」。
レノーレは手紙を受け取った。「すぐに母上の許に参りましょう。御免ください」。一

礼して彼女は彼の側を通り過ぎようとした。
フィンクは手の仕草で彼女を押し戻して、冗談めかして言った、「貴女は主婦のように

鋏と針の仕事をなさっている。この楔形の布切れを縫い合わせているのは、どの果報者の
ためですかな」。
レノーレはまた赤面した、「これは女の手仕事です。殿方がお尋ねになるものではあり

ません」。
「指貫は普段、貴女の得意な分野ではないと承知していますよ」とフィンクは上機嫌で

言った、「親愛なるお嬢さん、貴女が目を痛める必要がありましょうか」。
「あるのです、フォン･フィンクさん」としっかりした調子でレノーレは答えた、「必

要なのです。必要となるでしょう」。
「おい、おい」とフィンクは頭を振って叫んだ。そして椅子の背もたれに心地よくもた

れた。「針と鋏を持っての貴女の秘かな遠征に私はとうの昔に気付いていたとご承知でし
ょう。その上、貴女がこの大胆な少年の私を扱うときの、貴女の真面目な顔つき、まこと
に見事な挙措。どこに猫族のソファーは行ったのです。私が我らの協約に基づいて期待し
ていいあの同胞的気安さはどこに行ったのです。貴女は我らの約束を良く守っておられな
い。私の良き友は私を見棄てる傾向にあるとはっきり見て取れます。極めてお上品に撤退
なさっている。しかし述べさせて頂くと、そんなことはほとんど役に立ちませんぞ。私か
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ら逃げられませんよ」。
「高邁にお考えください、フォン･フィンクさん」とレノーレは激しく動揺して彼を遮

った、「私の務めをもっと難しいものになさらないでください。私はここから去る、貴方
からも別れる覚悟でいます」。
「それでは、ここ私の許に留まることを拒まれるのですか」と額に皺を寄せて、フィン

クは言った、 ー 「よろしい、また私は来て、聞いて貰えるまで語りましょう。貴女が
私から逃げても、私は貴女を追いかけます。貴女が美しい髪を切って、修道院に逃げ込ん
でも、私は壁を壊して、貴女を取り戻します。私は貴女をメルヘンののらくら者が王女を
求めるように求婚しなかったですか。貴女を得るために、誇り高いレノーレ嬢、私は砂地
を草地に変えて、私自身は正直者の亭主に変わっていませんか。この奇蹟は貴女のお蔭な
のです。ですから、愛しい女神様、利口になって、少女のような気まぐれで我々を苦しめ
ないでください」。
「どうぞこの気まぐれを尊重してください」とレノーレは泣き崩れて、叫んだ、「この

週、一人っきりのとき、私は毎時間、痛みと闘って来ました。私は哀れな娘で、今の義務
は、苦しむ両親のために生きることです。私が将来持参する持参金は、病気と悲しみと寄
る辺なさです」。
「貴女は間違っています」とフィンクは真面目に遮った、「我らの友が貴女らのために

始末を付けたのです。友は二人の悪漢を川に投げ込み、貴女の父上の借金を払ったのです。
男爵には素敵なちょっとした財産が残っています。困窮はすべて終わったのです。貴女自
身、頑固な方、持参金が気になるのであれば、少しも見劣りしない縁組みなのです。貴女
が手にされているその手紙は貴女の哲学の破産を告げています」。
レノーレは封筒を見つめて、その手紙を投げ棄てた。「いいえ」と彼女は我を忘れて叫

んだ、「私が悲嘆の最中にあって、貴方の胸元にいたとき、貴方は私にこう呼びかけられ
ました。貴方に対等の力を持つように、と。毎日私は、貴方とは対等の力を持たない、確
信を持たない、意志を持たないと感じています。貴方の仰有ることは本当に思えます。私
自身別様に考えていたことを忘れます。貴方が私に要求なさること、それを抵抗なく女奴
隷のように私は果たさなければなりません。貴方の横で人生を歩もうとする女性は、精神
面でも力の面でも貴方と対等であるべきでしょう。そして自分自身の圏内で確固と感じて
いるべきでしょう。私は教養のない、寄る辺ない娘です。馬鹿げた情熱に駆られて、私は
貴方のために、女なら決してなすべきでないことを敢行する者であることを露呈してしま
いました。貴方は私の中に尊敬できるものを何も見いだせないことでしょう。貴方は私に
接吻をなさって、 ー そして私を我慢なさることでしょう」。 ー レノーレは自分の
手を握り締めた。彼女の目は燃えていた。そのように彼女は彼の前に立っていて、彼女の
姿は誇りと愛の闘いの中で震えた。
「私のために殺人鬼の肩に弾を撃ち込んだことを、それほど後悔しているのですか」と

陰気にフィンクは尋ねた、「今目にしているのは愛のようには見えず、憎しみのように見
える」。
「私が貴方を憎むなって」と娘は叫んで、眼前を両手で覆った。
彼は彼女の両手を顔から外して、彼女を引き寄せ、彼女の唇に接吻した。「レノーレ、

私を信用しなさい」。
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「離して、離して」とレノーレは、逆らいながら、叫んだ。しかし彼女の口は再び熱く
彼の口に据えられ、彼女は固く彼を抱擁し、愛と慄きの情熱的表情で見上げ、彼の両足へ
と滑り落ちた。
動揺してフィンクは屈み込んで、彼女を引き上げた。「あなたは私のものだ、あなたを

離さない」と彼は叫んだ、「銃と鉛弾で私はあなたをぶんどった。嵐のような心のあなた
を。 ー 一息に愛らしいことと厳しいことを言ってくれる。 ー 滅相もない、私は一
体奴隷王で、健気な女性が、私の軛の下に収まることを恐れなければならない存在であろ
うか。そのようにあなたは、レノーレよ、決然と大胆に、情熱のちょっとした悪魔となっ
て、まさに私の願い通りの者になっている、その他は考えられない。我々は武器の盟友だ
った。我々はこの国でこのままでいよう。我々二人が我らの家で床尾を頬に当てる日がい
つかまたやって来よう。我々の周りの民が、一撃を耐えるよりは一撃を加えようと望む日
が。たとえあなたが私の心の憧れの女性ではなくて、男性であっても、私はあなたを同盟
者として生涯あなたを得たいと求めたことであろう。というのは、レノーレよ、あなたは
半ば愛しい女性であるばかりでなく、私の勇敢な友、私の行動の消息通、私の最も大事な
戦友なのだから」
レノーレは頭を振った。しかし彼女は彼をしっかりと抱き締めた。「私はあなたの主婦

となる定めです」と彼女は嘆いた。フィンクは彼女の髪を愛撫して撫で、火照る額に接吻
した。「落ち着いて、私の可愛い人」と彼は優しく言った、「安らいでください。我々は
一緒に戦火の中にいた。これは大きな感情を熟させるに十分強いものであろう。我々はお
互いの心を十分に知っている。打ち明けて言えば、時には家庭内でトラブルが生じよう。
私は快適な仲間ではないし、女性にとっては最も付き合いにくい相手だ。あなたには自分
の意地があり、その意地を失ってしまうことを今嘆いているが、その意地を存分にまた発
揮できよう。落ち着きなさい、可愛い人。あなたは今までそうであったように、頑固者と
なろう。だから何も心配することはない。それで、若干の嵐を覚悟すると共に、また優し
い愛も、楽しい生活も期待すればいい。レノーレ、また笑ってくれるよう頼むぞ。私のシ
ャツを縫う必要はない。家計簿を書きたくなければ、放っておけばいい。あなたが時に自
分の息子どもの頬を熱くなって殴っても、雛の害にはなるまい。だから身を捧げてくれる
よな」。
レノーレは黙っていた。しかし彼女は固く彼の胸を抱いた。
フィンクは彼女を離した。 ー 「母上のところへ行こう」と彼は叫んだ。
病気の夫人のベッドの上で、フィンクとレノーレは屈み込んだ。母親の青白い顔には明

るい輝きが浮かんで、彼女は両手を夫となるフィンクの頭に置き、祝福を与えた。
「娘は優しく、まだ相変わらず子供です」と彼女は夫となる人に言った、「貴方の手に

かかっています、私の息子となる方、娘が立派な妻になるかは」。
彼女はこの子供達を部屋から去らせた。「父親の許へ行ってください」と彼女は頼んだ、

「そして私の許に連れて来て、私どもを二人だけにしてください」。
男爵が妻の側に座ったとき、男爵夫人は彼の手を彼女の唇に持って行き、小声で語った、

「今日、オスカル、あなたに感謝します。長年幸せでした、あなたの愛すべてに感謝しま
す」。
「悲しいことを言う」と盲人はつぶやいた。
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「あなたが経験し、苦しまれたこと」と男爵夫人は続けた、「それは私と私の息子のた
めに経験し、苦しまれたのでした。その両人ともあなたを一人っきりにして喜びのない世
界に残すことになります。 ー あなたはあなたの家系の名前を引き継いで貰う幸せに恵
まれないことになりました。あなたの家でロートザッテルの名前を名乗るのはあなたが最
後となります」。
男爵は呻いた。
「しかし私どもが残す評判は汚れのないものとなります。あなたの全生涯がそうであっ

たように、 ー 絶望した二時間を除いては、汚れはありません」。彼女は盲人の手を借
用証の束に触れさせ、その一つ一つを破った。彼女は呼び鈴で従者を呼び、紙を一枚ずつ
暖炉に投げさせた。炎は明るく燃え上がり、部屋に赤い明かりを投げかけ、パチパチ爆ぜ
て、やがて炎は収まった。夕方の薄明かりが部屋を満たし、病気の夫人のベッドには男爵
が横たわっていて、頭を掛け布団に押し付けていた。彼女は彼の上で両手を組み合わせて、
彼女の唇は小声の祈りを述べた。
朝の薄灰色の中、城の屋根の雪の上で、カラスやコクマルガラスが舞った。黒い鳥達は

塔の女墻の周りに漂って、甲高い叫び声を森の方へ発して、その民に、城では一人の花嫁
と一人の死人の女性がいると物語っていた。異郷からの青白い夫人は、夜亡くなった。そ
して今や消沈して娘の両腕の中にいる盲目の男爵は、悼みの中、ただ自分は終の安らぎを
見いだした夫人にまもなく後追いするのだという思いを慰めとしていた。不吉の鳥達はす
べての空で、異郷の移住者達にも城とその土地に根付いている昔からのスラヴ人の呪詛が
襲うであろうと叫んでいた。
しかし今、城を支配しているその男は、コクマルガラスが鳴こうが、雲雀が鳴こうが、

ほとんど頓着しなかった。その土地に一つの呪詛が見られるとしても、彼は笑って空中に
吹き付け、呪詛を吹き飛ばした。彼の生涯はこの土地の陰気な霊に対する終わることのな
い栄光の闘いとなるであろう。スラヴの城から一群れの力強い少年達が輩出し、新しいド
イツ人の種族が、肉体も精神もタフで、この国で繁栄するであろう。入植者達と征服者達
の種族である。

余り思いを語らない言葉で、フィンクは友に自分の婚約と男爵夫人の死を告げた。ザビ
ーネ宛の封をされた手紙がその書状に同封されていた。
郵便配達人が郵便をアントンの部屋に届けたのは夕方であった。長いことアントンは、

頭を手で支えて、その書状を前に座っていて、とうとうザビーネ宛の手紙を手に取って、
表屋へ急いだ。
彼は仕事部屋の商店主に会って、商店主に手紙を渡した。商店主は早速ザビーネを部屋

に呼んだ。「フィンクは婚約した、ここにおまえ宛の知らせがある」。
ザビーネは喜んで両手を打ち合わせて、アントンの方へ急いだ。しかし彼女は赤面して

途中立ち止まり、手紙をランプの許に持って行き、開けた。中には多くは記されていなか
ったのであろう。彼女は瞬時に読み終わった。彼女は真面目さを装おうとしていた。しか
し口は彼女の言うことを聞かず、微笑を抑えることができなかった。アントンは別な時で
あれば、この気分を情熱的関心を抱いて見守っていたことであろう。今日彼はほとんどこ
れに注目していなかった。
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「貴方は今晩我々の許にいるのだろう、親愛なるヴォールファルト」と商店主は尋ねた。
アントンは答えた、「私自身は数分、私のために時間を割いて頂きたく存じます。少し

お知らせすることがあります」。彼は落ち着かずザビーネを見つめた。
「聞かせて貰おう。 ー ザビーネ、残りなさい」と商店主は妹に呼びかけた。妹はア

ントンの言葉の後、去ろうと欲していた。「おまえ達は仲が良い。ヴォールファルトさん
はおまえが居合わせても不快には思わないだろう。お話しなさい。何の御用ですか」。
アントンは唇を引き締めて、再び愛しい女性の方を見た。彼女はドアの柱に寄りかかっ

て、目を伏せていた。「シュレーターさん、お尋ねしてよろしいですか」とようやく思い
切って始めた、「貴方が仲介してくださるという職を私のために見いだされたでしょうか」。
ザビーネは落ち着かず動いて、商店主も驚いて見つめた、「貴方に何か呈示することは

できるだろうとは思うが。しかしそんなに急ぐのかな、親愛なるヴォールファルト」。
「はい」とアントンは厳かに答えた、「一日も無駄にできません。ロートザッテル家へ

の私の関係は今や完全に解消されました。ここ最近の週、私の活動で引き寄せられた恐ろ
しい出来事で、私の体も疲弊しています。私は休息を願っています。何も過去のことを思
い出させない異郷の町での規則的な仕事、これが今私には必要です」。
再びザビーネは動いた。兄の真剣な眼差しで彼女は留まっていた。
「私も貴方のためにと願うこの休息は我々の許では見いだせないのかな」と商店主は尋

ねた。
「見いだせません」と抑揚のない声でアントンは答えた、「今日貴方に暇乞いを申し出

ても、どうぞ私に怒らないでください」。
「暇乞いだと」と家父長は[驚いて]叫んだ、「何故そのように急ぐのか私には分からな

い。我らの店で貴方は休養して欲しい。女性達にはこれまでよりももっと良く貴方のため
に配慮して貰おう。ヴォールファルトは、ザビーネ、おまえのことで不平を述べているぞ。
彼は青白くて、疲れているように見える。おまえと叔母さん、二人ともこのようなことは
見ておれんだろう」。
ザビーネは何も答えなかった。
「私は去らなければなりません、シュレーターさん」と固くアントンは述べた、「明日

旅立ちます」。
「何故そんなに急がなければならないのか、貴方の友人達に話してくれないかな」と商

店主は真面目に尋ねた。
「何故かはご承知でしょう。 ー 私は自分の過去が終わりました。これまでは自分の

将来をほとんど考えて来なかったのです。私は異郷で奉公人としてまず信頼と良き信任を
獲得しなければならない状況でした。 ー 友人達に関してもとても貧しくなりました。
私にとって愛しいすべての人々から私は何年も、長い間離れて過ごさなければならなかっ
たのです。私は自分に若干責任があって、一人っきりであると感じています。私は自分の
人生を新たに築かなければならないので、これはできるだけ早くしなければなりません。
ここで過ごす一日一日は成果のないもので、私の力を弱めますし、必然的な別れをより難
しいものとするのです」。そのように彼は深く動揺して語った。彼の声は震えていた。し
かし彼は平静な挙措を失わなかった。彼はザビーネに近寄って、彼女の手を握った。「こ
の最後の時に、貴女に、貴女の兄上の御前で言います。貴女も夙にご存じでしょうから、
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貴女の耳に侮辱と聞こえるものではありません。 ー 貴女からの別れが言いようもなく
辛く思われます。ご機嫌よう」。このとき彼は感動に襲われて、素早く脇を向いて、窓辺
に寄った。
商店主は間を置いて、始めた。「貴方がそんなに早く我々の許から去るのは、親愛なる

ヴォールファルト、私の妹にとっても都合が悪かろう。ザビーネはまさに今、貴方にちょ
っとした騎士の奉仕を願っている。商店主の妹として要求したくなる類いのものだ。私も
貴方がこの依頼を断らないよう切に願っている。つまりザビーネは、貴方に若干の書類に
目を通して貰い、私に対し、彼女の利得を知りたいと願っている。大した手間ではない」。
アントンは自らを抑制して、同意の印を見せた。
「しかしその前に、貴方はひょっとしたら知らないかもしれない或る事情を承知して頂

く必要がある」と商店主は続けた、「ザビーネは私の父の死後、私の内密の相棒なのだ。
彼女の助言や意志は、我らの帳場では、貴方が多分思っているよりも、しばしば決め手と
なったのだ。それに彼女は貴方の上司だった、親愛なるヴォールファルト」。彼は妹に合
図して、部屋を去った。
びっくりしてアントンは明るい女性服と黒いお下げ髪のこの上司を見つめた。何年も彼

はそれと知らずに、彼女に従い、彼女に仕えて、取引をしてきていたのであった。そして
昔、乗馬した臣下がその若い封土の貴婦人に礼をするように、彼も思わず、この乙女の姿
にお辞儀をした。乙女は今や目を赤く腫らして、彼に寄って来た。
「そうなのです、ヴォールファルト」とザビーネは内気に言った、「私も貴方の生涯に

ちょっとした権利を持っていたのです。[私はそれが得意でした。 ー 貴方の家に届いたクリスマスの箱につい

て、私はすでに承知していました。私のは砂糖とコーヒーで、それを小さなアントンは飲んだのです。貴方の善良な父上が私どものと

ころに来て、貴方のために職を求められたとき、兄に引き受けるよう決めさせたのは私だったのです。貴方のことでトラウゴットは私

に尋ねたのです。兄自身は躊躇っていました。私どものところで学ぶには貴方は年を取り過ぎているという意見でした。しかし私は貴

方を私どものために頼みました。その時から兄は貴方のことを冗談で、私の見習と呼んでいました。 ー] 貴方の父上に、
ここの店で貴方のお世話をすると約束したのは私だったのです。私自身はまだ経験のない
子供でした。見知らぬ殿方の信頼は私を幸せにしました。貴方の父上は、威厳のある老紳
士で、私どものところではビロードの帽子を被ろうとなさらなかった。それはポケットか
ら覗いていて、私はそれを取り出して、白い巻き毛の上に被せたのです。当時私は思った
ものです。私の見習もこんな可愛い巻き毛かしら、と。 ー 貴方が私どものところに来
て、皆に気に入られて、兄が貴方のことを若い男衆の中では最良の男衆と呼んだとき、私
は貴方のことが得意でした。ただ貴方の善良な父上のみがそう思うことを許されたのでし
ょうけれども」。
アントンは写字台に向かっていた。目を手で隠した。
「[それにフィンクが貴方を侮辱したあの日、そして当時川遊びの後、これで私の心が傷付いたのは、彼がそんなに乱暴に行動し

たからだけではなく、心が痛んだのは、彼がまさに貴方を、私の誠実な見習をあのような危険な目に遭わせたからでもあったのです。

ー] 貴方は少しばかり私のものだという感じをいつも抱いていたので、兄に、危険な旅
への貴方の同行を頼んだのです。貴方が兄の許にいると承知していて、兄と全く離れてい
るとは感じなかったのです。私のためにも貴方は異郷で働いたのですよ、ヴォールファル
ト。貴方が火災と武器の騒動の最中、恐ろしい夜に貨物馬車に立っていたとき、貴方が救
出した商品は私のでした。それ故、友の方、私は商人として貴方の許に来て、今一度私の
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ための一仕事を片付けて欲しいと願っているのです。私の帳簿を通覧して欲しいのです」。
「そうしましょう、お嬢様」とアントンは向き直って、答えた、「しかしこの時間はで

きません」。
ザビーネは戸棚を開けて、黄金の小口の二冊の帳簿、緑色の革で製本されたものを写字

台に置いた。そしてアントンの手を掴みながら、震える声で彼女は頼んだ、「是非お出で
ください。私の貸しと借りを見てください」。彼女は最初の帳簿を開けた。技巧豊かな渦
巻装飾でこう言葉が記されていた、「神と共に」、「T. O. シュレーターの秘匿帳簿」。
アントンはびっくりして後ずさった、「これは商会の秘匿帳簿です」と彼は叫んだ、「こ

れは何かの間違いです」。
「間違いではありません」とザビーネは言った、「貴方に通覧をお願いします」。
「そんなことはできません、お嬢様」とアントンは叫んだ、「貴女の兄上殿も貴女も、

本気でそのようなことを望んではなりません。この店の主人方以外の他人がこの帳簿を覗
くことはなりません。商会が存続する限り、これらの書類は、主人方の目以外の他人の目
が覗いてはなりませんし、その方々の死後は次の相続人達のためのものです。この帳簿を
覗いた者は、余所の者が知ってはならないことを知ることになります。この帳簿に対して
はこの上なく誠実な友も他人となります。商人として、実直な人間として、貴女の願いに
応じることは許されません」。
ザビーネは彼の手を固く握った、「御覧なさい、ヴォールファルト」と彼女は頼んだ、

「少なくとも表記を御覧ください」。彼女は厚表紙を裏返した。「この帳簿にはT. O. シ
ュレーターと書かれています」。彼女は手で頁をめくった。「ここには空欄の頁はわずか
しかありません。この帳簿は歳月[昨年]で終わっています」。彼女は二番目の巻の厚表紙
を開けて言った、「この帳簿は空です。しかしここには別の会社が記されています。何と
載っていますか」。
アントンは読んだ、「神と共に」、「T. O. シュレーター商会の秘匿帳簿」。
ザビーネは彼の手を握って、小声で頼むように言った、「そして新しい商会の共同経営

者に貴方はなって頂きます、私の友の方」。
アントンは動かずに立っていた。彼の心臓は高鳴った。そして明るく彼の両頬に赤みが

昇った。相変わらずザビーネは彼の手を握っていて、彼は彼女の顔を自分の顔の間近に見
て、息吹のように彼女の軽い接吻を彼の唇に感じた。そして彼は腕を恋人に回して、声を
上げずに、二人の幸福な者達は互いに抱き合っていた。
ドアが開いて、商店主が敷居に立っていた、「彼を、逃亡者を、しっかり離さないこと

だ」と彼は叫んだ、「いや、アントン、数年前から私はこの時を待ち望んでいた。お主が
異郷で私の臥所に跪いて、私の傷に包帯を巻いてから、私は心の中で、いつまでも我らの
生活とお主とを結び付けたいと願っていた。お主が我らの許を去ったとき、私は憤怒と共
に私の最も願っている希望を棄てた。今我らはお主を得ている、夢を追うお主を、秘匿帳
簿の頁と我らの両腕の中にな」。彼は恋人二人を自らの許に引き寄せた。
「哀れな共同経営者を選んでしまわれた」とアントンは新しい兄の胸元で叫んだ。
「いや、私の弟よ、ザビーネは賢い商人として行動した。所有や安寧も、健康な力がな

ければ、何の価値もない、個々人にとっても、国家にとっても。この力が死んだ貨幣を創
造的活動の生命の中で維持するのだ。お主はこの店に強壮な青春の力と試練を経たセンス
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をもたらしている。この店にようこそ、我らの心の許にようこそだ」。
喜びに輝いてザビーネは婚約者の両手をしっかり握った。「あなたがとても静かに悲し

げにしているのを目にするのは、これ以上ほとんど耐えられないことでした。あなたが椅
子を片付ける正午のたびに、あなたを追いかけて、あなたに言わざるを得ない気持ちでし
た。あなたは永久に私どもの一員なのだ、と。 ー あなたは盲目で、私の心の中は何も
察しないのだから。レノーレの新郎はすべてを承知していましたよ」。
「彼がですか」とアントンは尋ねた、「彼にはあなたのことは一言も話していません」。
「これを御覧なさい」とザビーネは叫んで、ポケットからフィンクの紙片を出した。こ

れはただ次の言葉しか記されていなかった。「これからもよろしく、義兄弟の奥方」。
再び幸せなアントンは恋人を自分の腕に抱いた。 ー
汝、古い名門市民の家よ、飾り立てるがいい。喜び給え、汝面倒見のいい叔母さんよ、

踊るがいい、汝ら薄明かりの廊下の勤勉な家の精霊達よ。汝の書き物机の上でとんぼ返り
をするがいい、汝、陽気な石膏像よ。少年アントンが父の家で良き両親の祝福の願いの下、
抱いていた詩的な夢は、正直な夢であった。その夢は実現した。彼を誘惑し、妨害し、生
活の中で投げ飛ばしたもの、これを彼は男らしい度胸で克服した。彼の人生の古い帳簿は
終わった。汝らの秘匿帳簿に、汝ら家の良き精霊よ、今から「神と共に」こう記される。
彼の新しい貸しと借り、と。
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『貸しと借り』解説
恒吉法海

『貸しと借り』（Soll und Haben 1855年）はグスタフ・フライタークGustav Freytag
(1816–1895）の六巻からなる長編小説で、十九世紀のベストセラーとされる。現在では
古典扱いではあるが、ドイツの大手出版社からの手軽な文庫本は出版されていない。フラ
イターク協会が世間の反ユダヤ主義[Antisemitismus]批判に衆寡敵せず、解散しているよ
うに、本書で指摘される反ユダヤ主義という言説に恐れをなして、文庫本にしていないも
のと思われる。訳者はそのようなことも知らずに訳してみたが、この本に対する反ユダヤ
主義批判というのは、ナチの蛮行へのやむをえぬ弁明であって、この弁明で、本書で最も
問題とされる反ポーランド、反スラヴの言説をうやむやにして覆い隠しているように思わ
れる。本書は敢えて比喩的に言えば、旧満州で日本人の活躍を礼賛し、世界に冠たる日本
人と自画自賛しているようなものであって、そのような日本人礼賛の本は昔は日本で大い
に読まれたかもしれないが、今は出版社も困るであろう。グスタフ･フライタークはドイ
ツ人であるが、その故郷は現ポーランドにあって、故郷も本書の大きなテーマの一つであ
るが、その出生がやはり作者の人生観を先鋭化していると思われる。今まで訳して来た作
家ジャン･パウルにしろフォンターネにしろ、根底の下部構造には人間、世界市民があっ
て、その上部構造としてドイツ人があったように思われる。ジャン･パウルの場合、ギリ
シア･ラテンから英語の作家、フランス語の作家の引用が見られる。フォンターネは『嵐
の前』しか知らないが、ラテン語、シェークスピア、フランス語、低地ドイツ語と自在で
ある。フライタークは学者でもあるから、作中人物のベルンハルトはペルシア語等に通暁
し、インディアンの部族の魂にも興味を示している。推奨される外国語は、新世界アメリ
カを意識した英語である。しかし主人公アントンを高校卒業の頃からの会計係の孤児と設
定しているように、血筋はドイツ人でも自ら活路を拓いて行かなければならない。その際
頼るのがドイツ人のT. O. シュレーター商会なのであるが、そこの町の上流貴族は「フ
ランス語を話すのか、ロシア語を話すのか」、店員の議論とされているように[94頁、以
下引用は拙訳]、そこの町は今のドイツに含まれる町ではなさそうである。多くはブレス
ラウと解しているようであるが、厳密に調べたことはない。ブレスラウは現在ポーランド
領、従って、下部構造に人間とか、あるいはジャン・パウルの場合のように更に第二世界
を地下下部構造として設定する余裕はなく、ドイツ人かあるいはポーランド人、あるいは
ユダヤ人という差別意識が主人公に及んでいて、作者までそうではないのか、と疑念が生
ずる。人間とドイツ人が極めて密接なのである。当然貴族か市民かの差別意識にも敏感で
ある。
その証拠を挙げる。
作者は語りとしてドイツ人としてではなく、人間として主に語りを進めていて、教科書

にしても良いような一般的感想を大体披瀝しながら話しを進めている。しかし作者の語り
の中に、時に次のような文があって、勿論主人公の感慨であるが、看過できない。間接証
拠でポーランド人貴族が敵とされている。

「沈黙して彼は橇を御した。そして再三彼はこう考えた。自分が知っている別な女性で
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あれば、敵の家の蜘蛛の巣の下では決してマズルカを舞うことはしなかったであろう、と。
彼にとって今日はレノーレも白いうなじに鋼の兜[貴族的見方]を被っていた」[340頁]。

付言すると別の女性とは市民の黒髪の姫ザビーネであろうが、貴族フォン･フィンクは
コインで自分の出現によるアントンの運命を言い当てている。「彼はポケットから貨幣を
取り出した。『頭部肖像の方か、銘文の方か、アントンよ、ブロンド髪[レノーレ]か、黒
髪[ザビーネ]か、 ー 投げて見よう』」[402頁]。

次は主人公の見解である。「我々とスラヴ人、これは昔からの戦いだ。そして誇りを持
って我々は感じている。我々の側に教養があり、労働意欲があり、信用があると。ポーラ
ンド人の荘園所有者がこの間近で築き上げたもの、 ー 中には多くの豊かな知的な男達
もいるが、 ー 彼らの支出できるすべてのターラー貨幣は、ドイツ人の有能さを通じて、
あれこれの流儀で獲得したものだ。我らの羊を通じて、彼らの野蛮な群れは改良された。
我らの造った機械が、彼らの酒精分の樽を満たしている。ドイツでの信用、ドイツでの信
頼が基になって、今まで彼らの抵当権、彼らの荘園は有効性を得ている。彼らが今やそれ
でもって我々を殺そうとしている銃でさえ、我らの銃工場で作られたか、我々の会社を通
じて供給されているものだ。策謀的政治によってではなく、平和的手段で、我々の労働を
通じて、我々はこの国に対する現実の支配権を獲得したのだ。それ故、征服者の民族出身
の男としてここに立っている者は、今その地位を離れるならば、臆病者ということになる」
[386頁]。

読書感想としては以上でお仕舞いであるが、せっかくリポジトリを覗いた方は、大体あ
らすじとか知って、解説を読めば、甲斐があった思いをされたいであろうから、微力を尽
くしたい。ただ年齢が現在後期高齢者前で、もう文献を読まない年になっている。本書を
訳した主な理由は、古典という声望がありながら、まだ完全に邦訳されていないからであ
る。生前は人気がありながら、死後は安心できる校訂本もないというのは寂しい話しであ
る。しかし何故ドイツにナチが生じたのか、本書を読めば、納得が行くように思われる。
本書を読んでから、マルクスやカフカを読めば、腑に落ちるところが多いかもしれない。
まずタイトルのSoll und Habenであるが、これは直訳すると、「借方と貸方」である。

日本語の用法では貸し借りと言うので、「貸しと借り」にした。ドイツ語の普通の語感で
は「義務と所有」であろう。『男はつらいよ』で「帝釈天」が出て来るので、『貸借典』
としようかと思ったが、やはり無理だろうと諦めた。ただこの解説では、１．あらすじ、
２．貴族はつらいよ、３．ポーランド人はつらいよ、４．ユダヤ人はつらいよ。５．その
他とする予定である。

１. あらすじ
自分で「あらすじ」くらい書こうと思ったが、やはり面倒でネットから拝借することに

した。ドイツのxlibris.deのFreytagのSoll und Habenの梗概である。ドイツのウィキペデ
ィアにもあるが、詳しすぎて読者はいやであろう。
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＜アントン･ヴォールファルトとファイテル・イッツィヒ、小役人[会計係]の息子と貧
しいユダヤ人の息子は、同時にブレスラウで見習を始める。アントンは声望あるT. O.
シュレーター商会に入り、正直な商人としてのキャリアを重ねて行く。これに対し、ファ
イテル・イッツィヒは不動産業者、投機師のユダヤ人ヒルシュ･エーレンタールの許で学
び、一時独立するほどに成功するが、強欲に富を掴もうとして、破滅する。
富豪の息子フォン･フィンク氏がシュレーター商会に無給見習として加入しており、ア

ントンは彼を通じて貴族の生活様式を教わり、フォン･ロートザッテル男爵とその娘レノ
ーレと知り合う。[ブレスラウへの就職の旅の折、アントンはすでにレノーレと出会って
いる]。やがてこの男爵家の富は見せかけのものに過ぎないと明らかになる。男爵は策謀
師イッツィヒとエーレンタールのいかがわしい投機に巻き込まれて、最終的に破産する。
[ピストル自殺を図るが、未遂で盲目になる]。アントンは男爵の荘園の精算をする使命を
引き受ける。[シュレーター商会の店主はそれに反対する]。アントンは残されていたポー
ランドの荘園で新しく男爵家の再生を図ろうとする。最後にアントンは投機師達の策謀を
見抜き、損害を少なくすることに成功する。ファイテル･イッツィヒは川で溺死する。
アントン･ヴォールファルトが男爵家の娘に求婚すると、[求婚はしない、次第に熱が冷

めて行く]、彼はフォン･フィンク氏の出現で拒絶される。男爵の貴族としての思い上がり
は、ヴォールファルトのどんな貢献をも無視してしまう。アントンはシュレーター商会に
戻り、[厳しいやり取りの末、試練に耐えたと評価され]、商店主の妹と結婚し、新しい貸
借典[バランスシート]を作ることになる＞。

A4で五百枚以上の小説を随分乱暴に紹介してしまった。本書を翻訳したのは、作中人
物のフィンクの言動が面白いという記事を目にして、それを頼りに訳したわけである。諧
謔的人物がいないと長編小説は読めるものではない。先の紹介ではアントンとユダヤ人の
ファイテルの対立を主に見ているわけだが、本書は映画化されており、その配役はウィキ
ペディアで読める。Soll und Haben (Film)で検索である。その配役を見ると、作中人物
の重要度が分かる。訳者はレノーレ役とザビーネ役を写真で見た。勿論この映画監督の視
点での解釈である。現代ではファスビンダー監督も一時映画化を考えたらしいが、やはり、
ユダヤ人問題、ポーランド問題がネックとなったようで再映画化はされていない。。

（１）主人公、アントン･ヴォールファルト（Anton Wohlfart）
（２）主人公の初恋の人、レノーレ･フォン･ロートザッテル（Lenore von Rothsattel）
（３）レノーレの父、男爵、荘園経営に失敗し、ピストル自殺を図り、盲目に。フォン･
ロートザッテル男爵（Freiherr von Rothsattel）
（４）主人公の友、富豪の息子、レノーレと結婚、フリッツ･フォン･フィンク （ Fritz
von Fink）
（５）主人公の同級生、ユダヤ人、男爵の荘園を乗っ取ろうとする。ファイテル･イッツ
ィヒ（Veitel Itzig）
（６）主人公が務める商会の商店主の妹、フィンクの求婚を断り、最後に主人公と結婚 。
ザビーネ （Sabine）
（７）男爵の夫人。アントンに男爵の後見を頼む。（Baronin von Rothsattel）
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（８）男爵に接近し、荘園の抵当証券化を勧め、息子のために荘園を買い取ろうとする。
ユダヤ人金融業者。ヒルシュ・エーレンタール（Hirsch Ehrenthal）
（９）エーレンタールの妻 ジドーニエ・エーレンタール（Sidonie Ehrenthal）
（10)エーレンタールの娘、フィンクに接近しようとし、最後はイッツィヒに求婚される
が、イッツィヒ溺死。ロザーリエ（Rosalie）
（11) エーレンタールの息子、ペルシア語等解する学者。レノーレの水着姿[水着ではな
い、不詳、詳しくは拙訳参照、187頁]が一生の思い出[284頁]。父を諫めて若くして病死。
ベルンハルト (Bernhard)
(12)主人公の務める商会の商店主。T. O. シュレーター（T. O. Schröter）
(13)商店主の叔母さん （Tante）
(14)商会の主任 ヨルダン （Jordan）
(15)商会の簿記係 リーボルト （Liebold）
(16)商会の出納係 プルツェル （Purzel）
(17)商会の仕分け人 ピックス （Pix）
(18)商会の帳場員 よくいじられ、ピックスに恋人を横取りされるが、その恋人の姪と
結婚。シュペヒト （Specht）
(19)商会の帳場員 バウマン、伝道師となるのが夢、いつも商店から去れないでいるが、
最後はアフリカに渡りそう。（Baumann）
(20)商会の関税担当 ビルンバウム （Birnbaum）
(21)商会の倉庫係 バルブス （Balbus）
(22)零落した弁護士。イッツィヒに合法的不正の取引を伝授し、イッツィヒのために抵当
権の手文庫を盗み、最後はイッツィヒによって川へ投げ込まれる。 ヒップス （Hippus）
(23)ユダヤ人用の隊商宿の亭主 イッツィヒらの定宿、レーベル･ピンクス（Löbel Pinkus）
(24)ブレスラウの貴族、ダンス教室を開く。バルデレック夫人 （Frau von Baldereck）
(25)その娘。ダンス教室ではレノーレ達との対抗グループの頭。（Eugenie von Baldereck）
(26)イッツィヒとヒップスの会話を聞き、主人公に男爵家の危機を伝える。ユダヤ人。
シュマイエ･ティンケレス。溺死したヒップスの眼鏡を見つける。（Schmaie Tinkeles）
(27) 男爵の従者。
以上が映画の順番。
まだ重要な人物が抜けている。
（１）男爵の息子、オイゲン、レノーレの兄。賭け事のため借金を主人公アントンに、更
にはシュトゥルム父に対して申し込む。ポーランドの父男爵の救助に駆けつけ、戦死。
（２）シュトゥルム、商会の積込み人、巨人。晩年はポーランドの男爵の許に。
（３）カール、シュトゥルムの息子、手先が器用。主人公に従ってポーランドの荘園に行
き、城の修復、荘園の立て直しに協力する。
その他、ポーランドの城関係で、森林官、代官、村長、牧人と登場。

２．貴族はつらいよ
訳者が十九世紀のドイツ貴族で割と詳しく知っているのは、シャルロッテ･フォン･カル

プ（1761ー1843）しかいない。ひとまず小説世界を離れて、現実の貴族の子女の生活を
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概括してみたい。シャルロッテ･フォン･カルプは同時代の代表的作家と面識のあった極め
て知的で魅力的な女性である。シラーの『ドン･カルロス』、ジャン･パウルの『巨人』で
は重要なモデルとなっており、ヘルダーリンを一時息子フリッツの家庭教師としている。
勿論、ヴィーラント、ゲーテ、ヘルダーともヴァイマルで親交があった。しかし夫カルプ
（1752-1806)はフランス軍に大尉として仕えた後、破産し、主に経済的理由で銃で自殺
している。次男のアウグスト(1793-1825)はナポレオンとの戦争に従軍した少尉であるが、
その後騎士領経営も上手く行かず、失恋もし銃で自殺している。
「一八〇四年七月一台の旅行馬車がシャルロッテ・フォン・カルプと十四歳の娘エッダ

をマルク地方の砂漠を通って、プロイセンの首都ベルリンへ連れて行った。一家の瓦解は
それで確定した。長男のフリッツはプロイセンの軍隊に入り、そのアンスバッハの軽騎兵
大隊と共にフランケンのアイシュ河畔のノイシュタット近郊にいた。弟のアウグストもい
つか将校の道を進むはずであったが、差し当たりまだバンベルク近郊のトラーベルスドル
フの荘園に父とその愛人と異母兄弟と一緒にいた」。
晩年のシャルロッテは娘エッダ（1790-1874）の世話になってベルリンで暮らしている。

エッダは皇女マリアンネ（プロイセンのフリードリヒ･ヴィルヘルム三世の弟の妻）の女
官である。
「それは一八三一年晩秋のものである。エッダは皇女と共にケルンへ旅していて、そこ

で兄フリッツも尋ねている。彼は長年軍に勤めた後、そこで一年前から早期退役少佐とし
て暮らしていた」。
この兄フリッツ(1784-1852)は少年の頃、詩人ヘルダーリンを家庭教師に持ちながら、

オナニーをして詩人を悩ませ、ついでに詩人はカルプ家のシャルロッテ付きの女性に手を
付け、男どもの欲望が後世に記録されている。
「デュッセルドルフとボンではフィヒテ[息子]はフリッツ・フォン・カルプとも地理的

に近いことから、時々手紙のやり取りをしていた。フリッツは一八三三年以降私生児の娘、
ヘンリエッテ・フリーデリケを有していた、この娘の将来をシャルロッテは大いに心配し
ていた。一八四一年フリッツはこの子供の母親と結婚するに至った」 [以上はUrsula
Naumann:Schillers Königin]。
「エッダ・フォン・カルプは母より一歳長く生きた。一八七四年一月八十三歳でベルリ

ンのモンビジュー宮殿の老後の住まいで亡くなった。/ 彼女の兄のフリッツはすでに一八
五二年に亡くなっていた。彼の娘のヘンリエッテは、多分結婚していたが、子供に恵まれ
ず、精神病院で暮らさざるを得ず、そこで一八七〇年に亡くなった。/ ヘンリエッテの
母フランツィスカ・フォン・カルプは、エッダに経済的支援を受けていたが、エッダの死
後は公私の慈善に頼らざるを得なかった。一八八〇年彼女が亡くなったとき、彼女は貧民
基金で埋葬された」[Ursula Naumann:前掲書の旧版]。
要するにシャルロッテ･フォン･カルプは最後、女官の娘エッダの世話になって暮らし、

息子達も軍人としてのキャリアをたどって、没落したわけである。これは現実世界である。

前後するが、小説から引用する。のんびりと荘園経営に専念すれば、没落は免れる筈だ
ったのが、そうならない、初期資本主義社会の現実が活写されている。
男爵の順調な頃の感慨。「しかし白状すると、まさにこの身分上の飾りが私にもすべて
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の中で最愛のものだ。我らの家系は最も古い家系の一つで、我らの系統では、勿論一つの
偶然だが、今まで不釣り合いな結婚は見られない。この十字架は現在のところ、このよう
なことにまだ大きな価値を置いていた古い時代の最後の思い出をかなり占めるものだ。今
や我らの特権の代わりに、別な力が生じて来ている、金だ。それで我々も、我らの家系を
声望あるものに保ちたいなら、この金を得るように努めなければならない状況にある」
[176頁]。
商人エーレンタールが揺さぶりをかけてくる。
「男爵は思いに耽って宙を見ていた。商人が言ったことは、全く耳新しいことでも、未

知のことでもなかった。彼自身しばしば類似のことを考えていた。まさに、新しい産業の
企画の群れが農地から出現して、蒸気機関の高い煙突を通じて、新しく発見された石炭層、
金属層を通じて、新しい農業耕作を通じて、大きな額が獲得され、更に豊かな富が期待さ
れていた時代であった。田畑証券の最も高貴な土地所有者達は近代産業と古い農業の結合
の上にある拡大された株式企業の先端に立っていた」[19頁]。
「田畑証券」というのが、荘園領主達を資本主義世界に駆り立て、休みなく、利潤を追

うように責め立て、成功者は成功し、没落者は没落し、全体のんびりと荘園経営している
者はいなくなって行くようである。
そして資本の利潤追求として、ドイツ本国だけでは収まらず、周辺スラヴ世界へ手を伸

ばして行く。元来、貴族の役割は武器で荘園を守る騎士領が本来の姿であったとすれば、
この貴族の荘園実態は、軍隊化と田畑証券に二分されて行き、貴族は軍人か疑似商人と化
す。そして大方は武士の商法で失敗し（男爵）、軍人となった者は戦死する（男爵の息子）。
中には例外もあり、富豪の息子フォン･フィンクは武器をとっても不死身であり、金儲け
も上手い。貴族の鑑である。
本作品はまだ交通機関としては馬車が主であるが、すでに鉄道が通じている。そして国

境への軍の移動はもう鉄道である。ポーランドでの軍の後ろ盾は素早いものと計算できる
のである。ポーランドで暴動が起きたとき、シュレーター商会の貨物馬車の支配権が危う
くなる。それを案じてシュレーター商会の商店主はアントンと一緒にポーランドに乗り込
む。店主は丸腰で、アントンに銃を隠すように言うが、それはその方が交渉がやりやすい
だけで、軍の後ろ盾は暗黙の前提としてある。
＜彼は代理人に更に指示を与え、別れ際に小声で言った。「数日したら我らの部隊が侵

攻して来よう。それまではこの家を離れないことです。そのときまた会いましょう」＞
[221頁]。
丸腰は軍を頼みとしているのである。商会が成り立っているのは軍のお蔭と言っていい。

従って、商店主に向かって若い男爵の息子オイゲンが無礼に振る舞っても、そしてアント
ンからその父が貯めた金を一夜の賭け事の借金代として借りても、巨人シュトゥルムから
息子カールのために貯めた金を借りても、軍人として務めているかぎりその貸借はあって
いるのである。ただその上作者はオイゲンを父親の許に駆けつけたとき、戦死させている。
まことに貴族はつらいよである。
＜控えの間では階段の所で男爵が娘と一緒に歓迎の客人への挨拶の用意をして立ってい

た。レノーレは傷付いた男を見ると運び手の許へ駆け寄った。運び手は黙ってその体を男
爵の前で下ろした。娘は叫び声を上げて床に沈んだ。
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「誰なんだ」と盲人の男は呻いて、両手で空を探った。誰も答えなかった。臆して皆が
引き下がった。
「父上」と負傷者は口ごもった。血が彼の口からあふれ出て来た。「我が息子よ、我が

息子よ」と盲人は狂ったように叫んだ。そして彼の膝は崩れ落ちた＞[447頁以降]。

３．ポーランド人はつらよ
ポーランド人にして見れば、次のようなアントンの科白は、インディアンに対する白人

の主張と余り径庭がないかもしれない。
＜「そして私が生まれたこの大きな地方を制服したのは誰か」とアントンは更に尋ねた。
「一人の男であった者だろう」。
「一人の反抗的農夫だったのだ」とアントンは叫んだ、「彼と彼の家の他の者達だ。剣

を持ってか、策謀によってか、契約を通じてか、あるいは襲撃によってか、いずれにせよ
彼らは大地を自らのものにした。他のドイツがほとんど皆死んで、哀れな状態にあった或
る時代のことだ。大胆な男達、立派な農園経営者として、彼らは自らの大地を管理した。
彼らは湿原を通じて溝を引き、空き地に人間を入植させた。一族を厳しく、勤勉に、欲望
を抱いて、あるがまま、躾けた。彼らは堕落し、あるいは砕かれた諸部族から一つの国家
を築いた。彼らは大変な才覚で自らの家を数百万人のための中心地とした。そして無数の
詰まらぬ主権者達の粥から一つの生きた勢力を作り上げた」。
「それをしたのは」とフィンクは言った、「昔の先祖達だな」。
「彼らは我々を造りながら、自分達のために働いた」とアントンは賛同して続けた、「し
かし今や我々が生命を得たのだ。新たなドイツ人の民族が生じた。今や我々は彼らに要求
する、我々の若い生命を認めるように、と。それが彼らにとっては難しいのだ、まさに彼
らは自分達の合作の国を自分達の剣の官有地として見ることに慣れてしまっているのだ。
彼らと我々の間の戦いがいつ終わると誰が言えよう＞[386頁以降]。
平時の市の日、その当時のポーランドの町は以下の通り描写されている。
「市場には穀物馬車がびっしり並んで乗りつけて来ており、大きな広場では丸い袋や連

獣で一杯であり、各種サイズのすべての色合いの馬が立ち並んでいて、縁の上等の場所に
は貴族の農園馬車もある。そして四角形の中、百もの馬車、下僕達や馬の頭、干し草の束
の間をウナギのように滑らかにユダヤ人の支配人がすり抜けて行く、すべてのポケットに
穀物見本を入れて、二ヵ国語で尋ねたり答えたりする。スラヴ人の白い上っ張りと青色の
飾り帯の上着、そして孔雀の羽根付き帽子の傍らにドイツ人の入植者達の単調な濃い青色
が見える。その間に近くの駐屯地からの兵士や町の住民、農園の役人や地方貴族の貴顕が
いる。市場の片隅には大きな馬に高く崇高に警察が座っており、警察は今日は励んで、彼
の声が通りへの侵入を妨げている馬車の混雑に対し命令口調で響いている」[364頁]。
当時のポーランドの情勢は複雑で、とてもまとめられないので割愛する。ただフォンタ

ーネは『嵐の前』ではヴェンド族尊重のスラヴ派のトゥルガニーとゲルマン至上主義の牧
師ザイデントプフの論争を公平に諧謔的に見ていたのに対し、フライタークは明確にゲル
マン人に肩入れしているようである。カールに兵士兼入植者となるようにアントンは言う。
＜「フィンクは相変わらずそなたを掴まえておこうとするだろう。しかしカールよ、そ

なたがそのとき去ろうと思ったら、我々が本年互いに良く話したことを思い出してくれ。
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そなたは異郷での生活に慣れた。そなたは新しい地での入植者に必要なことすべてを有し
ている。そなたがもっと大きな責務に駆られていないのであれば、そなたの課題は、我々
の一人としてこの国に残ることだ。そなたがこの荘園を去るときには、異郷[ポーランド]
で土地を購入し給え。そなたにとって簡単な生活ではないだろう。多くの快適さに欠ける
ことだろう。しかし我々は有能な男が休息して、心地よく藁束を切って過ごす時代には生
きていない。そなたは勇敢な心を有し、享受することには慣れていず、働くことに慣れて
いる。そなたはここで手に犂先を持ったドイツ人兵士となるべきだろう。我らの言語と習
慣の境界石を我らの敵に対して更に先へ広げるドイツ人兵士だ」。 ー 彼は手で東を指
した＞[462頁以降]。
ここではロートザッテル男爵がカールの軍人的物言いが気に入っていたことを思い出す

べきであろう[451頁]。
男爵の城を継ぐのは武勇と資本を有する、金と力を持った色男フォン･フィンクである。
「しかし今、城を支配しているその男は、コクマルガラスが鳴こうが、雲雀が鳴こうが、
ほとんど頓着しなかった。その土地に一つの呪詛が見られるとしても、彼は笑って空中に
吹き付け、呪詛を吹き飛ばした。彼の生涯はこの土地の陰気な霊に対する終わることのな
い栄光の闘いとなるであろう。スラヴの城から一群れの力強い少年達が輩出し、新しいド
イツ人の種族が、肉体も精神もタフで、この国で繁栄するであろう。入植者達と征服者達
の種族である」[516頁]。
シュレージエンにおけるドイツ人の蹉跌は何故であろうか。おごる平家は久しからずか。

勤勉に働いて世界から嫌われた日本人が思い出される。

４．ユダヤ人はつらいよ
訳者はうかつなにしてこの年まで、ユダヤ人はただ金儲けが上手い種族という思い込み

しかなくて、他の一般的職業、例えばユダヤ人相手ではない教師、公務員への就職の道が
閉ざされていた（らしい）ことを知らなかった。[ベルンハルトの言、「私の宗派の若者に
は国家の職に就くのが容易ではないので」145頁]。ジャン･パウルとかヘルダーリンは牧
師への道を母親から期待されている。ユダヤ人は先祖の宗教を棄てなければ、ユダヤ教に
留まるわけで、数的に多い普通の牧師の選択もできないわけである。訳者は営業とかが苦
手であるから、どうしても職業選択となったら、教師とか公務員を目指したであろうし、
これが閉ざされるとなるとかなり辛い。
本作は反ユダヤ主義と目されるのが一般的なようだが、確かにあくどい商人が描かれて

いて悪役ではある。しかしユダヤ人の生態、隊商宿によるユダヤ人社会のネットワークと
か、鵞鳥を食べる食生活とか描かれていて、ユダヤ人の生活が分かるほか、悪役は作品構
成上必要であることを考えれば、それほど差別的には感じられない。
エーレンタールは息子、ベルンハルトにわずかな金しか持たずに世間で出て、健気な努

力をしたと評されているし[286頁]、イッツィヒもわずかな金をチョッキの裏地に縫い付
けられて奉公に来ている。イッツィヒはエーレンタールの許で食事の作法を教わるし、な
けなしの金を払って、落魄弁護士のヒップスの許で、法的に負けない高利の稼ぎ方を勉強
しているのである。きちんと勉強して儲けようとしている様は受験勉強している高校生の
志と変わらない。また金を儲けようとしている様はさもしいかもしれないが、ベルンハル
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トを失ってからのエレンタールの嘆きようは、男爵の息子を失ってからの嘆きと変わらず、
ユダヤ人のエーレンタールも息子のために荘園を手に入れようとしたのであり、貴族の男
爵も息子に楽な思いをさせようとして、エーレンタールの誘いに乗ったのであり、貴族も
ユダヤ人も同じく人間的な動機、息子や家族のために生きているわけである。巨人シュト
ゥルムが息子カールのために貯金に励んでいることを知れば、ユダヤ人、貴族、普通の市
民と違いはない。
また金に対する執着を言うならば、貴族の男爵の動揺、これは名誉にも関連しているの

であろうが、その動揺とイッツィヒがヒップスを誤って殺してしまってからの動揺と変わ
らず、どちらも人間的で、貴族的に冷静、高利貸しのユダヤ人的に冷酷というわけではな
い。
男爵の動揺
「男爵は自分の部屋に急いだ。彼はベッドに就いた。しかし彼はこれは単に自分の従者

に演じて見せた芝居であると分かっていた。これはまた眠りが自分の頭に触れようともせ
ぬ筈の夜であった。村の教会の塔が時を次々に告げた。男爵はすべての鳴る鐘を数えた。
時間ごとに彼の血は激しくなって、血管を脈打った」[252頁]。
手文庫を失ってからの動揺ぶりは、作者の人間通を窺わせる。男爵は馬車で来たことを
忘れるのである。「散歩者達の群衆の中を重たい足取りで一人の男の高貴な姿が歩んでい
た。頭は胸に垂れていた。彼の馬どもは苛々して舗石を踏み付けていて、主人の帰りを待
っていた。労働者達の群れの中、上品な宿営所へ連れて帰るためであった。馬どもは夜更
けまで待って空しかった。待たれていた主人は、馬どものことを忘れていた。彼は小夜啼
鳥の鳴き声を何も聞かなかったし、踊る少女達の輪の中を、子供達の陽気な声一つ聞かず
に過ぎて行った」[289頁]。
これに対してあくどいとされるユダヤ人イッツィヒの殺害後の人間世界からの疎外感。

男爵同様に動揺している。
「彼の実存はこれから先、一つの闘いであり、一つの死体に対するおぞましい闘いであ

り、誰も知らないが、ただ一人彼の精神のみを煩わせる一つの闘いである。彼が自分の商
売で行うこと、生きている者達との社交で行うことは、単に一つの見せかけ、嘘にすぎな
い。彼が笑うとき、他人と握手し、担保を基に貸して、百のうち五十を取るときも、すべ
ては他人に対する誤魔化しにすぎない。彼は自分が人間の社交から離れていること、自分
の取りかかるすべてが空しく、価値がないことを承知している。彼が取りかかり、それに
抵抗して働き、それが故に飲み、おしゃべりし、人々と交わっているのはただ一つのこと
である。この一つとは川の中の老男性の死体である」[491頁]。
イッツィヒは川で警察の救助の手を殺害したヒップスの霊と誤解して死ぬが、これもシ

ラーの『群盗』のフランツの死以来おなじみの不安による誤認の死である。これもユダヤ
人的というよりは人間的なことである。作中レノーレは半ば戦いとはいえ、フィンクに発
砲したポーランド人の肩を射ている。殺人には至っていないと明らかにされるが、一方イ
ッツィヒは成り行きで殺人を犯す以前、殺人を犯したわけではなく、ただの窃盗である。
それでも殺人を悔いて、良心の呵責で死んでいるわけで、これも訳者の『貸借典』として
はおつりの出る死に方に思われる。
またエーレンタールの息子ベルンハルトは内気な学問好きの好青年である。しかし薄命。
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がめつい商人とその純粋な息子の組み合わせで、訳者はベルンハルトにキルケゴールやカ
フカの面影を感じた。
またフォン･フィンクはロザーリエに接近している。アントンはベルンハルトとの仲を

利用したものと、フィンクを諫める。しかしともかく貴族フィンクはユダヤ人の娘との交
際を支障と感じていない。しかし作中で明らかになるように、ザビーネがフィンクを諦め
るのは主に貴族と市民の間の差別感故である。ザビーネの科白。「私は市民の娘です」[79
頁]。ここには支障があるのである。貴族のレノーレと市民のアントンが結ばれないのも
結局はこの市民と貴族の差異故である。従って、本作の構造上ユダヤ人差別を強調するの
は、ポーランド人差別、市民と貴族の差別を見落とす恐れがある。

５）その他、面白かったこと
作中フィンクの言動は面白い。少し引用しておく。
＜「しかし私は音楽に対して不幸な片思いの者の関係にあります。夢中になって崇める

音楽があるのです。この楽器の名手となることが出来れば、金を惜しまないことでしょう」。
「バイオリンですか」とロザーリエは尋ねた。
「済みません、ティンパニーです。お尋ねしますが、別の楽器での演奏とは何でしょう。
永遠に高音から低音への落ち着かない彷徨であり、またその逆です。可能な限り迅速な不
愉快な緊張であり、トリオレ[三連音符]、トリル、トレモロであり、あらゆる厄介事です。
長く、太い、静かな一つの音符が生ずることは稀です。堅固な音色で、長く反響し、次の
音符が踏み込んで来ることのない音色のことです。これに対しティンパニーの音色を考え
てください。何という力、何という荘重さ、何という効果でしょう。このような楽器に親
しんでいる者の何という幸せ。他の名手達については、彼らは鋭敏で敏感と言われます。
ティンパニー奏者は英雄となり、偉大な性格で、単に最も崇高な観点にのみ可能な世界観
を得ます。彼は三十拍子、五十拍子を休みます。その間他の音色の民は、猫のいない家の
鼠どものように、ピーピー鳴き回ります。彼のみが孤高の中に立っていて、一見何の仕事
もしていません。ひょっとしたら嗅ぎ煙草をひとつまみし、あるいは観客席の最も美しい
レディーに微笑しようとします。しかし心の中で二十七と考えています。待っていろ、お
まえら生意気な音符のならず者め、二十八か。おまえらの頭に今にも一発ガツンといくか
らな、二十九。このバイオリンは出しゃばりだ、三十。ガーン。彼は打ち合わせます。他
の楽器も興奮して合奏します。これらは自分達の主人、親方の言葉を感じます。すべての
聴衆が深く呼吸します。偉大な言葉が発せられたのです」。 ー ロザーリエは高笑いし
た＞[153頁以降]。
＜レノーレは痛みを堪えて笑わざるを得なかった、「そのような雨を体験してみたいで

すね」と彼女は言った。
「そのような状況の貴女を見てみたいと思わなかったら、私には利己心が欠けることに

なりましょう」とフィンクは答えた、「女性達はそのとき最もひどい状態になります。社
交服と見なされる一切がこのような奔流では完全に消えてしまいます。貴女はミロのヴィ
ーナス夫人の衣装をご存じですか」。
「知りません」とレノーレは不安げに答えた。
「まさにこのレディーのように、熱帯の雨に遭った女性は皆こう見えます。男達は案山



- 531 -

子のようです」＞[413頁]。

ここ三年ほど『巨人』、『嵐の前』、『貸しと借り』の三長編小説を訳したが、これらの
長編小説を恋愛小説として読めば、共通している点に気付く。それは主人公が本命と見な
される女性と出会いながら、恋敵に出会って、恋人を奪われ、二番手の本命と結ばれると
いう構造である。長編にするための必然的迂回戦術なのであろう。『巨人』ではアルバー
ノは恋人リンダをロケロルに奪われ、初恋の病死したリアーネそっくりの皇女イドイーネ
と結ばれる。『嵐の前』では主人公レーヴィーンはカティンカをポーランドの貴族ブニン
スキーに奪われ、村長の貰い子、妖精のようなマリーと結ばれる。『貸しと借り』では主
人公アントンは初恋の人レノーレを貫禄負けでフォン・フィンクに奪われ、そのフィンク
を振ったザビーネと結婚する。
この貫禄負けはレノーレ自身の目では次のようなものである。
＜「私は分かっていたの」と彼女は親しげに叫んで、彼の腕をこっそり抱いた。「私に

は良く分かっていた。私と一緒にいるときでも、貴方の心は必ずしも私の許にはいなかっ
た。時々はいたこともあったわ、かつて橇で行ったときは、多分ね。でももっと頻繁に貴
方は別の女性のことを考えていた。貴方がある種の手紙を受け取ったとき、貴方は急いで
読んでいた。あの殿方は何という名前ですか」と彼女は尋ねた。
「バウマン」とアントンは無邪気に答えた。
「当たり」とレノーレは叫んで、再び彼の腕を抱いた、「それで私はしばらくとても不

幸な思いをしたのをご存じですか。私は愚かな子供でした」＞[464頁]。

以上であるが、更に翻訳していて気付いた雑感を蛇足として付しておきたい。
（１）<「幸福を口にして鬼に笑われないようにBerufe es nicht」と男爵夫人は頼んだ、
「時々かくも多くの陽光は永遠には続かない気がします。運命の嫉妬を買わないように、
謙虚に、欠乏に耐え、断食したくなります」>。[16頁]
作者の感慨。「現世を越えた力のせいで、人間の子供には張り詰められた情感の幸福が長
く屈託なく続くことはないというのは悲しく身につまされていることである」。[115頁]
「アントンは自分が部屋に戻って来たとき、人間がただ人生でわずかな数時間感じても
罰が当たらないこと、つまり、自分が後悔もなく、願望もなく、幸せであるということを
感じた」。[261頁]
作者も作中人物も元来は「復讐の女神」Nemesisを恐れているわけで、この人生観はよ

く見られ、「ケセラセラ」の歌詞にまで一貫していると思われる。 berufenの用法につい
ては辞書参照。フォンターネの『嵐の前』でも”Berufen wir es nicht.“とあって、「幸せ
を口にして鬼に笑われないようにしましょう」と訳したことがあり、来年のことを言うと
鬼が笑うと日本人は言うので、悪魔を鬼化した。人間の思いは東西、そう変わるものでは
ないだろうが、ただ本書は訳していて、「叫んだ」や「手を揉んだ」が頻出し、やはり洋
画風。

（２）<フィンクは彼の銃をポーランド人の大佐に向けた。/「手数をかけたな Ich
danke」と大佐は叫んで、馬上でよろめきながら、最後の力を振り絞って、自分のピスト
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ルで近寄って来た軽騎兵の胸を射た>。[447頁] Ich dankeは有り難う、忝い、結構であ
る。しかしこれは、銃で撃たれた大佐が言っているわけである。刀で斬られた侍は有り難
うとか忝いと言うであろうか、そのままでは意味が伝わりにくいと考えて、「手数をかけ
たな」と訳した。ポーランド人大佐がドイツ語で洒落た科白を述べているわけである。や
はり将校は西洋では捕虜になっても待遇が違うと聞いたことがあるが、それが感じられる
言葉である。

（３）「彼がニュージランドや日本の天皇について話していても、ひょっとしたらそれに
劣らず成功を収めていたことであろう」[100頁]。「日本の天皇についてdem Kaiser von
Japan」これが小堀甚二訳『アントン物語』（第一巻）、昭和18年9月15日初版では「支那
の皇帝」[295頁]になっている。1855年当時、日本のKaiserは天皇と訳したものか、将軍
と訳したものか、はっきりしないが、現在では普通天皇と訳す。しかしこれを支那の皇帝
に変えたのは、時局のせいなのだろうか。

（４）テキストの揺れ
テキストはまずManuscriptum Verlagsbuchhandlung.2002 4.Auflage 2013: Soll und
Haben を入手して翻訳した。しかしこれは版権を言明してある。Urheberrechtlich
geschützt）と自慢げである。 それで大学の図書館から九州帝国大学図書館が昭和7年
（1932年）1月20日購入の Hanns Martin Elster編集の Gustav Freytag:Gesammelte Werke. Bd.2.
Bd.3と照合し、大方はこの版に従って、訳し直した。この際 Elster氏の経歴は不問にする
ことにした。

すぐに分かることは、献呈の辞の有無、各章の中の大きめの段落の区切りが違うこと、
旧版では frug, frägt, Wage, Märmel, Kontikurrenten, Süffisance, Neuyork, Radwer等の古い語
が使用されていることである。
次に些細な違いがあるが、これは面倒でも新版を使用しなかった証拠に挙げておかなけ

ればならないであろう。以下列挙する。
S.8 eines Geschäftes,:eines Geschaftes, welches die Fülle der herrlichen Sachen gewähre (Bd.2.
S.11) / S.12 Lustig:“Lustig (Bd.2.S.15) / S.13 gastlich:(gestrichen Bd.2. S.16) / S.17 Anton saß:
(Absatz Bd.2. S.21) /S.21 die schöne Zeit:die fromme Zeit(Bd.2 S.25) / Steigebügel:Steigbügel
(ebenda) / S.43 eine Stelle: ein Bett (Bd.2.S.49) / S.55 Tinkeles, 39 1/2: Tinkeles, 39 1/3 (Bd.2.
S.63) / S.62 Konferenzen:Versammlungen (Bd.2.S.70) / S.84 auf seinem Wege: auf seinen
Wegen (Bd.2.S.96) / S.85 und er selbst empfand sich sehr schwach: (gestrichen Bd.2.S.96) /
S.92 Es wird : - Es wird (Bd.2.S.104) / S.102 - was von ... - : (ohne Strich Bd.2.S.115) / S.103
die Pforte zum : ein Sitz im (Bd.2.S.117) / S.108 ruppig aussah:schadhaft war (Bd.2. S.121) /
S.110 Zufall: Zauberstein (Bd.2.S.124) / S.114 So erlebte :(Absatz Bd.2.S.128) / S.122 Hechte
und andere Kreaturen zu beneiden: den Teufel um Hilfe zu bitten (Bd.2.S.138) / S.123 leewärts:
nördlich (B.2.S.138) / S.123 Besinningslosen: Kraftlosen (Bd.2.S.139) / S.132 Er ist ja: Er ist ja
auch mein Lehrling, er ist ja (Bd.2.S.149) / S.132 Er wünscht: Jetzt wünscht er (Bd.2.S.149 ) /
S.140 Acht:Achte (Bd.2..S.158) / S.155 Eskadronierern: Schwadronierern (Bd.2.S.174) /S.164
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Bruno:Benno(Bd.2.S.185) / S.165 Don Juan:Intrigant (Bd.2.S.186) / S.174 halbe Stunde:
Viertelstunde (Bd.2.S.197) / S.176 wo es liegt:wo es liegt, werde ich es stehlen.Und wenn ich es
habe, (Bd.2.S.199) / S.178 welcher witzig war/(gestrichen Bd.2.S.201) / S.179 Sie trägt
magnifique: Sie trägt sich magnifik (Bd.2. S.202) / S.185 Dagegen war Lenore:(vorher vgl.
Bd.2.S.208) / S.196 Frau fast erschrocken:Dame erschrocken (Bd.2.S.221) / S.200 "-: -"(Bd.2.
S.226) / S.201 diese Empfindung: dies Bedauern (Bd.2.S.226) / S.207 Vor dem Pferdestall,..:
Vordersatz vgl.Bd.2. S.234) / S.208 einzutreten: in den Stall zu treten (Bd.2.S.234) / S.219 Sie
sind ein Spion!:(gestrichen Bd.2.S.247) / S.223 erzählte:annahm (Bd.2.S.251) / S.224 Er sah: - Er
sah (Bd.2.S.252) / S.231 trinken können: trinken (Bd.2.S.260) / S.234 dieses muß,..
Vater:(gestrichen Bd.2.S.263 vgl.Zeno.org) / S.238 Firdusi: der Perser Firdusi (Bd.2.S.267) / S.239
wiederholte Bernhard: erwiderte Bernhard (Bd.2.S.268) / S.247 Fink sagte zu.: (Absatz
Bd.2.S.278) / S.253 So zog er: So zog Fink (Bd.2.S.284) / S.269 ein schlechteres: kein
schlechteres (Bd.2.S.302) / S.283 Lenore beugte (Absatz Bd.2. S.318) / S.293 mit Nacht: mit
Macht (Bd.2 S.329) / S.293f. kein Pflug: sein Pflug (Bd.2. S.330) / S.303 der kleine Mund: der
feine Mund (Bd.2.S.341) / S.322 Es war eine der krampfhaften Zuckungen, welche die
Slawenländer in dem letzten Jahrhundert so oft gehabt haben. :(gestrichen Bd.2.S.363) / S.326
als trüge er Arm und Bein: als trüge er Sprungfedern an Arm und Bein (Bd.2.S.368) / S.331,
S.333 Detachement(s): Abteilung(en) (Bd.2.S.373, 375) / S.334 hohe Erinnnerungen: holde E.
(Bd.2.S.376) / S.334 eine anmutige Schweifbewegung: eine S. (Bd.2.S.376) / S.336
Pfeffersäcken nachsah: den Zivilisten nachsah (Bd.2.S.378f.) / S.336 Zug den Zivilisten: Zug
den Einrückenden (Bd.2.S.379) / S.344 seinen Stolz:(gestrichen Bd.2. S.388) /S.344 im
Leinwandrock: im blauen Rock (Bd.2.S.388) / S.359 großen Leinwand:groben Leinwand
(Bd.2.S.404) / S.369 tauchte jede Minute die Fingerspitzen in kaltes Wasser und:(gestrichen
Bd.2.S. 415) / S.380 Lachen: Lächeln (Bd.2.S.428) / S.387 einen von den anderen: einen und
den anderen (Bd.2.S.435) / S.390 das ist mir genug.(gestrichen): das ist mir genug. Und Sie sollen
hören, was Ihnen erhalten kann Ihr gutes Geld. (Bd.2.S.438) / S.394 zog es mechanisch in: zog es
in (Bd.2.S.443) / S.399 seit gestern mittag: gestern mittag (Bd.2.S.449) / S.400 Anton willigte
ein:(ohne Absatz Bd.2.S.450) / S.406 Mann zu sein: Mann geworden zu sein (Bd.2.S.457) / S.410

überwinden konnte: überwinden könnte (Bd.2. S.462) / S.412 der Schurke, der: der Händler,
der (Bd.2.S.464) / S.417 lachte auf:horchte auf (Bd.2.S.469) / S.418 meinem Freunde, vor:
meinem Freunde vor (Bd.2.S.470) / S.426 klareren Glanz: klaren Glanz (Bd.2.S.479) / S.429
und sich als Schornsteinfeger verkleiden würde, um ihnen zu entlaufen:und ihnen entlaufen würde
(Bd.2.S.482) / S.437 [Gewiß] sagte Anton: entschied Anton (Bd.2.S.491) / S.437 Die Kollegen
waren höchlich überrascht: Am Abend des Festes waren die Gäste höchlich überrascht.(Bd.2.
S.491) / S.442 von seinen Kissen:von seinem Kissen (Bd.2.S.497) / S.450 horchte auf: horchte
hoch auf (Bd.2.S.506) / S.463 Anton ging:Anton schied (Bd.2.S.520) / S.465 , im Zorn zitternd:
im Zorne zitternd (Bd.2.S.522) / S.477 Dispositionen:freie Verfügung (Bd.2.S.536) / S.503 ー

Er war in: Er war in (Bd.3.S.9) / S.514 des Starostenhauses: des Despotenhauses (Bd.3.S.21) /
S.515 die Vorteile , die: die Vorurteile, die (Bd.3.S.23) /S.533 Haus,ich: Haus, damals war es
auf mein Leben abgesehen,ich (Bd.3.S.43) / S.534 verkaufen Sie auf der Stelle: verkaufen Sie
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(Bd.3.S.44) / S.536 der Opposition: der Unzufriedenheit (Bd.3.S.47) / S.538 gemaserten:
geflaserten (Bd.3.S.49) / S.554 seinen blauen Fenstern: seinen blinden Fenstern (Bd.3.S.66) /
S.555 Damastserviette: Damastdecke (Bd.3.S.68) / S.558 avancierter: anständiger (Bd.3.S.71) /
S.565 noch nickte: noch zitterte Bd.3.S.80 / S.566 Chibbut hakever:Chibbut Hakkefer (Bd.3.S.81)
/ S.591 deshalb:dasselbe (Bd.3.S.108) / S.599 Dörfern nach: Höfen nach (Bd.3.S.117) / S.599

herausfahren: herausschaffen (Bd.3.S.118) / S.601 Von fern,... “Vielleicht,...: (Beide mit Absatz
Bd.3.S.120) / S.605 aber er selbst,...: (vorher Bd.3.S.125) / S.616 fröhliches: schnelles

Bd.3.S.137) / S.620 Auch Anton umgürtete sein Herz mit dem Panzer kriegerischen Zornes;er
heftete: Auch Anton heftete (Bd.3.S.142) / S.622 Hofraum:Hofzaun (Bd.3.S.144) / S.631 Fink
lächelte: - Fink lächelte - (Bd.3.S.154) / S.634 Intelligenz:Tüchtigkeit (Bd.3.S.157) / S.636 Jetzt: -
Jetzt Bd.3. S.159 / S.637 Elegants:Lebemanns Bd.3.S.160 / S.641 sagte Fink: beredete Fink
(Bd.3.S.165) / S.645 -“es ist :(Absatz Bd.3.S.169) / S.647 - Er holte:(Absatz Bd.3.S.171) /
S.654 Trabukos: Trabucos (Bd.3.S.180) / S.663 zufrieden?:unzufrieden? (Bd.3.S.189) / S.663
zu kunstvoller Symmetrie : wohlgeordnet (Bd.3.S.190) / S.666 Beine und Armlehnen...:(gestrichen
Bd.3.S.193) / S.669 eines von den Schreiben:ein Schreiben (Bd.3.S.197) / S.671 rief Karl:sagte
Karl (Bd.3.S.199) / S.672 von unserm:(gestrichen Bd.3.S.200) / S.674 Lenore hatte: die am Flügel
hatten (Bd.3.S.202) / S.677 einem Kopf: einem Knopf (Bd.3.S.205) / S.680 Hallo:Halli
(Bd.3.S.208) / S.690 der Masse: der Rasse (Bd.3.S.220) / S.690 Holz und Wasser: Holz und
Waffen (Bd.3.S.220 Wasser vgl. Projekt Gutenberg) / S.693 Ein vortrefflicher: - Ein
v.(Bd.3.S.223) / S.699 "Auf Wiedersehen:(Absatz Bd.3.S.230) / S.701 sagte Fink:fuhr Fink fort
(Bd.3.S.232) / S.701 fünfhundert: zweihundert (Bd.3. S. 232) / S.702 “Ach, mein...(gestrichen
Bd.3.S.233 vgl.Zeno.org) / Sieh dorthin:Sich dorthin (Bd.3.S.235 falsch) / S.708 'denn mit
Floretten...:(ohne Anführungszeichen Bd.3.S.240) / S.713 Tirailleurkette: Schützenkette
(Bd.3.S.245) / S.713 Tirailleur:Angreifenden (Bd.3.S.245) / S.713 nach der Seite: nach dem
Flügel (Bd.3.S.246) / S.714 triumphierend: frohlockend Bd.3.S.246) / S.719 Sackermenter :
Sakramenter (Bd.3.S.252) / S.723 sagte Anton: schloß Anton (Bd.3.S.256) / S.726 daß sie : daß
Sie (Bd.3.S.260 falsch) / S.731 Gnomen:Erdgeister (Bd.3.S.265) / S.745 Herr Eugen Freiherr:Herr
Eugen, Freiherr (Bd.3.S.280) / S.752 Schlachtschitzen:Schlachzizen (Bd.3.S.288) / S.756
Instruktion : Verpflichtungen (Bd.3.S.292) / S.756 ein ernstes Wort: ein Wort (Bd.3.S.293) /
S.764 Schloß: Dorf (Bd.3.S.302) / der Schiller: Goethe (Bd.3.S.306) / S.769f
Wieder,....Wiedergefundenen: (gestrichen Bd.3.S.308, aber vgl. Zeno.org) / S.781 schlauen
Seitenblick:scheuen S. (Bd.3.S.319) / S.787 fuhr Anton fort:sagte Anton mit Nachdruck
(Bd.3.S.327) / S.791 verschmitzte: schlaue (Bd.3.S.332) / S.792 Indizien:Anzeichen Bd.3.S.332) /
S.794 zuweilen: hier und da (Bd.3.S.334) / S.795 gelähmt: aufgehoben (Bd.3.S.335) / S.798
sorgfältig:halb bewußtlos (Bd.3.S.339) / S.799 -Aber:aber (Bd.3.S.340) / S.800 Der alte
Mann:(Absatz Bd.3.S.342) / S.804 auf den Steinen des Hofes: im Hofe (Bd.3.S.346) / S.809
triumphierenden: schlauen (Bd.3.S.351) / S.818 Anton sah: (Absatz Bd.3.S.361) / S.822 [viele] - -
:(gestrichen Bd.3.S.366) / S.824 indiziere:verrate (Bd.3. S.369) / S.825 >ist jemand: (ohne
Anführungszeichen Bd.3.S.370) / S.828 triumphierend:freudestrahlend Bd.3.S.372) / S.828 einen
Affront machen: eine Störung machen (Bd.3.S.373) / S.832 glänzender : rauschender Bd.3.S.378) /



- 535 -

S.839 sauer: sauer.- (Bd.3.S.386) / S.840 Dobrowitz: Dobrowice (Bd.3. S.386) / S.846 Hausherr
verwundert: Hausherr.(Bd.3.S.394) / S.847 Interesse/ Vorteil (Bd.3.S.395) / S.848 Und wie
stolz,...Lehrling. -:(gestrichen Bd.3.S.395 aber vgl. Zeno.org) / S.848 Und an jenem,... brachte:
(gestrichen. Bd.3. S.395, aber vgl. Zeno.org) / S.850 dem letzten Jahr :dem Jahre (Bd.3. S.397)

正直こんなに違うとは思っていなかった。テキストは Zeno.org にもあり、Projekt
Gutenberg にもある。 注もない、何のテキストを参考にしたかも明記していない本を底本
にしたくない。Freytagが本当に気の毒である。原著者の故郷は今ポーランドで、新しい
本は厳密とは言えない。しかし以上記したような揺れは、翻訳者の誤訳や誤字と比較する
と、まだましかもしれないし、こんなに違っても版権を主張するドイツ人相手に議論する
ことは空恐ろしいことであるので、大変参考になったと謝意を述べて、ただ列挙するに留
めておく。

(5)最後まで読まれた方に、ワインのサービス。十九世紀ハンガリーワインの名声はすご
い。 「昔の僧侶達が飲み物を汲んでいたのと同じ樽ではなかった。しかしヘジアラ
[Hegyalla]の葡萄山の同じワインであり、メーネス[Menes]の薔薇色のワインであり、エ
ーデンブルク[Oedenburg]の誇りであり、ルスト[Rust]の丁寧に摘まれた穏やかな飲み物
であった」[230頁]。
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あとがき
今年はフライターク、『貸しと借り』のリポジトリ登録となった。出典等の経緯は解

説の最後に書いた通りである。昨年のフォンターネの『嵐の前』ほど未知の小説への驚き
は感じなかったが、それでも日々訳していて退屈しなかった。どちらも本にすべき本であ
ろうが、力不足でできない。『嵐の前』は昔西ドイツでテレビ･ドラマ化されており、ネ
ットで一部は見ることができる。ドイツ人にとっては両作品とも無意識のようになってい
る古典であろう。リポジトリに登録すると、あの世に一歩近付いたようで、作品の時代に
近い高祖父や曾祖父も読んでくれそうで、供養になる気がする。それでも現世の人がワン
クリックしてくれると嬉しい。しばらく休憩し、また「あとがき」を期して日々を過ごし
たい。

2021年7月 恒吉法海


