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クライストがスイスで住むはめになったこと,そしてスイスはクライストにとって何であ
ったかと, F. Kochはり引火に説いている(F. Koch: Kleist, S. 14参.rlfi)し,幾分かその

間の事跡よrW.との別れ｣で述べた｡
1801年12月12日, K.と

LohseはBaselに到着し,こうのとり屋に投宿した(L64a)｡

しかし翌12月13日朝,用Lに向った時｣はさすがに姉に手紙を書くことはr不可能だった｣.
それで16日になってやっと

U･に｢この町(Basel)は非常に静かで単調だと言えましょ

う｡ ,jIが山のいたるところにあり,自然は80才の老婆のように見えます｡でも昔はきれいだ

ったろうと思われます｡ ‑時々ライン川の橋に立って,この流れがすでにその源でこれほ

ど強力にはじまっているのを見るのは楽しいものですo Lかし川の流れる砂に吸われて無く
なるのだといわれています｣ (B 58)と町の印象を述べている｡
｢今なるほど,ここでも〔Thun〕弓だるまの下で,日然は80才の老婆のようにIi.えますが,若い
時はきれいだったろうと思われます｣ (B 61)0

しかし｢悲惨な空気がスイスにみなぎっています｡市民達はお互いに敵祝しあっていま
す｣ (B58)とこの静かな町Baselでも

K･は感ずる｡それで,もうこのBaselで｢僕が

求め,命より必要としているものを僕が見つけられないなら,ここでも見つからないな
ら./‑｣ (B58)と小安を感じ,その不安を解消し, l!̲1分を支えるものとしてU.が｢僕
の傍に残っていたらなあ｣ (B 58)と菖ILlしている｡
12月21日にK.はBaselの大学図書館を訪れ,外来人名簿に｢I‑Ieinrich v. Kleist,
Frankfurt a/Oder出身｣と記入している｡

あてにしてきたfI･ Zschokkeが政治的騒乱のためBaselからBernに移っていたので,
K.はBern ‑行こうと思う｡しかしたまたまParisからru日子してきたH･ Lohseと争い

がおこった｡即ち, Baselに到着して感じた不安から,二, ̲三tj K･ほ感情が鋭敏になりす

ぎたものと思われ,その結果つまらぬことから12月22H Lohseに対して怒りを爆発させ
る｡そして翌23日にLiestalの宿の荒涼たる部屋のrl切､ら‖1分が哀れに孤独なのを知る

と‑‑･なぜ君が僕のところにいないのかをはっきり釈明できません｣と反省の念のこもった
手紙をLohseにだし,それでも｢段ちの人生コースに別れるのです,さようなら‑そし
て僕らは再会すべきでないでしょうね一一一?｣ (B 59)と形式的な別れを/rl=i･げている｡しか
しBaselへ最ったと偲われたLohseのところ‑この手紙が出されたのだが, Lohseはそ
のままBerll ‑直行したらしく,むしろ

K.がBasel ‑おそらく和解の気拝で帰った時,

自分の出した手紙を受け取ってしまう｡それでK･ほ荷物の整理をし,宿のおかみさんに,
二つの鞄を便りをするまで保管しておくよう頼み, Lohseの荷物と自分の必要物をもって
Bern ‑出発する｡そしてBernにつき12月27日, LohseもBernに来ていると聞いたと

き, Lohseに｢まだ苦痛を訴えることが僕には気持よく思えた｣ (B 59)ので｢習って申し
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あげますが,僕は今,君に対する心の中の反感をもち,君を再び抱くことは出来ぬでしょ
う｡僕はそれに上にのべたこと〔反省の念を表現したこと〕を撤回します｡ ‑‑本当にさよ
うなら｣と追伸を先の手紙にしたためる｡ (しかしこれはまだ投由しない)｡そして28日に
K.は｢もっといいふうに君を〔Lohse〕を許すことを再考し｣手紙をつけずにBaselから
携えてきたLohseの荷物を届けさせる｡しかし29日朝そのLohseに7‑チで会って, K.

は全てを過ぎきったものとして水に流そうとする｡それでK･ほ宿に帰り正午にさらに追伸
を｢それは全くのところ,ただ一瞬の感情でした｡ ‑僕らがお互いに似合いものかどうか
静かにためしましょう‑君は僕のように不可能と考えられるでしょう｡ ‑しかしもう一
度僕のところ‑来て下さい,恨みっこなくお別れしたいと思っています｣ (B 59)とつけ加
えて, 23日釆の手紙をLohseに送るのであった｡
Parisからの帰途, Frankfurt/M.の手前で, K.姉弟の車が水中で転覆したことがあっ

たが,その時の恐ろしい情景を思いだして｢転々はんそくして寝れずに過ごした三度目の夜
〔1月11日〕の翌日に,やはり不幸な知らせが,姉U.からきて, K･の｢一生で一番悲しい
日の一つ｣ (B 60)になったのである｡即ちK･が姉を全く一人でFrankfurt/0. ‑節し

たことで｢近親者があらゆる面から僕に非難をあびせる｣ (B 60)結果となったことを報じ
てきたのであった｡そして更にその手紙は, K･が故郷に帰って官職につくことを近親者が
重ねて望んでいることも知らせてきていた｡前者にはK･は全く｢空然自失す｣るしかなか
ったが,後者には,自分の｢好きなようにさせて下さい｣ (B60)と返事をする｡運命やK.

自身の気性が近親者との割れ目をつくるのだとK･ほ考える｡そして｢必然性と趣味がここ
でいつか親しく一致する｣べく｢自分の手で野を耕すというひそかな寡欲な希望｣にほれこ
んでいるので,それが｢恐らく果さねばならない｣ものと伝え, ｢目的に一歩でも近づくた

めにその実行策の援助をU･に隣っている｡
それまでの借財をWockerbathの相続分から支払い,相続分の残りを処分して現金にかえ,それ

で足らぬ分はできるだけのものを抵当にしてU.よりの補助を願って,荘園の代価を支払おうと考え
たのだった｡

スイスで買う荘園はいろいろと見て歩き,さらに農業のことに関して熱心に農夫に質問し
て色々と答を得,農業の教科書を色々と読んで知識を得,またH. Zschokkeをとおして
二,三の啓発的な人々と知りあったり,百姓たちと知りあったりする｡そしていたるところ

でかなり卒直に自分の心をうちあけ,忠告をうけたり,行動したりして,ひいきや後援をう

ける｡とにかく彼は計画を｢盲目的熱望の中で愛する対象に突進していく｣ように実行す
る｡

K.ほ1月15日すぎ(｢僕はやっと二週間ほど前,田舎‑来ることができ｣ 〔B61‑2. 1日
付〕 )にThull ‑きた｡しかしThunではBernにいるZschokkeの仲間たちが非常に

懐しくなる, ｢なぜなら荘園の売り手以外は僅かな人, Muelinen大尉とその管理人といっ
た愉快な人たちしかつきあわないのです｣ (B 61)｡その土地の人々はK.を｢好ましい奴｣
だと思っているようであるが, K.ほ｢たかだか僕がThun湖岸にたつと,その顔が僕に夕
日をはねかえすといった以外にどんなJungfrauにも会っていない｣ (B 61)のだという風

に孤独を感じている｡
そしてThun湖のそばに彼が非常に気にいった荘園をみつける｡これは友人達によって
も非常にふさわしいものといわれ,値段の点でも一番適当だった｡
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｢荘園は今平均してすべて値段が下っています,多くの人がその政治的見解のため交替させられる
か,自発的に屈服するかいずれかのためです｣ (B 60)

｢それは所有主が24000 Pfundで満足するだろうといった程度です｡党派を組まない人々は,こ

うした状態で荘園は高くなく,とくに安いこともないという意見です,そしてちようどそのことが買
取を急がせます｣ (B 61)0

そして更に利点があったのは, ｢現在の持主が最初の一年間住んでいてくれて,契約で荘

園を引きうけようというのです｡それでその後に一人で自活の道を講じ得るように僕の実地
の農業を充分知り得るだろうと思われる｣ (B 60)ことだった｡この時同時に地所を買求め
てK.の近くで定住しようとし, K･の近くで定住しようとし, K･にスイス市民権のこと

について説明してくれるZschokkeとの密接な交渉が始まる｡ 〔｢君の田舎生活‑の意欲は
どうですか?スイス政府はどうですか?｣ (B 61)〕｡ H･ Zschokkeには｢彼〔K･〕の性質

の中には彼の気特が楽しくしている時でも何かひそかな心の悩みがあるように見えました｡
ちょうどそれが私を彼にひきつけました,殆んど彼の才能多い理智や行い正しい崇高な心よ

りもです｡彼は周りの人に独特な変婦をふりまいていました｡教養のある青年がそんな年令
でしばしば現われがちな,私自身も悩んだことのある,悲しい過去の思い出の中に残る悲し
みのため,彼から私も悲しみを受けました｡ ‑最高の精神財に対する疑問と絶望｡彼は秘
密の傷を持っていたのでしょうか?彼の手紙〔B61‑1802･ 2･ 1〕の一節,それを私が私

のSelbstschauの中に知らせているが,とくにその詩とそれに対するK･の満足は私のひそ
かな疑いを裏書きしているようにみえました｣ (L 73)｡
こうして2月1日にK･はThunから御者のBeckerをBernのZschokkeの所‑やっ

て, Baselから到着している筈の鞄, Bernの住居においてある鞄と洋服類, GeGnerの所

に註文してあった本,帽子屋‑おいてあった古い帽子などをThun ‑持ってこさせる｡
ところが気まぐれな運命がいたずらして, ｢現在この瞬間にもZurichは暴動がおこっ
ている｣ (B 62‑1802年2月19日)状態になって, ｢スイスで土地を購入するのは,荘園が

安いにも拘らず,非常に危険｣ (B 62)になる｡そのためK･ほU･の｢財産をそんな危険
にさらしたくない｣ (B 62)ので, ｢土地購入の前払いについての僕の頼み〔B 60‑1月12

日〕をきっぱりお断りにならなかったと殆んど確信し｣ (B62)ながらも, ｢もし貴姉がそ
れをまだ発送してなかったのなら,発送しないで｣ (B 62)くれと頼んでいる｡

だが土地購入が駄目になっても｢とにかく僕の計画を捨てません,そしてここ暫くスイス
に留ります｡この場所に住みます,貴姉が考えられぬ位安いのです｣ (B62)とK･ほ述べ
て, ｢ただ今後,僕は僕のものであるお金だけが必要なのだ｣とし, U･が｢僕に今,ある
いはむしろPanwitzが,現金でまだ僕の分,全額を送ってくれるのを希望｣ (B 62)して
いるのである｡
この頃姉Auguste (Gustel) (1776‑1818)が従兄の

Wilhelm v･ Panwitz (1770‑1849)と結

婚したが,この従兄はK･の財産を管理していた｡ K･もU･に｢GtlStelの結婚で生じた新しい事情
をくわしく知らせて下さい｣ (B 62)と頼んでいる｡

しかし2月19日にU.‑の手紙(B62)を発送して一時間もたつと

Thun湖のある

｢Stimmentalで農民の間に騒乱がおこる｣ (B 64)という風に政治的不安はいつどう変化

するか判らなかったのである｡
しかしその騒乱は｢殆んどうまく決着しましたので,この不幸な土地は何らかの形で,フランスの
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野蛮さの犠牲となり,僕は確実な情報から,これまでまだどうにかのりきってきたスイス政府が,坐
くはっきりとフラソス側に弁解をなそうとしていることを知っています｣ (B 64)という状勢なので
ある｡

この頃のK･をまわりの人達がどのようにみていたかを綴ってみると, H.Zschokkeは
そのSellstschauの中でまずいっている｡ ｢人々との交際がその冬〔1801/1802〕をすぼ

らしくした沢山の知りあいの中に,私が最も好きな,私と同年輩の二人の青年がいました｡
二人は殆んどただ美の芸術のために,請,文学,文筆上の栄光のために生きていました｡
そのうちの一人,詩人の息子Ludwig Wielandはヒポコンデリーの人さえも笑いださせた表情が

一緒にかもしだすユーモアと辛妹な機智によって私は好きだった｡
もう一人とは,その暖かみのある,時には熱狂的で夢見がちな性質のため,その中にはいつまでも
精神の高貴さが現われている筈だが,私には非常に相性が合うと感じられた｡それがH･ Ⅴ･Kleistだ
った｡｣ (L67a)

またK.が1801年6月初めにパリ旅行の際G6ttingenで知りあったLudwig v. Brockes
の女友達Julie Westfeldが, 1802年2月24日, Brockesに宛てて, ｢貴君にはWyttenbach

〔K.のBernのかかりつけの医者〕やK･からどんな便りもありませんか? ‑‑･貴君から

私は, K.がおよそ体験したことをざっと聞きたいと思っております｡私は彼とおそらくも
うすぐ会えるものと固く信じております,それで何も知らないでいたくないのです｣ (L65)
といっている｡
zschokke自身も荘園や自分の生活について1802年2月25日にBernからGottlieb Lamm

に出した手紙の中で｢新聞で‑‑君はおそらく,僕が去年の碁にBaselで退職したことを
お知りでしょう｡ ‑･･･フランスがスイスを永久に従属させ,独立運動を支持した‑官庁は

革命の度に動揺した‑僕が将来国家革命で暗くされるのをなおざりに考え得るほどではあ
りません‑‑･僕は色々地方の荘園のことで交渉中なのです｡僕の財産はどこでも安全で,僕
の一存のままにされるというわけではないのです｡次の機会に僕は君にそのことをもっと

くわしくお知らせします｡二,三年たって僕の財産が整理されたら,供は再び国務に参画す
るつもりです｣ (L71)といっている｡こうして公職から身をひいてできた閑暇を｢有用な
目的に捧げよう｣(L74)と思っているとK･にも告げたらしい｡ ｢君〔Zschokke〕の

Aarauからの手紙を受取り,喜びと同時に驚きで,君が本当に確実な操縦で君の人生の船
を政治の世界から哲学的に憩のある港に入ったのを知りました｣(B63‑3月2日)とK･も
いっている｡

そうしたZschokkeが｢ある日夕食に政治に全く頭を突込もうとしなかった友人達‑
Neuenberg附近でフランス軍に勝利をあげたBernのⅤ･ Grafenried大佐, H･ GeBner,
L Wieland, Pestalozzi, H･ Ⅴ･ Kleist,図書館Balthasar aus Luzernなどでとにかく危

険のない仲間だった./‑を自分のところに招いた時,門前にちょど警察の見張りがおかれ

た,それはしかし客達の楽しい冗談をふやすほかには何の役にもたたなかった,そして皆が
真夜中に散会するまで見張りは去らなかった｣ (L 72)という政情不安であった｡
こんな風にフランスが色々とスイスに干渉し,あちこちで騒乱をひきおこしている間に,

K.は結局｢こうした状態では,僕は一度もスイスに自分の地所を買うことは考えない｣

(B 63)が｢どんな風に事件の不一致が終るだろうと様子をみるため今年中住む小給麗な家
がついているAar川の島を借り｣ (B63)て｢二,三遇のうちに引越す｣ (B63)ことをき

ク

ラ

イ

スト

のス

イ

ス滞在

57

める｡そして｢二,三日Bern ‑寝具のためでかける｣ (B63)ことをZschokkeに知らせ
ている｡
｢今僕は町から1/4:Iイル離れたAIpenに右手を囲まれたThun湖の出LlのAar湖の島に住んで

います｡島の端にある小さな家は‑んぴな場所なので,非常に安いのですが,その家を六ケ月の約束
で借りて全く一人で住んでいます｣ (B 65).

結局姉U･からの金が届いて(K･は自分が送るのはやめてくれといった手紙が間にあわ
なかったのを悔んでいる｡) K･ほ｢この金で何を始めるかが問題｣だと鰻精し, ｢僕がお金

をどうすべきか,蓑姉が何らかの方法で家で損せずに持っておられるかどうか知らせてTさ
い｣ (B 64)とU･に書き送り,送金された金の処置を相談している｡しかし姉が金を送っ

たことから彼は自分のしようとしていたことが姉から一応は認められたものと考え,ますま

す目標を積極的に実行しようとする｡ ｢三つのことが成功しなかったら死ぬ以外に望みを持
っていません,子供と給麗な詩と偉大なことです｣ (B 57)と以前にW. Ⅴ. Z.に述べたよ

うな目的の達成を,ひたすら｢絶えず追放から解除されるべく働き｣ (B65)つづける｡そ
して三つのことの達成後｢おそらく一年のうちに僕は再び貴姉の所‑まいります｡ ‑もし
うまくゆかねば,僕はスイスに止ります,その時はi封締ミ僕の所‑来て下さい｡というのは

際の生涯がそれにふさわしく閉じられるべきなら,貴姉の腕であらねばならぬのです｣
(B65)と考えるようになる｡

一方｢K･がZschokkeをとおして<美の芸術,即ち詩,文学,文筆上の栄光のた糾こ生
きていた>仲間に入ったことは重要である｣ (Ulrike祖ber Kleist, S. 139)｡即ちそれまで

｢彼はすでにいくつかの小説を書いていたが,その地〔Bern

とThun湖〕で最初スペイ

ンを舞台にしたdie FalTlilie Schroffensteillを書いた｣ (L 66)のであり,更に｢Robert

Guiscardと開通した言辞をみると,もしこれが完成すれば彼は死んでもよいと思ったらし
い｣ (L66)｡しかし｢それを完成することができず,しばらく別の作品を書いている｣
(L 66)のである｡

Zschokke, K･, Wielandは,時にはそれぞれの創作をもちよった｡ ｢それは勿論辛妹な

皮肉や機智に材料を多く提供した｣ (L 67 a)のだった｡たとえば｢K･がある日彼の悲劇
(Trauerspiel) ｢Die Familie ScllrOffe】‑stein｣を朗読した時,最後の幕でK.も含めて聞

き手の色々の笑いが非常に際限なく続いて,朗読は最後の穀りくりの場までするのが不可能
だった｣ (L67 a)｡

『U･ほ最終的な控題fDie Familie Schroffenstein｣ ,i/病父の弟を看護するためにスイスへ急い

だ時,それ故1802年9Jj末に始めて知ったのだろう｡それに反してZschokkeが完成した悲劇の朗
読のことを思いだしたとすれば, ‑‑･おそくとも4Jjの半ば, AargaLlの小排術以前で, Aar湖への

移住以前に違いなかった｡
さて, Heinrich v･ K.ほ3)｣18r:1にBer1‑の本屋GeLSner ojもとで用事があi),さらに彼が手に

入れるものが｢ちょうどまたそれに閑している｣ことについて述べているので,おそらく以前すでに

紋が第4幕第2場までの原稿を｢送ってしまった｣あとでこの日に彼が印刷原稿の最後の標題を出版
元に持っていったのだと仮定してよいだろう｡おそらく彼は謝礼の一部も受取ったろう｡彼が収入を
あてにしていたことは,彼が姉にはっきりと保証して与えた｢そうさせておきましょう,そうすれば
僕の不安定な手許から,お金は｣ ‑彼女が彼に送った‑ ｢遠くはなれているのです｣の言葉で推
察されてよいだろう.』 (Ulrike tiber Kleist, S. 140)
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この悲劇<Die Familie Schroffenstein> 〔Ghonorez〕は全くスイスで尭成したのだと

は断言できる｡しかし｢K,が第5幕をただ散文で書き,出版者のWielandとGeBnerが

それを韻文にしたのであるといわれている｡同じく

WielandがK･にすすめて,その作品

をもう一度書き直し,最初スペインが舞台だった筋をスイス〔Schwaben〕に移すよう決心

させたのだともいわれている｣ (L69)｡またこの作品自体が偶然に気紛れでできたのだとも

いわれている｡ ｢ある日最後の幕の珍らしい衣服交換の場がただ情景として彼の頭に浮かん
だ,そしてその大詰めが彼をひきつけたので,彼はそれを脈絡のない空想のまま書きつけ
た｡それから初めて思いたってそれと別の創作のからくりを,おそらく偶然みつけた題材と
結びつけて,だんだんこの場面を悲劇にと作りあげていったのでした｣ (L 70)ともいわれ
ている｡
Eugen Wolffが研究したことをP･ Iloffmannは｢Ulrike tiber Kleist, sl 140｣に略述してい

るが,それによればK.の｢Die F･ Schroffenstein｣へ小Wielandの冒酒的干渉がなされ,その

結果, 1803年の元旦に本ができた時それを知ったK･がひどく不機嫌に｢その本を読まないで下さい
‑‑･それは不幸な暦本です｣と言ったのだという｡
こうした中にZschokke, K･, Wielandは｢Virgiliusの牧夫のように詩の鰭を約束し

た｡私の部屋にフランスの銅版画≪la cruche cassee>,がかかっていた｡その画の人物に

我々は可表そうな愛人同志とこわされたマジョルカ壷を手にした口やかましい母親と,大き
な鼻の裁判官がいると考えた｡ Wielandはこの題材でSatireを, K･はLustspiel,私は
Erz邑hlungをつくることになった｡ ‑ K･の<:Zerbrochene Krug≫がその賞を得た｣
(L 67 a ‑ Zschokke : Selbstschau)のだった｡
このいきさつはZschokke : Vorwort zur Erzahlung ≪Der zerbrochene Krug≫にもある.

即ち｢K.の作品と,ここでこれから物語られる小説は1802年にBernで成立には同一の動機があり
ました｡ 汰.,詩人の息子Ludwig Wielandが著者と友人同士でしたo

そして著者の部屋で"La

cruche casseeHと書かれた銅版画〔von Le Veau mach den Gemalde von Debucourt, 1782〕が

かかっていました,その画の人物と内容はおおよそ下に｢裁判｣という題をつけたようなものでし

た｡意味深い素描は内容の色々な解釈を楽しくひきだしました｡たわむれに三人は誰がその本当の絵
の意味を表現するだろうかとかけました｡ L WielandはSatireを約束し, H･ Ⅴ･Kleistは

Lustspielをかき,今この小説の著者は,これから述べられるものを作りあげました｣ (L 68)0

こうした｢Zschokkeの報告から明らかになるのは喜劇≪Der zerbrochene Krug≫の着

想がスイスで持たれ,おそらく作られはじめた｣ (L69)ことである｡
この競争をなした三人のうちZscllOkkeはWielandと, K･の詩的才能をくらべてみている｡

｢Ludwig Wieland,これは悲劇に殆んど才能がなく,むらぎなユーモア的才能をもち,彼のその後

の一生がはっきり示しているように絶えず自分は素晴らしい悲劇詩人になるべきだろうという理想を
追い求めていた｡しかしH･ Kleistは磯智にとむ,おかしい喜劇を作ろうと努力していた｡だが不
幸なことには実際の作品ではWielandの悲劇は半死半生になるくらい皆が笑い, Kleistの喜劇には
あくびをするという結果だった(L 67b)0

その他にスイスでK.が｢他の大きな題材を一つスイスの歴史の中でみつけました,悲劇
=Leopold v. Osterreich日です｣ (L 78 ‑ Wilbrandt･ 1863)といわれるが,この点につい

てはH. Sembdllerも否定的立場をとっている｡

更に三人の仲間は集った際,文学上の問題についてもふれている｡ 『時々,ゲ‑テの演劇
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上の功績についての討論で,クフィストは友人に｢劇作法の充分な発達｣をのべ, ｢非常
に素朴で正確な人物における悲劇の法則｣を具体的に説明したのだった』 (L 77 a)｡三人が
どこかで集ったかははっきりしないが, ｢時々GeβnerとかZschokke

とかBern

からや

ってきて僕の仕事について聞いたり,僕をはめたりします｣ (B65)とあるからThunであ
ったこともあるだろうし,クライストがBern‑出かけていった場合もあるだろう｡文学的
立場ではZschokke対Wieland, K.にわかれて言いあうのを常としたらしい｡ ｢二人は
〔K.と

Wieland〕は私〔Zschokke〕を最初のドイツの詩派について何も知らない本当の

奇人とみていた｡彼らの偶像はGoethe

といった,そのGoetlleによれば私が今まで名前

以上には知らなかったSchlegelとTieckが非常にすく中れているとのことだった｡私は

Goetheの手法の器用さや天分の豊かさを驚嘆の眼でみるが, Schillerは驚嘆以上のものだ
った,私はSchillerを,その歌が英に迫ってドイツ人の感情の奥底から聞き手の心を感激

させながら,たんに文芸批評家の耳をうつだけでないので好きにならざるをえないのだと正
直に告白した時,二人はひどく私を罵った｡ WielandはOberonの歌い手たる父親を詩人と

は呼んでいなかった｡そのことは我々の間では何度も面白い争いをひきおこした｣ (L 67a)
のだった｡
このM･ Wielandは息子宛に1802年8)｣ 9日〜16日に｢職業として行われる著述それ自体,そし

て特に今日ドイツでは‑‑人が為しうる最もみじめで,不安定で下品な仕事です‑病院で死ぬ確実
なコースです･･‑･･小説,劇,定期刊行物,日記炊‑そしてGoethe, Schiller, Richter 〔Jean Paul〕,

Kotzebue, Lafontaineの例を私は知っています｡ ‑事実この五人は例外です,しかし現在いる六

千人以上の駄作家に対して五人は何の役にたちましよう?｣ (L 80)と作家の成功率の少なさとその
生活の苦しさを説いていましめている｡
3月18日にBernでK･は出版者GeBnerのところで仕事をした｡ Zschokkeはその後ま
もなく,即ち3月27日にBerllを去った｡ ｢Kleist

と

Wielandは徒歩で私〔Zschokke〕

についてAarauまできた｡我々は全く一番の近道をとらなかった｣ (L 75a)｡三人は野原

をとびかう蝶の群のように｢二,三日の間かなり詩的にうかれて谷や森を巡って偶然が導く
まま冒険したのだった｣ (L 75 b)｡これはK･も｢僕はZschokkeとWielandとAargau

をとおって小緋掴しました｣ (B65)と述べている｡ Aarauで別れてZschokkeは4月5日

にBiberstein城を借りたのだった｡ K･は｢僕は四週間前〔5月1日よりかぞえて〕,ここ
にくる前〔Aarinselの家‑くる前〕 Wien ‑行く考えで｣ (B65)いたのだが, ｢Berll,
ThunをとおってAarinsel ‑着いたのだった｣ (Ulrike tiber Kleist, S. 140)｡

Thunにいた時はまだBernとの間を行ききしていたようで, ｢愛する人の署名と同封
物のはいっていた貴姉の一番最後の手紙を僕は非常に嬉しくBernで受取りました｣ (B65)
とあるようにBern宛に手紙がきていることもあった｡しかし, Aarinsel ‑来てからは

｢更に僕はここで安く生活せねばなりません,僕はめったに島をでませんし,誰とも会いま
せんし,本も新聞も読みません,簡単にいうと僕以外のものは何も使わないのです｣ (B65)
と述べるように余りBernへ行かなくなったようである｡そして彼がWilhelmine v.Zenge

を見限って以来,農場の経営がその後もはや話題にされなかった｡彼は｢意欲があろうとな
かろうと,著作にとりくま｣ (Ulrike tiber Kleist, S. 141)ねはならなかった｡

｢島には他の端に漁師の小家族以外に誰も住んでいなくて,その一家と僕はすでに一度,
網をあげたりまた投げたりするのに真夜中に湖上に行きました.父親は二人の娘のうち一人
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を僕の家にこさせて,その子は僕の家事をやってくれます,親切でやさしい乙女で,彼女の
洗礼名Madeliそのもののようにみえます｡朝日とともに僕らほ起き,彼女は僕のために
花を庭に植え,台所の準備をし, ‑一方僕は貴姉〔Ulrike〕のところ‑帰るため仕事をし

ます,それから僕らは一緒に食をし,日曜は彼女は僕からの贈物のきれいなスイスの服を
着,僕らほ船で湖を渡り彼女はThunの教会へ行き,僕はSchreckhornに登り,そして
礼拝後に僕ら二人は帰ります｣ (B65)という風にK.ほAarinselでの暮しを報じてい
る｡
K.のいわゆる｢Madeli｣はElisabeth Magdalena Stettler (17771 7･ 20生れで,それ故K.より

二Jj年上)であり,詩人がここで父親となったという噂は記録の上では作り話の領域にはいるという
(L 77 b)｡しかしH･ Sembdnerが言うようにこうした｢Zollingの言明は今日まで何ら証明され得

なかった,しかしMadeliが漁師の娘として<市の記録>の中で登録されていたことは殆んどあり
得ないだろう｣と思われる｡
またこのSchreckhornに登るという点もH･ SembdnerがCHV全集(1964年版)に｢その頂

上は最短距離でThunから約四十粁離れている,勿論ただその山に連なる町の小高い丘を歩いたと
思われる(K. Federnによる)｣と書き, dtv全集(1964年版)に｢勿論,詩人的空想, Stockhorll

に遵なるやまなみの歩行さえ困難と考えられる｣と註で説明し訂正している｡成瀬無極も｣クライス
ト評伝｣ (sl 289)でFedernの説を伝えているが,やはり

という

Madeliのことを含めて,詩人的空想さ

H. Sembdnerの訂正註を妥当とすべきではなかろうか?

とにかく

K.は｢世間のことはそれ以上は何も知りません｡僕はもし僕が一生を通じてそ

れに慣れて,彼女を僕自身で創造せねばならぬなら,不快な感情ぬきでなければならぬでし
ょう｡そのようにして例えば僕は自分の仕事が完成される前に死ぬかもしれないという変な
恐れをもっています｡僕が得るもの全てが,ちょうどまた出ていくにも拘らず,餓死の心
配は有難いことに免れています｡何故なら御存知でしょうが,倹約するのはどうしてもうま
くゆかないのです｡この間僕は一度それに思あたってM魚deliに言いました, ｢倹約しろ

よ｣｡その乙女はしかしその言葉を理解しませんでした,僕は彼女にそのことを判らせるこ
とに成功しませんでした,僕ら二人は笑って,もとのままを続けねばなりません｣ (B65)

といふ風にすぼらしい夏の間,そこに小さな亭を借りたThun湖岸に暮したのでした｣
(L 76)｡このDelosea｣nseliのことはT･ Zollingをはじめ多くの人々が後年訪問してい
ろいろ書いている(L 85 a〜e)｡

5月1日現在では｢冬にはそこ‑ 〔Wien‑〕行きます‑あるいは恐らくもうBerlilュ‑

行っています‑･‑おそらく〔今後〕六週間のうちに僕は少くとも‑ダースの手紙を書くこと
になるでしょう｣ (B65)という予定でいる｡
この間にK.にある程度注目していたM･ Wielalldは息子Ludwigに1802年6月10日
｢君の親友V. Kleistは僕にひどく関心をもたせるから,次の便りでⅤ･ Kleistについて

私にくわしく説明して下さい｣と言っている｡それは,おそらく

M･Wiela】1dが後に

Wedekindに1804年4月10日言っているように, ｢当時すでに私に私の息子は彼〔K･〕を

全力をふるって劇芸術に身を捧げている非常にすくやれた天才だと書いてよこした｡これまで
ドイツでみられる誰よりもはるかに優れたものがこの部門で彼らか期待されると書いてよこ
した｣ (L 79a)の興味をそそられたのだろう｡そして1802年8月9日/(16日)の手紙には

｢君〔Ludwig〕がスイスの国でどんな就職先もみつけられないと‑州はっきり判るまで著
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述で暮らそうなんて決心しないでくれ｡もしⅤ. Kleistが君と一緒に来るという考えになっ
たら,私の返事がなくてもJenaかLeipzig‑来ることを思いつくな｡君はこの男よりも

より大きな嫌悪をおこし得ぬだろうし,君が永久に私から離れていようと思う以外には解す
ることができないだろう｣ (L80)と書いている｡

Aar‑InselをK･ほ半年間イけりたが,しかし二ケ月後には病気にかかり友人たちは彼を
Bernに連れてきて, Dr. Wyttenbachの治療をうけさせた｡八月にある程度l̲r̲iJ復したので
W. V. Pannwitzに手紙をだすことができた｡
｢Pannwitzさん,僕は二ケ月米, Bernで病気でuています,そして70フランスLouisdorを失

いました｡その中に僕が働いてもうけた30 Louisdorもはいっています｡僕は神に死を願い,貴殿

に,烹殿が僕の相続分で取りたてるはずの金を送って下さるようお願いします｡僕はこの必要なこと
以外はもう何も讃けませんし,苫きたくありません｡確実にお金を医師Wyttenbach‑･･･に送って下

さい,彼はもし僕が使わねは貴殿に送りかえすでしょう｣ (B 67)0

〔Wilhelm〕 Ⅴ･ PannwitzはおどろいてそれをU･にみせた,それでU.は｢手紙を読む

とすぐ自分でもう一度旅行しようと決心し,すく小にお金を持って駅で馬車を予約し, I/uJ使い
を一人連れて乗り,昼夜をかけていそいだ｣ (L 81 a)0
Ulrikeが｢二,三ケJJスイス‑の旅行からり石;･ってすく.､ W･ V･ PannwitzがIIIcinrichの手紙

〔B67〕をもってきた｣ (L81a)とあるが,このスイスへの旅行とは何時頃なのか,目的地はどこ
だったのかがはっきり判らない｡ U･はK･がAar｣nsel滞在中にそこえ行ったのだろうか?

当時のスイスの騒乱をふりかえってみると｢騒乱は一面では連邦‑という進歩的憲法をめ
ぐっての戦争,他面では｢スイス共和国｣という統一国家を設立することを固執することに
ょってひきおこされたのだった｡それ故カントソ州の主権をにざる党派がしばらく優勢を示
したあとで1802年4月にそれが倒され,単一国家が新らしく強化された｡しかしスイスの敵
はおさまらなかった, BerIlの嚢族階級は反革命を準備した｡ 『KleistがAar｣nselで牧

歌的生活をおくり,悲劇をかいている間に,彼のすぐ近くのTllun城ではBernの貴族の

結党がなされ,それはスイスの統一政府に対する全休的反乱を目論んでいた』｡その後ナポ
レオンがスイスに独立を許すという口実のもとに軍隊をひきつれて進入してきた時,スイス
は一致した｡ 1801年に,古く考えらたれスイスの統一を連邦の再現で基礎づけたBurgdorf
村長Rudolf Ludwig v･ Erlacllが, 1802年夏に武装蜂起の先頭をたって8月にSolotllurn

に進軍し, 9月19日にスイスの政府を,町を砲撃しはじめてBerl一から追いだしたのだった｣
(Ulrike tiber Kleist, S･ 141)｡その為Ulrikeはスイスで沢山の武装兵があちこちに集合

しているのに出会い,はげしい噂にでくわした｡ l私はSolothurnにきて,部屋や,忠

いで馬をできるだけ早く

Bernに行きつくため求めた｡私は詔フれました,一人部屋を手に

入れるなんてできません,満員なんです｡私は合部屋に案内され,そこには色々軍服をきた
将校たちが沢山いて,誰もそれぞれふんがいしていた｣｡ ‑‑･彼女はErlach将軍の制司が
Bernへの途[恒こいてBerllが包囲されていた,出入不･]摘旨になっているのだと知った｡し

かし彼女はできるかぎりBernに近づいてみて,どうしても駄目なら引返そうと考えて出発
する｡ ｢私は単にのってBernまでの道を武装した軍団の中を通っていました,軍団の兵は

みな私に挨拶し,妨害せずに通してくれました｡私がBernの苗門についた時,ちょうど輸
送のため門は開いていました,私は一緒に入って市門で調べられ,七時から道路上にいる

な,七時からは道路上に現われるものは逮捕するという命令がだされているという訓示で放
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免されました｡しかしすでに六時で,すぐHeinrichのところを見つけねはなりません｡私
は旅館‑行って医者の住居を尋ね, ‑医者のところ‑行き, Heinrichの住所をたずね

たoそうですね･と医者は答えた,私は今彼が当地にいるやゝどうか知らない｡ ‑

‑そ

うしますと,健康になったのですか?‑そうです,健康ですよ,彼は｡旅館からきていた
子供がクライストの名を聞いていて言う, Ⅴ･ Kleist氏の一人なら毎日旅館で昼食をとられ

えす‑その人がどこに住んでいるか御存知?‑勿論です,それではそこ‑急ぎましょ
う｡私は入っていき, Heinrichは一人で坐り,仕事をしている｡彼はびっくりして手を頭

の上で打つ｡ Ulrikeこれはどうしたの?
･X

まるで戸から出ていってまた引きかえしてきた

ようだよ｡私は数ヶ月前,彼と別れた暗君ていた旅行服を着ていました,この全く同じ服装
が最初に彼の心を捕えたのでした)｡ ‑貴方はそれで治ったの? ‑そうですよ,御覧の
とおり｡ ‑‑それじゃすく小旅館‑行きましょう｡ ‑でも一緒に行けないんだよ,僕はO

二,三人の友人を慰める約束がしてあるんだ,その人たちはErlach将軍がくればBernを
守ろうと思っているんだ｡ ‑まあ,みんなに勝手に守らせときなさいよ,今はすくや私と来
て下さらなくちゃ｡そうして私は彼を一緒につれて宿‑行きました｡私によって,さて
Bernで, Erlach将軍がどこまで来,どれほど強力な軍隊をつれているかが知らされまし
た｣ (L 81 C)｡そしてこの日,即ち1802年9月16日に, Ulrikeは旅館Drei K6nigillに

投宿したのだった(L81 b)｡
｢Bernが再び少し静かになってからHeinrichは私が彼の大好きなAar‑Inselを知る

よう望みました｡私たちは数日間そこですごし,その向う岸‑,小徒歩旅行し,いつもその
良‑帰ってきました｣ (L81C)｡

それからまたBernは非常に騒々しくなっ七きた,新しい政権が不幸をひきおこして,以

前の役人は罷免され,自分の意見を述べていた沢山の人が追放さたのだった｡
｢すぐはじめの二

三日に私〔GeJ3ner〕の印刷所が押えられ

vI Wattenwyl将軍からBernを

すぐ退去しろという命令が伝られました,私は政府に勤務するものとして異議を申し立てました｣
(L82)0

K.の友Wielandは辛殊な舌をもっていて,騒ぎをやったのだった｡
｢Louisの罪全体はSteck氏が弁解したように, K･とWielandが司令,I.fliの前に立って笑いとは
したことだったのでした｣ (L82)0

｢あいつらは日曜日に,ことにK･と一緒に司令部の前にたって笑ったJ (L83)0

wielandは前政権ではある地位についていたのだったし,いつも無分別に意見をのべて
いた｡ K･の方は, ｢僕自身はしかし,全然政治的意見を持っていないので恐れる必要も,
なお逃げる必要もありません｣ (B60‑1802,1･ 12)といっているように何らこうしたこと

には関係がなかったようである｡それでWielandの追放もたまたま生じた訳だが,一面か

らいうとこの｢Louisの追放はここの過激共和党の革命家たちの精神全部を性格づけてい
る｣ (L 83)と考えられる｡

K.ほスイスの政情不安から,姉と共にスイスを去ろうと思い, Wien ‑行こうとしてい
た(これはスイス‑きた時に書き送った手紙にある)｡そして, Neuchatelを越えてJena

‑コ‑スをとって,旅券を準備し,出発の日をきめていた｡ところが予定の出発のすこし前
の日に突発的なWielandの追放という事件がおこった｡即ち｢Heinrichが家‑帰ってき
て言いました,姉さん,僕らはWiell ‑行けないよ, WielandがBaselへ追放されたん
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だ, ‑･‑僕らはあいつを見殺しにはできない,だから僕らはそこ‑今日にも出発しよう｡
(L81C)
｢wielandにはしかし支配者たちは全く借越な態度を加えてきました‑ある朝,彼が警察署長
wildのところに召喚され

署長は彼に陛下の命令で12時間以内に市を退去するよう指示しました,

彼はこの突然の処置にくわしい説明をするよう頼みこみ,それにはWildは警察署長官Steck v･
Lenzburgのところで開けと答えました｡ VI Lenzburgと口頭で話すことを何度も願い出た結果,

彼は書面で尋ね臥

彼らの追放がKanton州を越えて拡がっていると信じなかったので, Ztirichへの

旅券を願いでました｡これが旅券のただ一つの核心でした｡ ‑その後すく､､命令がきました,それは
言葉通り伝えますと, Weimar生れLudwig Wielalldは2時間以rノづに市外‑起去すべし,さもなけ
ればHarschiereによって運行される, Stech v･ Lenzburgの署名｡この命令にはBasel行の旅券

がついていた｣ (L82)0

それ故K.達はWielandを探したが彼は警察‑行っているのでみつからなかった｡それ
でU.はGeBner 〔彼の姉〕のところへ行って, Wielandの身の廻りのものを荷作りさせ,

御者を雇い,自分達の荷作りもし, 2時間のうちに旅行の準備を全く整えてしまう｡この間
にH. GeL3nerは｢副総督に旅券をNeuchate1 ‑と願い出,それを司令部に署名のため送
った, Louisが一定の時間内にNetlChatelを通って旅行できるようにという意味をこめ

て｡しかし奴らはいった,ならず者はBaselを通って1時間以内に退去すべきだ,と,そ
して二枚目の旅券をひきさいた｣ (L 28)｡それでWielandはあきらめて車にのりこみ,

K.はBaselを通って旅行することにし,一時間以内に彼らは出発したのだった｡
このWielandが一緒に旅行することになったことで｢K･ほ喜びのあまり狂気していて, Wieland

がでかけるのは,弾制されてか, l̀1分の意志でか,政府には判らないだろうと言いました｣ (L8lc)0

その後にWielandの家に警察署長｢ Wildがきて家宅捜索を行った｣ (L 82)｡
スイスを去る彼らの旅券〔K･はUlrikeの分とWielandの分〕はちがったコースであ
ったが, K.ほWielalldと一･緒にBase1 ‑と車を向けなければならなかった｡それに
｢wielandは一銭もお金を持っていなかったので, HeinrichはそこからJenaへと,彼の

父のところ‑送ろうと決心した｣ (L84)のであった｡ところが｢ErfurtでWielandは少

年時代の知りあいの女性をみつけ,その女性は彼がそこへ止るようにすすめまました｣
(L 84)｡ K.はJella ‑行けば大Wielandと個人的に知りあいになれると喜んでいたため

に,このErfurtでのWielandと別れることをいやがり,非梢に怒った.だが結局自分一
人で大Wiela11dのところ‑行こうと想う｡そしてUlrikeはK･を非常に愛し,父のよう

にいたわってくれるWielandに任せることができるという落着いた法拝をもつことができ
たので,フランクフルト/0･‑帰るべく

K･と別れたのだった｡

｢こうしてK.はドイツ‑九Zトつてきたo彼はかつては1旧式をiiL^一言てたのだったo彼が文蓑へと志

し,ドイツで播いた楯がフラソスで芽生え,スイスで英金の黒F)をあげたのだったo色々の迷いに疲

れながら,しかし心の中の暗い圧迫感の中で正しい道を意識して,彼がスイスのLi<]境を越えて,スイ

スに背を向けた時,彼は故国に自覚した詩人として挨拶したのだった.今は彼の山然の使命にふさわ
しく働かねはならぬという意識で,彼は地上の目的の認識の代価として支払わされた苦しい犠牲を忘
れたのだった｡彼の生涯の新しい時期が始まったのだった,即ちLehrjahreが終ったのだった｡｣
(H. I°e : Derjunge Kleist)と結論づけられるのではなかろうか｡
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註
※

この数ヶ月前が, 1801年碁のFrankfurt/M･での別れをさすのか?或いはU･が前にのべてい
るスイス旅行という時なのか〔即ちK.がTllunやAar‑Inselにいる時U･が一度きたことがあ

るのか?〕資料もなく不明である｡しかし｢Bernが少し静かになってからHeinrichは私が彼の
大好きなAar‑Inselを知るよう望みましした｣ (L 81C)とあるから,前者だと思われる｡

