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＜要旨＞
文学作品を研究する場合、作家の人生や時代背景を考慮することなく、作品
そのものの中だけでその作品を分析するニュ−・クリティシズムのような批
評方法もありますが、作家の人生や時代背景を入れて分析した方がその作品
をよりよく理解できる場合があります。アンデルセンの場合はその典型的な
例で、彼の作品には、殆ど全ての作品に自分自身が投影されています。この
論文では、そうしたアンデルセンの人生や時代が、いかに彼の作品に投影さ
れているかを検証します。また、彼の作品は弱者側に立って書かれていて、
そのことが読む者に人生の指針のようなものを与えてくれて、読む者の心を
豊かにしてくれます。だからアンデルセンの作品を未来へずっと読みついで
いって貰いたいという思いからこの論文を書きました。

１

しかし，アンデルセンの童話集その他をし

アンデルセンとドラえもん

っかり読んでいくと，他にもドラえもんの中

ドラえもんを読んでいると，不二子不二雄

の色々なアイデアがそこからきているのでは

さんは，アンデルセンを相当読んでいて，そ

ないかと思われるものが結構あるのです。例

こから多くのアイデアを得ていることがわか

えば，アンデルセンがコペンハ−ゲン大学の

ります。アンデルセンの童話をパロディ化し

学生だったころに書いた『ホルメン運河から

たものだとすぐわかるものとしては，ドラえ

アマゲル島東端までの徒歩旅行』という作品

もん全集全４５巻中，第八巻にでてくる「マ

の中で，主人公が，詩の題材を求めて，西へ

ッチ売りのドラえもん」とか，第十九巻にで

東へ行くのですが，その途中で，聖ペテロに

てくる「幸せな人魚姫」とかがあります。ま

出会って，不思議なメガネを貰います。これ

た第二十八巻の「なぜか劇がメチャクチャに」

をかけると，何でも奥までみえたり，未来の

の中にも，「人魚姫」の話がでてきます。

ことまでみえてきたりするのです。また，彼
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きます。ファンタグラスのお世話にならなく
ても，心にゆとりをもち，心を亡くさないで
いたいものですね。

が，どっちを向いても詩を作る材料はいっぱ

また藤子さんが，どうしてタンポポにした

いあるんだと言って，不思議なメガネと耳ラ

かというと，これもアンデルセンが１８５５

ッパを貸してくれて，名声を得たいなどとい

年５０才の時に書いた「ちがいがあります」

う考えは一切捨てて，身近にあるものをみて

というタイトルの童話にでてくるタンポポが

その声に耳を傾ければ，物語はすぐに書ける

頭にあったのだと思います。そこには，人間

と言ってくれるところがあります。これらの

の間にも違いがあるように，植物の間にも違

不思議なメガネは，ドラえもん第十八巻にの

いがあって，美しいリンゴの花もあれば，貧

っている「タンポポ空をゆく」に出てくる，

相なタンポポの花もあるが，それぞれ神様か

ファンタグラスにいかされているのではない

らの恵みを授かっていて，同じ価値があるの

でしょうか。

だ！神様の愛は，全てにいきわたっているの

ファンタグラスというのは，スキ−のゴ−

だ！というようなことが書かれていて，こう

グルのような形をしたメガネで，このファン

したところから藤子さんはタンポポを採用し

タグラスをつけると，捨てようとしていたタ

たのではないでしょうか。

ンポポが，捨てられたくないよ−と，泣いて

そもそも，ドラえもんがどうしてのび太と

哀願している姿がみえてきます。そこで，よ

暮らすようになったのかというと，のび太の

くしてやると，笑って感謝している姿がみえ

孫の孫であるセワシが，ドラえもんを連れて

てきます。その時すかさずドラえもんは，こ

未来の国からタイムマシ−ンでのび太のとこ

のようにやさしくすることは，君が心の底で

ろへやってきた理由を知らなければなりませ

思っていることなんだよ，と解説してくれま

ん。それは，第一巻に書いてあるように，こ

す。面倒なことはしたがらないのび太ですが

のままほっておくと，のび太は１９年後に，

そうした自分の心の中にも，本当はやさしく

ジャイアンの妹ジャイ子と結婚する運命にあ

できる心があることを，ファンタグラスによ

るので，その運命を変えるために，教育係り

って知ることができたのです。草一本，虫一

のネコ型ロボットドラえもんを連れてやって

匹でも，同じ生きものなのだから大切にして

きたわけです。平成１１年９月３日の中日新

愛する心を失わなければ，自然に心が通いあ

聞夕刊に，富山大学の先生がドラえもんの

って豊かな人間になれるということをのび太

ホ−ムペ−ジを設けて，これから学問として

はファンタグラスを通して知っていきます。

研究していくことにしたというニュ−スがの

このファンタグラスは，もう一人の自分の声

っていました。次の日の同新聞の朝刊には，

の象徴と思っていいと思います。心にゆとり

中日春秋の筆者が早速そのホ−ムペ−ジを開

をもって色々なものを眺めれば，こうしたタ

いて，そこに書いてあることを一部紹介して

ンポポの姿もみえてきて，自然にやさしくな

いましたが，それによるとドラえもんの職業

れると思います。そういう心も一人一人がも

は特定意志薄弱児監視指導員となっていま

っているということです。しかし人は忙しい

す。特定意志薄弱児であるのび太をドラえも

毎日の中で，そういう気持ちを忘れてしまい

んが監視，指導して，何とかジャイ子と結婚

ます。忙しいという字は，心が亡くなると書

させないようにしようというわけです。ジャ
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イ子と結婚するとどうなるかというと，のび

にジャイ子の漫画家としてのペンネ−ムはク

太は自分で会社を始め，倒産して借金取りに

リスチーネ剛田ですが，クリスチーネという

追い回される日々が続き，１００年たっても

名もアンデルセンの童話に出てきますし，の

返し切れず，子孫は貧乏で苦しめられ，セワ

び太は綾取りが好きですが，アンデルセンも

シのお年玉も５０円という，お先真っ暗な未

少年の頃から女の子の遊びが好きだったこと

来のため，どうしてもそれを阻止しなければ

をあげて，アンデルセンとドラえもんの関係

ならないとして，セワシとドラえもんがやっ

の話はここまでにしたいと思います。余談で

てきたわけです。

すが，日本の漫画は海外で評価が高く，ドラ

セワシとドラえもんは２２世紀からやって

えもんは３千万冊売れているそうです。因み

きました。はっきりした年号としては２１２

に日本では一億冊以上売れているそうです。

５年が二度出てきます。第１０巻には２１２

また，日本の漫画を日本語で読みたいために

５年にセワシがとっている『小学四年生』の

日本語を学ぶ学生が増えているそうです。漫

ことがでてきますし，第２１巻にのっている

画恐るべしですね。

「未来の町にただ一人」の中では，のび太が

藤子不二雄さんがアンデルセンから多くの

タイムマシ−ンで２１２５年にドラえもんの

アイデアを学んでいることがわかりましたが

時代へ行くことがでています。ドラえもんの

他にも日本のアンデルセンといわれている小

誕生日は２１１２年９月３日ですから，この

川未明さんやまどみちおさんがいます。まど

時彼は１３才ということになります。この時

さんは日本人として初めて国際アンデルセン

代設定もアンデルセンの『ホルメン運河から

賞の作家賞を受賞しておられます。これは児

アマゲル島東端までの徒歩旅行』から得てい

童文学界のノ−ベル賞といわれているるもの

るのではないかと思います。

です。また，イギリスのオスカ−・ワイルド

この作品の主人公は，２１２８年と書いて

もアンデルセンの影響で童話集を２冊出して

あるプラカ−ドの立っている御殿へ入って，

います。彼の「幸福の王子」や「わがままな

そこで有名人や科学の成果をまのあたりにし

巨人」がアンデルセン的なのはそのためです。

ます。ドラえもんの２１２５年とアンデルセ

更に調べていけば，アンデルセンの影響は世

ンの２１２８年，３年の違いしかありません

界的であることがわかってきます。これほど

ね。また，「どこでもドア」の発想もアンデ

の影響を与えたアンデルセンの童話がどのよ

ルセンの童話「幸福の長靴」からきているの

うにして誕生するに至ったのかを彼の人生経

ではないかと思われます。この長靴をはくと

験とからめながらみていこうと思います。

そのとたんに，その人はその人の一番望んで
いる場所なり時代へ連れていってくれるもの

２

生い立ちから少年時代まで

です。またアンデルセンが１８３９年，３４

ハンス・クリスチャン・アンデルセンは１

才の時に書いた童話「パラダイスの園」では

８０５年４月２日にデンマ−クのフュ−ン島

一つの花の上に，歴史や地理とか，掛算の九

のオ−デンセに生まれました。（図１参照）

九が書いてあって，それを食べれば勉強がで

１８０５年という年は，日本では江戸幕府が

きるようになるということが書いてあって，

衰え，列強が日本へ接近し始めた頃にあたり

これがドラえもんの「暗記パン」の発想につ

ます。１８０４年にはロシアのレザノフが長

ながったのではないでしょうか。これらの他

崎へ来て，幕府に通商を求めています。ヨ−
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しますが，一人の可愛い女の子の番になり，
その子はちょうど「大草原の小さな家」にで
てくるネリ−という少女のように，凄い自慢
屋さんで，「私は侍従の子よ」と得意がるの
です。侍従というのは天皇や王様の側近の官
ですから，その子は自分の血筋を自慢してい
るわけです。そしてその子はさらに続けて，
生まれがよくなければ出世できないし偉くな
れないからそういう子はそばへ寄せ付けない
ようにしましょう，と言ったりします。それ
を聞いた商人の子は怒ります。なぜならその
子の姓もアスセンといって，名前の最後にセ
ンがついているからです。この子のお父さん
は，貧しい出でありながらも真面目によく働
いて財をなし，今は裕福になっていました。
それでこの子は，父の財産が自慢で，私のお
父さんはチョコレ−トを沢山買って，それを
ロッパでは，１８０４年にナポレオンがフラ

みんなにまき散らすこともできるのよ，あな

ンスの皇帝になり，イギリスやロシアを敵に

たのお父さんにそれができて，と反論します。

まわしていました。デンマ−クはフランスと

そばで聞いていたもの書きの娘は，自分の父

同盟を結んでいたため，イギリスから砲撃を

の知識を自慢します。それを，一人の貧しい

受けたり，封鎖されて，不況に苦しんでいま

男の子がドアの隙間から覗いて話を聞いてい

した。アンデルセンが生まれた頃のデンマ−

ましたが，どれも悲しくなるような話ばかり

クの政治情勢はこのようなものでした。

でした。自分の名も最後がセンで終わるので，

アンデルセンの父は貧しい靴職人でした。

世の中へでても偉くなれないと思うと悲しく

アンデルセンという名前からもその貧しさが

なりました。でもこうして生まれてきたんだ，

わかります。アンデルセンの最後のセンとい

りっぱに生まれてきたんだ，と男の子は考え

う言葉は，「だれだれの息子」という意味で

ました。そして大人になりりっぱになったの

それがついている名前は，貧しい家の出とい

はその男の子でした。名前はトルバルセンと

うことがすぐにわかりました。なぜならきち

いいました。血筋や財産や知識を自慢したあ

んとした名前ももらえずに，「だれだれの息

の三人の女の子達は偉くはなりませんでした

子」という姓だからです。このことを取り上

がそれぞれ幸福になりました。あの時考えた

げ た 童 話 も ア ン デ ル セ ン は 書 い て い ま す。

り，言ったりしたことは，あれはただの子供

１８５９年，５４才の時に書いた「子供のお

のおしゃべりだったのです，という終わり方

しゃべり」という童話がそれです。ある裕福

をしている童話です。ここにでてくるトルバ

な商人の家で，子供達のパ−ティがありまし

ルセンという名前は，後に世界的に有名な彫

た。みんな金持ちや上流の子供達ばかりの

刻家になったトルバルセンのことで，今は，

パ−ティです。子供達は一人ずつスピ−チを

コペンハ−ゲンのトルバルセン彫刻館で彼の
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彫刻の数々を見ることができます。彼はアン

した。これは島崎藤村の苦悩を思い出させま

デルセンと同時代のデンマ−ク人で，アンデ

す。藤村の父は，国の行く末を憂えたあまり，

ルセンのよき理解者で，アンデルセンも彼の

気が狂って座敷牢で病死していますし，父の

ことをとても慕っていました。ついでにいい

他にも姉の園子，姪のたず子，こま子など，

ますとアイルランド系やスコットランド系の

家系に精神病患者がいて，自分にもいつかそ

人名にもだれだれの息子を意味する言葉がつ

れが表れるのではないかという不安を感じて

くものがあります。「マク」というのがそれ

いました。また，アンデルセンの父方の祖母

で，例えばマクドナルドとか，マケンズィと

は，病的な虚言癖をもっていて，ものごとを

かいうのがそれです。だからマクドナルドと

自分の都合のいいように変えて話す名人でし

いうのは，ドナルドの息子という意味なので

て，それがアンデルセンにも浸透して，彼自

す。話をアンデルセンの父に戻しますと，彼

身も小さい頃から平気で嘘をつく傾向があっ

は文学が好きで，そのため他の靴職人とも交

たようですが，この祖母もアンデルセンをと

流することも殆どなく，閉鎖的な人で，いつ

ても可愛がり，また祖母の想像力や空想力が，

も浮かぬ顔をして物思いに耽ったりしていま

のちにアンデルセンの作家としての想像力や

したが，アンデルセンをとても可愛がってい

空想力に大いに役立つことになるのです。
母親はアンデルセンの父と結婚する前には

ました。幼い息子に『アラビアン・ナイト』
やデンマ−クの作家ホルベ−ヤの喜劇やフォ

貧困故に，体を売ったこともあり，そのため

ンテ−ヌの寓話を読み聞かせたり，シェイク

に私生児も生んでいます。アンデルセンの母

スピアの劇の真似事をしてみせたりしまし

方の祖母は三人の私生児を生んでいて，その

た。これがアンデルセンの文学への興味の出

ことで投獄されたこともありました。アンデ

発点となったことが自伝にも書いてありま

ルセンの母自身もその私生児の一人だったの

す。アンデルセンが７才の時，父は崇拝して

です。またアンデルセンの叔母はコペンハ−

いたナポレオンの軍に加わり出征します。志

ゲンで売春宿を経営していました。当時は貧

願した理由は，ナポレオンを崇拝していたこ

富の差が激しく，貧しいものはとことん貧し

ともあるでしょうが，志願するとなにがしか

く，生きていくためにはこうしたことも普通

のお金がもらえたので，それも一つの理由だ

にあったようです。結婚二か月後にアンデル

ったようです。しかし，まもなくナポレオン

センが生まれれていますので，アンデルセン

軍が敗退し，軍は解散し，アンデルセンが９

自身も両親の子かどうかも定かではありませ

才の時，帰国しますが，ナポレオン軍敗退の

ん。しかし私はアンデルセンの父とアンデル

絶望と疲労で，帰ってきた時には精神に異常

センの体型や性格が似ていることを考えると

をきたしていて，２年後には錯乱状態になり，

アンデルセン父子は本当の父と子だったよう

１８１６年に死んでいます。その時アンデル

に思っています。体型は父も子も細長型で，

センは１１才でした。アンデルセンの父方の

性格も両者とも神経過敏で陰欝，自己愛的，

家系には精神病の遺伝が認められ，祖父も精

空想的な世界にひたり，一方では周囲に自分

神病を発病していますし，父も先ほどみたよ

の価値を認めさせて喝采を浴びようとする自

うに発病し死んでいます。ですからアンデル

己顕示欲がつよいことがわかっています。彼

セン自身も，祖父や父のように，精神病にな

の出生の真実はわかりませんが，母は字も読

るのではないかという不安を生涯もっていま

めず，考えも古く，息子の好みも理解してや
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れない面はありましたが，働き者で，とても

方には父親の影響があります。ある時父が，

綺麗好きな人でした。迷信的だけれども神の

キリストは俺達と同じ人間で，ただ俺達より

導きを信じて，くよくよしない人でした。

ずっと偉かっただけだと言ったことがありま

しかし，父親の死後再婚した母親との心の

した。これを聞いた妻はふるえあがり，息子

隔たりが大きくなり，孤独を味わうようにな

を抱きしめて，あれは父さんにのりうつった

ったアンデルセンは，近くに住むブンケフ

悪魔が言わせているんだよと言って，それ以

ロ−ト牧師の未亡人と牧師の妹に出会い，そ

上聞かせないようにしたことがあります。妻

の蔵書を借りて読むようになります。そこで

の言葉を受けて夫は，俺達の胸の中にいる悪

初めてシェイクスピアやゲ−テの作品に触れ

魔の他に悪魔なんていやしないんだと言って

ることになります。当時のヨ−ロッパは階級

います。敬虔なクリスチャンは，いいものも

差別がまだ歴然としてあって，本来ならば貧

悪いものも外から人間の体の中にやってくる

しい靴屋の息子が牧師の未亡人のところへ出

と考えます。例えば「神が宿る」とか，「悪

入りできることはなかったのですが，アンデ

魔がとりつく」とかいいますが，キリストを

ルセンにそれだけの天分と向上心があったか

人の子と考えたり，悪魔は人間の内にいる，

らこのような道が開けたということでしょ

つまり，いいものも悪いものも全て人間の心

う。それに明るく無邪気で，ものおじしない

の中にあるのであって外から来るものではな

人なつっこさがあって，誰にも好かれたよう

いという大変急進的な考えの持ち主だったと

です。ブンケフロ−ト未亡人のところで教養

いうことです。ですから，ブンケフロ−ト家

ある世界に触れて，貧しく偏狭な世界から抜

の影響で大変宗教的に考える一面がある一方

け出して，芸術家への道を歩むことを希求す

で，このような父からの影響で，人生につい

るようになります。父の形見の人形を使って

て懐疑的な面もありました。だから作品の中

『ハムレット』や『リア王』をやってみたり，

にも大変宗教的なものもある反面，不安，恐

自分で劇を書いて人に読んできかせたり，い

れ，懐疑に満ちた作品もあるわけで，それが

い声していたので，オ−デンセ川で歌ったり

かえってアンデルセンの作品世界を陰影の深

して自分の夢に向かって動きだします。

いものにしているという面もあるのです。

ブンケフロ−ト家の人々との交流がのちの

そんな子供時代を過ごしていた時，１８１

童話作品にも影響して，彼の童話の多くが宗

８年，１３才の時に，コペンハ−ゲンの王立

教的な色合を濃くだしていきます。しかし，

劇場の一座がオ−デンセに来て上演します。

アンデルセンは，堅信礼といって，１４才か

アンデルセンは父が生きていた時に，オ−デ

ら１５才になると教会の口頭試問を受け，そ

ンセの劇場へ連れていって貰ったこともあり

れに合格すると一人前とみなされて，自分の

ました。父は仕事にはあまり精を出さず，自

好きな道へ進めれるようになる儀式があっ

分の好きなことに時間とお金を注いでいまし

て，その時に教会へ行ったくらいで，生涯の

たので，大好きな劇場へはお金を工面して

殆どを教会とは無関係で過ごしました。だか

時々息子と一緒にいっていました。お金がな

らといって宗教心がなかったわけではなく，

くていけない時は劇場のビラ配りのおじさん

何らかの神の摂理が存在することを信じてい

を手伝ってただでみせてもらったこともあり

ましたし，自然を神の普遍的教会，キリスト

ました。父譲りの芝居好きだったアンデルセ

を偉大な教師とみなしていました。この考え

ンは，この時来た芝居も見にいきました。こ
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の時子役が足りず，羊飼いの少年として舞台

を考えますが，それで一生の思い出に，今や

に立つことになりました。これで気をよくし

っている悲恋物語を見てから死のうと思い，

たアンデルセンは役者をめざすことになりま

ありがねはたいてみるのですが，次の日には

す。コペンハ−ゲンへ出ていく前に彼はオ−

もう気をとり直して，オ−デンセへ帰ろうか，

デンセの色々なところで修業します。その熱

それともコペンハ−ゲンで手に職つけようか

演とソプラノが評判を呼び，金持ちや貴族の

と考えます。この時彼はオ−デンセから来る

館にまで呼ばれるようになり，彼はオ−デン

途中馬車で一緒になり，励ましてもらったヘ

セのナイチンゲ−ルと言われるようになりま

ルマンセン夫人のことを思い出し，彼女を訪

す。ナイチンゲ−ルというのは美しい声で鳴

ねて仕事を世話してもらいますが，職場の人

く鳥の名前で，そこから歌のうまい人のこと

達にからかわれてやめてしまいます。それで

をさすようになりました。

今度はどうすると考えていると，オ−デンセ

１８１９年，１４才の時に，先ほど言いま

にいた頃に新聞を読んで知っていたシボ−ニ

した堅信礼を受けます。アンデルセンには生

という王立音楽学校長のことを思い出して彼

涯を通してかなり見栄っぱりで，虚栄心の強

を訪ねます。そして彼に同情したシボ−ニの

い面がありましたが，この時も上流の子やラ

援助を受けれることになります。寄付を募り，

テン語学校の生徒達に混じって，上級の副監

下宿も世話してくれました。ところが半年ほ

督牧師の方で手続きし，みんなに冷たい目で

どして声変わりがして，高い声が出せなくな

みられました。またこの時，新しい深靴を作

りました。

ってもらったのですが，靴がキュッキュッと

声が潰れて歌手にも俳優にもなれなくなっ

なるのが嬉しくて，祈りの時も心が靴の方へ

たアンデルセンは王立劇場のバレ−部に籍を

いって，神に許しを乞いますが，またしばら

置かせてもらいながら，劇作家をめざします。

くすると心は靴の方へいってしまいました。

ここらへんまではシェイクスピアに似ていて

この時の経験をもとに彼は後に「赤い靴」を

興味深いですね。父親が手袋職人だったシェ

書くことになります。これは最も厳しく虚栄

イクスピアは，彼が若い時にロンドンからや

心を罰している作品です。

ってきた「女王一座」という旅回りの演劇を

３

見て役者を志し，ロンドンへ出るのですが，

コペンハ−ゲン大学入学まで

どうがんばっても役者として芽が出ず，劇の

１４才の時に堅信礼を済ませると，母の反

台本書きをめざします。こうしてシェイクス

対を押し切って，コペンハ−ゲンの王立劇場

ピアは劇作家になり，アンデルセンは後に童

へ志願しにいきます。デンマ−クの子供達は

話作家になるわけです。しかし，この時はま

豚の形をした貯金箱をよく使い，アンデルセ

だ劇作家をめざしていたので「妖精の太陽」

ンもこの貯金箱を壊して，そのお金でコペン

という劇を書いて王立劇場へ応募します。審

ハ−ゲンへいっています。都へ出て有名人に

査結果が出るまで，シェイクスピアの作品を

なりたい！というのがこの時のアンデルセン

訳した人として知られるウルフ海軍大将を訪

の気持ちでしたが，これは彼の生涯を貫く思

ねて自作を朗読して意見を聞いたり，世界的

いだったようです。しかし，劇場へいって志

科学者エ−ルステッドも訪ねて意見を聞いた

願しますが，痩せすぎていてだめだと断られ

りしました。最初は図々しいやつだと思われ

ます。アンデルセンは絶望して自殺すること

るのですが，聞いているうちに彼の純真率直
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が相手に心を開かせて，友や援助者となって

守をはじめとする家事は一切アンデルセン

いきます。彼はこのようにして多くの友や援

に任せて，自分は娼婦まがいのことをして，

助者を作っていったのです。生まれながらの

アンデルセンにもみだらなことをいってから

抜け目なさのようなものがあったことがわか

かったりしていました。
この家での生活は心理的拷問室にいるよう

りますね。
そうこうしているうちに審査結果が出ま

だったと自伝に書いてあります。アンデルセ

す。脚本は不採用になりました。採用されな

ンは死ぬ直前にもマイスリング夫妻に苦しめ

かったのは，彼は小学校もろくに行かなかっ

られたことを夢うつつにみてうわごとを言っ

たので，誤字，脱字，文法ミス等が多かった

たと伝えられています。それほど辛かったの

のです。貧しかったので行けなかったことも

でアンデルセンは死を憧れる気分が強くなっ

ありましたが，行けた時も真面目に勉強しな

て，１８２６年，２１才の時に「臨終の子」

かったようです。しかしそれでも彼の原稿に

という詩を書きます。疲れたので目を閉じて

は光るものがあるので，学校へ入って，きち

もいいですか，と母に聞く詩です。この詩は

んと勉強することを勧められます。勧めてく

人々の注意をひき，詩人として認められるき

れたのは王室顧問官で王立劇場の経営委員だ

っかけになりました。しかし，このことを知

ったヨナス・コリンでした。コリンは彼の父

ったマイスリング校長は，くだらん詩を書い

親代わりとなってスラゲルセのラテン語学校

て時間を浪費した罰として，散歩を禁じまし

へ給費生として入れてもらえるように取り計

た。

らってくれました。彼の父の憧れだったラテ

ラテン語学校のヘブライ語の先生がみるに

ン語学校へ入れることになったのです。父は

みかねてコリンに実状を告げると，コリンは

少年時代に見込みがあったので村の裕福な

すぐに彼を退学させてコペンハ−ゲンへ引き

人々は彼をラテン語学校へ入れてやろうとし

取り，部屋を借りてくれました。この部屋は

ましたが，貧しい両親は一日も早く手に職を

屋根裏部屋でしたが窓からの眺めがよく，こ

つけさせたく，そうした父母の希望に従って，

の部屋のことがのちに作品に登場します。小

靴屋の徒弟になったいきさつがあります。

説『しがないバイオリンひき』がそうですし，

ところがこのラテン語学校の校長マイスリ

『絵のない絵本』はこの部屋で夜毎月を眺め

ングがひどい人間で，アンデルセンをいじめ

て着想した連作短篇集です。この『絵のない

るのです。そして，マイスリング校長がスラ

絵本』は，世界中をまわる月が色々なところ

ゲルセのラテン語学校からヘルシンゲ−アの

で目にしたことを，屋根裏部屋の若い青年画

ラテン語学校へ転任になると，彼はアンデル

家に語ったことを青年が書き留めたという形

センも転校させて一緒に連れて行きいじめ続

で書かれた３３編からなるデッサン風の連作

けるのです。（図１参照）このヘルシンゲ−

短篇集なのですが，その最後の第３３夜には

アはシェイクスピアの『ハムレット』の舞台

４才の女の子の，寝る前の祈りが書いてあり

で，バルト海の入り口にあたる重要な場所で

ます。その女の子は，「我らの日々にパンを

して，バルト海へ向かう船は通行税をはらわ

あたえたまえ」といってから，「バタ−をた

なければなりませんでした。これはデンマ−

くさんぬってちょうだいね」と付け加えると

クの大きな税収となっていました。また，マ

ころがありますが，これはアンデルセンの願

イスリング校長の夫人もいやらしい人で，子

いでもあったのです。アンデルセンはバタ−
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そうした中で，今までのような貧しさや精

をぬったパンが大好きでした。またデンマ−
クの人はウナギが大好きで，フライにしたり

神病の血やいじめといった苦悩とはまた違っ

してブランデ−と一緒に頂くそうです。アン

た苦悩を味わうことになります。それは女性

デルセンのお母さんが川で洗濯してなにがし

に恋して失恋する苦しみでした。１８３０年，

かのお金を稼いでいた時も，寒いのでブラン

２５才の時のリボア・ヴォイクトという女性

デ−を飲んで体を暖めたそうです。また寒い

への第一回目の失恋をかわぎりに，１８４６

冬はビ−ルを暖めて飲むそうです。

年，４１才の時に４回目の失恋が成就する時

この部屋で彼はコペンハ−ゲン大学への受

まで，１６年間にわたって失恋の苦悩を味わ

験勉強をするわけですが，勉強を手伝ってく

い，あれほどの名声を得ながらもついに誰と

れたのは同大学の神学部の学生ルドヴィク・

も結ばれることなく一生を独身で過ごすこと

ミュラ−という学生でした。アンデルセンの

になります。

宗教観は原罪とか地獄という概念を信じるこ

どうしてそういうことになったのかについ

とはなく，人間の理知によって考え，汎神論

て研究者は色々いっていますが，共通して言

的な曖昧なものでしたが，ミュラ−は神学部

っていることは，容貌，性格ともに女性に好

の学生なので，彼の考え方はもっと深刻で，

かれるタイプの男性ではなかったということ

厳粛なものでした。のちにアンデルセンが書

です。容貌の点からいえば，背がひょろ長く

くことになる「赤い靴」や「パンを踏んだ女

そのわりには頭が小さく，手足が長く，全体

の子」にみられるように，厳しい宗教的色彩

的にバランスがとれていなくて，デンマ−ク

の濃いいものを書いたのはミュラ−の影響だ

のオランウ−タンとあだなされていました。

といわれています。ミュラ−のおかげで彼は

性格の方は，ひとりよがりで男らしさに欠け

１８２８年，２３才の時にコペンハ−ゲン大

感情の起伏が激しく，世間から作品を悪く批

学へ入学します。これは大変な名誉で，日本

評されると絶望して深く沈みこんだり，やっ

だったら東大に合格したような名誉に相当し

きになって弁解したり，愚痴をこぼしたり，

ます。

誉められると有頂天になり，やたら人に読ん

４

で聞かせたり，何しろ男性的気概とか頼もし

４回の失恋と外国旅行

さを感じさせるものが全くなかったようで

大学に入学した年に自費出版した旅行記

す。デンマ−クの大批評家ブランデスは，ア

『ホルメン運河からアマゲル島東端までの徒

ンデルセンの基本的性格を「功名心の塊」と

歩旅行』が好評を博したり，最初の戯曲『ニ

いっています。有名になること，名誉と地位，

コライ塔上の恋』が王立劇場で上演されるな

喝采と称賛を得ることが彼の生き甲斐でし

どして，学生時代に作家アンデルセンが誕生

た。

しましたが，この頃はまだ童話は書いておら

アンデルセンは作品が悪評されたり，失恋

ず，詩，旅行記，戯曲を中心とした文芸活動

したりすると，すぐ外国へいってしまうこと

でした。しかしまだ作家活動に専念するだけ

になります。１８３１年，２６才の時に詩集

の自信がなく，迷っていた時に，君は詩人が

の「空想とスケッチ」が悪評を買ったことと，

天職だとヨナス・コリンに言われ，迷いがふ

リボアへの失恋のために，初めて外国旅行に

っきれて，折角入った大学をやめて作家活動

でかけています。この時以降死ぬまでに彼は

に専念します。

２９回も外国旅行にでかけています。１８３２
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年，２７才の時には，ヨナス・コリンの娘ル

ら絶望して漂白の旅にでますが，ある町の場

イ−ゼに恋をします。しかし，いくらよく面

末の劇場で今は声が潰れて落ちぶれたアヌン

倒をみてやっているからといって，当時は貴

チャタと巡りあい，本当に彼女が愛していた

族と庶民の結婚は考えられないほど身分差別

のはあなただと聞かされますが，彼女は次の

がしっかりありましたので，とても結婚は許

日にはどこかへ行方をくらませてしまいま

すことができず，すぐに娘を法律家リンドと

す。アントニオは嘆き悲しみますが，最後に

いう人と婚約させてしまいます。それでまた

は美しい少女と結ばれて幸福な生活を送るよ

１８３３年，２８才の時に，ルイ−ゼの結婚

うになるというハッピ−・エンディングのお

式直前に外国旅行へでかけます。この旅行で

話です。
この作品は不幸な運命にもてあそばれなが

はフランス，スイス，イタリアとまわり，

らも，色々と他人の情を受け，もって生まれ

『即興詩人』の着想を得て帰国します。
１８３５年，３０才の時，外国旅行から帰

た才能だけを頼りに健気に道を開いていった

って『即興詩人』を出版すると，すぐにドイ

一青年の物語として，世界にも数少ない青春

ツ，スウェ−デン，ロシア，イギリス，オラ

物語の傑作として大評判になりました。日本

ンダ，ポ−ランド等でも翻訳されて，本国よ

では１８９２年，明治２５年に森鴎外が訳し

りも先に外国で有名になります。この『即興

始め，１０年後完訳しますが，これはベスト

詩人』というタイトルは，以前デンマ−クの

セラ−となりました。鴎外は明治２１年にド

批評家ハイベアに，あいつは思いつきで詩を

イツ留学から帰り，日本の近代化，西洋化を

作って推敲もしない即興詩人のようなやつだ

双肩に荷なうことになります。軍医として国

と酷評されたのを覚えていて，その言葉を逆

家と国民に尽くし，文筆活動によって啓蒙活

手にとってつけたタイトルなので，主人公の

動を行ないました。その発表機関として「し

即興詩人のアントニオはアンデルセンのこと

がらみ草紙」という雑誌を創刊していますが

をさしています。アンデルセンの作品は詩に

「しがらみ」とは川の中にあって，上流から

も劇にも小説にも童話にも，殆ど全ての作品

流れてきた雑多なものを受け止めて，下流に

に何らかの形でアンデルセン自身が投影され

流さないようにして下流の水を澄ませるよう

ています。だから彼の文学は回想の文学とい

にした装置であるように，文学作品にもいい

われたりもします。自分のことを回想して作

ものもあればわるいものもあるので，それを

った文学作品ということです。

よりわけていく雑誌であるという意味でつけ

「即興詩人」のあらすじは次の通りです。

られた名前です。当時は福沢諭吉を代表とす

イタリアに住んでいたアントニオ母子が祭り

る実学尊重，物質文明偏重の気風が強い中で

にでかけ，狂ったように走ってきた馬車に母

鴎外は西洋文学を標準とするすぐれた文学の

親がひき殺され，アントニオはひき殺した貴

樹立をめざしていました。そうした活動の中

族の援助で学校へやってもらっているうちに

でアンデルセンの『即興詩人』を取り上げた

即席で詩を作る才能のおかげで世間に認めら

のは『即興詩人』の中に文学の見本，模範を

れていきます。やがてアヌンチャタという歌

みたからです。鴎外の見る目は確かで，鴎外

姫を巡って親友と決闘しますが，その時誤っ

訳の『即興詩人』は明治・大正の文壇に大き

て親友を殺したと思いこみ，またアヌンチャ

な影響を与えました。そして鴎外訳の『即興

タの愛が友の上にあったと思いこんだことか

詩人』はイタリアの観光案内としても使われ

― 106 ―

アンデルセンの世界 q
−２１世紀へ伝えたい豊かな世界−

（佐藤義隆）

木下杢太郎，斎藤茂吉，阿部次郎，小泉信三

には，少年時代ブンケフロ−ト未亡人から学

といった人達はこの本を持ってイタリアを訪

んだ宗教やコペンハ−ゲン大学の神学部の学

れています。

生ミュラ−から教わった宗教の影響が出てい

５

ます。彼はこうした人々から，イエス・キリ

童話を書き始める

ストが自分の命を犠牲にして人類の罪を贖っ

『即興詩人』の成功で一段落したアンデル

たことを教えてもらいました。これ以上の愛

センは，子供が好きだったので童話を書くこ

はないわけで，こうした自己犠牲的愛の素晴

とによって若い世代に呼び掛けてみようと思

らしさを学んでいます。「人魚姫」は大評判

います。『即興詩人』より１カ月後に，最初

になり，子供向けのやさしい童話という形の

の童話集『子供のための童話集』を出します。

中にも，人生の深い真実がこめられることに

これには経済的な理由もありました。それが

人々は驚き，人々はこれまで蔑視してきた童

成功したといってもあまりお金にはなりませ

話という文学形式を改めて見直しました。ア

んでしたから。しかし初めて出した童話集が

ンデルセンは童話の地位を高め，童話を独自

不評で，彼はそれに気をくさらせてしばらく

の文学ジャンルとして確立した功績があるわ

小説に力を注ぎます。この童話集が不評だっ

けです。こうした評判に彼も自信を得て，童

たのはアンデルセン自身がまだ童話の本質が

話に専念していくことになります。こうして

つかめていなかったことと，読者の無理解に

彼は死ぬまでに１６４編の童話を書くことに

よるものでした。

なります。また，「人魚姫」には，二度の失

当時の人々はまだ童話というものを精神修

恋で苦しみを味わった彼自身の苦悩が投影さ

養とか教訓話としかみておらず，既存の社会

れていて，人魚姫はアンデルセン自身なので

の在り方を教え，社会に適応させるためのモ

す。彼はのちに再び失恋し，深い苦悩と絶望

ラルを教えるものと考えていました。また子

を体験するのですが，その時もその苦悩と絶

供達には，暗さのない，陽気で明るく楽しい

望を童話化することによって，人生の危機を

本のみを与えるべきだと考えていました。童

乗り越えていきました。

話が偽らざる人生の真実をシンプルな形で描

彼は１８４６年，４１才の時に，４回目の

き出す象徴詩であるという理解にはまだ至っ

失恋をします。相手はイェニイ・リンドとい

ていませんでした。こうしてアンデルセンは

うスウェ−デンの歌姫でした。彼女はスウ

彼独自の童話に対する確たる哲学もまだ定ま

ェ−デンのナイチンゲ−ルと呼ばれ，デン

らず，読者の無理解にもあって，しばらく童

マ−クでも大変な人気で，切符を買うのに前

話を離れていましたが，田舎へ旅行してみる

の晩から行列ができたほどでした。声が美し

と，大人も子供も喜んで彼の童話を読んでい

く清らかで，魅力的な女性だったといわれて

る姿を見て自信を取り戻し，また童話を書く

います。彼女はアンデルセンをとても尊敬し

意欲がわいてきました。こうして書かれたの

ていましたので，彼も今度はいけると思って

が「人魚姫」でした。

いたようですが，こちらの気持ちを示しても，

「人魚姫」は，王子への恋が報いられず，

友情とかお兄様という言葉しか返ってこなか

そのため海の泡となることになっても王子を

ったようです。そういうふうにいわれれば，

恨まず，報いられることを求めない愛にめざ

大抵の男はあきらめてしまうのですが，彼は

めて全てを神に委ねる話です。こうした結末

あきらめずに，３５才で出会ってから４１才
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で決定的な別れがくるまで６年間，彼女の

方がクヌ−トをミラノのオペラ座へ連れてい

「おっかけ」のようなことをしていたのです。

ってくれて，そこで偶然ヨハンネと再会し，

彼女を失って５年後の１８５１年，４６才

彼女が他の男と婚約したことを知ります。彼

の時に「ものいわぬ本」という童話を書いて

は故郷へ帰りたくなって旅立ちますが，その

います。農家の中庭のあずまやに，まだ蓋を

途中，柳の木の下で眠り，夢をみます。自分

していない棺が置いてあります。中には，分

がヨハンネと教会で結婚式をあげる夢でし

厚い本を枕にして置かれた若者の遺体が入っ

た。その時目が醒めたので，今僕は一生のう

ています。この人はウプサラ大学の優秀な学

ちで一番楽しかったので，神様，もう一度今

生で，古典語もできれば歌も歌え，詩も書け

の夢をみさせて下さいといって，再び目を閉

た人です。ところがこの人の身の上に何かが

じて眠り夢をみます。次の朝柳の木の下で凍

おきてからというもの，勉強も捨て，自分も

え死んだクヌ−トが発見されるのです。

捨て，すっかり酒に溺れ，体を悪くしてこの

「柳の木の下で」の２年あとの，１８５５

田舎にやってきたのですが，養生の甲斐もな

年には「イブと小さなクリスチ−ネ」という

く亡くなったのです。ウプサラ大学はスウ

童話を書いています。イブとクリスチ−ネも

ェ−デンにありますからそこからイェニイが

クヌ−トとヨハンネのように幼なじみなので

連想されますし，古典語ができ歌も歌え，詩

すが，こんどは二人はお互いに好きになるの

も書けるというところから，アンデルセンが

ですが，クリスチ−ネが裕福な男性にみそめ

連想されます。彼は彼女への失恋から自分に

られ，彼女にもその男性にひかれているとこ

もこうなっていた可能性もあったことを書い

ろがあることを感じて，巡ってきた幸福をつ

たのだと思います。ゲ−テも２５才の時に失

かむように言って，自分はひきさがります。

恋し，『若きウェルテルの悩み』を書き，ウ

しかし，何年か後，クリスチ−ネの夫は無節

ェルテルに自殺させています。それでもアン

操な生活で破産して死に，クリスチ−ネは幼

デルセンはこの若者のようにはならずに生き

い娘をかかえて貧しい家で明日をもしれぬ病

る苦しみの方をとったのです。ゲ−テも同じ

いのとこにあります。その間に裕福になって

でした。

いたイブは，偶然クリスチ−ネ母子に出会い

１８５２年にイェニイが法律家ゴ−ルドシ

クリスチ−ネが息をひきとった後，イブはそ

ュミットと結婚したことを知ると，その絶望

の子をひきとって育てます。この作品では，

から翌年１８５３年に「柳の木の下で」とい

イェニイの結婚生活がうまくいかず，どのよ

う童話を書きました。クヌ−トとヨハンネは

うな形であれ自分を再評価して戻ってきてく

幼なじみでしたが，ヨハンネは声がよく，そ

れることを願って，このような童話を書いた

して運が向いてきて，コペンハ−ゲンのオペ

のではないでしょうか。好きだった女性に結

ラ劇場にでれるようになります。靴屋の修業

婚された男性はしばらくはそのように考えて

をしていたクヌ−トはヨハンネに求婚します

彼女が戻ってきてくれることを待っているよ

が，私はあなたのよい妹，それ以上はいけな

うです。

いわ，といわれてしまいます。ヨハンネは芸
を磨くためフランスへ行ってしまいます。傷

あとがき

心のクヌ−トは傷を癒すために靴の修業をし

この論文は，１９９９年（平成１１年）９

ながら外国をまわります。たまたま靴屋の親

月４日に，一宮おやこ劇場協議会の依頼で，
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