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‑一就職とその矛盾‑ (1800年10月〜1801年4月)
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⊂Ⅰ〕かねてからの約束通り, 11月1日以前にBerlinに到着すべく,クライストは帰途は
昼夜兼行で馬車を飛ばして10月26日

Potsdam (弟Leopoldのところ)についた｡

(Carl v. ZengeにFrankfurt/0.の家の自分の部屋の机の鍵を渡して必要な所持品を

Berlinに持って来てもらうことを頼んでいることなどからみて), Frankfurt/0.へ就職

以前に寄る必要もあったのだが. Wiirzburg旅行の真の目的についてクライストはいろい

ろと｢耐えがたい質問をさけるために行きたくない｣ (書簡25.)と言っている｡そして姉

Ulrikeがその秘密について｢好寄心に満ちてはいないが,しかし関心なしでもないと充分
知っていながら,姉とは｢少くとも冷静に会いたい｣ため手紙でも話さないのだとしてい
る｡しかしクライストにとってほまた,姉の｢近くに住めるのはとても嬉しく,楽しい｣の

であると言い,一応旅行の目的も果たしたらしく, ｢今はじめて未来から僕に何か現匹の幸
福といったものが｣ (書簡25.)開けてくると知らせている｡旅行の目的を果したうえでの

｢朗らかな｣彼を,弟Leopoldをはじめとした身内や友人は彼が｢就職したので｣朗らか
なのだとイ請じたのを,彼は｢なんと馬鹿な奴らでしょう｣と表現している.そうしたクライ
ストの現在の心の｢落ち着きと喜びを一番感謝すべきものは,まずBrockes,それについ
でUlrikc｣であった｡ ｢それを永久に忘れません｣ (書簡25.)とも言っている｡
しかしBrockesはその時｢Paris

でなく

Dresden｣にいて,クライストは旅行の費用

の面から,旅行の最初に当てにしていた金額の分,即ちWienから結局100 Dukatenが
届かなかったので(勿論Wiirzburgで転送の手続きはとったものの), Brockesに借用し

た分の金を即刻送らねばならなかった｡その借用した分の200 Rtll.をDresdenに送るた
め,クライストは姉にFrankfurt/0,の後見人のところに残してあるクライストの財産の

配当分に姉が補って(姉に借用する分は‑年以内に成年‑25才に達するから,その時に姉に
返却するといって)送ってくれるよう依頼している｡ (書簡25.)
この金はクライストの希望するように260 且th.が送られている｡ (書簡30.)

またBrockesのその後の消息については｢Brockesさんが思いがけず来られ,この冬〔1800年
‑1801年〕はこちら〔Berlin〕で過ごされる予定だそうですが,御存知でしょうか｣ (書簡28.)と
ある｡

こうしてクライストは旅行の完了とその残務を片づけた後官職につき,住まいはBerlin
のCarl v. Zengeの下宿に‑しょにいることになる｡
11月1日付で前近衛連隊中尉クライストは, Karl August v. Struensee宛(書簡26.)

に｢技術代理委員会に陪席｣を願い出ている｡これは彼の旅行前にたてた官職につく決心の
継続的な心の表現であろう｡
というのは｢僕はつまり以前よりもつと官職につくのを厭わしく感じているのです｡旅行前は違って
いました｡ ｣ (書簡30.)とあるからである｡

しかしこの書類が出されて, V. Struensee大臣宛Kunth散開官(Berlin. 11月4日付
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‑L. 46), Kunth宛Struensee (Berlin, 11月6日付‑し. 47),さらにはそれをKunth

がクライストに知らせる(Berlin, 11月11日付‑L. 47)書芙頁の経過につれ,おそらくクラ

イストに,自分が官職に現実に就いてみた場合の厭わしさが感じられる結果になったのでは
なかろうか｡この1日から11日までの経過のうちに官職‑勤めることの厭わしさが嵩じ,
Wilhelmineに｢僕は役所に勤めたくないのです｣ (11月13日‑書簡27.)とはっきり告白

することになったのではなかろうか｡
家族のすすめと, Wilhelmine との結婚の条件としてその両親と約束したことにより,
一応は｢多くの人が自ら満足だと告白しているような官職に就こう｣ (書簡32.)とふみきっ
てKunthに相談した. Kunthはしかしクライストの経歴と目的によってまず｢どこかの

大学で専任教師としての大学教授の資格をとるよう｣忠告し,ついで就職するなら大学で彼
の習い覚えたことが役立って最後にはどこか管理職に好政を逃がさず昇進するような会計局
を選ぶようすすめた. (L. 46.)その後者‑進むためにクライストは歎願書(書簡26.)を出

したのだが, Kunthはその歎願書の中に形式的に述べられたことの裏の意味｢私が会計局
や工業局に専心勤めてみてよいものか･‑‑･判断する能力を与えるために｣という試補の職は
クライストの年令という面から時期を失わないうちに給金の出る職,即ち一日も早く,彼が
会計局か土木局か農林局などで正式に任命されることをStruenseeに頼んでいる｡しかし
これは形式的にはあくまで裁決書(し. 47)にあるように無給の試補として技術代理委員会

に陪席を許可されるという形でしか決定されない｡
｢この冬は技術代理委員会の会議に陪席しようと思っています｡僕に最初は任命されていない以上
は許可しようとはしなくて.長官はそのため書簡で掛こ,今もしすぐ任用されないなら今後は殆んど

将来の進路を示さないぞとおどしました｡しかし僕は充分研究しないで専問部門に身を投ずる決心は
つかないと答え,この冬は会議に陪席するだけで,その中で鋤くのでないと頑張りました｡とうと

うこれは秘密を守る菅約をするという条件で許可されました｡来春ははっきりと言明するつもりで
す｡ ｣ (書簡30.)

無給はクテイスト自身が述べているように2年間続くのだった｡それが終って3年間,それは勿論
彼の好みに合わないことだが｢地方にまわって工場の数を数え｣ (讃簡27.)させられるのだった｡
(P. Hoffmann : Ulrike v･ K･ tiber ihren Bruder H･, 1903, S. 124f.)

しかしKunthの覚え書(し. 48‑11月12日)によれば, 11月12日の技術代理委員会の会

議には,クライスト‑の書類の日付がまちがって伝えられたためクライストは出席できず,
12月3日の会議(し.49)にはじめて出席している｡それまでの間.しかしクライストには

自分のついた職‑の批判(政策問題などから‑書簡30.など)と, (1)実際その職についてや
ること‑の失望(書簡36.)から, (2)官職につきたくないという気特が益々強くなり, (3)

別の面に自分が適しているのではなかろうか, (4)別の天職につきたい, (5)それは作家にな
ることだという考えに到達している｡ (11月18日, Wilhelmineに自分が｢文筆家として修
業している｣ことを知らせている｡ )
Kunthが必ずしも同意してはいなかったStruensee

の政策は,貿易では(国内産業助成のため

の)禁止政策によって進められていた｡国内工場によって充分な量や質を造り出せる程度の外国商品
はすべて輸入を制限され,あるいは禁LLされようとしていた.それでBerlinの綿製品の製造業者の

訴えで,国内産業のために外国の綿,描,半粥の生産地に国内消費のための輸入を禁止する提案がな
されていた｡これが1800年1月12日の法令化で成立した｡大臣は国内消費のために禁止された商品
の中継貿易をFrankfurt/0.大市で禁止するのも正当だとした｡そのため上述の品目を扱うため
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Frankfurt/0.にこれまで数多く来たpシャ,ポーランド,ザクセソ,メクレソプルクの商人達は大

市から遠ざかった｡それで国内産業の昂軌ま外国との重要な貿易を犠牲にして達せられることになっ
た.そうした制限が大市の交易への不利な影響を与えざるを得ないのでFriedrich Wilhelm 3世は

多くの有名な絹製造業者の教額で1800年6月に大市での中I#貿易を再び許すよう命じた｡申請人達は
この中間貿易.通商貿易を国内産業すべてを保護するのに.また外国との競争が国内産業を進歩させ
るのに本当に必須のものであるとしていた｡その後1800年9月12日に厳しい禁止令を命じ,禁止品目

を大市ではただ僅かに輸出する品目だけに許可する勅令が出され,それでまた以前の輸入禁止が国内

産業の有利を保証することになった｡外国商品の消費の禁山王決して厳しく言われたのでなく.仲介
貿易のあわれな禁LE策の代りには一度も国内産業を勧める布告は示されなかった｡この決定の危険な
影響のためFrankfurt市庁‑は請麻書を出し,更にまた勅令は当然多方面で攻撃されていた｡ (P.
Hoffmaun: Ulrike v. K. ti. i. B. Heinrich, 1903. S. 125f.)

クライストが無給試補となった時はこうした問題がManufakter‑ und Kommerko1‑

1egiumでも当面の問題となっていたのだった｡ ｢更に僕の見るところでは全プロシャ官庁

機構は軍国化しております‑僕は探し求める後援者がみつかるか危ぶんでいます｡工業は
貴婦人です｡彼女はみごとですばらしく,しかも心から招かれるべきです,みすぼらしい国
土に彼女を入れて幸せにするために｡しかし本当は髪を掴んで入れまいとしています‑･･‑技
術は軍国的取扱い方に強制されるものではありません,しかし大市をつぶし,工場を建て,
機械を山のように置いた場合にもう出来上ったと考えられています｣ (書簡30.)と9月12日

の勅令を批判し,クライストなりの結論として, ｢芸術とか学問とかは自分でやらなければ
王であろうと役立て得ないものです｡その発展を阻止しないこと,そのことが王に求められ
ることなのです｣と言っている｡
2週間すると. ｢自分はどんな官職にもつきたくない｣と自分で決定した｡その理由は確かに肉体

的問題にも見出されるが｢文筆部門｣への抗し難い愛着にも,更にまた同時にプロシャ経済政第‑の
誤りのない卒直な批判の中にも見出されるのである｡彼の説明は絶えず原則的な問題と関連してい
て,決定的な理由はないのである｡ (H･ Ide : Der junge Kleist, 1961, S. 241)

王や官連や国家機関への批判は彼が軍隊に与えた批判を思い起させる｡ (H. I°e : Der i. Kleist,
1961, S･ 245)

(1) (現崇の勤めへの失望)略
(2) (官職につきたくない気持)略

(3) (別の方面に自分がふさわしいのではないか)略
(4) (別の天職)略
(5) (作家になること)略
(6) (Wilhelmineの教育に関連した二人の愛の生活⊂幸福コ)

クライストの官職を選ぶこと,即ち一定の収入を得るコ‑スを選ぶことにどうしても切り
離せないのほ, Wilhelmineの教育と,二人の愛の生活である｡クライストは書簡の中で,

次のようにそれを考えている｡

｢しかし悦ばしい夢想に耽ってばかりいるわけにはゆきません‑いずれ僕達の山小屋を
取り囲むようになる楽しい谷間を想い浮かべ,この山小屋の中に僕とあなたと学問と,ただ

それだけを思い浮かべる時‑名誉ある地位とか,立派な財産とかは取るに足らないものに
なり,こうした希望を実現させるよりはか供を幸福にするものはない,その日的を達するた
めたゆまず歩まねばならぬという気特になってくるのです｡ ｣ (書簡27.)
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｢しかしそれまで僕達は別々に暮していいものでしょうか?･･････僕はもうすく小妻を迎える

ことがどうしても必要だと感じています｡あなた白身も僕のこうしたいらいらした気拝の影
響をお受けになることでしょうか. ‑絶えずまるで債権者のように僕を脅しつけるこの不

安な希望を落着かせるよう僕は努力しなければなりません｡それは僕の仕事の邪魔をします
‑‑･僕にしても妻を迎えさえすれば本当に安心して本当に自信を得て目的に遇進するでしょ
ラ‑‑あなたに愛を見出しさえすれば,貴族や地位や名誉や財産などという仰々しいがらく
たは全都返上したい｡ ｣ (書簡27.) ｢そのうちに僕達が‑しよになってあなたは僕の傍に坐

り.僕はあなたにいろいろお教えして,お気に入った教訓には一つ毎に接吻して下さる‑
ああ,今の僕には抱いてほならない夢‑しかも僕がこの地上で災現を願いたい一つのもの
‑それは何というつつましい希望一一これが某呪できないものでしょうか?そんなことは
考えたくない,考え出すと,階級,血統,そして蛮み重なった偏見の歪みに対して呪いの言
葉を僕は放ち‑しかも実現を隣っている供なのです｣ (書簡31.)o

こうした官職についての蚊問と工業委員会での忙しい仕事の毎日の暮らしの間に, ｢クリ
スマスにはFrankfurtに帰るつもりです‑楽しみにして頂けましょうか?何かおみや
げを持って帰ります｣ (書簡29.)と予定して, Frankfurtに行く｡
この1800年i'f頃は長姉の離婚問題がまだすっきりと解決していないらしく｢追伸, Minetteに,

際がひたすらL6schbrandtを待っていると言って下さい｡彼はもし弁護士と協議がついたら僕の
ところへやって来ると約束したのですからわ｡でもまだ現われません｡ MinetteのことでMinette

が急いでいると思われたくないので,僕は彼を今日まで訪問しようと思いませんでした｡でも今日
〔11月25日〕彼を訪ねましょう｡彼の家では一度も会っていないのです｣ (書簡30.)とある｡

｢クリスマスに彼は全く思いがけなくここに〔Frankfurt/0.コにやって来て私に言いま

した｡もし自分が望むなら,今すく､､就職できる,でも官職につくことは自分には我慢がなら
ないのだ.公務は自分を不幸にするだろうし,自分の自由をそこまで犠牲にしたくないのだ

と｡彼は私が彼の僅かな財産で彼と苦楽を共にするかと尋ねた時,私はこれには非常にびっ
くりして,私のために不幸であるようにしろともするなとも勧める気持もなく,勧める事も

できませんでしたし,私は貴方の幸福のために良いと思われることをしましようと答えまし
た｣ (し. 50a)とFrankfurt/0.でのクライストの滞在の時の事情をWilhelmineは物語

っている｡一方Ulrikeは｢姉さん,僕は1週間Frankfurtにいますが,あなたがここ

にいる場合ほど楽しくほありません｣ (書簡32.)とあるように留守しているが,これがもし

Ulrikeが意図してクライストと全うのを避けたとすれば,少し問題が出てくる｡
1801年になってから依然として同じような生活がBerlinで続くが,書簡などから判る部
分を書いてゆくと,
1月11日, Wilhelmine宛の手紙(書簡33.)を書いている時August v. Zenge (1789

‑1865)海軍少尉候補生がCarlを訪ねてBerlinの下宿に来る｡ Carl v. Z.ほ留守だっ

たのでクライストがCarlに代ってカ‑ルの家のことをいろいろと話しておく.

1月21日, ｢クラジウスさんのところで昼食を頂き,夕方になって(もう7時です)あな

たとしばらくお話をするためにそっと抜けて釆ました｣ (書簡34.)
2月5日,この日クライストは劇場でSch6nfeldtと会うo手紙には｢お姉さん,僕は

Sch6nfeldと劇場で会った時,最初はあなたもそばにいたらなあという冨い表わし難い嬉
しい気拝になりました｡ ‑‑･この供にとって悲しい場所をできるだけ,またすぐ離れたい
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と望んでいるのです｡即ち僕は計画通り,いくらかの学問の研究をここで完了すれば,彼
〔Sch6nfcldt〕にお別れをするわけです. ｣ (書簡36. )

またこの日の報告では｢Minetteと

GustelがMoltkeやEmilie

と‑しよにBerlin

‑来たo Schlichtingのところに住むはず｡ ｣ (書簡36.)と書いてある0

3月22日, ｢最近,新らしいいわゆるカント哲学を知って｣その影響を余りにも強くけ受
て,友人のところを次々と訪ね｢落着かぬ幾日かののちPotsdamから徒歩で今日戻って
来た｡ ｣ (書柏37.)そして彼の｢全身全霊は,供の心を梱んである一つの重要な考えの周囲

を廻っています,その考えは僕を根こそぎにしてしまうような影響を与えました｣ (書簡
37.)のだった｡

そしてこの日に彼はいよいよ旅に出ることを決意し, ｢あなたが許して下さればフランス
‑行くつもりだということを今日 Ulrikeに知らせます｡祖国を離れる場合には必ず前も
って知らせると約束してあるのです｡ Ulrikeが‑しよに来るつもりであれはそうしない訳

にゆきません｡しかもこの旅の条件を承知してくれるかどうか,それは判りません｡ ｣ (書
簡37.)と報じ,姉には｢僕は4月1日に出発したいと思っています,それであと1週間で
す｡供の意志はフランス(Paris),スイス,ドイツを旅行することです｡おそらく短時日で

帰ります,あるいはそうでないかもしれませんが,クリスマス前にはきっと帰ります｣ (書
簡38.)と書いている｡
クライストがBerljnに長く滞在すればするほど,彼はWiirzburg旅行の目的がただ半分だけ達

成されたと感じた｡彼の心の発展は前に進み,外的な関係の変化を必須とした.しかしBerlillや
Franltfurtでの障苔が越え難く思われたので.彼は新たに旅に出ねはならなかった｡そのためにあ
げられたのはスイス‑の殻初の旅行であり,クライストの経過によれは, W滋rzburg旅行の補足に
あたるものだった｡ (P. Hoffmann : Ulrike 主i一 i･ B･ H･, 1903, S･ 126f.)

〔ⅠⅠ〕 (カントの歪憾)略
亡ⅠⅠⅠ〕このようにしてクライストは新しい目的を｢旅行｣で求めようとした｡ Wilhelmine

はそれを｢彼はBerlin ‑またでかけて行きましたが,その後まもなく私は手紙を‑通〔書
簡37.‑3月22日〕受け取りました.その内容は以縞の報告よりもっと驚ろかされるもので

した｡この手紙で彼は私に,今カント哲学を学んでいて,この哲学は自分をこれほど不幸に
したので, Berlinで狭い壁に囲まれた部屋にいるのは耐えきれない,気を晴らすべく旅行
する,と知らせてきました｣ (L･50a.)と報じている｡クライストはWiirzburgから,自

分は頭脳労働に定められているという意識を持ち帰ってきて,そのため官掛こついて毎日パ
･X
ソを得るため努力している問も教養を硫むことを続けていた｡教養を自分のものにしたいと
望み,まず｢彼の最高の日的｣のために教養を揖み,次いで許嫁たるWilhelmineにそれ

を捧げることを望んだ｡それ敏,彼の学問的研究への没頭は学者になるためではなかった｡
それで, ｢自分の学問の研究｣を自分の計画に従ってBerlinで｢完成｣したならここを去
ろうとは思っていたのだった｡それが｢最高の日的｣も失われてしまった今は一口も早く去

る,即ち旅に出ることが自分のなし得ることだという結論に飛躍したのだろう｡
｢こうした不安の時〔カントによる窯憾〕僕はあることを思いつきました‑････僕に旅をさ
*

Wilhelmineを教育するIiit筒にその経過が見られる｡
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せて欲しいのです｡仕事はできません｡仕事などとんでもないことです｡第一その日的がな
い｡家にいればぽかんと考えこんでいるだけのことでしょう｡それよりは歩きに出て,考え

たいと思います｡旅をして動きまわる方が,ひとつ所にいてあれこれ考えをめぐらしている
よりも,ずっとためになることでしょう｡今の生活態度がまちがっていると判ればそれを改

め,おそらく避けがたいかもしれない他の誤ちも未然に防ぐことができます｡僕に勇気を与
えてくれる考えを掴み,僕が再び進んで行く目標が決まればすくや帰って来ます.この条件で
旅行を許して頂けないでしょうか?あなたの誠実な友Heinrichにすぐお返事を下さい｡
追伸,あなたが許して下されば,フランス‑行くつもりだということを,今日Ulrikeに知

らせます｡祖国を離れる場合には必ず前もって知らせると約束してあるのです｡｣ (書簡37.)
そしてUlrikeには次のように知らせている｡ ｢Berlinをできるかぎり早く去って,外

国に旅行するよう何故決心したか,今はそんなに詳しく書けません｡ ･‑‑それはお前の唯一
最高の目的は失われたのだ,です一一僕は仕事にうちこもうとしました,しかし知識と名の

つくものは吐気がするのです｡僕はもう自分がどこへ行こうとしているのかはっきり意識す
ることなしに歩くことはできません｡ ‑僕の意志は旅行することなのです｡機会は延ばせ
ません,何故なら僕は仕事をすることができないし,どんな目的のためにかも判らないので

す｡僕が家にいれば手を膝に置いて考えねばならぬでしょう｡それよりむしろ散歩に出かけ
て考えようと思ったのです｡僕が何を為すべきか判ればすくや帰ります｡ ･‑‑貴姉にそのこと

を知らせずに祖国を離れないと約束しました,その言葉を果たします,貴姉が‑しよに旅行
したいと思うなら,それは貴姉のお好きなように｡愉快な道連れではないでしょうし,費用
も馬鹿になりません｡ ‑･･･掛ま4月1日に出発したいと思っています｡ ｣ (書簡38.)
｢Leopold達は僕が旅に出る前にもう一度話そうというので今日

Potsdamから来ることになって

います｡ ‑‑部屋に閉じこもって考えに耽けるのは,その結果が怖ろしくて,僕にはできないので
す｡外‑出ればもつと自由に考えることが許されるでしょう｡ Berlin

にはほんの僅かの間でも僕を

楽しませてくれるものがないのです｡自然の中‑行けばこんなことはないでしょう,また勇気を出し
て心の中を打ち明けてみても,気が狂ったとしか考えてくれない故郷の人達よりも,縁もゆかりもな
い人達の中で暮した万がずつと気が楽なのです｡ ｣ (柏L=uft39. )

こうした旅行には,即ちパリに行き,そこで生活するには金が必要である,金も持たず収
入も無いものは,行動の自由も自立も得られない筈である｡クライストはWilhelmineや

ulrikeに｢旅に出る｣と書いた時に自分がその点について考えなかったことに驚き,その

ため最初の外国旅行に姉が‑しよに連れて行けと言い,それを昔約束した事を思い出して天
の摂理だと思う｡とにかくいずれにしろ姉から金を借りねはならぬとすれば,結果的には姉
との約束を彼はうまく利用したといいうる｡

それで費用の算段をまず姉に依頼している｡しかし姉には一応｢こうしたことが余りに急
ならおとなしくしていて下さい｡我々の来年の2人の旅行には貴姉を入れます｡ ｣と自分
が一人で今度は旅行したいのだとことあり, ｢その場合は(もし貴姉が用立てられぬなら
Minetteから) 300Rth･を僕に援助し{Tさい｡ ･.‑･･Massow叔母にできるだけすく･､僕の

手当を送って下さるように言って下さい｡その75Rth.の手当以外にも140Rth.を後見

人から(それには彼女が受取証を書かねはなりません)受け取って下さい,それを僕はすく小
手にしたいのです｡ ｣ (pお酌38.)と送金を依頼している｡

そして, UlrikeがどうしてもこのParis‑の旅行に同行することに決まり,その費用を
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箇条譜の詳しい計算書にして送っている｡ (書簡40. )
1.馬2匹は10Fr.dor以上します./2.馬車は月に(駁者と‑しよで)少くとも

6Fr.

dorで6ケ月で36Fr.dor｡/3. 10分の1の確率で事故や馬の病気を予想して, 5Fr.dor｡

/4.旅行費用は安く見積って300Rth.を越えない｡というような趣旨である.最初の出
発予定の4月1日はUlrike

と同伴のためおくれたが,クライストは旅行をすると決心し

た3月22円から4月9日までの間の計画の変更の経過や,どうしても旅行せざるを得なくな
ったことなどをWilhelmine

に報じている｡ ｢僕の目前に控えた旅の最初の動機は‑‑略

(書簡41.)‑･‑･そんなお仲Rr射こ入れて頂いても僕は決して居心地は良くないのですo ｣

こうして4月12日にはKunth宛の公けの意味での書簡に｢パリ‑予定しています旅行の

ため,どんな事が起ころうと協力するつもりでいました工業代理委員会を去らせて頂きます
ようお願い致します｣ (書簡42.)と憲く｡ Kunthは就職の時のいきさつなどから,一応別
の処置を取りたかったのであろうが, ｢V. Kleist氏が自分の決心をすく一に大臣閣下に届け

てしまったと口頭で断言したので,それ以上どんな報告も必要でなく,この書簡〔書簡42.〕
はただ記録として受け取られ｣たことになった｡
いよいよ旅行に出発という時になって,クライストは｢今度の旅行のことはどうか大日に
みて下さるようお願いします｡ ･‑‑つまり旅行の最初の動機というのが一種の軽卒であった
ことが判ってきたのですから｡それは最近の供の手紙をもう一度読み返して, Karlに僕の
ことを詳しくお訊ねになれば判ることです｡ ･‑‑しかしもうこうなってしまった以上,旅に

出るより他はありません｡ ‑‑‑しかし供はこの旅行をできるだけ自分に役立たせたい,許さ
れるならParisで何か学んでおきたいと考えています｣ (書簡43.)という気特になるので
ある｡ 〔こうした点がクライストらしい性格のあらわれだと思う｡ 〕

こうして｢次はドレスデソから8日以内に書きますoドレスデン宛にすく小お手紙を下さ
い. ‑‑4月28日にLeipzig到着の予定｣ (書簡43.)でBerlinをクライストは去る0

時符号などは拙者｢‑イyリヒ･クライストの少年時代｣ (信州大学人文学部紀要1966年11月発行)
に従う｡
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