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K.がパリに行くことについてひどく噂がたち,パリでの彼とその勉強に非常な期待がも
たれた｡ ｢K･ほ彼の家族の警告や,ヴユルツブルク旅行の前にはうまくいったような理由
でU･を断ることができなかった｣ (ホフマン:Ulrike tiber Kleist, S. 130)0 K.は姉U.

と共にカール･Ⅴ･Z･よりかりた 卜供ヨ‑ノ､ソを伴って,旅行にてかける準備を完｣′する｡

啓蒙主義が崩壊してシュトルム･ lJラング時代に長い間おしつけられていた精神的な力が
開花したように, K.の場合も崩壊の中で彼の創作意欲が解き放たれたのだ｡ F･コッホは
｢崩壊の苦しみの中でⅠく.ほ旅行しようと決心する｡彼はすべての学問に対してのノト損, Lj
的を喪失した不安,放心によって生じた心の空虚さをのがれようとする｣ (Kleist, S. 9)

のだと述べている｡
K.ほ180h'F4月14FJ W.に(B. 43)この旅子かこついてのそれまでの経過やい分の'端jJ:

をうちあけている｡もちろんW･ほ旅行にもろ手をあげて賛成しているわけではないo
(B. 43;B. 49参照)

K.ほ〔U.とヨ‑‑ンと〕 【次はトレスデンから8日以内に‑裏きます｡1月28Uにはライ
ブッヒ到着｣ (B. 43) [見本市に間にあうためにだから｢ミンナ･クラウジウスさん宛に.出

されればお父上と見本市に来られることになっていますから手紙を同封なさることができま
す｣ (B. 43)〕という予定で〔4月1tI,L]?〕出発した｡あわただしかったグユルツブルク旋

行とは対照的に今度の旅行はゆっくり時間をかけ,故郷には旅先きで｢彼らは逗留して人々
と親しい言葉を交わすのを好んだ｣と伝わっている｡これはその頃の

K.の精神的成l主を

示しているのだろうか｡その他尖にこの旅行と以前のlノエルツブルク旅行とは対照的な血を
もっている｡

途中まず一つの=rlf.牧が起こるr ,｣､)hの中の全員が流れに落ちる危険にさらされ,全員が泣

きわめき,男すらあわててしまったフユールステンワルテ附近の湖での大危機の真川卜にU.
ほいったものでした,私たちほ,でも新聞にのこるでしょうよ,と｣ (B. LI)0) 〔しかし,こ

れはその場所から考えてみると別の旅の時のことかもしれない?〕｡
4月22,3日頃ドレスデソに着いて, W.からの手紙を受取っている｡ (rなにしろトレ

スデソでは4週間前に貴姉のお手紙を受取ったきりだったのですから｣ (B,4.‑))とあるし,
ホフマンも｢2人はその月の終り頃ドレスデソに着き約3週間滞在したJ (Kleist inParis.
1924, S. 30)と述べている｡しかし｢そこが非常に気にいって彼〔クライスト〕ほ先へ進
みたがらず｣ (LS54a),トレステンからあちこち見物に歩いている｡ .5月2日にフライブ

〔註〕 Heinrich Yon Kleist, Ulrike Yon Kleist, Wilhelmine Yon Zenge

の略語を使う｡ B., LSはH. Sernbdnerの全集(C HV) Ⅰの苫軌

は,それぞれ

K,, U., W,

Lebensspurenの略語,

LJ2

ルクの合金工場‑ルスブリユッケをK.は訪れている(LS54b)｡そしてその｢シレジヤの

山中の徒歩旅行ではU.は疲労の為ではないが,食事がすすみませんでした｡リーゼソコペ

での御来光では気を失って,人が彼女にかげんを聞くたびに自分は何ともないと答えるだけ
でした｣ (B･ 50)｡そしてまたテープ1)ツの手前で,他の荷物を積んだ車と接触し,反対側

が垣根だったので僕らは前にも後にも動くことができませんでした｡その垣根を切り払わな
くちやと

U.は言いました｣ (B. 50)｡

ドレスデンで5月4日にK.ほU.と一緒に｢今日はブリュ‑ル伯のテラスにいました,

本を持って行き,読むつもりでしたが,気が散って読むのをやめました｣ (B. 44),がU,

ほ本を読み続けていた｡その後,彼は部屋へ帰り

W.宛(B. 44)に手紙を書く｡

｢ベルリンを出発して以来,本当に充ちたりた時を味ったことは一度もあT)ませんでした,気が紛
れたことはありましたが,充ちたりた覚えはありません｡ ･‑‑W.お友達がある貴姉は僕に比べて

幸福です‑‑僕も

U.になら何でも打明けることができますが,一番大切なことだけは駄目なので

す｡ U.の陽気な,突拍子もないことを好む気質が僕の求めるものとどれほど離れているか貴姉には
判らないでしょう‑僕の生涯から4ケ)i 〔ベル.)ソでクソトのもとにいた時期‑1800年llj3‑180

11IA･3)】〕というものを取戻すことができたらと.[思っています/･･･.･･今史取返しのつかぬことは忘れ
てしまいたい｣ (B. 44)0

このようにK.はクソトのところで働いたことを悔んでいるが,しかしドレスデソでは

｢彼は絵画,彫刻を見,ただ芸術品をみて暮す｣ (LS 54a)0 9ヶ月前には｢我々は有名な画

廊へ行きました｡しかしもし充分に予備知識がないと子供に人形を渡したのと同じで,ただ
ぽかんと眺めているより仕方のないものです｡実際僕もここには多くの学ぶべきものがある
という以外に,全然学ぶことはありませんでした｣ (B. 18)と報じたのに,今度は｢この町

に山と積み亜なっている芸術品ほど,全ての思い出と緑を断ち,学問という悲しい鷹野を忘
れさせてくれるものはありません｣ (B･ 45)と感じるのである｡そしてかつて｢ 占イモの美

術,芸術,自然の中で｣自然を選んだのに,今度は｢画廊,塑像,古代美術の陳列室,銅版
LFqの蒐集,カトリックの教会音楽,これらはすべてそれを鑑賞する場合に悟性を用いる必要
なく,ひたすら感覚と感情に訴えかけるものなのです｡僕にとって全く新しい,こうした美
の牡非‑ノJiを一歩踏みいれた時,梁に快い感動を覚える｣ (B･ 45)のであった｡ ｢彼は若い
向家Loos 〔Lohse〕と知り合いになり,ロースが彼を案内してまわりましたが,ロースは
/､インリヒに教え得ると信じていたのに, ‑インリヒが芸術について語るのをびっくりして

棒立ちで聞きいるという状態でした｡ノ､インリヒは画家でないものは画を批評するのは不可
能だが,絵についてしゃべることはできるとしていました｣ (LS 55a)｡
このU.がLS55aで述べている件はパリとドレステンとの取り迎えだろうとホフマン(Kleist
in Paris. 192｣, S. 31)は述べているが, ｢Ulrike tiber Kleist｣ (S･ 133)の中でも≪クライストが

.'‑スとすでにドレステンでお互いに親密になっていたかどうかは疑thrjである｡おそらく彼らはパ･)

で知り合ったのだろうo K･ほ少くともローゼを彼がパリ滞在後に書いた手紙にはじめてあげてい
るo

もし2人が一緒に芸術作品をみたとしたらルーブルのことにちがいなかろう,そこでK.ほしば

しば｢Belve｡e･･eのApollやメジナの｢ヴィーナス｣に｢熱中｣し,その｢1'̲l然の優雅さ｣が10J'fl

後にも彼の心を魅了していた｢Dornanzieher｣に驚嘆し, ｢人物がカンバスにかかれている｣イクリ

ヤの絵画の下に足をとどめた｡ドレスデソで誰か画家でないものが,そのように画を批判し,向につ
いて言えることを解いたとしたら,それはカロ1)‑ネ･フAン･シュI)‑ベンであったに違いないだ
ろう｡ ･‑‑≫と述べている｡
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紹介状を持って行ったL･Ⅴ･ツァソティール大尉(人格円満な人,トレスデソではじめ
て会う, V. Stolberg伯, V. PreLS公子の附添い) 〔彼はドレスデソの名所をK.達に案内
するなどの世話をした〕や従姉〔Ernestine (geb. V. L6ben)〕のアインジ‑デル夫妻‑:に会

い,従姉の世話でドレスデソの女性たちと近づきになり,その中でも若いシュリーベソ姉妹
( ｢貧しくて慎み深く善良な人｣ ‑寡婦と2人の娘と1人の息子の一家だった)とよほど楽
しくすごしたらしくその気拝が手紙のあちこちににじみでている｡ (B. 48参照)
そして｢画家p‑スほシュリ‑フェ'/ 〔シュリーベ,/〕嬢と婚約していて,私共〔K.と

U･〕は彼女の兄妹とともに彼女とも,もう以前から知り合っていましたし,彼女は非常に
可愛い乙女で,非常に心から私共につくしてくれました｣ (LS 55a)とU.も古いている｡

しかL K.たちは｢シュリ‑ベン中尉とはほとんど会わなかった‑彼は少し前に結婚して
いた‑が,それだけ多く,また好んで社交界で3人の婦人〔シュリーベソ一家〕と会ったl
のだった｡ (Hoffmann : Kleist in Paris, S. 31)

このドレスデンを流れるエルベ川の描写は5月4日付と, 5月21日付の手紙にあって非常
に似ている｡ (B. 44;B. 48参照)

一方｢ドレスデソ滞在の終り頃貴姉〔W.〕に宛てて手紙を半分ほど書きあげたのですが,
その手紙は‑i‑拍bJを苦しめるだろうと,Lぶうと全然出さないほうがいいと考え直しました｣ (B.
45)とあるように,尖は｢ドレステンからたぶんもうー通お送りできることと想って｣ (B.
44)いたのであり, 5月4日に｢ライブッヒ‑10日ほどのうちに着く予定｣ (B.44)でいて,

｢あなたはお手紙をミソナ･クラウティウスさん宛に出した後だと思いますが,侠がまだラ
イブッヒ‑行ってなかったためミソナさんはまた帰られるでしょう｡ですから今すく‑お出で
にならなければライブッヒでお手紙は受取れないことになる｣ (B. 44)はずだった｡しかし

出発は更に少しのびてK･はシュリーベソ姉妹に別れを告げることになる｡
2人は予定に縛られず随意に行動ができるようにと｢ドレスデソで旅行を続けるのに使う馬
を買いました｡この馬はすでに註文してあったのでしたが,しかレ､インリヒは長い間ぐず
くザした後で,やっと出発の決心をしました｣ (LS 56)｡ ‑ソリニッテの記念帳からみて,

17日に別れの会をひらき18日にドレスデソを出発し2人は馬車で｢ライブッヒへ行きまし
た｣ (LS56)｡そして5月21日にはK･ほライブッヒからW･に手紙(B.45)を書いてい

る｡ ｢ドレスデソの滞在が良ぴぃたため,見本市は終ってしまいました,ですからこちらに

来れば手紙を山のように受取れるだろうという期待がなければ,なにもわざわざライブッヒ
へまわって来るととはなかったのです｣ (B. 45)｡そして｢しかしまたライブッヒで長い間

ぐずくザしていてから私共〔K･とU･〕はやっと出発しました｣ (LS56)とあるが,その

後の旅程からみて一週間とはいなかったらしい｡その間K,は｢タンクレッドのように愛す
るものを事毎に傷ける呪われた運命を僕は負わされているのではないでしょうか｣ (B. 5.‑))

と

W.に心の苦しみを訴える｡ ｢今までならば,僕自身や資姉に心をうちあけ,考えや心持

を紙に記すことは僕の悦びでした｡しかし今はそうではありません｡ ‑書くといえば胸が
むかむかしてくるので日記さえやめてしまいました｣ (B. 45)と,また｢昔なら僕自身を意

識する瞬間が僕の一番美しい瞬間でしたが, ‑今では自分のこと, I::I分の境遇のことを考
えると身ぶるいがしてくるようなので,それをさけるはかないのです｣ (B. 45)と訴え,彼

はためらいながら手探りし

探し求めている｡

どの町でも彼は教授連の｢最も立派なもの｣を聴話したのだった｡このライブッヒ滞在に
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は二つの挿話がある｡ (LS i‑'6 ;B. 46参照)

そして姉弟はライブッヒを出発してからずうっと｢ドレステンで買った馬で旅行している
のです｡ヨ‑‑ソほ本当によく働いてくれます,この男なら何も言うことがありません,僕
たちのためにこの男をゆずってくれたカールをしみじみと有難い｣ (B. 46)と思っている｡

だがそのカールにも｢手紙を出すことを約束したのですが,書くのが非常にむずかしくなっ
て,どうしても出さなければならない手紙でもやめてしまうことが度々あるのです｣(B.46)

という精神状態である｡
2人はまた｢どの町へ行っても必ず一番立派な人たち(Wiirdigsten)を訪れることにして｣
(B. 46)おり,そして｢旅行の途次,たくさんの親切な人(Viele guten liebenMenschen)
を見つけ｣ (B. 48)ていた｡ノ､レではクリュ‑ゲル(, GeorgSimon (1739‑1812, Profes‑
sor der MathelTlatik und PllySik il一 Halle)を訪れ, ‑ルバーシュタットでは｢クライ

ストと名のる全ての人の友である｣ (B, 48)グライムを訪れている｡ (B. 46参JTJTl)

クライストの作品における｢どの主題も極端に末端まで追究され,和合して用いられ,糸
が決して筋の仕組みにゆるんでのみこまれずに首尾‑,Filして細工され最後に固く結ばれる,

また決して人物が粗略に向かれるのでなく,常に最後の細かい点まで充分演じおうせる｣
(ホフマン, U.iiberKleist,S･31)特徴がグライム訪問の報告の手紙をはじめ,この頃の手

紙にはっきり現われている｡しかし｢ [グライムさんは〕僕がフランス‑行くとfi机､て非常

に悲しまれるので訳をお訊ねしますと,フランス人になってしまうだろうとお答えになるの
です｡僕はドイツ人として庚ってくることを,お約束しました｣(B.47)とあるように, K.

ほベルリン出発時の同胞たちにのべた気符をまだ残しているのである｡ Wernigerodeでは
｢すぼらしい家族｣ (B･ 48)の｢シュトルベルク〔Gr主ifliche Familie in Wernigerode]と

いう大変好感のもてる一家の人たちと知り合いになって｣ (B. 46)いる｡
この一家の若.:し､シュトルベルク伯はドレステン遊学中で, B･ ‑15にあるようにその附添い(Beglle‑

iter)のⅤ.ツアンティール大尉とK･ほドレスデソで知り合っている｡

｢31日午後,イルゼソブルクからブロッケン山に登りました｡●これは前の旅行記でお知ら
せずみです｡ 〔彼の最初の‑ルツ旅行のことを話した(B. 23)中にはブロッケン山のことは
何も言っていないが,後にB･ 48や｢Aufsatz, den sichern Weg Gliickes zu finden｣で

は述べている｡ 〕クベドリンブルク〔ライン出征かダニルツブルク旅行の時に寄ったのでは
ないだろうか〕も久しぶりで,ただし遠方から眺めました｣(B.46)｡そしてK.はこのイ
ルゼソブルクでは｢クノーベルストルフ〔, Frau von〕さんが子供の時にそのまわりて遊
んだ池を見ました｡オト‑翁がクノーベルスドルフさんによろしくとのことですからカ‑ル
にお知らせ下さいますよう｣ (B･ 46)と報じている｡

ゴスラーでは｢ランメル山‑まいりましたが,大きな洞穴の中で薪を山と燃して金属を精
錬し,誰も彼も暑いので裸体で働いています｡地獄に来たような,ただしそれもツィクロブ
〔ギリシャ神, (オテッセ‑の巾にあらわれる)一眼の巨人〕の仕事場‑来たような気がしま
した｣ (B. 46)0

6月2 E]旅先でK.は家族内でのIT1分の旅行, /TL活態度に対する批判に悩みながら,そ
のことで｢はじめてボンメルソの親戚K.の姉フリーデリケが1794年に結婚したフィリップ
V.シュト‑エソティン一一I狛よボンメルソ州シュトルプ近郊シ三i‑I)ソに住んでいた｣に手

紙を出し｣ (B. 46)た｡またその日｢ただひとつとは占▲えない理由から本当に僕の心を暖め
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て下さった手紙｣(B.46)がW.よりゲッチンゲンのK.に届いた｡この手紙は｢マン‑

イムとシュトラースブルクでお手紙がきているかと尋ねてみましたが,駄目でした,この5

週間,どんな様子なのか,どうしておられるか,何をしておられるか僕には全然わかりませ
ん｣(B.47‑6月28日付)とあるから6月28日より5週間前にW.より出された,すなわ

ち5月23日頃書かれた手紙であろう｡そしてその内容は① K.を慰めて自信をつけさせ, ㊨

K.の旅行の単なる途中の報告だけでなく,内面生活も書いてくれと要求し, ④ W.の家で
両親が留守時の生活の報告とその時のW.の味った喜びというものであった｡明くる6月
3日

K.ほW.にその返事(B.46)を書き, ㊥の要求にこたえている｡

W.に対してはそうした気拝にすぐなれるのに,一方U.に対してほ｢ゲーテの言集を†けり
れば,その胸にJLffれて憩うことはできない｣ (B. zI6)のであった｡

その理由はW.に知らせている｡
｢僕は姉と一緒だったこの静かな旅行で非常に車軸でした,

‑ U.ほ̲(.,I.,Tlで賢く,髄jLていて,

カ5iある女です,僕がそれを感じなければ,それは全て重要なことでしょう｡しかし彼女がそれほど
多くのものを所有し,多くのものを与えることができようと,彼女の胸は安らかにはならないのてす
‑彼女は女‑性では腰以外の何もない女性的英!,ll‑精神をもち,止Ii:はにかなった′[･を書き,行動し,

分別に従って動きうる婦人です‑でもこのことは黙っていて下さい｡ほんのちょっとした非難も,
/LLIJl三の小であまりにもすくtlj1ている人,欠点を持たぬ人には痛いのです｣ (B･ 18).
ゲッチンゲンでは7■ルーメンバー‑ 〔,Johann Friedrich (1750‑1820), Medizillerulld
Naturwissenschaftler in G6ttingen〕とグリスベルク〔, Heinrich August (1739‑180

8), Anatom in G6ttingen〕を訪ねており, 6月3日に｢今日はこちらで舞踏会に行くこ

とになって｣ (B. 46)いるのである｡そしてその後の予定は｢旅程をお知らせします｡明日
はフランクフルト,マインツ,マン‑イムに向いますからそちら宛にお書き下さること.
･.････それから先は僕たちはスイスと南フランスにはいります｣ (B･46)と報じ, 6月4日に

出発(B.49)しているo

途中では｢カッセルで石の半獣神が水の動きでフルートを吹いていた｡それは気拝のよい
歌で,僕は黙ってl臥､ていました｡ U･はどうしてそうなるのかと尋ねました｣(B･50)と

あり,プラソクフルトの近郊レーデル‑イムでは｢一人の人,その人を彼は最良の人と呼び
たい｣ (B.48)女性と出逢っている｡このフランクフルトでは馬車の事故があった｡(B.48;
B. 49参照)

こうしてK.ほてインツに到着するが,その感激を｢どんな感情で僕がすでに少年時代に
一度みたマインツ〔1793年K･はてインツの攻囲戦に参加した〕に到着したか‑どうそれ
を捕写しましょうか?当時は僕のiLi涯の絶頂だった./16才,春,ラインの山々,僕がちょう
ど見つけた最初の友,そしてその著作の｢Sympatien｣を当時読んだウィ‑ラントといった
先生｣ (B. 50)と綴り,感激の中に昔の思い出を語って, 24才の今と比較している｡
マイソツよりライン川を下り,最初の日はコープレンツまで行き,次のElにケルンに行こ
うとしたライン舟行は,ライン川の情景をK･ほ同じような文章でカロ1)‑ネ･V･シュリ
ーベン, W.,アトルフィーネ･V･ヴェルデックに報じている｡ (B.48;B.49;B.;‑'0参1牲)

こうしたマインツやライン川の描写はドレスデンの呆色の描写と非常に似ている｡だから何かそう

した他の人の讃いた文章があって,それがいつもK･の頭を離れなかったのではないかとも考えら
jLるo

K.が｢僕はこのライン旅行では多分非常に幸福でした｣ (B. I‑)0)と告白するほど淡しん
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だライン舟行の後,マン‑イムを経てシュトラ‑スブルクに到着する｡そして｢シュトラー
スブルクでは一人の女性,彼女はかつての‑ソリニッテ〔,Ⅴ･シュリーベソ〕のように本

当に多感の感じ易い心を持っているJ (B. 48)人と知り合う｡
K.ほ｢このシュトラースブルクから非常に長い手紙を書きたいと!よい,またかなり乗り

気になっていました｡ところがこの長い手紙がどんな風に駄目になってしまったか,聞いて

頂きたいと思います｡当地では7月14日パリで盛大に行われる平和祝典のことでもちきりな
ので僕たちはスイスをやめてパリ‑直行することに決めたのです｡祝典に間に合おうと思え
ば一目の猶予もできません｡僕たちは一時間のうちに出発します,この僅かな時間に極く簡

単に近況をお知らせするだけにしました｡パリの平和祝典が終り次第,すぐに長い手紙を差
しlこげるつもりです｣ (B.47)と書き, ｢もう荷造りができました｡終りを急がねはなりま

せん｡すぐパリ‑お手紙を下さい｡宛名は元プロイセン近衛連隊陸軍中尉Ⅴ･Kleist,局
留,貴姉のことをできるだけたくさん,しかし友人のことも忘れないように｣ (B.47)とあ
わただしく6月28日に出発する｡

そして新しくふみこむパリには｢W･ ,この頃になって漸くいくらか落着けそうなので僕

は喜んでいますが,また一方,僕の心は,これから足を踏みいれる都会を何か拒んでいるよ
うに思われます｣ (B. 47)という心境である｡

パリ滞在(Paris) 1801年7月〜11月
K.の手紙(7月29日付)にはEJ3日来,今は僕は(シュトラ‑スブルクを通って)パリ

にいます｣(B.50)とあるが,恐らく｢一週間釆僕らほこの/ミリにいます,そして僕がこの

一週間に見,聞き,考え,感じたことを貴女にみんな書こうと思っても,僕のテーブルにあ
る便隻はたりないでしょう｣(B･48‑パリ, 1801年7月18日)とあるように7月11日〔?〕

に/く1)に到著したのだろう｡
Frllじことから,ホフマン〔K･ in Parisの註11〕ほ7JJIOET着だろうと推論するが, ｢一週間のう

ち我々は休む間もなくシュトラースブルクからパリまで120郵便馬車時間かかった｣ (B. 48)より7

)J6日着とも推論し, 6日若がおそらく正しい到弟F)だとしている｡しかし6日着とすれば14Elの祭

卿二は余りに早く到弟しすぎたわけでtHJのためにシュトラ‑スブルクであれほど急いだのか判らなく
なる｡

勿論平和祝典に間にあうよう旅行の般後を急いだのだった｡当時のパリ‑の駅馬車鋸豊と
して使われていた2本の道の良い方を当初より選んでいたのだった｡即ちシュトラ‑スブル
クから快適な国道と風光美のすく､､れたコースの

Nancy, Toul, Bar sur Ornain, Ch畠lons

sur Marneをとおり, Epernay, Laferte, Meaux, Clayesを通ってパリ‑着いた｡
他の国道(Frankfurt/M･, Mainz, Saarbriicken, Metz, Chalons sur Marne,以下同じ)のコ‑ス
は当時Johann Friedrich Reichardt 〔 (1752‑1814), Komponist und Musikschriftsteller, hie‑

lt si°h 1810 in Berlin auf, wo ihn Kleist kennenlernte･〕の伝えるところ(Reichardtの書簡,

1802/3)によると｢ちようど4昼夜｣かかり,それは軽い1頭立ての2輪馬車(幌付き)と駅遜偶を
使っての場合だった｡ 汰.達の場合のI'l家用の4輪馬車と一別の馬ではいくらか余計かかった訳だ/)
う｡ (ホフマン:K. in Paris, S.34)

･く1)に到着しても戚初は｢私どもはバリで一年問い三む準備をし｣ (LS 58)ていたのだ｡

｢しかし‑インリヒにはどんなフランスの制度も気にいらず, 4ケ月たつともう我慢しませ
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んでした,そしてそれからスイス‑行ってアール河口のTull湖畔のばっと離れた小島に住
んだ｣ (LS 58)のである｡

パリでは｢彼はLaplace 〔Lalande〕夫人のところに住み,姉は男製していた｣ (LS60a)

訳である｡到着してから一週間は見物や,新しい生活に忙しく, ｢今9時です｣ (B. 48)と

18日夜になって漸く落着き,手紙を書いてパリでの自分を報ずる気拝になれたらしい｡
2人はまず｢ここ〔パリ〕では馬を売りとは｣(B.48)した｡

とにかく彼は｢バスチーユの破壊の記念日の7月14日に間にあいました,その日に1リl復さ

れた自由の祭と平和の祝典が同時に行われたのでした｣ (B. 48)｡
K.ほ｢少くとも一年間ここにいて自然科学の勉強をこの他の学校で続け｣ (B. 48),全力

をふるって学問から臼分の幸福をかちとろうという志だったから持ってきた紹介状の学者を
訪ねて勉学の予定をたてた｡ (B. 46参照)

しかし一面ではパリの文化が高いということから｢愚かしい連中は我々がパリへ行くの
ほ,その風習を学ぶためだ,などと考えて｣ (B. 47)いるというふうに批判している｡
パ.)での勉学の予定をたておわったK･は,ドVステンでロ‑ゼと一緒に絵を見てまわっ
たように, ｢早速ル‑ブル‑行って大理石像, Belvedereのアポロやメジチのヴィーナスに

熱中し,あるいは豚飢いがユl)シ‑ズを罵っている素惜しいオランダの絵画の前にたたず｣
(B. 50)んで飢えた気拝を元気づけた｡ (B. 56参照)

しかし｢K.がどのように絵画を批評したかの例は残念ながら残っていない｡芸術鑑賞の
K.の方式はドレスデソとくらべてパリからのは殆んどない｡ドレスデソのサンシストの聖
母(ラフアユル作)についてもっと書き加えてもう一一度パリから彼が書いたことはあまり独

創的ではなく,彼の心に与えたものよりも,読書によって得たものの方を多く洩らしている｣
とホフマン(Kleist in Paris, S. 45)も述べている｡

他方パリでの苦しみをみて,大都会の中の個人の生活体験から憧れのパリに失望しはじめ
てきた｡それはパリの情景を伝えるいくつかの手紙の中に感じられる｡ ｢彼の眼はパリには

いる時すでに興をそがれていたので,彼が書いているように,パリの土地に好意を持たずに
書いているのは不思議でない｣ (ホフマン:K･ in Paris, S･ 34)のである｡ (B･ 48;50;52

参照)
こうしたパリの通りの描写には明らかにモンテスキュー=Letters persanes日

の影響がみ

られる｡ (ペルシャ人の手紙, 24･書簡)0

さらにK.は｢あなたは資沢と浪費になれておしまいになったのではないでしょうか?都
会生活の逸楽はあなたの為にも,にせものの悦びではないでしょうか?｣ (B･ 54), ｢またこ

の計画を実行して全然うるところがなかったとしても,この都会から逃れるだけで僕は充分
です,それは胸がむかつくような都会,といった気拝です｣ (B･ 54) 〔ホフマン(K. inPa‑
ris,S.36)によればカPl)‑ネ･Ⅴ･フンボルト,ライヒアルト,ウィーラントもこうした

その頃の汚いパリの描写をしているそうである｡ 〕と述べ,パリに住む人間についても｢郵

便局長は何千遍となくだまされてきて,パリに正直な人間がいようなどとは信じられなくな
ったのです｡私は軽蔑というより憐偶を覚えて,旅券をとりに帰り,あなたの手紙を受取っ
て局長を許しました｣ (B. 51)と述べている｡

パリに失望した彼の日常生活にも,故国で別れた人々との交際が入ってきた｡ 7月18日に
は｢この手紙〔B.48〕をアレクサンダー〔でなくグィル‑ルム〕 Ⅴ･フンボルトが持ってい
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きます,彼は明朝家族と一緒にたち,ワイマールまで行きます｣(B.48)し, ｢貴女〔カP
I)‑ネ･Ⅴ･S.〕に返事をお願いするのを忘れました｡ ‑‑･･もう一つ｡僕はアイソジーデル

にもこの機会に書きたいのでしたが,彼の住所を知りませんし,今は時間がなくて不可能で

もあるのです｡彼があれほど僕に親抑こして下さったし,僕はお礼を言う必要があると感じ
ています｡彼にこのことをいつか機会があれば伝えて下さるでしょうね?僕らほ彼が買って
くれた馬でどれほど満足していたか,彼はどんなに知りたがっていたことでしょう｣(B.48)

と伝えている｡また｢その10週間の間に手紙を書いたとおっしゃるのですが,届かなかった
ところをみると途中で紛失してしまったのでしょう｣(B.51)と

W.からの手紙(カール

とルイ‑ゼ〔｢ルイーゼの手紙はカ‑ルの手紙に同封｣ (B.52)〕を同封)が(ゲッチンゲ

ンで6月2日に受取って以来はじめて)到着し, K.ほ旅券がなかったので宿までもどった
りして入手し, ｢‑と‑とになってある喫茶店に入ると手紙を読みました｡ ‑お手紙にあ

ふれる真剣さ,絶えず修養を̲屯ねていかれるあなたの静かな努九

僕のため暗い心持になっ

ているにも拘らず,気を引きたてて幸福を味っていられるというお知らせ,すべては僕を感
動させました,僕は評判の芝屈を見るために劇場に行っていたのですが,じっとしているこ
とができず,始まる前にとびだしてしまい,最初の感激の醒めやらぬままに,返事を書きは
じめました｣ (B. 51)｡そして｢luJJ封のT'･紙〔B. 52｣をルイーゼに,紙片はカールに送って

下さい｡ ‑‑サぐ返事を頂きたいものです｡僕はパリから‑通〔B.49〕だしました｡ ‑
ただし今度はTL70留でなく,ノワイェ通21番地(rue des Noyers)へお願いします｣ (B. 51)

といっている｡こうした人々とはちょっと違うアドルフィーネ･Ⅴ･ヴェルデックに長い手

紙〔B.50‑7月28日(29日) 〕を書いているが, ｢貴女はこの筆勢で,ここ6年釆貴女の眼

にふれなかった若者の文字をまだ覚えておいででしょうか?･‑‑｣と書くようにどうして手

紙を出す気になったかほいささか疑問に感じる｡
｢しかしこの手紙〔B.50とB.56〕ほK.と

V.ヴェルテック夫人をもっとより親密に結ばせた新

しい交友のはじめのものであF),この後2人は一緒にスイス旅行をしたり,クライストの第2次パリ
滞在での交際につながるものである｣ (ヴエソシュ:Zwei firiefe Kleists an v･ Werdeck),そし

てグェルテック夫人の中に充分rl分の像と一致する特徴をR.Jつけたためかもしれぬが,とにかく

K.

をめく･･る女性たちの小でこの非凡な夫人は疑いもなく特別な位握を占めているo

それにグェルテック大人にあてた手紙は何人がみようと普通の面識の人にあてた文面とは考えられ
ないだろう｡それ故｢詩人がこの手紙を苫いた時すでに24才であって,しかもこの時まで,名の知ら
れた作品を一つ書きあげていなかった｣ (グユンシ.i : Zwei Briefe an Werdeck)ことを考えてみ

ると,彼の小に題積されていた｢彼のすべての劇文芸の緊張｣は彼がその中に意識して蓉しているr娘
リは｢爆発の可能性｣を絶えず求めようとしていたに違いない｡それ故過去の講義調はIiHえ, ｢作家
的偵向がJとくに文面に目立っている｡川Jち｢ 時間的には離れているT･‑紙のそれぞれの描写が殆んど
言車の上では, 1【.1]じ女税でくりかえされて｣おり,それは後には作品の小にさえ取入れられている｡

また彼が｢作家的な構想で創造した｣ことの次第を描写しているのである｡たしかにこの特致づけら
れた文面は彼のその後にきた｢過った時代への転回期｣たることを示している.そして彼がJ'l分の生

椎に｢人間的芸術的発展に新たな見方｣をもったことを示している｡

大学の講義の方は｢探求ということの真実さが以前のように価値あるものとわかれば,こ
の土地でしなければならない仕事は実に多いのです‑その力さえあれば,と思うのです./
とにかくやってみます｡こちらではフンボルト氏とルチシーニ氏〔, Girolamo Marquis
(1751‑1825), 1800年以降パリにおける

preuLまischer Gesandter in Paris. 1807年職を辞
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す,イタリヤ人〕の御尽力で,フランスの学者の方ともお知り合いになり,講義にも2,3L･｣
出｣ (B. 49)ていたのであるが,しかし｢僕は酸とアルカリの話を聞かされるのですが,烈
しい欲求は僕の壇をからからにさせ｣ (B. 49)るという結果である｡ (B. :‑)0参照)
K,ほギリシャ語の授業は,かつて,おそらく副校長Kalau 〔,GeorgChristiall lmma‑
nuel (1773‑1843), klassischer Philologe, Privatlehrer Kleists〕に軍隊時代の最後に

習ったものと思われる(ホフマン:Kleist in Paris)｡しかもパリでルーブルで養われたも

のは言語的興味をも培い,それにヴィル‑ルム･Ⅴ･フンボルト(K.がベルリンからもらっ
てきた紹介状の一つが7レクザソタ〜･Ⅴ･フンボルト宛だったようであり,アレクザソ

ダーが当時/く1)にはいず｢新大陸の昼夜平分圏‑の旅行｣の年表によれば当時Sta. Fade
Bogota附近にいたので,兄グィル‑ルムと親しくなった｡だからアレクザソダーがいなく

ても推薦状は目的を適したのだった｡しかしこのつきあいも短期間だった｡)が彼をはげま
して.上r典語‑とりかからせたのだった｡グィル‑ルムほ当時.考■!‑̀学,美学,哲学の研究に

従事しており,比較言語学の研究と

Baske語の習得のためトイツ‑帰るのを1801年7月19

日までのばしていたのだった｡彼が｢このプ.]シャ青年〔クライスト〕を学問の世糾こ導き
いれるのに妥当する人物だった｣ (ホーホフ:Kleist, S. 37)ので, K.もその気になり,ギ

.)シャ語を習うことは,彼の作家的感情を判るくし,旺盛な表現力を得させ,彼の理念に源
泉にさかのぼることのできる深みと客観性を与えたのだった｡ K.ほ｢最初はこの古語の教
授のCourllOn氏のところでうけた｡ Cournon邸よ革命の成りJ･.り者で根本的な知織を役
立てたというより,彼の話し方(savoir parler)や彼の身かっこうで教授の地位をかちえ

たのだろう,そのため伯父はLaland夫人の取りなしでは全く我慢できず,まもなく Cour
‑non氏のところを去り,別の教師で,彼をもっと満足させてくれるとても若くて礼儀正し

い人に習った｡しかしこの人が間もなくパリから遠からぬある小都市の学校のギリシャ語の
教授になったので授業は中止せねはならなかった｣ (LS 59)のである｡
｢パリでの学問についての失望｣, ｢ U.とのパリでの確執｣, ｢パリでL')分の目的について

考えたこと｣, ｢パリを去る頃｣は

略｡

