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Personen. 登場人物 
 
Herr von Rückenmark リュッケンマルク氏 
Eduard  エドワード（リュッケンマルク氏の息子） 
Emilie  エミーリエ（リュッケンマルク氏の娘） 
Caroline von Hellstern. カロリーネ・フォン・ヘルシュテルン 
Ferdinand von Bombeck. フェルディナンド・フォン・ボンベック 
Peter Gutschaaf, Eduards Diener. ペーター・グートシャーフ（エドワード

の召使い） 
Katzrabe. カッツラーベ   
Walther. ヴァルター    
Einige Häscher.  何人かの捕吏達 
 
(Der Schauplatz ist ein Zimmer in dem Hause des Herrn von Rückenm.) 
 （舞台は、リュッケンマルク氏の家の中のとある部屋である。） 
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Erster Act.  第１幕 
 

Erste Scene. 第１場 
  
 
(Emilie sitzt im Vordergrunde mit weiblicher Arbeit beschäftigt.  
 （エミーリエは舞台の前方に座って、女性の仕事で忙しくしている 
Katzrabe und Walther stehen an der Mittelthür.   
  カッツラーベとヴァルターは、中央のドアのところに立っている

。 
Herr v. Rückenm. tritt aus einem Seitenzimmer.) 
 リュッケンマルク氏が隣の部屋から出て来る。） 
 
Herr v. Rückenm. Wer will mich sprechen? 
 リュッケンマルク：誰が私と話したいのだね？ 
 
Katzr. Ew. Gnaden haben durch die Zeitungen bekannt gemacht, daß Sie einen 
Kammerdiener brauchen; ich biete meine Dienste an. 
 リュッケンマルク様は、近侍が一人必要であると、新聞で公にされ

ておられました。私が近侍になります。 
 
Walther. Auch ich.  
 私も同じく。 
 
Rückenm. So so. Ja ja, das ist ganz gut. Aber mein Kammerdiener hat zugleich 
meine Casse unter den Händen, muß also ein treuer zuverlässiger Mensch seyn. 
 そうかい、そうかい。はい、はい、それは大変よろしい。しかしだ

ね、私の近侍は同時に私の 金庫を手掛けるのであり、従って誠実で

信頼できる人間でなければならないのだよ。 
 
Katzr. Das bin ich. 
 それは私です。 
 
Walther. Hier sind meine Zeugnisse. 
 ここに私の履歴書類があります。 
 
Rückenm. (nimmt und liest die Zeugnisse) Er hat funfzehn Jahr bey seinem Herrn 
gedient? 
 （履歴書類を受け取り、読む）君は15年間、君の主人に仕えてきたの
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だね？ 
 
Walther. Nur der Tod konnte mich von ihm trennen. 
 唯一彼の死だけが私を彼から引き離すことができました。 
 
Rückenm. Das ist allerdings eine Empfehlung. (zu Katzrabe) Wo sind seine 
Attestate? 
 これは確かに推薦状である。（カッツラーベに向かって）君の履歴

書類は？ 
 
Katzr. Ich habe keine, sie sind mir gestohlen worden. 
 私は何の履歴書類も持っていません、それらは盗まれてしまったの

です。 
 
Rückenm. So? Nun darauf kommt auch so viel nicht an. Wenn man nach solchen 
Attestaten urtheilen wollte, so gäbe es gar keine schlechten Dienstboten auf der 
Welt. 
 そうなのか？まあ、履歴書類に基づくことは実際にはそれほど重要

ではない。もしそのような履歴書類を基に判断しようとした場合、

（訳者注：もしその内容が真実であれば）そのとき世界には悪い召

使いは一人もいなくなることであろう。 
Der ehrlichste Mann, der einen Bedienten fortjagt, macht sich gar kein Gewissen 
daraus, ihm eine mitleidige Lüge mit auf den Weg zu geben.  
 ある召使いを追い払う最も誠実な人は、その召使いに思いやりのあ

る嘘で塗り固めた手紙を持たせ て送り出すことに、良心の呵責を全

く覚えないものである。 
Ob ein anderer ehrlicher Mann dadurch betrogen wird, darnach fragt keiner, 
wenn nur der Spitzbube sein Fortkommen findet.  
 たとえその悪党が新しい仕事を見つけるだけであるとしても、その

せいである他の誠実な人が欺か れるかどうかを、その後で誰も問題

にしないのだ。 
Also auf dergleichen Attestate traue ich nicht. Gott sey Dank, ich kenne ganz 
andere Mittel, die stets untrüglich sind. Mich hintergeht keiner. Wen ich in meine 
Dienste nehmen soll, der muß sich zuvor den Kopf von mir befühlen lassen. Wollt 
ihr das? 
 従ってそのような履歴書類を私は信用しないのだ。神よありがたや

、私は常に絶対確実である全く違う手段を知っているのだ。 
 誰も私を騙すことはできない。私が誰を私の召使いに採用するつも

りであろうとも、その者は前もってその頭を私に触られることがで
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きなければならないのだ。君たちにはそのつもりがあるかね？ 
 
Walther. Von Herzen gern. 
 心から喜んで。 
 
Katzr. Wenn es nicht anders seyn kann. 
 もし他に方法がなければ。 
 
Rückenm.(betastet Walthers Kopf mit großem Ernst) Ey! Ey! Ey1 Ey! (er kömmt zu 
seiner Tochter). Nun bitte ich dich ums Himmels willen Emilie! da lies einmal die 
Attestate; sollte man nicht glauben: der Kerl wär' ein Wunder von Ehrlichkeit? 
 (ヴァルターの頭を非常に真剣に触る）あ～！あ～！あ～！あ～！（

彼は娘の許へ近づく）さあ、お願いだからエミーリエよ！ほら、これ

らの履歴書類を一度読んでみたまえ；「どうして信じないこ と

がありえようか。この男が奇跡的なほど誠実であることを。」 
– Ein Spitzbube ist er, ein verdammter Spitzbube! 
Er hat ein Diebsorgan so dick wie eine Rolle Knaster.  
Betrachte nur den breitgedrückten Schädel, und wie das zu beiden Seiten 
hinausläuft (er kehrt zurück) Geh er mit Gott, mein Freund. Ihn kann ich nicht 
brauchen. 
  彼は悪党だ、どうしようもない悪党だ！彼は安タバコの葉巻と同

じくらい太い泥棒の器官を持って いる。ただ幅広く押しつぶされ

たような頭蓋骨だけを、そしてどれくらいそれが両側面に向かって

走り出ているかをじっと眺めてごらんなさい。（彼はヴァルターの

所へ戻ってくる）神と共に行きなさ い、私の友人よ。私は君を必要

とすることができない。 
 
Walther. Ich habe doch meinem seligen Herrn funfzehn Jahre treu und ehrlich 
gedient. 
 私はしかし私の今は亡き主人に、15年間忠実にそして誠実に仕えて

 きました。 
 
Rückenm. Das macht er einem Andern weiß. Bestohlen hat er ihn, entsetzlich 
bestohlen. 
 それを君は他の人に真実だと思い込ませる。盗んだのだ、君は主人

 から、恐ろしいことに盗んだの だ。 
 
Walther. Gnädiger Herr ich halte auf Ehre. Wenn Sie mich nicht in Ihre Dienste 
nehmen wollen, so haben Sie doch auch kein Recht mich zu beschimpfen. 



6 

 リュッケンマルク様、私は名誉を保ちます。もしあなた様が私を召

 使いに採用するつもりがないの ならば、あなた様は私を侮辱する権

 利を本当は持っていないではありませんか。 
 
Rückenm. Ey mein Freund, es ist ja nicht meine Schuld, daß er zum Stehlen geneigt 
ist, und seine Schuld ist es freylich auch nicht. Das ist ein Unglück, wofür 
Niemand kann. (er befühlt Katzrabes Kopf) 
 あ～私の友人よ、君が盗みをする気があることは私のせいではない

ではないか、そしてそれはもちろんまた君のせいでもない。それは

不運なのであって、それに関して誰もどうすることもできないのだ

。（彼はカッツラーベの頭に触る） 
Ah? Bravo! Bravo! Sapperment das ist ein prächtiger Schädel! eine solche 
Gutmüthigkeit ist mir noch gar nicht vorgekommen. Ein wahrer Berg von 
Herzensgüte. (zu Walther) 
 あ～？素晴らしい！素晴らしい！おやまあ、これは華麗な頭蓋骨だ

こと！そのような気立ての良さの器官に私はかつて全く出会ったこ

とがない。「心底からの親切さ」の本物の山だ。（ヴァルターへ） 
Da seh er selbst mein Freund, dieser Hügel, der fehlt ihm ganz. 
 ほら、君は自分自身を見てごらんなさい、このカッツラーベの頭の

 盛り上がり、これが君には全く欠けてい る。 
 
Walther. Das glaub ich wohl. Der Kerl hat gestern Prügel im Wirthshause 
bekommen, weil er falsch spielte, der muß noch eine Menge Beulen am Kopf 
tragen. 
 私は確かにそのように思います。その男は、トランプでいかさまを

 やらかして、昨日居酒屋で殴られました。彼はまだ沢山のコブを頭

 に持っているに違いありません。 
 
Katzr. Verleumdung, pure Verleumdung. 
 名誉棄損だ、まったくの名誉棄損だ。 
 
Rückenm. Freylich, freylich, er ist ein Narr, Beulen sind ja keine Organe. (er befühlt 
wieder)  
 もちろん、もちろん、彼は愚か者だ、しかしコブは器官では全くな

 いではないか。（彼は再び触る） 
Und hier an der Seite ganz platt, keine Spur von Schlauheit; noch weniger von 
Diebssinn.  
 そしてここ、側面は完全に平らであり、抜け目のなさの足跡が全く

 ない；泥棒の感覚に関してはさらに少な い。 
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Er ist ein guter Kerl. Ein wenig dumm mag er seyn, doch das hat nichts zu 
bedeuten, ich nehme ihn in meine Dienste. 
 君は良い男だ。君は少し馬鹿かもしれないが、しかしそれは取るに

 足りないことだ、私は君を私の召使いに採用する。 
 
Katzr. Ew. Gnaden sollen Freude an mir erleben. 
 リュッケンマルク様、私が喜ばせて差し上げます。 
 
Walther. Das wäre zu wünschen. Meinetwegen. Aber der gnädige Herr müssen die 
Beschimpfung widerrufen, die Sie mir heute angethan haben, sonst verklage ich Sie 
auf der Stelle. 
 そうであったらいいですねえ。私は構いませんから。しかしリュッ

 ケンマルク様、あなたは今日私に対して行った罵詈雑言を取り消さ

 なければなりません、さもないと私はあなたをすぐに告発します。 
 
Rückenm. Mein Freund, ich meine es ja gut mit ihm, und kann ihm keinen bessern 
Rath ertheilen, als den, lasse er sich zeitlebens einsperren, er stiehlt sich sonst an den 
Galgen. 
 私の友人よ、だって私は君に関して適切に言うではないか、私は君

に対して、「君は自分自身を一 生の間投獄させておいたほうがよい

、さもないと君は（訳者注：犯罪を犯して、その結果）絞首台へとこ

っそり忍び入ることになろう」、ということよりも良い助言を全く与

えることができないのだ。 
 
Walther. Das ist zu arg. Mein ehrlicher Name ist mein ganzer Reichthum. Ich werde 
die Obrigkeit befragen, ob es erlaubt ist, mir ohne alle Ursache den zu stehlen. (ab) 
 それはあまりにもひどすぎます。私の誠実なる名前は、私の全ての

 富なのです。私はお上に、全く理由もなしに私からそれを盗むこと

 が許されるのかどうかを、尋ねるつもりです。 
 （ヴァルターは出て行く。） 
 
Rückenm. (zu Katzr.) Geh er doch geschwind hinterdrein, und geb er Acht, daß der 
Kerl auf der Treppe nichts mitgehn heißt. (Katzr. ab.) 
 カッツラーベに向かって）さっさと彼の後を追いかけないか、そし

 てあの男が階段で何も盗まないかを見張りなさい。（カッツラーベ

 は出て行く。） 
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Zweyte Scene. 第２場。 
 

Herr v. Rückenm. Emilie. 
リュッケンマルク氏。エミーリエ。 

 
v. Rückenm. Da hab' ich eine herrliche Acquisition gemacht. Eine Gutmüthigkeit 
wie meine Faust so groß.  
Du kannst dem Menschen auf mein Wort sogleich alles Silbergeräthe anvertrauen. 
 ここに、私は素晴らしい獲得をしてきた。カッツラーベの気立ての

 良さの器官は、私の握りこぶし と同じくらい大きい。お前はあの男

 に、私の言葉通りに、すぐにでも全ての銀器類をゆだねることがで

 きよう。 
 
Emilie. Aber lieber Vater, wenn Sie nun dem andern armen Teufel Unrecht gethan 
haben ? 
 しかし親愛なるお父様、もしお父様があのもう一人の可哀想な人

 （訳者注：ヴァルター）に不正を行ったのだとしたら・・・？ 
 
Rückenm. Unrecht? Hast Du denn nicht gesehen, wie ihm die Wülste zu beiden 
Seiten hinter den Ohren lagen ? Der Kerl hat ja einen Kopf so breit wie eine 
Quabbe. 
 不正だと？カッツラーベには、厚ぼったく丸みを帯びた膨らみ達が

、両側面に、耳の後ろ側に、どのように横たわっていたのかを、お

前は見なかったのか？あの男は、なにしろオタマジャクシと同じく

らい広い頭を持っているのだから。 
 
Emilie.  Gesetzt auch, Ihr System wäre unfehlbar, so hat doch Ihr berühmter 
Lehrer selbst erklärt, es sey äußerst schwer, die Organe durch Betasten zu 
unterscheiden.  
 たとえお父様の体系が絶対確実であるとしても、それならばしかし

お父様の有名な先生（訳者注： 骨相学の創始者であるフランツ・ヨ

ーゼフ・ガル）は自分自身、器官達を触診によって区別するの は

非常に難しい、と説 明しておられましたが。 
Dieß feine Gefühl sey nur Wenigen, und unter diesen fast nur Frauenzimmer zu 
Theil geworden. 
 このような繊細な感覚はごくわずかな人間だけが持つものであり、

そしてそれは、なかんずくほと んど女性だけで占められているそう

です。 
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Rückenm.  Papperlapapp! Der Mann ist galant, er hat euch ein Compliment 
machen wollen, weiter nichts. Ich verstehe mich so gut darauf als Einer.  
 ばかなことを言うな！あの方（訳者注：ガル）は女性に対して慇懃

なのだ、あの方はお前に賛辞を なしたことであろう、それ以上では

ないが。私は骨相学に関しては、誰にも負けないくらい理解してい

るのだ。 
Aber du möchtest das gern läugnen, weil ich an Deinem Liebhaber keinen Tonsinn 
finde, und weil ich entdeckt habe, daß er ein Theosoph ist. 
 しかしお前はそのことを喜んで否定したいのだ、なぜなら私はお前

の恋人に、全く音楽感覚の器官 を見出さないからだ。また私が、彼

が神智学者であることを発見したからだ。 
 
Emilie.  Mein Ferdinand ist allerdings ein wenig schwärmerisch – 
 私のフェルディナントは確かに少し狂信的ではありますけども・・

・ 
 
Rückenm.  Das ist's ja eben, was ich sage. 
 それこそ本当にまさしく私が言っていることだ。 
 
Emilie. Aber seine Gottheit ist nur die Liebe. 
 しかし彼の神は愛だけですわ。 
 
Rückenm.  Laß Dir nichts weiß machen. 
 嘘をつくものではない。 
Die Liebe sitzt nicht hier oben in dem Wirbel des Kopfes, die sitzt hinten im 
Nacken. 
 愛は、ここ上の方の、頭の椎骨にあるのではない、それは後ろの方

 の、首筋にあるのだ。 
 
Emilie.  Ich meine im Herzen? 
 私は心臓にあると思うのですが？ 
 
Rückenm.  Im Nacken sage ich Dir.  
 首筋にあると言っているだろう。 
Und Dein Herr v. Bombeck ist ein Theosoph, der über kurz oder lang eine neue 
Religionssecte stiften wird. 
 お前の恋人のボンベックさんは神智学者だ、彼は遅かれ早かれ、新

 しい宗教分派を設立するであろ う。 
 
Emilie.  Bis jetzt scheint er noch gar nicht daran zu denken. 
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 今までのところ、彼はまだ全くそれについて考えているようには思

 えませんわ。 
 
Rückenm.  Es wird kommen; und vom Tonsinn hat er keine Spur.  
 それは起こるだろう；そして音楽感覚の器官に関して、彼は全く持

 たないのだ。 
Was Musik betrift, da hat er einen Schädel wie ein Affe, der hat auch keinen 
Tonsinn. 
 音楽に関する限り、彼は猿のような頭を持っている、猿もまた全く

 音楽感覚の器官を持たないのだ。 
 
Emilie.  Das kann seyn. Er ist kein Liebhaber von Musik.  
Aber darum kann er doch ein guter Ehemann werden?  
Die Harmonie der gleichgestimmten Herzen – 
 そうかもしれませんわ。彼は全く音楽の愛好者ではありません。だ

 からといって、彼はしかし良い夫になれるのではないでしょうか？

 二つの同じ心の調和が・・・ 
 （訳者注：ここで調和とは、エミーリエとボンベックは同じ気持ち

 であることを指す。） 
 
Rückenm.  Ich sage Dir aber, daß hier nicht von Herzen sondern von Köpfen die 
Rede ist.  
 私はお前に言っているだろうが、ここで話題になっているのは心で

 はなく、頭なのだと。 
Du weißt, ich liebe die Musik leidenschaftlich.  
 お前は知っているだろう、私が音楽を情熱的に愛していることを。 
Ich will nun einmal keinen Schwiegersohn, dem der Sinn für diese herrliche 
Gottesgabe mangelt.  
 私はともかくも、そのような素晴らしい神の賜物に関する感覚を欠

 くような義理の息子を、持つつもりはない。 
Auch keine Schwiegertochter. 
 また義理の娘についても同様だ。 
Unglücks genug, daß meine eigenen Kinder solche Affenschädel haben.  
 十分不幸なことに、私自身の子供達が、そのような猿の頭を持って

 いるのだ。 
Drum habe ich Deinem Bruder Eduard ein Mädchen ausgesucht, das einen Kopf 
hat, wie ein Triangel.   
 従って、私はお前の兄のエドワードに、トライアングルのような頭

 を持ったある少女を選び出した のだ。 
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Das sind die echten musikalischen Genies, und für Dich werd' ich mit Gottes Hülfe 
auch noch ein solches finden. 
 トライアングルのような頭の人々は、本当に音楽の天才達だ、そし

てお前のためにも、私は神のお 導きによ り、またいずれそのような

人をきっと見つけるつもりだ。 
 
Emilie.  Darf man fragen, wer das schöne Mädchen mit dem dreyeckigten Kopf 
ist, das Sie meinem Bruder zugedacht haben ? 
 お父様がお兄様に与えようと考えていらっしゃる、三角形の頭を

 持った美しい少女とは誰なのか、伺ってもよろしいかしら？ 
 
Rückenm.  Fräulein Sturzwald. 
 シュトゥルツバルトさんだ。 
 
Emilie.  Ha! ha! ha! Das bucklichte Fräulein Sturzwald, die kennt wenigstens bis 
jetzt noch keine Note - 
 ホッ! ホッ! ホッ!あの猫背のシュトゥルツバルトさんですって、彼

女は少なくとも今まで音符す ら知りませんわ・・・ 
 
Rückenm.  Das hat nichts zu bedeuten. Nachtigallen singen auch nicht nach 
Noten. 
 それは取るに足らぬことだ。ナイチンゲール達も実際、楽譜に従っ

 て歌うわけではないのだ。 
 
Emilie.  Sie hat aber auch keinen Ton in der Kehle. 
 彼女はしかし実際に、喉に音を全く持っていませんわ。 
 
Rückenm.  Thut nichts, mit ihrem Organ kann sie in vier Wochen eine Virtuosin 
werden, wenn sie nur will, und mir zu gefallen wird sie schon wollen.   
 それは構わない、彼女の器官に関しては、もし彼女が望みさえすれ

ば、そして私を喜ばせるために 彼女はきっと望むだろうが、彼女は

四週間のうちに名人になることができるであろう。 
Dein Bruder kommt heute von seinen Reisen zurück, dann werde ich die Sache 
vollends in Richtigkeit bringen. 
 お前の兄は今日旅から戻って来る、そうしたら私は事を全く正しい

 方向に持って行くつもりだ。 
 
Emilie.  Ich zweifle daß die holdselige Braut meinem Bruder behagen werde. 
 私は、あのとても愛らしい花嫁をお兄様が気に入るのかを、疑って

 しまいますわ。 
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Rückenm.  Sey ohne Sorgen, wenn er das Organ sieht – 
 心配することはない、もしエドワードがあの器官を見れば・・・ 
 
Emilie.  Und den Buckel – 
 そしてもしお兄様がシュトゥルツバルトさんの背中のコブを見れ

 ば・・・ 
 
Rückenm.  Er soll aber den Buckel nicht sehen. Er kann sie von vorne 
betrachten, aber der Triangel –  
 エドワードはしかしあの背中のコブを見てはいけない。エドワード

はシュトゥルツバルトさんを前 方からじっと見ることができるのだ

、しかしあのトライアングルは・・・ 
 
Emilie.  Ich fürchte lieber Vater, der Buckel – 
 私は心配しています、親愛なるお父様、あの背中のコブは・・・ 
 
Rückenm.  Ey so schweig von dem Buckel! Alle Frauenzimmer haben Buckel, 
wenn auch gleich nicht immer auf dem Rücken, denn das sind noch die besten.   
 あー、あの背中のコブについては黙っていよ！すべての女性は背中

のコブを持つものなのだ、ちょ うど必ずしも背中にあるとは限らな

いがね、従って背中が依然として最善なのだ。 
Eure Eitelkeit, eure Falschheit, eure Koketterie, das sind die schlimmsten 
Auswüchse, an denen der arme Ehemann schwerer zu tragen hat, als ihr. 
 お前たち女性の虚栄心、偽り、媚、それらは最悪のコブ達だ。そう

 いうものの重みに、可哀想な夫 は妻よりももっと苦しむのだ。 
Lieber Gott, wenn sonst ein Weib nur gut, und mit dem gehörigen Tonsinn begabt 
ist, so mag sie übrigens einen Buckel haben wie ein Kameel, wer wird sich daran 
stoßen ? – 
 親愛なる神よ、もしある女がコブを持つ他にはただ良いだけの人で

あり、また相応しい音楽感覚の 器官を与えられているのだとしたら

、その場合には彼女はちなみにラクダのように背中のコブを 持

っていても構わないのではないでしょうか、誰がコブのことで気分

を害したりするでしょうか？ 
sie singt, sie spielt, der Mann weint hinter ihrem Stuhle Thränen des Entzückens 
auf ihrem Buckel herab.  
 彼女は歌う、彼女は演奏する、男は彼女の椅子の後ろで陶酔の涙を

 流し、それが彼女の背中のコブ の上に降りかかる。 
Kurz und gut, Eduard heirathet das Fräulein von Sturzwald, und Du bleibst ledig 
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bis ein Mann sich findet, der auch einen Triangel aufzuweisen hat. 
 要するに、エドワードはあのシュトゥルツバルトさんと結婚するの

 だ、そしてお前は、シュトゥルツバルトさんのようなトライアング

 ルを持つ男性が見つかるまで、独身のままだ。 
 
 

Dritte Scene. 第３場。 
 

Herr v. Bombeck. Die Vorigen. 
フェルディナント・フォン・ボンベック氏。前場の人 （々リュッケンマル

ク・エミーリエ）。 
    
Bomb.  Verzeihen Sie meinen frühen Besuch.  
 早くからの訪問をどうかお許しください。 
Liebe und Angst treiben mich her.Ich komme noch einmal, Herr von 
Rückenmark,Sie um die Hand Ihrer Tochter anzuflehen. 
 愛と不安が私を駆り立てるのです。リュッケンマルク様、あなた様

 の娘様と結婚させてくださるこ とを懇願するために、私はもう一度

 来ています。 
 
Rückenm.  Herr v. Bombeck, ich habe schon einmal bedauert, und es ist nichts 
unangenehmer als dergleichen Dinge zweymal bedauern zu müssen. 
 ボンベックさん、私は既に一度あなたのことを残念に思っているの

 だよ。そして同じことを二回も 残念に思わなければならないことほ

 ど、不快なことはないのだよ。 
 
Bomb.  Aber ich besitze Emiliens Herz. 
 しかし私はエミーリエさんの心を所有しています。 
 
Rückenm.  Behalten Sie das in Gottes Namen. Ein Mädchenherz ist doch nur ein 
Besitzthum in partibus infidelium. Was aber die Hand betrift – 
 神の名において、あなたはそれを手元に取っておきたまえ。少女の

 心は、しかし不確かな所有物に すぎないのだ。しかし彼女の手に関

 して言えば・・・ 
 
Bomb.  Warum soll diese liebe Hand den Pfad meines Lebens nicht mit Rosen 
bestreuen ? 
 どうして私の愛するエミーリエさんは、私の人生の小道に薔薇の花

 を撒かないことがありましょう か？ 
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Rückenm.  Ach Gott, die Rosenzeit der Verliebten ist gewöhnlich noch kürzer als 
die der Blumen-Göttin.   
 あ～神様、恋人達の薔薇の時代は、花の女神が花々を開花させる時

 期よりも、普通は更に短いので す。 
Nach den Flitterwochen werden die Rosen in einen Pot-pourri gesammelt und 
Salz darauf gestreut, und bisweilen einmal seufzend daran gerochen, zur Erinnerung 
an die seligen Blüthentage. 
 ハネムーンの後で、薔薇はポプリの中に集められ、そしてその上に

塩を撒かれるのである。そして 時として一度、今は亡き華々しい日

々の思い出のよすがに、ため息をつきながら、匂いを嗅がれるもの

なのである。 
 
Bomb.  Bilder und Zerrbilder bey Seite, Herr v. Rückenmark, was haben Sie gegen 
mich einzuwenden; ich bin ein wohlhabender Mann. 
 絵と風刺画はさておき。リュッケンマルク様、あなた様は私に対し

 て何が不満なのでしょうか；私はお金持ちです。 
 （訳者注：そのことが妬ましいのですか？） 
 
Rückenm.  Meinen Sie, ich gehöre auch zu den Vätern, die genug zu thun 
glauben, wenn sie ihren Töchtern nur zu essen und zwar von Silber verschaffen ?   
 あなたは私が、もし娘達のためにただ食べさせてあげることさえで

きれば、しかも銀の皿で食べさ せてあげることができれば十分であ

る、と信ずるような父親達とまた同類だとでも思うのかい？ 
Ob sie aber essen, und wie sie essen ? ob Galle die Fasanen würzt, oder Thränen in 
den Madera fallen – 
 彼女達は果たして食べるのかどうか、そして彼女達はどのように食

べるのであろうか？胆汁がキジ に味付けをしているのであれ、もし

くは溢れる涙がマディラワインの中に零れ落ちるのであれ  ・

・・ 
 
Bomb.  Ich darf sagen, daß ich auch sonst noch ein ehrlicher und guter Mensch 
bin. 
 言わせてください、私は実際に、そのほかには（訳者注：神智学の

 器官を持つ以外には）、まだ誠 実で良い人間であるということを。 
 
Rückenm.  O ja, Sie haben das Organ der Gutmüthigkeit in einem ziemlichen 
Grade. 
 あ～その通りだ、あなたは気立ての良さの器官をかなりの度合いで

 持っている。 
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Aber Herr, der Tonsinn fehlt Ihnen ganz, das habe ich Ihnen schon neulich 
eröffnet; und ohne Musik ist keine glückliche Ehe. 
 しかしボンベックさん、音楽の感覚があなたには全く欠けているの

 だ、そのことを私はあなたに既 に先日打ち明けていたのだが；そし

 て音楽なしでは幸福な結婚生活は全く有り得ないのだ。 
Hätte meine Frau, Gott habe sie selig!, nicht gesungen, trotz den himmlischen 
Heerscharen, wir hätten uns aus Langerweile zu Tode gezankt. 
 神様、私の妻の霊魂をお救いください！もし私の妻が歌わなかった

 としたら、天使達の加護にも拘 わらず、私たち夫婦は退屈しのぎに

 死ぬまで口げんかをしていたことでしょう。 
 （訳者注：himmlischen Heerscharen＝天使達。人間と神とを繋 ぐ

存在であり、良い人々のため に仕事をして、悪い人々を喧嘩させ る

と言われている。） 
 
Bomb.  Hängt Ihre Einwilligung blos davon ab, so will ich noch heute Stunden 
nehmen – 
 もしあなた様の同意がただ音楽にだけ懸っているのならば、私はつ

 い今日からそのために時間を取 りす・・・ 
 
Rückenm.  Wie kann das helfen ? Der Kopf ist Ihnen ja zusammen gedrückt wie 
eine Bouteille, 
 そんなことが何の役に立とうか？あなたの頭は本当に瓶と同じくら

 い潰れているのだ。 
Sie würden sich ganz vergebens martern. 
 あなたは自らを全く無駄にさいなむかもしれない。 
 （訳者注：音楽を学ぼうとしても、徒労に終わり、苦しむだけだと

 いうこと。） 
 
Bomb.  Abscheulicher Eigensinn! 
 あなた様は嫌悪すべき頑固者です！ 
 
Rückenm.  Ja Gott sey Dank, ich besitze das Organ der Festigkeit, hier oben, 
gleich hinter der Theosophie. 
 そうとも、神様、感謝します、私は毅然とした態度の器官を、ここ

 上の 方に、持っているのです、ちょうど神智学の器官の後ろ側で

 す。 
 
Bomb.  Mein Vater vereinigt seine Bitten mit den meinigen.  
 私の父は願いを、私のそれと一つにしています。 
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Er hofft Ihnen Nachdruck zu geben, indem er sich erbietet, den Wechsel von 2000 
Louisd'ors, den Sie ihm noch schuldig sind, zu zerreißen. 
 父は、あなた様が父にまだ負っている、2000ルイドルの約束手形を

、引き裂くことを申し出ること によって、あなた様に圧力を与える

ことを期待しています。 
 （訳者注：ボンベックの父は、2000ルイドルの約束手形を破棄する

条件として、リュッケンマルク にボンベックとエミーリエの結婚を

許可させることを、望んでいるということ。） 
 
Rückenm.  Ist nicht vonnöthen, ich werde zahlen. 
 その必要はない。私はきっと払うつもりだ。 
 
Bomb.  Der Wechsel ist heute fällig. 
 その約束手形は今日が支払い期限です。 
 
Rückenm.  Ich weiß. 
 わかっている。 
 
Bomb.  Mein Vater hat erfahren, daß die Zahlung Sie in Verlegenheit setzen 
könnte. 
 私の父はこの支払いがあなた様を、私には信じられませんでした

 が、当惑させるかもしれないということを、知っていました。 
 
Rückenm.  Ganz und gar nicht. Ich habe meine Schwester in Frankfurt beerbt, 
mein Sohn hat das Geld gehoben, und bringt es mir noch heute. 
 私はまったく当惑などしていない。私はフランクフルトの私の姉の

 遺産を相続したのだ、私の息子がその金 を徴収して、そしてそれを

 私の許へ今日の内にも持って来るだろう。 
   
Bomb.  Aber wenn ihm etwas zugestoßen wäre ? wenn er heute ausbliebe ? und 
mein Vater das strenge Wechselrecht gegen Sie geltend machte ? 
 しかしもし何か不幸なことが彼の身に起こったとしたら？もし彼が

今日戻って来なかったとした ら？そしてもし私の父が厳しい手形

法をあなた様に対して主張したとしたら？ 
 
Rückenm.  O ja das traue ich ihm wohl zu. Der gute Mann hat einen starken 
Zahlensinn und wo der dominirt, da müssen die übrigen schweigen.  
 あ～そうとも、私はおそらく彼にはそれができると思う。あの良い

男は強い数に対する感覚を持っ ており、 そしてそれが優勢を占める
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場所では、その他の感覚は沈黙せざるを得ないのだ。 
Aber mein Sohn wird nicht ausbleiben.   
 しかし私の息子はきっと戻って来るだろう。 
Sie sehen Herr von Bombeck, wir sind auf alles gefaßt,  
das Organ der Bedächtlichkeit mangelt uns keinesweges.  
 あなたにはわかるだろう、ボンベックさん、私たちは全てを覚悟し

ているのだ、私たちは慎重さの 器官を決して欠いてはいないのだ。 
Darum rathe ich Ihnen, geben Sie dem Mädchen das Herz zurück. Sie braucht es 
wohl eben nicht so nothwendig, denn die wenigsten ihres Gleichen sind damit 
versehen, und ganz unversehrt bringt es keine in den Ehestand.   
 従って、私はあなたに、あなたが私の娘に心を返すように助言する

。彼女はおそらくそれを全く必要としてはいないだろうが。なぜな

らば少女達のほとんどは心を備え付けていないからであり、 
 そして全く例外なく少女 達の誰もが心を結婚生活に持ち込まない

からだ。 
Sie halten es heutiges Tages mit dem Herzen, wie mit gewissen unentbehrlichen 
Kleidungsstücken, welchen sie die Aermel ausschneiden und wegwerfen, es sieht's 
aber kein Mensch als der Mann und der wird es zu spät gewahr. (ab) 
 彼女達は今日では心に関して、彼女達が両袖を切り取りそして投げ

捨てることになる、ある不可欠 な衣服達に関するのと同様の立場を

取るのだ。そのことはしかし彼女の夫以外には誰にも見えない の

だが、ところが彼はそのことに気づくのが遅すぎるのだ。（リュッケ

ンマルクは出て行く。） 
 
 

Vierte Scene. 第４場。 
 

Bombeck. Emilie. 
エミーリエ。 

 
Emilie.  Lieber Ferdinand kehre dich nicht an meinen Vater, der lästert gar zu gern 
unser armes Geschlecht;  
 親愛なるフェルディナント、私達可哀想な女性を極めて喜んで冒涜

するような私のお父様のことな んて、あなたは気にすることなんか

ないわ。 
besonders seit er in die Schädellehre sich verliebt hat,  
sind ihm alle unsere Köpfe zu klein, zu schmal, er spricht wir hätten wenig Gehirn.  
 とりわけ、お父様は骨相学に憑りつかれて以来、お父様にとって私

達女性の全てのの頭は小さすぎ て、また幅が狭すぎるのよ。お父様
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は言っているわ、私たち女性にはほとんど脳が無いのだと。 
Wenn das wahr ist, so muß es wohl nicht auf die Quantität ankommen, denn unser 
Bischen Gehirn, das wirst Du gestehen, trägt doch oft den Sieg über eure 
strotzenden Hirnkästen davon.  
 もしそれが本当だとすると、（訳者注：お父様が女性をけなすのは）

おそらく脳の量が問題ではないに違いないわ、なぜなら私達女性の

少量の脳は、そのことをあなたは認めるでしょうけれど、し ば

しば貴方達男性の満 たされた脳に勝るじゃないの。 
 （訳者注：リュッケンマルクは女性の脳が男性の脳よりも、量的に

ではなく質的に劣っていると考 えているらしい、とエミーリエは思

っているのだ、と私は解釈している。従ってエミーリエの考え 方

によると、前文の「女性にはほとんど脳が無い」ということは、質的

な意味で脳が無いというこ とになる。） 
Weg mit den Falten von der Stirn! vertraue mir. Wenn auch alle Organe mir fehlen 
sollten, das Organ der Treue besitze ich gewiß. 
 その額のしわを除いてよ！私を信じてよ。たとえ全ての器官が私に

欠けていたとしても、誠実さの器官を私は確かに持っているわ。 
 （訳者注：額のしわは不信を表わしている。） 
 
Bomb.  Ach das ist gerade das seltenste bey Euch. 
 あ～、それはまさに貴女達女性に関しては、極めて稀なことだ。 
 （訳者注：エミーリエの言うことが、信じられないということ。） 
 
Emilie.  Geräthst Du auch auf meines Vaters Ketzereyen ?  
 あなたもまた私のお父様と同様の異端（訳者注：骨相学）に陥って

 いるのかしら？ 
Sage mir doch, ist es denn wahr, daß Du zur Religionsschwärmerey geneigt bist ? 
 さあ私に話してちょうだい、あなたが宗教的狂信に傾倒していると

いうのは、本当に真実なのかし ら？ 
 （訳者注：第２場で、リュッケンマルクはエミーリエに対して、ボ

ンベックは神智学者であり、いずれ新しい宗教分派を設立だろうと

話していた。） 
 
Bomb.  Ich ? Hahaha! Dir zur Liebe will ich allenfalls eine Zwiebel anbeten, aber 
auch nur Dir zur Liebe. 
 私がかい？ハッハッハッ！あなたへの愛のためならば、私は場合に

よっては、タマネギをも崇拝す るだろう、しかし実際にあなたへの

愛のためだけですよ。 
 （訳者注：エミーリエへ愛のために必要であるならば、ボンベック
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は神智学でも何でも信仰するこ とを厭わないということ。） 
 
Emilie.  Nun was will er denn mit seinem Organe der Theosophie ? 
 さて、お父様はいったいあなたの神智学の器官に対して何をしたい

 のかしら？ 
 
Bomb.  Mich unglücklich machen, will er, sonst nichts. 
 リュッケンマルク様は私を不幸にしたいのだ、ほかには何もないの

 だ。 
 
Emilie.  Liebst Du wirklich, wenn Du nicht hoffst ? 
 あなたがもし私と結婚したくないのならば、あなたは本当に私を愛

 しているのかしら？ 
 
Bomb.  Welche Hoffnung bleibt mir ?  
 私にはどのような希望が残されているというのだ？ 
muß ich nicht jeden Augenblick befürchten, daß irgend ein berühmter 
Waldhornist, oder ein Geigenspieler hier ankommt, dem Dein Vater Dich an den 
Hals wirft ? 
 誰かある有名なヴァルトホルニスト、もしくはバイオリニストがこ

こに到着して、君のお父様が君 をその男の首に投げてしまうのでは

ないかと、私が今にも心配する必要がないとどうして言えるだ ろ

うか？ 
 （訳者注：「首に投げる」ということは、「首に抱きつく (umhalsen)

」ということであり、それはキス(Kuss) を前提としている。） 
 
Emilie.  Ich lasse mich aber nicht werfen, und an den Hals vollends gar nicht.  
 私はしかし投げさせないわ、そして他の男の人の首に抱きつくこと

 なんて全く有り得ないわ。 
Höre Ferdinand, eine Hoffnung bleibt uns noch;  
 聞いてフェルディナント、私達にはまだ一つ希望が残っているわ。 
ich weiß daß mein Vater wirklich wegen der 2000 Rthlr. Louisd'ors in großer 
Verlegenheit seyn würde, wenn mein Bruder heut' ausbliebe.   
 もし私のお兄様が今日戻って来なかったとしたら、お父様は本当に

2000ルイドルのために大いなる当惑に陥るだろうということを、私

は知っているわ。 
Oder noch besser: Eduard ist ein lockerer Zeisig, vielleicht hat er das Geld auf 
Reisen durchgebracht,   
 もしくはさらに良いことには：エドワードお兄様はだらしがない軽
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率な人よ、ひょっとしたらお兄 様はそのお金を旅の途中で使い果た

してしまったかもしれないわ。 
dann kann mein Vater sich unmöglich anders helfen;  
wenn Du drohst, muß er nachgeben. 
 そうすればお父様は到底どうすることもできないわ。もしあなたが

 脅かせば、お父様は屈しなけれ ばならないわ。 
 
Bomb.  Und Du würdest es mir nicht verargen, wenn ich in diesem Falle ihm hart 
zusetzte? 
 しかし、もし私がこの件で君のお父様をとても苦しめたとしたら、

 君は私を悪く思うのではないだ ろうか？ 
 
Emilie.  Es wäre ja nur zum Schein. 
 だってそれはただの見せかけにすぎないじゃないの。 
 （訳者注：ボンベックがリュッケンマルクを脅かすのは、あくまで

結婚という目的のための一時的 な非常手段であり、従ってそのこと

でエミーリエがボンベックを悪く思うことはないというこ と。） 
 
Bomb.  Wohlan, ich will an diesem Strohhalm mich noch festklammern. 
 よし、私はこのはかない望みにまだ必死にしがみつくつもりだ。 
 
Emilie.  O die Liebe setzt sich ja oft ganze Inseln aus Strohhalmen zusammen, und 
wohnt manchmal recht bequem darauf. 
 え～、だって愛はしばしば藁の茎々から完全な島々を作って、そし

て時折その上で本当に快適に暮らすものじゃないかしら。 
 （訳者注：藁は前文の「はかない望み」の比喩 (Gleichnis) である。

） 
 
 

Fünfte Scene. 第５場。 
 

Peter Gutschaaf. Die Vorigen. 
ペーター・グートシャーフ。前場の人々（ボンベック・エミーリエ）。 

 
Peter. (beschuht, aber ein Paar Kourierstiefeln an einem Stocke auf der Achsel 
tragend) Da bin ich. 
 ペーター：（靴は履いているが、一方で一組の急使用の長靴を、肩に

掛けた一本の棒に吊り下げて 運びながら）ごめんください。 
 
Emilie.  Wer bist Du komische Figur ? 
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 可笑しな恰好のあなたは誰かしら？ 
 
Peter.  Kuriose Frage. Hat mir doch jedes Pferd gleich an den Stiefeln angesehen, 
daß ich der Kourier bin. 
 可笑しな質問ですねえ。だって全ての馬は私の長靴を見るなり、直

ちに私が急使であることを見て 取ったのですよ。 
 
Emilie.  Du ein Kourier ? 
 あなたは急使なの？ 
 
Peter.  Mein Herr sagte, ich würde schon gestern hier seyn, aber da muß er sich 
doch wohl geirrt haben, denn ich bin heute erst gekommen. 
 私の主人は、私が既に昨日ここにいただろうと言ったのですが、し

かしそのことに関して、彼は思 い違いをしていたに違いないかもし

れません。なぜなら、私は今日になってやっと来たからです。 
 
Emilie.  Wo kommst Du her ? 
 あなたはどこから来たの？ 
 
Peter.  Von der letzten Station. Es sind drei verdammt starke Meilen. Ich bin zehn 
Stunden darauf marschirt. 
 最後に泊まった宿泊所からです。とても遠くて3マイルはあります。

私はここに来るまで10時間歩 きました。 
 
Emilie.  Ein Kourier zu Fuße ? 
 徒歩の急使なの？ 
 
Peter.  Nun freylich. Das Beste, was sie mir zu reiten gaben, wollte ja durchaus 
nicht anders. Es mochte wohl im Stalle was vergessen haben,  
 まあ、もちろんです。宿泊所が私に乗るように手配してくれた最上

の馬は、なにしろ完全にそのよ うにしたのですから。その馬はおそ

らく家畜小屋に、何かを忘れてきたかもしれなかったのです。 
denn kaum waren wir dreyhundert Schritt vom Thore, so warf es mich in den 
Graben, und lief nach Hause, als ob ihm der Kopf brennte. Ich machte mich also zu 
Fuß auf den Weg, aber in den schweren Stiefeln wurde mir's blutsauer.  
 従って、我々が門から300歩の所へ至るや否や、馬は私を墓穴の中

に投げ入れ、そしてまるでその 頭が燃 えているかの如く、一目散

に小屋の方へと走り去ってしまったのです。私は従って徒歩で 道

を来たのですが、しかしこの重たい長靴では、私にとって厄介極ま
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ることとなりました。 
Endlich begegnete mir hier in der Vorstadt ein lustiger Mensch, der lachte gewaltig 
und meinte, ich sollte die Stiefeln lieber ausziehen und auf den Buckel hängen. Das 
probirt' ich, und mein Seel' es half. 
 やっと私はここ郊外で、ふとある愉快な男に出会いました。彼は豪

快に笑ってそして、この長靴を 脱いで背中に掛けたほうが良いと言

いました。私はそうしてみたところ、本当に楽になったのでし た

。 
 
Emilie.  Aber wer ist dein Herr ? 
 それにしてもあなたの主人は誰なの？ 
 
Peter.  Nu er ist ja der junge Herr hier aus dem Hause. 
 さあ知りません、彼はだってこの家からここに出てきた若い紳士な

 のですから。 
 
Emilie.  Mein Bruder ? 
 私のお兄様かしら？ 
 
Peter.  Das weiß ich nicht.  
 私は知りません。 
 
Emilie [Bombeck].  Leider ganz gewiß. 
 残念ながら、全く確かにその通りよね。 
 
Emilie.  Wann wird er kommen. 
 いつ彼は来るのかしら？ 
 
Peter.  Ich soll grüßen den Papa und Alle im Hause, und soll sprechen, er käme 
übermorgen. 
 私は彼のお父様と家の人達全員に挨拶をして、そして彼が明後日に

 戻って来ると話すように命ぜら れております。 
 
Emilie.  Erst übermorgen ? Triumph ! 
 お兄様はやっと明後日に戻って来るの？嬉しいわ！ 
 
Bomb.  Wann sagte er dir das. 
 いつ彼は君にそう言ったんだい？ 
 
Peter. Vorgestern. 
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 一昨日です。 
 
Bomb.  So muß er ja heute hier eintreffen ? 
 それならば、彼は今日ここに到着するはずではないか？ 
 
Peter.  Das kann wohl seyn. Mir sagt' er übermorgen. 
 それは十分に有り得ます。彼は私に明後日と言いました。 
 
Bomb.  So ist denn auch meine letzte Hoffnung verschwunden ! 
 それならば、やはり私の最後の希望は失われてしまった。 
 
Peter.  Das thut mir leid! Mein gnädiger Herr wäre wohl schon gestern hier 
gewesen, aber der Herr von Hellstern kann das Fahren bei Nacht nicht vertragen, 
und da hat er auch ganz recht. 
 それは申し訳ありません！私の主人は、たぶんもう昨日ここにいた

かもしれなかったのです。しかしヘルシュテルンさんが、夜間の走

行に耐えられないのです。そしてそのことに関して、彼は実際に全

く正しいのです。 
Denn bey Nacht sollen die Menschen schlafen, oder höchstens trinken, aber nicht 
reisen. 
 なぜなら、夜には人間は眠っているべきなのであり、もしくはせい

ぜい酒を飲んでいるべきである からです。しかし旅をするべきでは

ないからです。 
 
Emilie.  Wer ist der Herrn von Hellstern ? 
 ヘルシュテルンさんって誰かしら？ 
 
Peter.  Je, nu, hähäha! ich darf's nicht sagen. 
 さあ、はっはっはっ。それは言うことができません。 
 
Emilie.  Warum nicht ? 
 なぜ言うことができないのかしら？ 
 
Peter.  Was ich sagen darf, will ich schon sagen.   
 私が言ってよいことは、私はきっと言います。 
S' ist ein schmucker junger Herr, immer lustig, besonders wenn er mit mir redet, da 
will er sich immer krank lachen, weil ich ihm immer so gut gefalle. 
 彼は粋な若い紳士で、いつも愉快です、とりわけ私と話すときは。

そのとき彼はいつも笑いこけま す、なぜなら彼は私のことを大変気

に入っているからです。 
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Emilie.  Ist er ein Freund meines Bruders ? 
 彼はお兄様の友人かしら？ 
 
Peter.  Das weiß ich nicht, aber ein großer Freund von mir ist er. Wir sind, so zu 
sagen, recht dicke Freunde.   
 それはわかりません、しかし彼は私にとって偉大な友人です。私達

はいわば親友も同然です。 
Mein gnädiger Herr wollte mich auch einmal fortjagen, 
weil ich vergessen hatte einen Brief auf die Post zu tragen, und weil er die Papilloten 
in meinen Haaren fand;   
 私の主人は、実際に一度私を解雇しようとしたことがあります。な

ぜなら、私が手紙を郵便局に 持って行 くのを忘れてしまい、その

手紙が私の髪に結んであるのを彼は見つけたからです。 
aber der Herr von Hellstern hat gleich für mich gebeten, und hat gesagt: aller Spaß 
wäre ihm verdorben, wenn ich nicht mehr da wäre, ja, das hat er gesagt. 
 しかしヘルシュテルンさんはすぐに私にお願いして、そして言いま

した。もし私がもはやいなく なってし まったとしたら、彼にとっ

ての全ての楽しみは台無しになってしまうだろう、はい、その よ

うに彼は言いました。 
 
Bomb.  Hören Sie, Emilie ? einen Freund bringt Ihr Bruder mit, einen jungen 
Menschen, einen Wildfang, ein Windbeutel, einen Taugenichts, den er vermuthlich 
zu seinem Schwager bestimmt hat. 
 聞いたかい、エミーリエ？あなたのお兄様は友人を連れて来るぞ。

若くて、腕白で、軽薄で、能無しの人間だ。あなたのお兄様は、お

そらくその男を義弟にすることに決めたのだろう。 
 
Emilie.  Wie das aufkocht, wie das sprudelt. Da muß nun der arme Mensch gleich 
ein Windbeutel, ein Taugenichts seyn. 
 あなたもまあそんなにまで怒って！それならやっぱりその可哀想な

 男は、軽薄で能無しのような者 に違いないわ。 
 
Bomb.  Sie interessiren sich wohl gar für ihn ? Da haben wir's! Das ist das 
hochgerühmte Organ der Treue.  
 あなたはおそらくひょっとして、彼に興味を持っているのではない

のか？・・・やっぱり！ 
 それはたいそう褒められたところの誠実さの器官だね。 
 （訳者注：前場でエミーリエはボンベックに、自分が誠実さの器官
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を持つことを強調していた。ここではボンベックはそのことを皮肉

っている。） 
Sie hat den Menschen noch nicht einmal gesehen, und findet ihn schon 
außerordentlich liebenswürdig. 
 あなたはその男にまだ一度も会っていないが、しかし彼をもう非常

 に愛しく思っている。 
 
Emilie.  Wer sagt denn das ? 
 いったい誰がそんなことを言うのかしら？ 
 
Bomb. O ich kenne die Weiber. Man gebe nur ihrer Einbildungskraft Spielraum. 
 ああ、私は女というものを理解しているのだ。私達が為すべきは、

 ただ彼女たちの想像力に自由を 与えることだけである。 
Immer müssen Sie etwas zu putzen haben, entweder sich selbst mit Hülfe des 
Spiegels, oder ihren faden Liebhaber mit Hülfe der Phantasie. 
 いつも女性達は何か綺麗にするための対象を持たなければならない

 のだ。それは鏡の助けを借りて の彼女達自身であったり、または空

 想力の助けを借りての彼女達のつまらない恋人達であったりするの

 だ。 
 
Emilie. (empfindlich) Ferdinand! 
 （少しだけ怒って）フェルディナント！ 
 
Bomb.  O vergieb mir! ich weiß nicht was ich thue oder rede.  
 ああ私を許しておくれ！私が何をするのか、何を話すのか、私には

 わからないのだ。 
Habe Geduld mit einem Menschen, dessen einzige liebste Hoffnung auf den letzten 
Würfel steht. (ab) 
 唯一の最も愛する希望（訳者注：エミーリエのこと）を、最後の賽

 の目に託しているような人間 に、どうか寛大であっておくれ。

 （ボンベックは出て行く。） 
 
Peter.  Kann ich denn wohl ein Zimmerchen für meine Kourierstiefeln 
bekommen. 
 私はいったい、私の急使用の長靴のための小部屋を貰えるのでしょ

 うか？ 
 
Emilie.  Warte einen Augenblick mein Freund, ich werde meinem Vater sagen, 
daß du gekommen bist. (ab) 
 ちょっと待って、私の友人さん。私はお父様にあなたが来ているこ
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 とを告げるわ。 
 （エミーリエは出て行く。） 
 
 

Sechste Scene. 第６場。 
 

Peter Gutschaaf (allein) 
ペーター・グートシャーフ（独白）。 

 
Im Grunde, wenn ich's recht bedenke, so bin ich doch ein dummer Kerl gewesen. 
 結局のところ、もし私がそれを適切に熟慮するとしたら、私はなん

 て馬鹿な男だったのだろう。 
 （訳者注：「それ」とは、前場においてペーターは町の郊外で豪快

に笑う男に出会ったが、その 男から受けた、「長靴を脱いで背中に掛

けたほうが良い」という助言を指している。 
 そして今になって考えると、その助言に従った自分は馬鹿であった

ということ。） 
Warum ? Ich habe die Stiefeln getragen, und die Stiefeln hätten eigentlich mich 
tragen sollen.   
 なぜか？私はこの長靴を運んできた、しかし本来はこの長靴が私を

 運ばなければならなかったのかもしれないのだ。 
Denn gesetzt ich frage: Sind meine Beine für die Stiefeln gemacht ?  
oder die Stiefeln für meine Beine ?  
 従ってもし私が、私の足はこの長靴のために作られているのか、そ

 れともこの長靴が私の足のために作られているのか、と問いかける

 としたら、 
so wird ein jeder ehrliche Schuster mir antworten: 
 いずれの誠実な靴職人も私に答えるであろう： 
Du hast's errathen, mein lieber Peter Gutschaaf. 
 君はそれを言い当てたよ、私の親愛なるペーター・グートシャーフ

 よ。 
 （訳者注：長靴が人の足のために作られていることに、ペーターは

よくぞ気づいたものだと、誠実な靴職人ならば褒めるであろうとい

うこと。） 
So will ich mich auch nicht länger damit bepacken, (er ladet die Stiefeln ab)  
 それだから私は実際に、これ以上はこの長靴を背負ったままではい

 まい。 
 （ペーターはその長靴をおろす。） 
Mag euch der Teufel anziehn, wenn er Kourier auf den verdammten Seelen reitet,  
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(er wirft den einen Stiefel nach der Thür)  
 悪魔は急使として呪われた魂達の上に乗るとき、長靴を履くのかも

 しれない。 
 （ペーターはその長靴の片方を、｛訳者注：悪魔に捧げる意味 
 で｝、ドアの方へ投げる。） 
 （訳者注：ここで「悪魔」はそれ自体としてのみならず、ペーター

 自身を喩えるものとしても考えることができる。実際に後の第３幕

 の第１場で、ペーターが自分自身を悪魔に喩える箇所が登場す 
 る。） 
oder wenn er einen Spaziergang zu seiner Großmutter macht.  
(Indem er den zweiten Stiefel dem ersten nachwirft, tritt Herr von Rückenmark 
herein, und wird fast von dem Wurf getroffen.) 
 もしくは、悪魔は彼の祖母の許へ散歩をするとき、長靴を履くのか

 もしれない。 
 (ペーターがもう片方の長靴を、｛訳者注：悪魔に捧げる意味 

 で｝、最初に投げた長靴の方へ投げると同時に、リュッケンマルク

氏が中へ入って来る、そして彼はもう少しのところでそれに当たる

ところであった。) 
 
 

Siebente Scene. 第７場。 
 

Herr v. Rückenmark. Peter. 
リュッケンマルク氏。ペーター。 

 
Rückenm.  Halt! halt! mein Freund, vorgesehn! 
 訳者注：ペーターが投げた長靴が自分の方に跳んできたので）やめな

さい！やめなさい！私の友人よ、気をつけなさい！ 
 
Peter.  Bitte tausendmal um Vergebung.  
 私は千回許しを請います。 
Wenn so ein Paar Stiefeln in die Hitze gerathen da wissen die Bestien nicht was sie 
thun. 
 そのように一組の長靴が激昂しているときには、その野獣達は自分

 達が何をしているのかわからないのです。  
 
Rückenm.  Aber er sollte es wissen, mein Freund.  
 しかし君は知るべきかもしれない、私の友人よ。 
Er ist ein Flegel, und ich habe große Lust ihm –  
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 君は不作法者だ、そして君は大変滑稽だ・・・ 
doch was seh' ich ! Himmel! welch' ein Schädel! 
 でもちょっと待って、私は何を見ているのだろう！天よ！ 
 なんという頭蓋骨であろうか！ 
 
Peter.  Dero Herr Sohn läßt schönstens grüßen – 
 あなた様の息子様は、くれぐれもよろしくとのことです・・・ 
 
Rückenm.  Warte er doch einen Augenblick. Sapperment,  
 ちょっと待って。おやまあ、 
das ist ein Schädel, wie mir noch keiner vorgekommen. (befühlt ihm den Kopf)   
 これはまだ私が出会ったことがないような頭蓋骨だ。 
 （ペーターの頭に触れる。） 
Welch ein Scharfsinn, welch' ein Witz! 
 なんと明敏であることだろう、なんと機知に富んでいることだろ

 う！ 
 
Peter.  Hä! hä! hä! was soll denn das vorstellen ?  
 ハッハッハッ！いったいそれはどういうことですか？ 
 （訳者注：ペーターはエドワードから馬鹿呼ばわりされ続けてきた

 ので、リュッケンマルクに褒められてびっくりしている。） 
Warum fingeriren Sie mir denn so auf der Stirn herum ? 
 いったいどうしてあなた様は、そんなにも私の額をあちこち指先で

 いじるのですか？ 
 
Rückenm. Diese kugelförmigen Erhöhungen – ey ey, er ist ein witziger Schalk! 
 これらの球形の突起の数々―はいはい、君は機知に富んだいたず

  らっ子だ。 
 
Peter. Was ? ich ein Schalk ? du lieber Gott ! ich bin ehrlicher Leute Kind. 
 何ですって？私がいたずらっ子ですって？親愛なる神よ！私は誠実

 な人達の子なのです。 
 
Rückenm. Diese Wölbung in der Mitte – der Mensch ist ein Genie. 
 真ん中のこの突起―この人は天賦の才の持ち主だ。 
 
Peter. Ist das geschimpft ? 
 それは、私は侮辱されているということなのでしょうか？ 
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Rückenm. Nun, nun, gegen mich braucht er sich nicht zu verstellen,  
 まあ、まあ、私に対して君は無能なふりをする必要はないのだ。 
wir werden einander schon näher kennen lernen.  
 私達はお互いにきっともっと親しくなろうではないか。 
Was macht mein Sohn ? wo ist er ? wann kommt er ? 
 私の息子は何をやっているのだ？エドワードはどこだ？いつエド

 ワードは来るのだ？ 
 
Peter. Was er macht weiß ich nicht, wo er ist, weiß ich auch nicht.  
 エドワード様が何をやっているのか、私は知りません。どこにいる

 のかも、私は知りません。 
 Aber kommen wird er, übermorgen, oder auch heute, wie der Herr meinte, 
der eben fortging. 
 しかしエドワード様は、明後日にも来るでしょう。もしくはボン

 ベックさんが、ちょうど立ち去る時に言ったよう に、今日にも来る

 でしょう。 
 
Rückenm. (greift ihm schnell nach dem Kopfe) 
 素早くペーターの頭を掴んで） 
Dacht' ich's doch. auch das Organ der Darstellung im höchsten Grade.  
 やはり私が思った通りだ。演技の器官もまた最高レベルだ。 
Stell' er sich so einfältig wie er will, mir macht er nichts weiß.  
 君が望む通り、君はとても頭の悪いふりをするがよい。しかし君は

 私を騙すことはできないのだ。 
Er ist ein vortreflicher Schauspieler. Da sitzt es, da. 
 君は優秀な俳優だ。そこだ、演技の器官は、そこだ。 
 
Peter. Ich ein Schauspieler ? Wenn es da sitzt, so lügt es.  
 私が俳優ですって？もし演技の器官がそこにあると言うのなら、 
 それは嘘です。 
Ich habe nur ein einzigesmal den Elephanten in der Zauberflöte gespielt, dafür 
sollte ich acht Groschen bekommen.  
 私はただ唯一一度だけ、モーツァルトの『魔笛』で、象の役を演じ

 たことがあります。それによって、私は８グロッシェンを貰うはず

 でした。 
aber in dem Elephanten steckte außer mir noch ein Schneider, ein schlechter 
Mensch, 
 しかしその象の着ぐるみの中には、私の他にもう一人いて、そいつ

 は仕立て屋で、悪い奴だったのです。 
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er war der linke Fuß, ich der rechte, 
 彼は象の左足、私は象の右足の役でした。 
wir fingen uns an zu zanken,  
 私たちは口論をし始めました。 
am Ende prügelten uns und rissen den Elephanten mitten von einander.  
 仕舞いに私達は殴り合い、そしてその象の着ぐるみを、お互いに

 真っ二つに引き裂いてしまったのです。 
Da prügelten sie uns beyde, ich weiß nicht warum, und von meinen acht Groschen 
habe ich keinen Heller zu sehen bekommen. 
 そのとき雇用主達は私達二人を殴りましたが、私にはどうしてなの

 かわかりません。そして私の８グロッシェンの内、１ヘラーも見る

 ことができませんでした。 
 （訳者注：グロッシェン (Groschen) 、ヘラー (Heller) は当 時

のお金の単位であり、グロッシェンの方がヘラーより もはるかに 価

値は高い。） 
 
Rückenm.  O das wußte ich gleich, daß er schon bey einer Schauspielergesellschaft 
engagirt gewesen;   
 あ～、私はすぐに分かっていたのだよ、君が既にある俳優座に雇わ

 れていたことを。 
solchem Drange widersteht man nicht. Also mein Sohn wird heute hier seyn ?   
 そのような衝動に人は抵抗できないものだ。（訳者注：演技したい

という気持ちは、自分の意志では抑えられないものだということ。

）ところで私の息子は、今日ここに来るのだろうか？ 
Ist er gesund ? frisch ? munter ? 
 エドワードは健康であろうか？元気であろうか？快活であろうか？ 
 
Peter, Als er mich das letzte Mal prügelte, da war er Gott sey Dank noch recht 
munter. 
 エドワード様が前回私を殴った時には、神様のおかげで、彼はまだ

 頗る快活でした。 
 
Rückenm. Ich will nicht hoffen, daß er sich an einem Menschen vergreift, dessen 
Schädel zehnmal mehr werth ist als der Seinige ?  
 エドワードが、自分自身の頭蓋骨よりも10倍以上も価値のある頭蓋

 骨を持つ人に暴行を加えることを、私は望まないのだ。 
Mit jedem Augenblicke entdecke ich neue herrliche Organe. Er ist gewiß auch ein 
guter Mechanikus, nicht wahr ? 
 素早く次々に、私は新しい、素晴らしい器官を発見しているのだ
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 よ。君は確かにまた優秀な機械工だ、違うかね？ 
 
Peter.  Mechanikus ? das ist so viel als ein Hexenmeister ? 
 機械工ですって？それは魔法使いのようなものですか？ 
 
Rückenm. Scherz bey Seite, hat er in seinem Leben nichts gebaut ? keine künstliche 
Maschinen verfertigt ? 
 冗談はさておいて、君は今までの人生で何も作らなかったかい？ 
 芸術的な機械類を全く作らなかったかい？ 
 
Peter.  O ja. 
 あ～、はい、作りました。 
 
Rückenm.  Da haben wir's. O diese Ecken da neben den Schläfen, die trügen 
nicht.   
 やっぱりそうだ。あ～、ほら、こめかみ一帯に隣接するこれらの角

 張りの数々、それらは欺かないものだ。 
Es ist ja als ob ich einen Biber, oder doch wenigstens ein Dachs, leibhaftig vor mir 
sähe. 
 だって私はまるでビーバーか、もしくは少なくともアナグマを本当

 に目の当たりにしているかのようではないか。 
 
Peter.  Was? nun macht mich der Herr gar zum Dachse ? 
 何ですって？いったいあなた様は私をまさかアナグマだとお思いで

 すか？ 
 
Rückenm.  Erzähl er mir dich ein wenig, was für Maschinen hat er verfertigt ? 
 少しだけ私に語ってくれたまえ、君はどのような機械類を制作した

 んだい？ 
 
Peter.  I nu, Ratzenfallen, auf die versteh' ich mich am Besten. 
 まあ、ネズミ取りでしょうか、私が最も詳しいのは。 
 
Rückenm. Hat er nicht auch gebaut? 
 君は他にも何か作らなかったのかね？ 
 
Peter.  O ja, wie ich noch daheim auf meinem Dorfe war. 
 あ～はい、私がまだ故郷の村で家にいたときに。 
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Rückenm. Vermuthlich künstliche Windmühlen oder Dreschmaschinen ? 
 おそらく芸術的な風車や脱穀機の数々ではないのかい？ 
 
Peter. Ne, einen Gänsestall. Aber die Mutter sagte, ich wäre selbst eine Gans und 
der Stall tauge nichts. 
 いいえ、ガチョウ小屋です。しかし母は言いました。私はガチョウ

 そのもので、従ってその小屋は何の役にも立たないと。 
 （訳者注：ガチョウは、「Du dumme Gans! （ばかな女め。）」とい

う諺にある通り、馬鹿の象徴とされる動物で ある。ペーターの母は

、ペーターはガチョウみたいに馬鹿だから、ペーターの作った下手

な小屋など何の役にも立 たないと言っている。即ち、当時はガチ

ョウを狐に食べられないように小屋に入れておいたが、ペーターの

作った 下手な小屋では簡単に破られてしまうということ。） 
 
Rückenm.  Seine Mutter versteht den Henker davon.  
 君の母親はそれについて何も理解していないのだ。 
Ich wette, der Stall war von einer ganz neuen sinnreichen Erfindung.  
 私は賭けてもいい。その家畜小屋は、ある全く新しい、よく工夫さ

 れた発明の賜物であったことを。 
Kurz, mein Freund, ihn muß mein Sohn mir abtreten. Lieber Gott !  
 つまりだ、私の友人よ、エドワードは君を私に譲り渡すべきなの

 だ。親愛なる神よ、そうあるべきでございましょう！ 
er hat ja auch einen prächtigen Tonsinn.   
 なにしろ君はまた素晴らしい音楽感覚の器官を持っているのだか

 ら。 
Versteht er sich auf die Musik ?  
 君は音楽に詳しいかね？ 
 
Peter.  O ja. 
 ああ、はい。 
 
Rückenm.  Vortreflich! Alles trift zu.  
 素晴らしい！言うこと全てが当たっている。 
Was spielt er denn für ein Instrument ? 
 君はいったいどんな楽器を演奏するのかね？ 
 
Peter.  Das Brummeisen. 
 びやぼんです。 
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Rückenm.  Gleichviel. Die Organe sind alle da;  
 どっちみち、器官達は全て揃っている。 
wo es noch an Ausbildung mangelt. Da will ich schon sorgen.  
 まだ教育が欠けている部位に関しては、私がきっと手配するだろ

 う。 
An Schlauheit fehlt es auch nicht.  
 抜け目のなさに関してもまた欠けていない。 
Die Wülste liegen da herüber so dick als Braunschweiger Würste. 
 厚ぼったく丸みを帯びた膨らみ達が、ほら、向こうからこちら側へ

、ブラウンシュヴァイクソーセージと同じくら い太く横たわっている

ではないか。 
 
Peter.  Was ? habe ich Braunschweiger Würste am Kopfe ? das hätte ich eher 
wissen sollen. 
 何ですって？私がブラウンシュヴァイクソーセージを頭に持ってい

るですって？そのことを私はもっと早く知っていなければならなか

ったかもしれません。 
 
Rückenm. In meiner ganzen Sammlung habe ich keinen so edeln Schädel 
aufzuweisen.  
 私の全てのコレクションをもってしても、私はこれほどまでに高貴

な頭蓋骨を持っていない。 
sobald er stirbt, mein Freund, so schneide ich ihm den Kopf ab. 
 私の友人よ、君が死んだらすぐに、私は君の頭を切り落とす。 
 
Peter.  Sie wollen mir den Kopf abschneiden ? O Jemine! (Man hört draußen ein 
Posthorn)  
 あなた様は私の頭を切り落とすつもりですか？あ～おやまあ！ 
 （外で郵便馬車のラッパが鳴っている。） 
Gott sey Dank, da kommt mein Herr.   
 ああよかった、ここに私の主人が来ます。 
In dem Hause bleibe ich nicht,  
 この家には、私は留まりません。 
lieber marschire ich in meinen Courierstiefeln bis in die nächste Garküche. 
(im Davonlaufen nimmt er die Stiefel mit) 
 むしろ私は、私の長靴を履いて、次の簡易食堂まで歩いて行った方

 がいいです。 
 （逃げながら、ペーターは長靴を持って出て行く。） 
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Achte Scene. 第８場。 

 Herr von Rückenmark (allein)  リュッケンマルク氏（独白） 
Sollte nun nicht Jedermann glauben, der Mensch sey ein dummer Esel ?  
 さて、どの者もあの男（訳者注：ペーター）が馬鹿者であると 
 は、信じるべきではないのではなかろうか[→ 信じないであろう

 か]？ 
aber wir verstehn das Ding besser. 
 ほんとうに私こそが、骨相学を仲間達よりも[→だが、私たちは事態

 をもっと]よく理解しているのだ。 
 
 

Neunte Scene. 第 9 場。 
 

Eduard und der Vorige. 
エドワードと前場の人 （リュッケンマルク氏） 

 
   Rückenm.  Willkommen mein Sohn, willkommen nach 4 Jahren! Hat sich 
dein Schädel nicht verändert ? Laß doch sehen,  
 よくぞ戻ってきた、我が息子よ。よくぞ帰ってきた、4年ぶりだ 
 ね！お前の頭蓋骨は変わらなかったかい？ちょっと見せておくれ。 
die Mathematik da vorne hat sich noch stärker ausgebildet. Aber wie stehts denn da 
hinten ? Noch 
immer nichts ? (er fühlt ihm in den Nacken) 
 ここ前部にある、数学の器官は、さらに強く発達したねえ。しかし

ここ後ろは、いったいどんな状態なんだい？相変わらず何もないの

かい？（リュッケンマルクはエドワードの首筋に触れる。） 
Nein, wahrhaftig platt, wie eine Taschenuhr. 
Nun, Du hast gewiß auf deinen Reisen kein Frauenzimmer im Wege angesehen ? 
 だめだ、変わっていない。まるで懐中時計のように、全くぺったん

こだ。さて、おまえはきっと旅の最中、道で誰も女性を見なかった

のではないのかい？ 
 
Eduard.  Wenigstens habe ich mir keine Ausschweifungen vorzuwerfen. 
 少なくとも私は自らを顧みて、なんら放埓なところはありません。 
 
Rückenm. Ja ja, ich glaub's, Du armer Teufel wirst eben so gut einer Phryne Trotz 
bieten, wie jener griechische Philosoph, 
 うむ、うむ、私はそれを信じるよ。お前のような可哀想な人は、ギ
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リシャの哲学者の面々のように、まさしくたいそう美しいフリュネ

のような女にも抵抗するであろう。 
 うむ、うむ、私はそれを信じるよ。お前のような可哀想な人は、[あ

の]ギリシャの哲学者の面々の[→トル]ように、まさしくたいそう美

しいフリュネのような女にも抵抗するであろう。 
und kannst ein Heiliger werden, trotz dem keuschen Aloysius.  
 リュッケンマルク：そしてお前は貞潔なアロイシウスにも劣らず、

 聖人になることができるだろう。 
Aber bilde dir nur nichts darauf ein, da hinten fehlt es. 
 しかしお前は、そのことに関して、全く己惚れてはならないのだ。

 ここ後ろに、器官を欠いているのだから。 
 
Eduard. Hab' ich die Freude, meinen guten Vater noch recht gesund anzutreffen ? 
 私は、親愛なるお父様がまだ頗る健康である様子を見ることに、 
 喜びを抱いてもよろしいのでしょうか？ 
 
Rückenm. Vollkommen. Du findest Alles im Hause noch beym Alten.  
 もちろんだとも。お前は家の中の全ての物を、まだ昔のままに見つ

 けることができるのだ。 
Nur Deine Schwester ist groß und naseweis geworden,  
 ただお前の妹が大きくなって、そして生意気になっただけなのだ。 
will durchaus einen Menschen heirathen, der ein Theosoph ist, und keinen Tonsinn 
hat.  
 エミーリエは、神智学者で、しかも音楽感覚の器官をまるで持たな

 いような男と、是非とも結婚するつもりなのだ。 
Solchen Kummer wirst Du mir nicht machen. Dir habe ich das musikalische 
Fräulein Sturzwald zugedacht, wie ich Dir bereits gemeldet, ein Mädchen mit 
prächtigen Organen. 
 エドワードよ、お前まで私にそのような悲しい思いをさせないでお

くれ。お前に既に知らせてある通り、私はお前に音楽の才能を持っ

たシュトゥルツバルトさんと結婚してもらいたいのだ。彼女は素晴

らしい器官達を持った少女なのだ。 
 
Eduard.  Die Wahrheit zu gestehen, lieber Vater – 
 実を申しますと、親愛なるお父様 ― 
 
Rückenm. Du hast keine Lust, glaub' Dir's wohl, ha! ha! ha!  
 お前はシュトゥルツバルトさんが気に入らないのだ。私はおそらく

そうだと思っているのだ、そうなのだろう？ ハッ！ハッ！ハッ！ 
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 （訳者注：露骨な言い方をすれば、エドワードには性欲 
(Geschlechtstrieb) が無いのだということ。） 

Da hinten fehlt's. 
 なぜならお前にはここ、後ろが欠けているのだから。 
 （訳者注：具体的には、性愛の器官 (Geschlechtsliebe) が欠け て

いるのだということ。） 
Aber mir zu Liebe wirst du dich schon entschließen.  
 しかし私を喜ばせるために、お前はもうシュトゥルツバルトさんと

 の結婚を決心するのだ。 
Du kannst es ja nach Deinem Belieben mit ihr halten, wenn sie nur fleißig spielt 
und singt.  
 もし彼女がただ熱心に演じそして歌いさえすれば、なにしろお前は

 彼女と好きなように結婚生活を営むことができるのだから 
Du weißt, die Musik ist meines Alters Freude, und stärkt meinen Geist zu den 
tiefen  
Untersuchungen über die Organe des Gehirns.  
 お前も知っての通り、音楽は私の老年時代の喜びであり、脳の器官

 達に関する深い研究をするために、私の精神を強くしてくれるもの

 なのだ。 
Meine Schädelsammlung – ich hoffe du hast mir recht viel Merkwürdiges 
mitgebracht! 
 私の頭蓋骨のコレクションについてだが ー 私はお前が珍重品を

 ごっそり持ち帰ってきてくれたことを期待しているのだが。 
 
Eduard. Ich hatte allerdings einen ganzen Koffer voll Köpfe – 
 私は確かに頭蓋骨で溢れた一つの立派なスーツケースを持っていた

 のですが・・・ 
 
Rückenm. Nun ? wo sind sie ? 
 さあ言ってくれたまえ、その頭蓋骨達はどこにあるんだい？ 
 
Eduard.  Zwanzig Meile von hier visitirte man mich an der Gränze.  
 ここから20マイル離れた国境で、私は身体検査をされました。 
Beym Öffnen des Koffers wurde der Postillon unglücklicher Weise die vielen 
Todteköpfe gewahr, und wollte mich durchaus nicht weiter fahren. 
 スーツケースを開けた時に、運の悪いことに、その乗合郵便馬車の

 御者が、その沢山の頭蓋骨達に気づいてしまい、私をそれ以上全く

 運ぼうとしなかったのです。 
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Rückenm. Der Esel! 
 馬鹿な御者だ！ 
 
Eduard.  Er behauptete, seine Pferde würden scheu. 
 彼は自分の馬達が怯えるだろうと言い張りました。 
 
Rückenm. Dummkopf! wenn alle Pferde scheu werden sollen, die leere Köpfe 
ziehen – 
 馬鹿な御者め！もし中身の無い頭の数々を引っ張っている全ての馬

 達が怯えるのだとしたら・・・ 
 
Eduard. Das sagte ich auch, man sieht es ja täglich.  
Aber der Kerl nahm keine Vernunft an. Ich mußte den Koffer stehen lassen. 
 そのことを私も言ったのです、それは日常茶飯なことだと。しかし

 その男は全く理解しなかったのです。私はそのスーツケースをその

 まま置いてこなければならなかったのです。 
 
Rückenm. Dem Menschen hat das Organ des Muthes gefehlt.  
Hast Du seinen Schädel nicht befühlt ? 
 その男には勇気の器官が欠けていたのだ。お前は彼の頭蓋骨に触っ

 てみなかったのかい？ 
 
Eduard.  Sie wissen lieber Vater, ich verstehe mich nicht auf diese Kunst. 
 親愛なるお父様、お父様も知っての通り、私には骨相学などわから

 ないのです。 
 
Rückenm. Ich weiß, ich weiß, das wird angeboren.  
 わかっている、わかっている、それは生まれつきだろう。 
 （訳者注：亡きエドワードの母親、即ちリュッケンマルクの妻もま

 た、骨相学を解さなかったということ。） 
Nun ich will den Koffer schon abholen lassen.  
まあ、私はきっとそのスーツケースを取りに行かせるよ。 
Indessen wirst Du erstaunen über die ansehnliche Vermehrung meiner Sammlung.  
 その間に、お前は私のコレクションが相当増大したことに、驚いて

 くれたまえ。 
Diebsköpfe von Otaheiti, Menschenfresser aus Neuseeland, wegen des Mordsinns;  
 殺人の感覚を持った、タヒチの泥棒達の頭、ニュージーランドの人

 食い人種達の頭； 
böhmische Musikanten-Köpfe wegen des Tonsinns;  
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 音楽の感覚を持ったボヘミアの音楽家達の頭； 
Quäker, wegen der Theosophie,  
 神智学者であるクエーカー教徒達の頭、 
Bergschotten, wegen des Höhensinns,  
 高さの感覚を持ったスコットランド高地住民達の頭、 
Zigeuner, wegen des Ortsinns;   
 場所の感覚を持ったジプシー達の頭； 
kurz, ich habe keine Kosten gescheut, habe auch rasend viel Geld ausgegeben.  
 要するに、私はいかなる出費もいとわなかったのだ。実際にあっと

 いう間に、沢山のお金を使ってしまったのだ。 
Wenn ich einmal sterbe, so erbt ihr keinen baaren Heller, aber dagegen ein Paar 
tausend  Schädel, die eine Million unter Brüdern werth sind. 
 いつか私が死ぬ時には、お前達は1ヘラーの現金も相続しないが、

 しかしその代わりに、百万ルイドルの価値がある、二三千個の頭蓋

 骨を兄妹間で相続するのだ。 
Apropos, ich muß dem alten Bombeck heute 2000 Louisd'or auszahlen;  
 ちなみに、私はボンベックの父親に、今日にも2000ルイドルを支払

 わなければならないのだ。 
ich borgte sie von ihm um zwanzig griechische Schädel damit zu bezahlen, die von 
einem Schlaukopfe dem Lord Hamilton waren gestohlen worden. 
 私は20個のギリシャ人の頭蓋骨を買うために、彼からそのお金を借

 りたのだ。それらの頭蓋骨達は、あるずる賢い者によって、ハミル

 トン卿の許から盗まれていたものなのだ 
 
Eduard. Hundert Louisd'or das Stück ? das müssen ja äußerst merkwürdige Schädel 
seyn. 
 1個で100ルイドルですか？それは本当にこの上なく珍しい頭蓋骨達

 に違いないことでしょうね。 
 
Rückenm. Freylich,freylich. Der Lord hat sie bey dem engen Paß Thermopylä 
ausgegraben.  
 もちろん、もちろん。ハミルトン卿はそれらをテルモピレーの隘路

 で発掘したのだ。 
Es sind zwanzig von den tapfern Spartanern, die mit Leonidas für ihr Vaterland 
starben.  
 それらは、レオニダス王と共に祖国のために戦死した、勇敢なスパ

 ルタ人達の内の20人の頭蓋骨なのだ。 
 （訳者注：紀元前480年、ギリシャ中部にある峠、テルモピレー 
 (Thermopylä) において、スパルタ王レオニダス (Leonidas）  が
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、ペルシャの大軍を阻止しようとして、王を含む少人数で勇敢に 戦

い、そして全員戦死した。） 
An jedem ist das Organ des Muths so groß als ein Straußenei. 
 いずれの頭蓋骨も、勇気の器官は、ダチョウの卵と同じくらいの大

 きさなのだ。 
Nun ich hoffe, Du hast mir die Erbschaft meiner Schwester mitgebracht, die beträgt 
ungefähr so viel. 
 さて、私はお前が私の許に、およそそれら20個のギリシャ人の頭蓋

 骨の金額に匹敵する私の姉の遺産を、持ってきてくれたことを望ん

 でいるのだが。 
 
Eduard. Das Geld liegt in meiner Schatulle. Aber ist es nicht schade – 
 そのお金は私の宝石箱の中にあります。しかしそれは残念では 

 ・・・ 
 （訳者注：エドワードにしてみれば、たかが20個の頭蓋骨のため

 に、2000ルイドルもの大金を支払うようなことは、恥であるように

 思われるということ。） 
 
Rückenm. Schade ? wo denkst du hin ? einen solchen Rathkauf!  
 残念だと？お前は何を言っているのだ？そのような助言に基づく買

 い物に対して！ 
 （訳者注：einen solchen Rathkauf!=Der Schlaukopf riet  mir, dass es 

preisgünstig wäre. Also habe ich das   gekauft.であると解釈できる

。即ち、ハミルトン卿の許からそれらの頭蓋骨を盗んだずる賢い者

が、リュッケンマルクに対して、それらがお買い得であると助言し

、リュッケンマルクもそれに納得した上で買ったのだということ。） 
ich bin nur froh, daß ich den alten Bombeck heute bezahlen, kann, der Wechsel hat 
mir Sorge gemacht. 
 私は今日にもボンベックの父親に支払うことができることが、ただ

 嬉しいばかりなのだ。その約束手形は、私の心配の種だったのだ。 
 
Aber weißt du, was Schade ist ? Jammerschade ? Daß Du Deiner Tante Kopf nicht 
auch mitnahmst.  
 しかしお前は恥とは何たるものかを知っているのか？恥千万とは何

 たるものかを知っているのか？それはお前が、 
 （ 訳者注：お金は持ってきたが、）同時にお前の叔母の頭を取って

 こないことだ。 
 
Sie war eine sehr eitle Person, und gerade vom Organe der Eitelkeit fehlen mir noch 
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einige Exemplare. – 
 姉はとても虚栄心の強い人だった、そしてちょうど虚栄心の器官に

 関して、私はまだいくつかのサンプルを欠いているのだ。・・・ 
Ey, ey, ey, ey, Du hast mir also gar nichts mitgebracht ? 
 え～～～、ということは、お前は私に頭蓋骨を一つも持って来な

 かったのかい？ 
 
Eduard. Doch lieber Vater. Ich habe einen Freund mitgebracht, der leicht mehr 
werth seyn möchte,  
als Ihre ganze Sammlung. 
 しかし親愛なるお父様、私は一人の友人を伴って参りました。彼

 は、お父様の全てのコレクションよりも、ひょっとするともっと価

 値があるかもしれないのです。 
 
Rückenm.  Oho! sachte! sachte! das müßte ja ein wahres Wunder von einem 
Schädel seyn ? wo ist er? hast Du ihm den Kopf sauber abgeschnitten ? 
 ほう～、（訳者注：自分に言い聞かせて）はやるな！はやるな！ 
 それはきっと本当に驚くべき頭蓋骨なのであろうなあ？その頭蓋骨

 はどこにあるのかね？お前は彼の頭をきれいに切断してきたかね？ 
 
Eduard. Bis jetzt trägt er ihn noch zwischen den Schultern. 
 今に至るまで、彼はまだ両肩の間に、頭を持っています。 
 
Rückenm. Ein lebendiger Freund ? noch mit allem Ueberfluß versehen ? O der 
kann mir wenig nützen. 
 生きている友人なのかい？頭はまだ全ての余計な物（訳者注：肉）

 を備え付けたままのなのかい？あ～、その頭は私にとってほとんど

 役に立つまい。 
 
Eduard.  Wenn Sie ihn sehen werden – sein Geist, seine Schönheit – 
 もしお父様が彼を見たら － 彼の精神、彼の美貌 －  
 
Rückenm.  Was geht mich seine Schönheit an ? Mit der Physiognomie habe ich 
nichts zu schaffen, ich bin keine Lavaterianer, nur wo Gehirn liegt, da sind Organe. 
Also bis hinter die Augen, weiter nicht. 
 彼の美貌など、私に何の関係があるというのだ？私は人相学とは、

全く関わりがないのだ。私はラーファター信者ではないのだ。ただ

脳があるところにだけ、そこに器官達が存在するのだ。従って両目

の後ろまでが器官達であって、それより外側は器官達ではないのだ
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。 
 
Eduard. O welche Augen mein Vater! 
Jedem, der hineinsieht, thut der Himmel sich auf! 
 あ～お父様、私の友人はなんと素晴らしい目をしていることでしょ

 う！ 
 その目をのぞき込む人にとって、天国が開いています！ 
 （訳者注：その友人の素晴らしい目を見ていると、皆幸せな気持ち

 になるということ。） 
 
Rückenm. Ey warum nicht gar? was werden's denn für Augen seyn ? stehen sie etwa 
weit hervor wie beym Kalbe ? dann deutet es auf starkes Gedächtniß. Oder sind die 
äußern Augenwinkel herunter gezogen ? dann ist's der Zahlensinn. 
 あ～、そんなことがあるとでも思うのかね？どうしていったいそれ

が両目になるというのかね？その両目は、子牛のものと同じように

、いくらか外側に出っ張っているかね？それならば、それは強い記

憶を示しているのだ。もしくは外側の目がしらと目じりは、下へ落

ち込んでいるかね？それならば、それは数の感覚なのだ。 
 
Eduard. Von allen dem verstehe ich nichts. 
 全ての事に関してですが、それを私は全く理解していないのです。 
 
Rückenm. Desto schlimmer. 
 知らなければ知らないほど、お前にとってより一層よくないこと

 だ。 
 
Eduard. Erinnerung an treue Liebe ist das Gedächtniß, welches man in diesen 
Augen liest. Und ihr Zahlensinn ? ach! sie zählen nur die glücklichen Stunden, die 
sie Andern schufen. 
 真の愛の思い出は、人がその両目の中に読み取るべき記憶なのです

。そして目がしらと目じりが、数の感覚ですって？ああ、目がしら

と目じりは、それらが他の人のために創った幸せな時間を、ただ数

えるだけなのです。 
 
Rückenm. Paperlapapp! Du schwärmst ja wie ein Liebhaber.  
Solche Dinge muß Du Deiner Braut dem Fräulein Sturzwald vordeclamiren. 
 くだらない話はやめたまえ！なにしろお前は、まるで恋人のように

、夢中になっているのだから。 
 お前は、そのようなことを[→について]、お前の花嫁であるあのシュ
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トゥルツバルトさんの前で、暗唱して[→熱弁をふるって]くれたまえ

。 
 
Eduard. Mein Freund der Herr von Hellstern ist im Wirtshause zurück geblieben, 
um die Reisekleider zu wechseln. Ich erwarte ihn jeden Augenblick, und brenne vor 
Begierde ihn meinem Vater vorzustellen. 
 私の友人のヘルシュテルンさんは、旅服を着替えるために、旅館に

残っています。私は今にも彼を待っています。そして私は彼を、お

父様に紹介したくてたまらないのです。 
 
Rückenm. Ich kann schon warten.  
 私はいくらでも長く待つことができるのだよ。 
 （訳者注：その友人は無能に違いなく、従って待つだけ無駄だとい

うこと。） 
Höre Eduard. Dein Freund kann unmöglich einen so merkwürdigen Schädel haben, 
als Dein Bedienter. 
 聞きたまえ、エドワードよ。お前の友人が、お前の召使い 
 （訳者注：ペーター）と同じくらい奇妙な頭蓋骨を持っていることな

ど、有り得ないのだ。 
 
Eduard. Das mag wohl seyn, der Kerl ist der größte Esel auf Gottes Erdboden. 
 そうかもしれません。あの男（訳者注：ペーター）は、神の創り給

 うた大地上で、一番馬鹿なのです。 
 
Rückenm. Bist du rasend ?  
 お前は正気なのかね？ 
 
Eduard. Ich behalte ihn nur noch aus Mitleid in meinen Diensten. 
 私は彼を、わずかに同情だけから、私の召使い達の中に留めている

 のです。 
 
Rückenm. Das hast du gar nicht nöthig,  
 お前はその必要は全くないのだ。 
ich nehme ihn sogleich in die meinigen und danke dir noch obendrein.  
 私は彼を即刻私の召使いに取り立て、そして更にその上、お前に感

 謝するのだ 
Ein Mensch mit solchem Witz begabt, mit solcher Darstellungskraft von der 
Mechanik will ich nicht 
einmal reden. 
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 彼は非凡な知恵と描写力を持った男なのだ。機械工学に関しては、

 私は言及すらするつもりはないのだ。 
 （訳者注：ペーターが機械工学に長けているのは、言うまでもない

 ということ。） 
 
Eduard. Sprechen Sie im Ernst von meinem Bedienten ? 
 お父様は本気で私の召使いについて話しておられるのですか？ 
 
Rückenm. Dein Bedienter ist er gewesen.  
 彼はお前の召使いであったのだ。 
 （訳者注：ペーターは、もはやエドワードの召使いではなく、自分

 の召使いだということ。） 
Es wäre ja himmelschreiend, wenn ein solcher Schädel deinem Alltagsschädel noch 
länger bedienen sollte. Aber so geht's;  
 というのは、もし非凡な頭蓋骨がお前の凡庸な頭蓋骨にこれ以上長

 く仕えなければならないとしたら、それは極悪非道というものでは

 ないか。しかし現にそのように事が行われているのだ。 
immer seht und hört ihr nur auf das was die Leute thun oder reden.  
 お前達は、ただ人々がしたり話したりすることだけを、いつも見る

 か聞くかするのだ。 
 （訳者注：お前達とは、エドワードを始めとする、骨相学を解さな

 い人々のことを指している。） 
Darin steckt es keineswegs. Ich bekümmere mich den Henker darum, was die 
Menschen sind, sondern nur darum, was sie seyn können.  
 私は特定の人間達が、どういうものであるのかということには、全

 く関心がないのだ。そのかわり彼らに、どういう才能があるのかと

 いうこと、それだけに関心があるのだ。 
Mich sollten die Großen der Erde fußfällig bitten, daß ich ihnen ihre Minister und 
Generale aussuchte, dann würde es in manchem Staate ganz anders aussehen. 
 もし世の中の偉人たちが私に平身低頭して、彼らのために大臣や将

 軍達を選んでほしい、と頼んだとしたならば、その時かなりの数の

 国家が全く違ったふうに見えることであろう。 
 
Eduard. Sie sind recht ein Mann für meinen Freund Hellstern, der hat auch das 
neue System mit großem Eifer studirt. 
 お父様は私の友人のヘルシュテルンにとってまさにうってつけの人

 です。彼もまた骨相学を大変な情熱でもって勉強してきたのです。 
 
Rückenm. Hat er das ? Nun dann mag er doch wohl ein ganz vernünftiger Mensch 
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seyn. 
 彼は骨相学を学んできたというのかね？まあ、それでは彼は全く理

 性的な人物なのかもしれないねえ。 
 
Eduard. Er hofft durch Ihren Unterricht sich zu vervollkommnen. 
 彼はお父様の授業を通じて、骨相学をより完全なものにすることを

 望んでいます。 
 
Rückenm. Wir wollen sehen. 
 彼と会おうではないか。 
 
Eduard. Da ist er schon. 
 彼は既にここに来ています。 
 
 

Zehnte Scene. 第１０場。 
 

Caroline v. Hellstern (in Mannskleidern). Die Vorigen. 
カロリーネ・フォン・ヘルシュテルン（男装している）。前場の人 （々エ

ドワード・リュッケンマルク）。 
 
Caroline. Herr von Rückenmark, der Sohn eines Mannes, der mit so vielem Glück 
in die Tiefen des Gehirns gedrungen ist, mußte natürlich auch sehr leicht in die 
Tiefen meines Herzens dringen.  
 リュッケンマルク様、大変な幸運でもって、脳の深みにまで迫って

いるあなた様のようなお方の息子様は、当然のことながらまたたい

そう容易く、私の心の深みにまで迫るに違いないことでしょうねえ

。 
 （訳者注：これはおべっか (schmeicheln) である。） 
Wir haben einen Freundschaftsbund geschlossen, der mir heute das Glück 
verschafft seinen berühmten Vater von Person kennen zu lernen. 
 私たちは友情のちぎりを結びました。それが今日私に、彼の有名な

 お父様と個人的に知り合いになれるという幸運を、与えてくれてい

 るのです。 
 
Rückenm. Gehorsamer Diener. Bin recht sehr erfreut.  
Haben Sie wirklich von meiner Sammlung gehört ? 
 従順なる召使いよ[→ようこそ]。私はあなたに会えてこの上なくた

 いそう嬉しいのだ。 
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 あなたは本当に私のコレクションについて聞き知っているのかね？ 
 
Caroline. Nur gehört ? in meiner Vaterstadt spricht man von nichts anderm, und 
ich habe die weite Reise nicht gescheut – 
 ただ聞き知っているだけですって？とんでもない。私の故郷で人々

 は、あなた様のコレクション以外の事は、何も話していないのです

 よ。従って私は長い旅を憚りませんでした・・・ 
 
Rückenm. Gehorsamer Diener. Wenn Sie ein Liebhaber von Schädeln sind, so wird 
es ohne Zweifel Sie nicht gereuen. 
 従順なる召使いよ。もしあなたが頭蓋骨の愛好者ならば、疑いなく

 あなたははるばる長旅をして来たことを、後悔することはないであ

 ろう。 
 
Eduard. Mein Freund selbst besitzt eine recht artige Sammlung von verrückten 
Männerköpfen. 

 私の友人も自身で、気の狂った男達の頭の数々に関する、本当

に素敵なコレクションを所有しているのです。 
（訳者注：ここでエドワードは、生きている人間に関するコレクシ

ョンについて、話題にしていることに注意を要する。即ち、次の会

話でカロリーネが話題にしているコレクションとは、生きている人

間をモチーフとした、恐らくは絵や彫刻の類である。しかし、さら

にその次の会話で、リュッケンマルクは、それを完全に頭蓋骨のコ

レクションのことだと勘違いしている。リュッケンマルクの関心は

、相手が何を言おうと、頭蓋骨だけなのである。従って、エドワー

ド・カロリーネ組とリュッケンマルクの話は、以後終始ずれたまま

である。） 
 
Caroline. O ja, darin habe ich etwas gethan. 
 そうですね、そういうことについて、私は少しやっていました。 
 
Rückenm. Wirklich ? die Sammlung muß Ihnen viel Mühe und Kosten verursacht 
haben. 
 本当かね？そのコレクションのために、あなたは多大な苦労と費用

 がかかったに違いないことだろうねえ。 
 
Caroline. Das kann ich eben nicht sagen, sie sind mir alle von selber in die Hände 
gelaufen. 
 これは本来ならば言うことができませんが、それらは全て自分か
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 ら、私の手の許へと走ってきたのです。 
 （訳者注：カロリーネのコレクションのモチーフとなった男達は、

 カロリーネの魅力に引き付けられ、みんな自分からカロリーネの所

 に来たということ。） 
 
 
Rückenm. Nun, Sie werden doch auch bemerkt haben, daß die Schädel der 
Verrückten gewöhnlich dicker sind ? 
 さて、あなたはまた狂人達の頭蓋骨が、たいていの場合、普通の

 人々よりも太いということに、もちろん気づいたことであろうね

 え？ 
 
Eduard. O sie mögen so dick seyn als sie wollen, mein Freund macht damit, was er 
Lust hat. 
 そうですね、それらは好きなだけ太いかもしれませんね。私の友人

 は、それに関して、彼のやりたいことをやっています。 
 
Caroline. Meistens habe ich bey näherer Prüfung bemerkt, daß meine Verrückten 
sehr wenig Hirn besaßen. 
 私はより精密な検査で気づいたのですが、大抵の場合、私のところ

 に来た狂人達は、本当にほとんど脳を持っていなかったのです。 
 （訳者注：ここでの脳は、文字通りの意味ではなく、頭の良さの意

 味である。） 
 
Rückenm. Sehr wenig, ja, ja. 
 本当にほとんど脳を持っていないのだよ。その通りだ、その通り

 だ。 
 （訳者注：ここでの脳は、文字通りの脳ミソの意味である。） 
 
Eduard. Ich will doch hoffen, lieber Hellstern, daß du Ausnahmen gelten lässest ? 
 親愛なるヘルシュテルン君、君がいくつかの例外を認めることを、

 私は望むのだが。 
 
Caroline. Selten. 
 例外はめったにないのだ。 
 
Rückenm. Sehr selten, besonders wenn die Verrücktheit aus Liebe entsprang. 
 本当にめったにないのだよ、とりわけその狂気が愛を源に発せられ

 た場合にはなあ。 
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Caroline. Ganz recht, ich habe mich auch bloß auf solche eingeschränkt. 
 全くその通りです。私は実際に、ただその種のコレクションだけに

 制限したのです。 
 
Rückenm. Das ist vernünftig.  
 それは合理的なことだ。 
Wer keine großen Sammlungen anzulegen im Stande ist, der thut wohl, wenn er 
sich auf einzelne Zweige beschränkt, so kann er es dennoch weit bringen. 
 多数のコレクションの数々を置いておくことができない人は誰でも

、もしその人がコレクションをいくつかの部類に制限するとして、

そうしてそれにもかかわらずその人が成功できるということは、そ

の人はよくやっているということなのだ。 
 
Eduard. O gewiß. Sie glauben nicht lieber Vater, wie weit dieser junge Mensch es 
darin gebracht hat. 
 ええ確かに・・・。親愛なるお父様、あなた様は信じておられませ

ん。この若い男が、その部類において、どれほどの成功を収めてき

たのかということを。 
 
Rückenm. Bravo! bravo! 
 素晴らしい！素晴らしい！ 
 
Caroline. Ich darf mich unter andern rühmen, ein sehr wohl erhaltenes Exemplar 
von einem Verrückten zu besitzen. 
 大変よく保たれたある狂人のサンプルを所有していることを、 
 私はとりわけ自慢することができるかもしれません。・・・  
– Du kennst es doch lieber Freund ? 
 親愛なる友人よ、君はもちろんそのサンプルを知っているよね？ 
 
Eduard. Ja ja, ich kenne es. 
 はい、はい、私はそれを知っているとも。 
 
Caroline. Ein Mensch, der gewaltig viel dumme Streiche aus Liebe gemacht hat. 
 愛がゆえに、ものすごく沢山の愚かな悪戯をしたある男です。 
Er zwang seine Schöne am Ende ihn heimlich zu heirathen. 
 彼はついには最愛の女性に対して、秘密裏に彼と結婚するように強

 制したのです。 
（訳者注：実はここでカロリーネは、「彼」をエドワードに、「最愛の
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 女性」を自分自身に見立てて話をしている。エドワードはそのこと

 に気づいているが、リュッケンマルクは全く気づいていない。） 
 
Rückenm. Die arme Person! vermuthlich war sie auch ein wenig verrückt ? 
 可哀想な女性だ！おそらくその女性の方もまた、少し狂っていたの

 ではないだろうか？ 
 
Caroline. Das könnte wohl seyn. 
 その可能性は十分にあります。 
 
Eduard. Man will doch behaupten, daß, so lange beide lebten, sie durch 
wechselseitige Liebe sie sehr glücklich waren. 
 人々はしかし主張することでしょう。二人が生きていた間、二人は

お互いに愛しあったおかげで、大変幸福であったのだということを

。 
 （訳者注：ここでエドワードは、先ほどのカロリーネと同様に、「二

人」を自分とカロリーネに見立てているが、あくまで昔話のふりをし

て語っている。リュッケンマルクはそのことに全く気がついていな

い。） 
 
Rückenm. Nun ja, wie lange werden sie denn geliebt haben ?  
 そうだなあ、彼らはいったいどれくらい生きたのであろうか？ 
Leidenschaft verzehrt schnell, entweder sich selbst, oder die sie ergriffen hat. 
 情熱は素早く、独りでになくなるか、もしくはそれが捕まえた恋人

 達を焼き尽くすのだ。 
 （訳者注：情熱が独りでになくなるとは、愛が冷めるという意味で

 ある。）  
 情熱は素早く、独りでになくなるか[→自分自身を]、もしくはそれ

 が捕まえた恋人達を焼き尽くすのだ。 
Oefter das Erstere. Liebe und Menschen – Sonnenschein und Blumen. 
 より頻繁に前者が起こるのだ。（訳者注：しかし、）愛と人間―日

 光と花々・・・。 
 （訳者注：「愛と人間―日光と花々」は、愛と人間との関係は、日光

と花々との関係に等しいのだと言っているのである。さらに具体的

に言えば、日光が強すぎると花々は枯れてしまうように、愛が燃え

上がると人間は焼き尽くされてしまうということ。これは前文の後

者 (das Letztere) の方に関して言っている。） 
Wenn der Abend keinen Schatten brachte, so welkte jede Blume. 
 もし晩が影を全くもたらさないならば、その時全ての花は枯れてし
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 まうであろう。 
 （訳者注：カロリーネが熱愛を肯定しているのに対して、リュッケ

 ンマルクはそれを否定しているのである。） 
 
Caroline. Das ist sehr tröstlich. 
 それはとても慰めになります。 
 （訳者注：この言葉はイロニー（皮肉）である。） 
 
Eduard. Unter dem kühlen Schatten versteht mein Vater die zärtliche Freundschaft. 
 涼しい日陰の下で、お父様は優しい友情というものを理解している

 のだよ。 
 （訳者注：カロリーネとリュッケンマルクの食い違う話し合いが続

 く中、そのことに気づいているエドワードは、カロリーネにリュッ

 ケンマルクの考え方、即ち熱愛はよくないという考え方を伝えよう

 としているのである。） 
 
Rückenm. Mit nicht mein Sohn. 
Die freundschaftliche Anhänglichkeit hat ihr eigenes Organ. 
 そんなことは決してないのだ、わが息子よ。 
 友情的な献身というものは、それ独自の器官を持つものなのだ。 
 
Eduard. Welches besonders den Männern eigen ist, nicht wahr ? 
 その器官は、とりわけ男性に特有のものでございましょう？ 
 
Rückenm. Allerdings hab' ich es bey Weibern seltener gefunden.  
Dieses eitle falsche Geschlecht – 
 もちろんだとも。私がそれを女性に見出すことは、男性以上に稀な

 ことであった。 
 女性という虚栄心の強い嘘つきの性は・・・ 
 
Caroline. Ey ey Herr von Rückenmark, ich kenne doch einen wirklichen Kopf, an 
dem dieses Organ so stark ist, daß es ihn sogar zu manchen Thorheiten verleitet hat. 
 まあまあリュッケンマルク様、私はしかしある本物の（訳者注：女性

の）頭を知っているのです。その頭においてはその器官があまりにも

強すぎて、結果としてそれはその頭を惑わせて、沢山の愚行を行わ

せることさえしたのです。 
 
Rückenm. Ausnahmen giebt es freylich. 
 いくつかの例外は、勿論存在するのだ。 
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Eduard. Das weibliche Organ ist nur gar zu oft der Veränderung unterworfen. 
 女性の器官はあまりにも変化を受けやすいのです。 
 
Rückenm. Im Alter, ja. 
 訳者注：（女性は、）老年においては、その通りだ。 
 
Eduard. Ich dächte besonders in der Jugend. 
 私はとりわけ若年のときに起こると考えているのですが。 
 
Rückenm. Die Männer verstehen nicht es zu finden. 
 男達はどのようにそれを見つけるのかわからないのだ。 
 （訳者注：リュッケンマルク以外の男達は触診力が鈍いから、 
 友情的な献身に関する器官を見つけられないということ。） 
 
Caroline. Das war eben meine Meinung. 
 それはちょうど私の意見でした。 
 
Rückenm. Die Weiber haben ein zarteres Gefühl. 
 女達は男達よりも、より繊細な感覚を持っているのだ。 
 （訳者注：女達は男達よりも触診力に長けているということ。） 
 
Caroline. Ganz recht, das wollte ich eben sagen. 
 その通りです。私はちょうどそれを言おうとしていました。 
 
Rückenm. Männer von meiner Betastungsgabe sind selten.  
 私ほどの触診の才能を持った男達は、めったにいないのだ。 
 （訳者注：リュッケンマルクは、触診に関しては自分が一番で、 
 骨相学の創始者であるガルですらも、自分には及ばないと考えてい

 るようである。） 
Wollten Sie wohl gütigst erlauben ? –  
 あなたはとても好意的に私に触診させてくれるかねえ？・・・ 
Sie haben da auch so eine verdammte neumodische Frisur,  
welche die ganze Stirn bedeckt.  
 ほら、あなたでさえも、全ての額を覆うような、あまりにも忌々し

い最近流行のヘアスタイルをしているねえ。 
 （訳者注：リュッケンマルクにとって、近代のこのようなヘアスタ

 イルは触診しづらいため、忌々しいと言っている。） 
Die Polizey sollte sie verbieten, es ist lauter Betrug damit. 
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 警察はそのヘアスタイルを禁止するべきなのだが。それは全くの 
 詐欺なのだ。 
 
Eduard. Es wird ohnehin nicht lange mehr währen.  
 いずれにせよ、それはこれ以上長くは続かないでしょう。 
Diejenigen Damen, welche schöne gewählte Stirnen besitzen, werden sie bald genug 
zur Schau tragen,  
 美しい洗練された額を持ったそれらの女性達は、自分達の髪をすぐ

 にでも展示会に持っていくことでしょう。 
 美しい洗練された[→突き出た]額を持ったそれらの女性達は、 
 自分達の髪[→額]をすぐにでも展示会に持っていく[→みせびらかす]
 ことでしょう。 
wenn sie nur erst merken, daß irgend eine Schmeicheley damit zu gewinnen ist. 
 もし彼女達が、自分達のヘアスタイル額に関して、何かしらのお世

辞を受けたことに[→られると]、気付きさえすればの話ですが 
 
Caroline. Merken Sie nicht, Herr von Rückenmark? 
 リュッケンマルク様、お気づきになりませんか？  
Die Damen müssen Ihrem Sohne gewaltig übel mitgespielt haben. 
 女性達があなた様の息子様に、とてもひどい仕打ちをしたに違いな

 いのです。 
 
Rückenm. Nein, Herr von Hellstern, da gebe ich Ihnen mein Wort, von den 
Damen hat mein Sohn nichts zu befürchten, 
 そうではないのだ、ヘルシュテルンさん。私はここであなたに断言

 するのだ。女性達に関して、私の息子は何も心配することはないの

 だ。 
die Natur hat ihm das Zärtlichkeitsorgan versagt – 
 自然はエドワードに深い愛情の器官を与えなかったのだ。 
 
Eduard. Das werden Sie meinen Freund schwerlich überreden. 
 お父様、そのようなことを仰せられても、ヘルシュテルン君を説得

 するのは難しいでしょう。 
 
Rückenm. Lieber Gott, ich weiß ja wohl – doch still nur,  
 なんということを言うのだ、私はとてもよくわかっているのだ － 

 ともかくお前は黙っておればよいのだ。 
ich muß jetzt die nähere Bekanntschaft dieses Herrn machen. 
 私は今このヘルシュテルンさんと、より親しくならなければいけな
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 いのだ。 
Erlauben Sie gefälligst. Mein Kopf steht Ihnen nachher auch zu Diensten. 
 お願いだから、あなたは私に頭を触らせてくれたまえ。その後で私

 の頭も、あなたのお役に立とうではないか。 
 
Caroline. Ich wünsche nur, daß mein Schädel eben so glücklich seyn möge, als mein 
Herz gewesen. 
 私はただ願うばかりです、私の頭蓋骨が、私の心が今までそうであ

ったのと同じくらい、ちょうど今幸せでありますことを。 
 （訳者注：心が幸せであったとは、カロリーネがエドワードと結婚

できて嬉しかったということである。そして頭蓋骨にしか関心を持

たないリュッケンマルクに対して、カロリーネは心の重要性を示唆

しているのである。） 
 
Rückenm. (Streicht ihr die Haare aus dem Gesichte)  
 顔の外側へ向って、彼女の髪を撫でる。） 
 （訳者注：ここでリュッケンマルクは、触診に邪魔な髪をよけてい

るのである。） 
Bravo! bravo! ein herrlicher Tonsinn. Gewiß ein Liebhaber von der Musik ? 
 素晴らしい！素晴らしい！素晴らしい音楽感覚の器官だ。あなたは

 きっと音楽の愛好者であろう。 
 
Caroline. Leidenschaftlich. 
 情熱的な愛好者です。 
 
Rückenm. Ganz recht. Componiren selbst ? ich seh' es schon. 
 その通りだ。あなたは自身で作曲をするのかい？私にはもうそれが

 見えているのだよ。 
 
Eduard. Mein Freund hat Göcking's Lieder zweier Liebenden in Musik gesetzt. 
 私の友人は、ゲッキングの「二人の恋人達の歌」を音楽にしまし

 た。 
 （訳者注：ここで歌 (Lied) が複数形 (Lieder) になっているの は

、当時の慣習でゲッキングは、自分の作詞したものを複数の他人 に

渡して、メロディーを沢山作ってもらったからである。） 
 
Caroline. Ja, wir haben sie oft mit einander gesungen. 
 はい、私達はそれらの歌をしばしば一緒に歌いました。 
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Rückenm. So ? da bedauere ich Sie, denn der Mensch hat nur zwey Töne im Halse. 
–  
 本当かい？それなら私はあなたを気の毒に思うのだ。なぜなら、 
 この男（訳者注：エドワード）は首筋にたった二つの音しか持たな

 いからだ。 
 （訳者注：リュッケンマルクによると、エドワードは、ド・レ・

 ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドの8つの音の内、2つの音だけ、例えば

 ド・レ・だけしか発することができず、従ってほとんど歌えないと

 いうこと。） 
Sieh, sieh, auch eine recht artige Gutmüthigkeit. 
 見たまえ、見たまえ、あなたはまた本当に素敵な気立ての良さの器

 官を持っているねえ。 
 
Caroline. Ach ja, ich lasse mich leicht beschwatzen. 
 ああはい、私は容易に口車に乗せられてしまいます。 
 
Rückenm. Aber zum Schauspieler sind Sie verdorben. Nicht eine Spur von 
Darstellungsorgan. 
 しかし俳優としては、あなたは駄目だ。演技の器官の痕跡すらもな

 いのだ。 
 
Caroline. Sie haben Recht. Verstellen kann ich mich nicht. 
 その通りです。私はとぼけることができません。 
 
Rückenm. Auch keine Schlauheit. 
 また抜け目のなさも全くないのだ。 
 
Caroline. An der fehlt es mir gänzlich. 
 それに関して、私は完全に欠けています。 
 
Rückenm. Aber dagegen einen ziemliche Raufsinn.  
 しかしそれに対して、あなたはかなり大きな攻撃性の器官を持って

 いるねえ。 
Ich wette, Sie suchen gern Händel. 
 私は賭けてもいい、あなたは積極的に喧嘩をしようとするであろ

 う？ 
 
Caroline. Je nun, ich vermeide sie eben nicht. 
 そりゃまあ、私は喧嘩の数々を全く回避しませんけれどね。 
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Rückenm. Sie haben sich schon gewiß ein dutzendmal geschlagen. 
 あなたは既にきっと12回、決闘したことであろう。 
 
Eduard. Mein Freund ist aber stets Sieger geblieben. 
 私の友人はしかし常に勝者であり続けました。 
 
Rückenm. Wahrhaftig ? 
 本当かい？ 
 
Caroline. Gewöhnlich hat mein Gegner gutwillig die Waffen gestreckt. 
 大抵の場合、私の敵は自分から武器を差し出したのです。 
 
Rückenm. Ey, ey, Sie haben in der That einen ausgezeichneten Schädel.  
 あ～、あ～、あなたは本当に優秀な頭蓋骨を持っているねえ。 
Und daß Sie nicht ein Bischen schlau sind, ist mir um so lieber.  
 そしてあなたが少しも抜け目なくないことが、私にはますます魅力

 的なのだよ。 
Raufen werden wir Beide uns nicht, aber von Ihrem Tonsinn müssen Sie mir sobald 
als möglich Beweise geben. 
 私達二人は喧嘩をしないようにしようではないか。しかしあなたの

 音楽感覚に関しては、あなたは私にできるだけ早く証拠を与える必

 要があるのだ。 
Ich will mein Instrument sogleich selber stimmen.  
Sie sollen mir Ihre Lieder zweyer Liebenden vorsingen.  
 私は私の楽器を、すぐにでも自分で調律するつもりだ。 
 あなたはあなたの十八番である「二人の恋人達の歌」を、私に歌っ

 て聞かせなければならないのだ。 
Wenn die zweyte Stimme nicht zu hoch gesetzt ist, so accompagnire ich Sie selber,  
 もし第二声部がそれほど高くない場合には、私が自らあなたと共に

 歌おうではないか。 
 （訳者注：ここでリュッケンマルクは、ヘルシュテルンが第一声

 部、即ちソプラノ声部 (Sopran) を、自分が第二声部、即ちテ ノ

ール声部 (Tenorstimme) を歌うことを提案している。） 
denn der da versteht nichts davon. (ab) 
 なぜなら、ここにいる男（訳者注：エドワード）は、音楽が全く 
 わからないからだ。（リュッケンマルクは出て行く。） 
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Eilfte Scene. 第１１場。 
 

Eduard. Caroline. エドワード。カロリーネ。 
 

Caroline. Stimme nur, guter Alter,  
 とにかく調律でもなさっていてください、リュッケンマルク様、 
ohne diesen hier kann ich nun einmal die Lieder zweyer Liebenden nicht singen. 
 エドワードがここにいなければ、私は結局のところ、 
 「二人の恋人達の歌」を歌うことはできないのです。 
 
Eduard. Meine Caroline! der erste Schritt ist geschehen. Was hoffest Du ? 
 私のカロリーネよ！賽は投げられたのだ。君は何を望むのだい？ 
 
Caroline. Ich hoffe, daß Deines Vaters Einwilligung den dummen Streich wieder 
gut machen wird, zu dem Du mich verleitet hast. 
 あなたのお父様の同意が、あなたが私を惑わせてさせた愚かな悪戯

 の埋め合わせをしてくれることを、私は望むわ。 
 （訳者注：「愚かな悪戯」の具体的内容は、エドワードとカロリーネ

がリュッケンマルクに内緒で結婚したこと。そしてそれが、「同意（

結婚の許可）」により埋め合わせされると言っている。当時は親が子

供の結婚相手を決めるのが通例であり、従って親に内緒で結婚する

ということはありえないことであった。この劇の作者のコツェブー 
(Kotzebue) も、一度目の結婚で同様のことをしている。） 

 
Eduard. O gewiß! wenn Du nur willst, so wird jedes Herz Dir unterthan. 
 ああ、もちろんだとも！もし君が望みさえすれば、その時全ての

 （訳者注：男の）心は君の思いのままだろう。 
 
Caroline. Hier ist aber von keinem  Herzen die Rede. 
 しかしここで問題になるのは、心についてでは全くないのよ。 
Sein Herz sitzt nicht einmal im Kopfe, sondern am Kopfe;  
 リュッケンマルク様の心は、頭の中にすらないのよ、そのかわり頭

 の上にあるのよ； 
da muß man es weghaschen. 
 そこからそれを奪ってこなくてはいけないのよ。 
 
Eduard. Ich verlasse mich auf Deine Schlauheit. 
 私は君の抜け目のなさを信頼するよ。 
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Caroline. Die hat Dein Vater mir gänzlich abgesprochen. 
 あなたのお父様は、私の抜け目のなさを完全に否定したのよ。 
 
Eduard. So wie die Darstellungsgabe,  
 同じように演技の才能もね。 
und Du bist doch wahrhaftig die beste Schauspielerin, die ich kenne. 
 しかし君は本当に、私の知っている中で、最高の女優だねえ。 
 

 
Zwölfte Scene. 第１２場。 

 
Peter. Die vorigen. 

ペーター・グートシャーフ。前場の人々（エドワード・カロリーネ）。 
 
Peter. Die gnädige Frau soll zum alten Herrn kommen.  
 カロリーネお嬢様、リュッケンマルク様の所へ行ってください。 
Das Instrument wäre gestimmt. 
 楽器が調律されたそうです。 
 
Caroline. Esel! habe ich dir nicht hundertmal gesagt, daß ich keine gnädige Frau bin 
? (ab) 
 馬鹿ッ！私はお嬢様ではないと、百回もあなたに言ったじゃない

 の！（カロリーネは出て行く。） 
 
Eduard. Rindvieh! wenn du den Herrn von Hellstern noch einmal gnädige Frau 
nennst, 
 馬鹿者！もしお前がヘルシュテルン君をもう一度お嬢様と呼んだな

 らば、 
so wird ein sehr ungnädiges Gericht über deinen Buckel ergehen. (ab) 
 そのときはとても無慈悲な判決がお前の背中に下されることになる

 だろう。（エドワードは出て行く。） 
 （訳者注：「無慈悲な判決を下す」とは、鞭打ちに処すというこ

 と。） 
 
Peter. Lieber Gott! der Eine kratzt mir am Kopfe, der Andere will mir den Rücken 
kratzen.  
 親愛なる神よ！ある人は私の頭を掻きます、またある人は私の背中

 を掻こうとします。 
Der Eine nennt mich ein Genie, und der Andere ein Rindvieh.  
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 ある人は私を天才と呼びます、またある人は私を馬鹿者と呼びま

 す。 
Welcher hat denn nun Recht ? Kann man denn beydes zugleich, Genie und 
Rindvieh seyn ? – 
 どちらがいったい正しいのでしょうか？人は天才であってまた馬鹿

 者であることが、両方同時にできるのでしょうか？・・・ 
Ich soll die gnädige Frau nicht gnädige Frau nennen, weil sie sich in ein Bübchen 
verwandelt hat. –  
 私はカロリーネお嬢様を、お嬢様と呼んではいけないのです。なぜ

 なら彼女は少年に変身していたからです。・・・ 
Kuriose Einfälle haben die vornehmen Leute, und dürfen thun was sie gelüstet.  
 彼ら身分の高い人達は、奇妙な考え方を持つものです。しかし彼ら

 は、彼らのしたいことをすることができます。 
Ich wette, wenn ich mich in ein Mädchen verwandelte, mich schickten sie ins 
Spinnhaus. 
 私は賭けます、もし私が少女に変身したとしたら、彼らは私を感化

 院へと送ることでしょう。 
 （訳者注：感化院 (Spinnhaus) は、当時あった強制労働施設で、 主
に売春婦が送られ糸を紡ぐ作業に従事させられた。） 
 Ende des ersten Acts. 
  第一幕終わり。 
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Zweiter Akt. 第 2 幕。 
 

Erste Szene. 第１場。 
 
Herr von Rückenmark (allein mit einem Briefe in der Hand. Eine Schatulle steht auf dem 
Tische). 
   リュッケンマルク氏（ある一通の手紙を手にしながら独白している。

 テーブルの上には金庫が置かれている）。 
 
Anonyme Briefe sollten so gut als italienische auf der Post durchstochen, geräuchert und  
durch Essig gezogen werden, denn sie kommen aus Herzen, in welchen das schlimmste 
gelbe Fieber haust.   
 匿名の手紙というものは、イタリアの郵便局でするのと同じように、（訳

者注：不法な物が入っていないかを確かめるために）穴を開けて検閲され

るべきであり、（訳者注：ペストを防ぐために）燻蒸消毒されるべきであ

り、また（訳者注：文字を浮き立たせるために）酢通しされるべきものな

のだがなあ。なぜならばこの類の物は、最も嫌な黄色い熱が巣食うとこ

ろの、心というものから来ているからだ。 
 （訳者注：das gelbe Fieberの本来の意味は「黄熱病」であるが、この文脈で

は比喩的な意味が優ると思われる。即ち、訳の「黄色い熱」とは、「よこ

しまな考え」を表す。） 
 
Solche Briefe stellen sich an, als wollten sie dem nützen, an den sie gerichtet sind, 
eigentlich aber wollen sie nur dem schaden, von dem sie handeln.  
 そのような手紙達は、それらが宛てられている者に対して、あたかも役

 に立つかのようなふりをして、 
 ほんとうはしかしそれらが言及する者に対して、ただ害を為そうとする

 だけなのである。 
 （訳者注：「害を為す」とは、「悪口を言う」ことを表す。） 
Die Schreiber derselben sind Straßenräuber, die in hohlen Bäumen stecken, und auf die 
Vorbeygehenden von hinten schießen.   
 匿名の手紙の書き手達は、中が空洞の木々の中に隠れて、通りすがりの

 者達に対して、後ろから発砲する追いはぎ達なのだ。 
Oder sie sind Gassenbuben, die im Dunkeln herumlaufen, und die Klingeln vor den 
Häusern ziehen.   
 もしくは彼らは、暗闇の中を走り回り、家々の呼び鈴を引いて回る不良

 少年達なのだ。  
– Da schreibt mir so ein Quidam ["gewisser Herr"] (liest.) 
 －ここに匿名さんとか言う人が私に手紙を寄こしたのだ。 
 （彼は読み上げる。） 
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 "Nehmen Sie sich in Acht. Ihr Sohn bringt ein Frauenzimmer in  
 Mannskleidern mit, welches er hier geheirathet hat; eine Kokette, die,  nachdem 
sie viele ehrliche Männer und unter andern auch mich eine   Zeitlang am 
Narrenseil herumgeführt –" 
 「気をつけてください。あなた様の息子様は男装した女性を連れ込んで

 おりまして、彼はここでその女性と結婚しました。 
 彼女はプレイガールであり、彼女は沢山の誠実な男達を、そしてとりわ

 けまた私を、しばらくの間愚弄した後で・・・」 
also ein unglücklicher Nebenbuhler ? 
 それでは不幸な恋敵なのかなあ？ 
 "endlich mit Ihrem verblendeten Sohne davon gelaufen ist. Retten Sie  diesen 
braven jungen Mann, und verschmähen Sie die Warnung nicht,  welche Ihnen erteilt  
   ein unbekannter Freund 
     N.N."  
 「とうとうあなた様の有頂天になった息子様と駆け落ちしてしまいまし

 た。あなた様のまじめで若い息子様を救ってください。そしてあなた様

 に与えられたこの警告を却下しないでください。 
  無名の友人 
  N.N.より」 
 
Ein unbekannter Schurke ist der Herr N.N. und weiter nichts, auch wenn die Nachricht 
wahr seyn sollte.  
Freilich habe ich beym Singen wohl bemerkt, dass der junge Herr eine Stimme hat, wie 
ein Knabe von 12 Jahren, er behauptet aber, er sänge durch die Fistel.   
 無名の悪党だ、このN.N.氏は。そしてそれ以上ではないのだ。たとえこ

 の知らせが真実であったとしてもだ。 
 もちろん私は歌の際に十分気づいていたさ、この若い男（訳者注：ヘル

 シュテルン）が、12歳の少年のような声であることになあ。彼はしかし

 裏声で歌ったと主張したのだ。 
Und dann mein Sohn mit seinem platten Nacken – nein, ich kann's nicht glauben.   
 さらに、ぺったんこな首筋の私の息子―いいや、私はそれを信じること

が できない。 
 （訳者注：第１幕の第９場によると、リュッケンマルクは、首筋がぺっ

 たんこなエドワードは性愛の器官 (Geschlechtsliebe) が欠けてい るため、

女性に興味を持つこと、まして結婚することなど有り得ないと 考えてい

る。） 
Nun, dahinter wollen wir bald kommen. Wenn es wahr ist, so muss der Peter Gutschaaf 
nothwendig darum wissen. Der sitzt ja schon seit ein Paar Stunden im Vorzimmer bey 
einer Hammelskeule. Appetit haben die Genies zum Erstaunen. Nun wird er wohl endlich 
satt seyn.  
 まあ、私はまもなく事の真相を知るであろう。もしそれが本当だとした

 ら、その時はあのペーター・グートシャーフが、必ずやそれに関して 
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 知っているに違いない。だって彼は既に数時間待合室に居て、羊のモモ

 肉をほおばっているではないか。天才達というのは、驚くべき食欲を持

 つものなのだ。今彼は十分に満腹であることだろう。 
(Er geht an die Tür und ruft hinaus) Peter Gutschaaf sey er so gut und komm er einmal 
herein. 
 リュッケンマルクはドアの方へ行き、外に呼びかける：）ペーター・ 
 グートシャーフよ、お願いだからちょっとここに来ておくれ！ 
 

Zweite Scene. 第１場。 
 

Peter (mit vollen Backen).  Der Vorige. 
ペーター（口の中いっぱいに食べ物を入れて）。前場の人（リュッケン マ

ルク）。 
 
Peter. Belieben der gnädige Herr es nur kurz zu machen, denn ich habe mich eben erst zu 
Tische gesetzt.  
Jemanden im Essen oder im Beten zu stören, das kommt auf eines heraus, denn der Leib 
will seinen Gottesdienst abwarten, so gut wie die Seele.  
 リュッケンマルク様、とにかく手短にお願いします。なぜなら、私は今

 しがたテーブルについたばかりだからです。 
 ある人を食事中に邪魔すること、もしくはお祈り中に邪魔すること、 
 それは同じことです。なぜなら、体は魂と同様に、礼拝式に参加してい

 るからです。 
 
Rückenm. Schlaukopf, er muss wissen, daß große Männer nicht lange tafeln.  
Wenn man so einen prächtigen Schädel hat, wie er –  
 抜け目のない人よ、君はしかし知らなければならないのだ。偉大な人々

 は、長々と御馳走を食べるものではないということを。もしある人が君

 のようなそれほど素晴らしい頭蓋骨を持っているのならば・・・ 
   
Peter. Ey was, hier ist von meinem Magen die Rede. Der Schädel leiht nur das Maul dazu. 
Auf der Reise gab's schmale Bissen, hier im Hause freilich auch nicht viel, aber sie haben 
mir doch endlich einen Hammelbraten, einen Schinken, drey Würste und sechs 
Pfannkuchen gegeben, davon sind noch etliche Brocken übrig, die muß man nicht 
verschmähen.  
 そうではありません。ここでは私の胃について、話しているのですよ。

頭蓋骨は食べるために、ただ口だけを貸してくれます。旅では少ない食

べ物しかなく、この家でも確かにまた沢山はありません。しかしこの家

の人達は、それでもついには私に、１本のローストマトン、１本のハム

、３個のソーセージと６個のパンケーキをくれました。それらに関して

、まだいくつかのかけらが残っています。それらを食べないわけにはい

かないのです。 
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Rückenm. Schon gut, er kann gleich wieder hinaus gehen. Sage er mir nur geschwind, ist 
der junge Herr von Hellstern ein Frauenzimmer ? 
 よろしい、君はすぐにまた部屋へ戻ってよい。とにかくすぐに私に教え

 ておくれ：あの若いヘルシュテルンさんは女性なのかね？ 
 
Peter. Ein Frauenzimmer? woher soll ich das wissen?  
 女性ですって？そんなこと知りません。 
 
Rückenm. Hat er ihn nie in Frauenzimmerkleidern gesehen?  
 君は彼が女性の服を着ているのを見たことがないかね？ 
 
Peter. O ja, er trug gewöhnlich ein weißes Kleid mit einer Schleppe, so lang als meiner 
Mutter Bettlaken, damit feget er die Treppen. Mir ist's aber recht lieb, daß er das 
Wischtuch abgelegt hat, denn ich habe ein paar Mal darauf getreten, und da gab es 
jedesmal ein Loch, so groß, daß Sie Ihren Kopf hätten durchstecken können. 
 そうですとも、彼は普段、私の母のシーツと同じくらいの長さの、引き

裾のついた白いワンピースを着ていました。そのワンピースで、彼は階

段を掃いていました。彼がその雑巾を脱いだことは、私にとってしかし

とても好ましいことです。なぜなら、私はその上を２，３回踏んでしま

い、そしてそこにそのたびごとに穴が開き、それがあまりにも大きいの

で、人々が頭を突っ込むことができたかもしれなかったほどでした。 
 
Rückenm. Also wäre sie doch wirklich ein Frauenzimmer; wie heißt sie denn? 
 それではもし彼女が本当に女性であったとしたら、彼女は何という名前

 なのかね？ 
 
Peter. Damals, wie der gnädige Herr noch die Treppe fegte, da nannten sie ihn Fräulein 
von Hellstern. Wir waren aber kaum zum Thore hinaus, da schnallte er ein Jagdmesser 
um, und da hätte ich es keinem raten wollen, ihm etwas Unrechtes zuzumuthen. 
 当時、ヘルシュテルンさんがまだ階段を掃いていた時に、そこで周りの

人達は彼をミス・ヘルシュテルンと呼んでいました。しかし私達が門の

外へ出るや否や、そこで彼は金具で猟刀を体に留めました。そしてその

とき私は、彼に対して不正な何かを要求することを、誰にも助言しよう

とはしなかったかもしれません(→ですから、彼を非難するように、どな

たにもお勧めする気にはなれなかったのですが)。 
 
Rückenm. Sollte sie wirklich mit meinem Sohne verheirathet seyn?  
 彼女は本当に私の息子と結婚しているのだろうか？ 
 
Peter. Das weiß ich nicht.  
 そんなこと知りません。 
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Rückenm. Nun, man sieht denn doch wohl, ob ein Paar Leute Mann und Frau sind? 
 まあ、カップルの二人が夫と妻であるかどうかは、実際に誰にでもよく

 わかるのだ。 
  
Peter. Ja woran soll man das sehn? In der Stadt wo wir herkommen, habe ich wohl 
manchmal gedacht, wenn ein Paar Leute recht schön miteinander thaten; aha! die sind 
gewiß Mann und Frau. Nun ja, da hatte ich auch ganz Recht, aber er war nicht ihr Mann, 
und sie war nicht seine Frau. 
 はい、しかしそれについて、どのように私達はそれ（訳者注：夫婦）を見

つけることができるのでしょうか？私達の出身の町では、私はなるほど

時々考えました。カップルの二人がかなりいちゃついていた時には： 
 ははあ、彼らはきっと夫と妻なのだろうなあと。まあまあ、その点では

私もまた完全に正しかったのですが、しかし彼は彼女の夫ではなく、ま

た彼女は彼の妻ではなかったのです。 
 
Rückenm. Doch auf der Reise? mußte er denn die Herren nicht auskleiden? 
 しかし旅行中はどうだったのかね？君は紳士達の服を脱がせなければな

 らなかったのではないのかね？ 
 
Peter. Ne, Abends war ich immer  besoffen.  
 いいえ、夕方には私はいつも酔っ払っていました。 
 
Rückenm. Ist er denn nicht auf der Hochzeit gewesen? 
 結婚式の時に、君はいなかったのかね？ 
 
Peter. Nu, sehen Sie gnädiger Herr, wenn ich auf einer Hochzeit gewesen bin, das vergesse 
ich in meinem Leben nicht, denn auf einer reputirlichen Hochzeit, da giebt es viel zu 
essen. Wenn also die beiden Herren einander geheirathet haben, so muss es nur eine 
schlechte Winkelhochzeit gewesen seyn.  
 まあ、リュッケンマルク様、あなた様にはお分かりになるでしょう。も

し私が結婚式に出席していたならば、そのとき私はそのことを一生涯忘

れません。なぜならば、立派な結婚式では、沢山の食べ物があるからで

す。従ってもし、あの二人の紳士達が結婚したとしたら、そのときそれ

はただ悪い、不正なだけの結婚式(→不品行な野合)であったに違いありま

せん。 
 
Rückenm. Ich merke, mein Freund, er traut mir noch immer nicht, und verbirgt den 
Schalk hinter die Einfaltslarve, aber den Schädel kann er ja doch nicht verstecken, die 
beiden Hügel da strotzen von Witz.  
 私は気づいているのだよ、私の友人よ、君はいまだになお私を信じては

いないのだ。そして君は無邪気な仮面の後ろに才能を隠しているのだ。
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しかし君は君の頭蓋骨を本当に決して隠すことはできないのだよ。 
 そこにあるその二つの大きなこぶが知性で充満しているのだ。 
 
Peter. Daran ist der lahme Rappe schuld, der mich gestern in den Graben warf, daß ich 
mit der Nase im Koth, und mit der Stirn auf die Baumwurzeln schlug. Hat die Bestie 
mich vollends witzig gemacht? 
 それに関しては、あの手足が不自由な(→よぼよぼの)青毛の馬のせいです

。あの馬が昨日私を溝の中に投げ入れたので、私は鼻を汚物の中に突っ

込み、そして額を木の根っこの塊にぶつけたのです。あの野獣が私を、

まったく知性に富んだ者にしてしまったのでしょうか？ 
 
Rückenm. Ja, ja, wir wissen nun schon. Geh er nur, vollende er seine Mahlzeit. Schicke er 
mir aber zuvor meinen treuen Diener Katzrabe und das Fräulein von Hellstern herüber. 
 はい、はい、もうわかった。とにかく行きたまえ、食事を終えてしまっ

 てくれたまえ！しかしまず私の忠実な召使いのカッツラーベと、あの  
 ミス・ヘルシュテルンをこちらによこしてくれたまえ。 
 
Peter. Nehmen Sie sich in Acht gnädiger Herr.   
 気をつけてください、リュッケンマルク様。 
Wenn Sie ihn Fräulein tituliren, so nennt er Sie gleich einen Esel.  
 もしあなた様が彼を「ミス・」で呼びかけるとしたら、そのとき彼はあ

 なた様をすぐに馬鹿と呼びます。 
Ich weiß wie er's mir sogar gemacht hat, und wir sind doch sonst die besten Freunde.   
 どのように彼が、私に対してさえもそれ（訳者注：馬鹿呼ばわり）をし

 たのかを、私は知っています。しかし私達はそれでも、普段は最良の友

 人同士なのです。 
Vollends der Herr Sohn (er kratzt sich den Rücken), der macht's noch schlimmer, (im 
Abgehen) 
 あなた様の息子様は（彼は背中を掻く）、ましてや（訳者注：ヘルシュ

 テルンさんよりも）更に意地悪く怒ります。（出て行こうとして） 
drum lassen Sie sich nichts merken. (als er die Thür öffnet).  
  従って、あなた様は何も気づかないふりをしてください。 
 （彼がドアを開けると） 
Nun da haben wir's! da hat mir der Hund den Hammelsbraten gestohlen.  
Willst du fort du Bestie! Ja knurre nur noch. (ab) 
 さあ、心配していた通りです！ほら、犬が私からローストマトンを盗み

 ました。 
 向こうへ行け、この畜生め！ああ、うなるんじゃない。 
 （彼は出て行く） 
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Dritte Scene. 第３場。 

 
Herr von Rückenmark (allein)  リュッケンマルク氏（独白）。 

 
  Der Schelm will nicht recht mit der Sprache heraus. Aber das hat nichts zu bedeuten. 
Wir wissen Gott sey Dank einen weiblichen Schädel recht gut von einem männlichen zu 
unterscheiden. Laß sie nur kommen, auf den ersten Griff habe ich's weg.   
 あのいたずら者（訳者注：ペーター）は、言葉ではまともに口に出すつ

 もりはないのであろう。しかしそれは取るに足りないことなのだ。 
 神よ、感謝します！私は女性の頭蓋骨を男性のそれから、本当に上手く

 区別することができるのです。とにかく彼女を来させればよいのだ。 
 触れればすぐに、私にはわかってしまうであろう。 
Wenn es aber wirklich ein Frauenzimmer wäre ? was mach' ich dann?  
 しかしもしヘルシュテルンが本当に女性だとしたら？そのとき私はどう

 しようか？ 
– Einen tüchtigen Tonsinn hat sie freilich auch, und componirt auch schon recht artig  
– aber so schön dreyeckigt ist ihre Stirn doch bey weitem nicht, als die des Fräuleins von 
Sturzwald. 
 ―音楽に対する良い感覚を、彼女は確かにまた持っているし、そして彼

女 はなるほどまた本当に素敵に作曲するのだ。 
 ―しかし彼女の額は、シュトゥルツバルトさんのそれのような、あまり

に も素晴らしい三角型とは全く程遠いのだ。 
 
 

Vierte Scene. 第 4 場。 
 

Caroline. Der Vorige. 
カロリーネ。前場の人（リュッケンマルク）。 

 
 
Carol. Was steht zu Ihren Diensten mein werther Herr von Rückenmark? 
 何か御用でございましょうか、親愛なるリュッケンマルク様？ 
 
Rückenm. O lassen Sie uns doch noch ein Viertelstündchen über die Organe 
plaudern. Man trift so selten gründliche Kenntnisse – 
 まあ私たちはわずか15分だけでも、器官達について絶対におしゃべ

 りをしようではないか。器官達に関する基礎知識を持ち合わせた人

 に出会うというのは、たいそう稀なことなのだ。 
   
Carol. Die hoffe ich mir erst bey Ihnen zu erwerben.  
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 それらをあなた様から得ることを、私は真っ先に望んでいます。 
 
Rückenm. Gehorsamer Diener. Was meinen Sie wohl? wie ist ein weiblicher Schädel 
am sichersten von einem männlichen zu unterscheiden?  
 従順なる召使いよ(→どうぞ謹んで)。どのようにすれば最も確実 
 に、女性の頭蓋骨を男性のそれから区別できると思うだろうか？ 
 
Carol. (bey Seite). Wie kommt er darauf? (laut.) Ich bin noch zu sehr Anfänger. – 
 （脇へ向かって）。どうして彼はそんなことを思いついたのかし

 ら？（聞こえる声で。）私はまだ全くの初心者です。  
 
Rückenm. Das will ich Sie bald lehren. Die Affen haben ein ausgezeichnetes Organ und 
die Frauenzimmer dasselbe.   
 私がまもなくあなたにそれをお教えしよう。猿達はある優秀な器官を 
 持っていて、そして女性達も同じものを持っているのだ。  
 
Carol. Viel Ehre für unser – schönes Geschlecht.  
 私達・・・いや美しい性別にとっては大変な栄誉です。 
 
Rückenm. Nun darf man ja nur darüber nachsinnen, in welchen Stücken die 
Frauenzimmer den Affen am mehrsten gleichen. Was meinen Sie? 
 今、私達は本当にただそれに関してだけ、じっくりと考えてみようでは

 ないか。どこの部分において、女性達は猿達に最も似ていると、あなた

 は思うかね？ 
 
Carol. In der That, ich habe  diese beyden Gattungen von Geschöpfen noch nie mit 
einander verglichen. 
 実のところ、私はこの二種類の生物達を、まだ全く比較したことがない

 のです。 
 
Rückenm. Ich sehr oft. Man könnte sagen:  
 私はたいそうよく比較したものだよ。そして次のように言うことができ

 るかもしれないのだ： 
der Affe sey boshaft, das Frauenzimmer auch;  
 猿は意地が悪い、女性もまたそうだ； 
der Affe nasche sehr gern und sey neugierig, das Frauenzimmer auch;   
 猿はとても喜んでつまみ食いをするし、その上好奇心が強いが、女性も

 またそうだ； 
der Affe sehe gerne in den Spiegel, ahme alles nach, gebrauche die nützlichsten Dinge als 
Spielwerk, zerbreche sie gern, – lauter Eigenschaften, die auch dem weiblichen 
Geschlechte eigen sind. 
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 猿は喜んで鏡を覗き、写る全てを真似するし、最も有用な物品の数々を

 玩具として使用するし、それらを喜んで壊すが、―これらの全ての特性

達はまた、女性に特有のものだ。 
 
Carol. (bei Seite). Ein Maler, der fürwahr nicht schmeichelt. 
 （脇へ向かって）。本当にお世辞を言わない画家だわねえ。 
  （訳者注：ここで画家は、比喩として使われている。 
 即ちここでの画家は、絵の具ではなく、言葉で絵を描く画家である。） 
 
Rückenm. Aber theils gibt es keine Organe dafür, theils finden wir sie leider auch alle an 
Männern.  
Wir müssen also eine solche Eigenschaft suchen, die Weibern und Affen ganz 
ausschließlich zukommt, und die ist – errathen Sie noch immer nicht? die Kinderliebe.   
 しかしこれらの特性達のいくつかに関しては、それらに対応する器官達

 が見つかっていないのだ。他の特性達のいくつかに関しては、私達はそ

 れらを残念ながら全てまた男性達にも見出すことができるのだ。 
 従って私達は、全く女性達と猿達だけが持っているような特性を捜さな

 ければならないのだ。そしてそれは・・・あなたはまだ言い当てられな

 いかね？・・・子供愛だ。 
 
Carol. Wahrhaftig? wie scharfsinnig.  
 本当ですか？あなた様はなんて洞察力があるのでしょう。 
 
Rückenm. Belieben Sie nur nachher die Affen in meiner Sammlung zu betrachten, so 
werden Sie hinten am Schädel eine weit herausgehende Wölbung gewahr, die findet sich 
nur an Frauenzimmern, und nur an diesen, folglich ist es die Kinderliebe. 
 後でせめて私のコレクションにある猿達だけでも、じっくり眺めてみて

 はどうかね。そうすればあなたは、頭蓋骨の後ろ側に、広く外側へと出

 て行くアーチ形の膨らみに気づくであろう。それは女性達とまた猿達だ

 けに見つかるのだ。従ってそれは、子供愛の器官なのだ。 
 
Carol. Vortreflich.   
 素晴らしいです。 
 
Rückenm. Daran unterscheidet man die Köpfe beyderley Geschlechter auf den ersten 
Blick. Erlauben Sie, daß ich Ihnen die Stelle ganz deutlich bezeichne. (fährt ihr nach dem 
Kopfe.) 
 そのアーチ形の膨らみのお蔭で、私達は両性の頭達を一目見ただけで区

 別できるのだ。私があなたのためにその場所をはっきりと指し示すこと

 を、どうか許してくれたまえ。 
 （彼女の頭の方に手を伸ばす。） 
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Carol. O, ich habe schon hinlänglich begriffen.   
 まあ、私は既に十分に理解しました。 
 （訳者注：これは頭を触られたくないがための言動である。） 
 
Rückenm. Nein, nein, Sie könnten das Organ leicht mit der Ruhmsucht verwechseln, die 
liegt gleich oben darüber.  
 いや、いや、あなたはこの器官を名誉欲の器官と容易に取り違えるかも

 しれないのだ。それはまさに子供愛の器官の上にあるのだ。 
 （訳者注：リュッケンマルクは何としてもカロリーネの頭に触りたいの

 である。） 
 
 
Carol. O die Ruhmsucht kenne ich schon, die täuscht mich gewiß nicht.  
 まあ、名誉欲の器官を私は既に知っていますが、それは私を欺くことは

 きっとありません。 
 （訳者注：名誉欲の器官を他の器官と取り違えたりはしないというこ 
 と。） 
 
 
Rückenm. Aber die Kinderliebe mein Herr – oder nicht mein Herr – soll mich auch nicht 
täuschen.  
 しかし子供愛の器官はだね、私のヘルシュテルン氏よ・・・もしくは氏

 ではないのかな・・・それは私をまた欺くはずがないのだよ。 
 （訳者注：子供愛の器官を他の器官と取り違えたりはしないというこ 
 と。） 
Bitte daher nochmals um Erlaubniß –  
 従って、どうかもう一度触らせてくれないかね・・・ 
 
Carol. Nun in Gottes Namen.  
 今、神の御名におきまして。 
 
Rückenm. (befühlt ihren Kopf ). O! o! o! – Ha! ha! ha!  
 （彼女の頭を触る）。おお！おお！おお！・・・ほう！ほう！ほう！ 
 ・・・人々はあなたに対して不正を為したのだ、私の親愛なるヘルシュ

 テルンさん、大いなる不正だ。 
 
Carol. Warum?  
 なぜですか？ 
 
Rückenm. Da ist nicht so viel Kinderliebe als bey einem Gugguck!  
 そこには、郭公と同じくらい子供愛が存在しないのだ！ 
 （訳者注：郭公は自分の卵を他種の鳥の巣に産みつけ、自分の子供を 



68 

 他種の鳥に育てさせるという意味で、子供愛がないと言える。） 
Und es ist in der That ein Glück, daß Sie kein Frauenzimmer sind, denn ich bemerke so 
eben, daß Sie einen ziemlich starken Mordsinn haben. Sie würden doch nur alle Ihre 
Kinder umbringen.  
 そして実際に、あなたが女性でないことは幸運なことなのだ。 
 なぜなら、私はそう、たった今気づいたのだ。あなたがかなり強い殺人

 感覚の器官を持っていることになあ。 
 （訳者注：たとえあなたが子供を産んだとしても、） 
 あなたはきっと全てのあなたの子供達を殺してしまうだけであろう。 
 （訳者注：ガルのシステムによると、殺人感覚 (Mordsinn) の器官は 側
頭部にある。 
 リュッケンマルクは、ヘルシュテルンの後頭部の子供愛   
 (Kinderliebe) の器官を確かめるため手を伸ばした際に、ヘルシュテ ル

ンの側頭部に触れ、その殺人感覚 (Mordsinn) の強さに気づいたも のと思わ

れる。） 
 
Carol. Wie kommen Sie auf den Einfall, daß ich ein Frauenzimmer seyn könnte? 
 あなた様はどのようにして、私が女性かもしれないということを、 
 思いついたのですか？ 
 
Rückenm. Ich sage Ihnen, Sie sind kein Frauenzimmer, das muß ich besser wissen, davon 
bin ich jetzt schon überzeugt.  
 私はあなたに言うのだ、あなたは女性ではないのだ。そのことを私はさ

 らによく知らなければならない(→よく分かった)のだ。それについて、 
 私は今既に確信しているのだ。 
 
Carol. Aber der bloße Gedanke?  
 しかし（訳者注：それでは私が女性だということは）単なる思いつき 
 だったのですか？ 
 
Rückenm. Sie haben Feinde, Herr von Hellstern, recht maliziöse Feinde.  
 あなたには敵がいるのだ、ヘルシュテルンさん、とても意地の悪い敵 
 だ。 
Ich muß Ihnen nur alles entdecken. Es hat mir so ein Wicht einen anonymen Brief 
geschrieben, worin er behauptet, Sie wären mit meinem Sohne verheirathet. 
 私はあなたに全てを告白しなければならないのだ。あるとても悪い男 
 が、私に匿名の手紙を寄こしたのだ。その手紙でその男は、あなたが私

 の息子と結婚しているなどと主張していたのだ。 
 
Carol. Albernes Mährchen.   
 愚かな作り話です。 
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Rückenm. Und der schlaue Schelm, der Peter Gutschaaf, bestärkte mich noch mehr in 
dem Argwohn.  
 そしてあの抜け目のない、いたずら者のペーター・グートシャーフが、

 私の不信感をさらに一層強めたのだ。 
Er wollte Sie in Frauenzimmerkleidern gesehen haben. 
 彼はあなたが女性の服を着ているのを見たと言ったのだ。 
 
Carol. Der Narr hat vermuthlich von meiner Schwester gesprochen, die sieht mir 
außerordentlich ähnlich.  
 あの馬鹿者はおそらく私の妹について話していたのです。彼女は私と非

 常によく似ているのです。 
 
Rückenm. Ich glaube vielmehr, es war nur Eins von seinen Schelmenstückchen.   
 私はむしろ、それはただの彼の小さないたずらの中の一つであったと思

 うのだ。 
Der Kerl ist pfiffig. Er hat es Faustdick hinter den Ohren, wie man zu sagen pflegt, das 
heißt mit andern Worten, er hat ein starkes Organ der Schlauheit, welches, wie Sie wissen, 
hinter den Ohren liegt. 
 あの男は抜け目がないのだ。彼は、人々がよく言うように、抜け目のな

 いやつなのだ。即ち、換言すると、彼は抜け目のなさの強い器官を持っ

 ているのだ。その器官は、あなたも知っているように、両耳の後ろにあ

 るのだ。 
 
Carol. Er weiß es sehr geschickt zu verbergen.   
 彼は自分の抜け目のなさを、よくもまあ上手く隠すことができるもので

 すねえ。 
 （訳者注：これはもちろんイロニー (Ironie) である。） 
 
Rückenm. Das macht das Organ der Darstellung.   
 それは演技の器官が為せる業なのだ。 
Wäre der Mensch auf's Theater gegangen, er würde das Publikum entzückt haben, trotz 
dem kleinen Roscius in England und London! Aber mich betrügt er doch nicht! Gott sey 
Dank! mich betrügt keiner! 
 あの男がもし劇場に行ったとしたら、イギリスのロンドンで活躍してい

 る小ロスキウスにも劣らず、彼は観衆達を熱狂させたことであろう！し

 かし彼は私を騙すことは全くできないのだ！神様、感謝します！ 
 誰も私を騙すことはできないのです！ 
 （訳者注：ロスキウス (Roscius, Gallus Quintus 前126年頃～ 前62) は
、ローマの俳優。キケロが称賛した喜劇役者。 
 後世の名優への賛辞としてその名が用いら れた。訳の「小ロスキウス」

 とは、ベティ (Betty, William Henry West 1791～1874） と いう、当

時イギリスで絶大な人気を誇った俳優のことである。) 
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Fünfte Scene.  第５場。 

 
Katzrabe. Die Vorigen. 

カッツラーベ。 前場の人々（リュッケンマルク・カロリーネ）。 
 
Katzr. Der gnädige Herr haben befohlen –  
 リュッケンマルク様、お呼びになりましたか・・・ 
Rückenm. Ja, mein lieber Katzrabe, ich will ihm einen Auftrag ertheilen, der ihm beweisen 
wird, wie viel Zutrauen ich in seine Ehrlichkeit setze. – Mit Erlaubniß Herr von Hellstern! 
– Weiß er das Bombeck'sche Haus gleich am rothen Thore zu finden? 
 そうとも、私の親愛なるカッツラーベよ。私はお前に、ある任務を与え

たいのだ。その任務は、私がお前の誠実さにどれほどの信頼を置いてい

るかを、お前に対して証明することになるであ ろう。・・・すまないが

、ちょっと待っていてくれたまえ、ヘルシュテルンさん！・・・お前（訳

者注：カッツラーベ）は、赤い門のすぐ近くにあるという、ボンベックの

家を知っている(→見つけられる)かね？ 
 
Katzr. O ja.  
 ああ、はい。 
 
Rückenm. (nimmt Geldrollen aus der Schatulle).  
 (札束を金庫から取り出す）。 
Da, trage er diese 2000 Thaler Louisd'or zu dem alten Herrn von Bombeck,  
und lasse er sich dagegen meinen Wechsel zurückgeben, versteht er mich? 
 ほら、お前はこの2000ルイドルを、ボンベックの御父君の許へと持って

 行くのだ。そしてそのお金と引き換えに、私の約束手形を返してもらっ

 て来るのだ。わかったかね？  
 
Katzr. Vollkommen. Der gnädige Herr sollen bedient werden.  
 完全に理解しました。リュッケンマルク様は、伺候されるに違いありま

 せん。 
 （訳者注：自分は必ずや与えられた仕事を全うするということ。） 
 
Carol. (leise). Hüthen Sie sich. Wo ich nicht irre, so habe ich den Kerl irgendwo arretiren 
sehen.  
 （リュッケンマルクに小声で耳打ちして）。気をつけてください。もし私

に間違いがなければ、 
 私はこの男がどこかで逮捕されているのを見ました。 
 
Rückenm. Ha! ha! ha! ein wenig dumm ist der Mensch freylich, aber das Diebsorgan hat 
er gar nicht; hingegen eine ganz enorme Gutmüthigkeit –  
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Geh' er in Gottes Namen mein Freund.  
 ハッ！ハッ！ハッ！、確かにこの男は少し馬鹿なのだ、しかし彼は泥棒

 の器官を全く持っていないのだ；それどころか彼は、非常に驚くべき気

 立ての良さの器官を持っているのだ・・・ 神の名において行きたまえ、

 私の友人よ。  
 
Katzr. Wünsche wohl zu leben gnädiger Herr. (ab.)   
 どうか幸せに生きてください、リュッケンマルク様。 
 （彼は出て行く。）  
 
Carol. Aber ums Himmels willen, 2000 Louisd'or sind doch keine Kleinigkeit,  
und ich versichere Sie, es ist derselbe Spitzbube, der bey uns Landes verwiesen worden. 
 しかし、なんたることでしょうか。だって2000ルイドルなんて、 
 決して小さな金額ではないではありませんか。その上私は、あなた様に

 断言します。あの者がまさに、私たちの国から追放された、悪党張本人

 であることを。 
 
Rückenm. Sie irren sich. Den kann der Fürst auf mein Wort noch heute zum 
Schatzmeister machen.  
 あなたは思い違いをしているのだ。侯爵は私の言葉に従って(→だって、

 誓って)、今日の内にも彼を財務責任者に取り立てることができるのだ。  
 
Carol. Gebrauchen Sie Vorsicht, ich beschwöre Sie! thun Sie es mir zu gefallen. 
 注意してください。私はあなた様に懇願します！どうかそのようにして

 ください。 
 
Rückenm. Ey, ey, Sie sind von der Unfehlbarkeit der Schädellehre sehr schwach 
durchdrungen.   
 おや、おや、あなたは骨相学の不可謬性をほとんど確信していないよう

 だねえ。 
 
Rückenm. (...) Indessen um Ihnen gefällig zu seyn – aber es ist ganz überflüssig. (geht an 
die Thür und ruft hinaus.) 
 それにもかかわらず、あなたに親切であるためには(→のお気に召すよう

 に)・・・しかしその注意は全く余計なのだ。 
 （ドアの方へ行き、そして 外に呼びかける） 
 
 Katzrabe, warte er noch einen Augenblick. Mein lieber Gutschaaf, komme er doch ein 
wenig herein. 
 カッツラーベよ、ちょっと待っていておくれ。私の親愛なるグート 
 シャーフよ、ちょっと入ってきておくれ。 
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Sechste Scene. 第６場。 

 
Peter. Die Vorigen. 

ペーター・グートシャーフ。前場の人々（リュッケンマルク・カロリーネ）。 
 
Peter. Nun bin ich satt. Ich habe dem Hunde den Braten wieder abgejagt. 
 今、私は満腹です。私はあの犬から、ローストマトンを再び奪い返した

 のです。 
 
Rückenm. Sehr wohl. Jetzt sey er so gut, und begleite er meinen Kammerdiener, der 
irgendwo 2000 Thaler Louisd'or auszahlen soll.  
 たいへんよろしい。今、君はどうか寛大にも、2000ルイドルを某所に 
 支払いに行かねばならない私の近侍（訳者注：カッツラーベ）に、付き

 添ってもらえないかねえ。 
 
Peter. Potz alle Hagel! das ist viel Geld!  
 おやまあ！それは大金ですねえ！ 
 
Rückenm. Steh' er dabey und seh' er zu. Nachher kann er auch im Wirthshause eine 
Flasche Wein auf meine Gesundheit trinken. 
 君は傍に立って、そして眺めておればよいのだ。そのあとで君はまた、

 旅館で一瓶のワインを、私の健康を祈りながら飲むことができるのだ。 
 
Peter. Ey, warum das nicht?  
 おやっ、喜んでお引き受けします。 
 
Rückenm. Jetzt geht nur mit einander in Gottes Namen.  
 今、神の御名において、とにかく一緒に行きたまえ。  
 
Peter. (ab.)    (ペーターは出て行く。） 
 
 

Siebente Scene.  第７場。 
 

Die Vorigen ohne Peter. 
ペーターを除く前場の人々（リュッケンマルク・カロリーネ）。 

 
Rückenm. Wenn es der ehrliche Kerl nur nicht übel nimmt, daß ich noch Jemanden 
mitschicke. 
 あの誠実な男（訳者注：カッツラーベ）が、私が更に他の者（訳者注：ペ

ーター） 
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 を同伴させたことを、せめて悪く思わなければよいのだが。 
 
Carol.  Aber Herr von Rückenmark! Der Dummkopf soll auf den abgefeimten 
Spitzbuben Acht geben? 
 しかし、脊髄の主！愚か者は、狡猾な悪党～8与えることです？ 
 しかし、リュッケンマルク様！あの馬鹿者（訳者注：ペーター）に、あ

 のしたたかな悪党（訳者注：カッツラーベ）を、見張らせるのですか？ 
 （訳者注：カロリーネは、信じられないという気持ちである。） 
 
Rückenm.  Ach lieber Herr von Hellstern! Wollte Gott, wir wären so gescheidt als jener 
pfiffige Satan, der vom Schafe weiter nichts hat als den Namen.   
 ああっ、親愛なるヘルシュテルンさんよ！私は神に祈っているのだよ。 
 私も、名前だけが羊（訳者注：Schaaf）を冠しているような、あの抜け

 目のない悪魔（訳者注：Peter Gutschaaf）と同じくらい賢くありま す

ように、となあ。（訳者注：一般的に羊 (Schaf) は性格がのんびり していて

、頭はあまりよくないと考えられている動物である。 
 ちなみに本文中のSchafと、訳注のSchaafとは同義である。） 
Sie erinnern sich, daß Maupertius einmal ein Projekt entwarf, wie eine edlere 
Menschenrace zu ziehen sey. Nun, da hätte er sicher den Peter Gutschaaf zum Stammvater 
machen mögen.  
 あなたは覚えているだろう。モーペルチュイがかつて、いかにしてより

 優秀な人種を育て上げるかを、構想したことを。さて彼の時代にペー 
 ター・グートシャーフがいたとしたならば、彼はきっとあの者を男性の

 祖先にと望んだことであろうよ。 
 （訳者注）モーペルチュイ (Maupertuis, 1698～1759 フランスの 数

学者、天文学者) 
 
Carol. Ich habe Sie gewarnt.  
 私はあなた様に警告しましたからね。 
 
Rückenm. Seyn Sie ganz ruhig, wenn ich sonst keine Sorgen hätte – Aber mein Sohn! 
mein Sohn! 
 安心したまえ。・・・もし私にそのほかに全く心配事がなければな 
 あ、・・・しかし私の息子は！私の息子は！ 
 
Carol. (erschrocken). Was fehlt ihm?   
 （驚いて）。彼に何か問題があるというのですか？ 
 
Rückenm. Er hat keine Lust zu heirathen, und das hat seine ganz natürlichen Ursachen.  
 エドワードには結婚したいという気持ちが全くないのだ。 
 そしてそのことは、彼の全く生まれつきの諸原因によることなのだ。 
Ich habe ihm das Fräulein von Sturzwald ausgesucht, ein holdes Mädchen mit einem 
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prachtvollen Tonsinn.  
 私は彼にあのシュトゥルツバルトさんを選んだのだ。 
 素晴らしい音楽感覚の器官を持った、愛らしい少女なのだ。 
Sie sollen sie kennen lernen. Schön ist sie freylich nicht, auch wohl ein wenig häßlich, 
mager wie eine Mumie, und hat einen Verkruß auf der linken Achsel;  
 あなたは彼女と知り合いになるべきなのだ。彼女は確かに美しくはない

 し、その上少し醜いかもしれないし、ミイラのように痩せてこけている

 し、その上左肩の上に一つコブがあるのだ。 
aber was will das sagen; wenn sie die Kehle aufthut, so tanzen die Steine, wie weiland vor 
dem Virtuosen Amphion, der einen ungeheuern  Tonsinn gehabt haben muß.  
 しかしそんなことは問題ではないのだ。 
 もし彼女が喉を開けば、途方もない音楽感覚の器官を持っていたに違い

 ない巨匠アムピオンの前でかつて起こったように、石達が踊り出すこと

 であろう。 
 （訳者注：アムピオン (Amphion) は、ギリシア神話の人物で、ゼウス 
 (Zeus) の子。彼の竪琴の音が非常に美しく、石がひとりでに踊り出し て
壁・家になったといわれる。） 
Bey Nachtigallen fragt ja kein Mensch darnach, ob sie bucklicht sind; wie? –  
und da nun vollends mein Eduard auf körperliche Schönheit nicht zu sehen braucht – 
 ナイチンゲール達に関して、誰もかつて歌の後で、彼らが背中にコブを

 持つかどうかを、尋ねたりしたことなどはないのだ；そうであろ 
 う？・・・その上私の息子のエドワードは、本当に全く肉体的な美しさ

 を見る必要がないのだから・・・ 
 （訳者注：ナイチンゲール (Nachtigall) は鳴き声、即ち歌が綺麗な 鳥

の代表である。） 
 
Carol. Ich fürchte doch – ein solches Skelett kann Ihr Sohn durchaus nicht leiden. 
 しかし私は恐れているのです・・・そのような痩せこけた人に、 
 あなた様の息子様は全く耐えられないのではないかと。 
 
Rückenm. Er ist ein Thor. Was steht in der Bibel? Alles Fleisch ist Heu. Wie? 
 エドワードは愚か者なのだ。聖書には何と書いてあるかね？全ての肉体

 は干し草である。そうではないかね？ 
 （訳者注：この聖書の文句は、人の外見の価値には、差異がないことを

 訴えるものである。従ってリュッケンマルクは、干し草のように痩せ 
 細ったシュトゥルツバルトでも、何も問題はないと言っている。） 
 
Carol. Ja, es muß aber doch einmal Gras gewesen seyn.  
 はい、干し草はしかし、かつては草であったに違いないではありません

 か。 
 （訳者注：リュッケンマルクに反論して、人は若草のように美しいもの

 に興味を覚えるものだと言っている。） 
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Rückenm. Sie könnten mir einen großen Gefallen erzeigen, wenn Sie ihn zu der Heirath 
überredeten.  
 もしあなたが彼に結婚するように説得できたとしたならば、 
 あなたは私に大いなる好意を示すことができるであろうになあ。  
 
Carol. Ich?  
 私がですか？ 
 
Rückenm. Ja, weil Sie doch sein Busenfreund sind.   
 そうとも、なにしろあなたは彼の親友であるのだから。 
Wissen Sie was, damit Sie desto öfter Gelegenheiten haben, mit ihm vom Heirathen zu 
sprechen, wie wär es, wenn Sie mit ihm Ein Zimmer bewohnen wollten? 
 よりいっそうエドワードと結婚について話す機会を沢山持つために、 
 あなたは彼と一緒に一つの部屋に住んでみてはどうだろうか？ 
 
Carol. Wenn Sie so befehlen –  
 もしあなた様がそのようにご命令なさるのならば・・・ 
 
Rückenm. Sie müssen es aber gar nicht ungütig nehmen.  
 あなたはそれをしかし、全く不機嫌に受け(→けっして悪く)取ってはなら

 ないのだ。 
 
Carol. O ganz und gar nicht.  
 ああ、全く、全くそんなことはありません。 
 
Rückenm. Vielleicht sind Sie nicht gewohnt, mit Jemanden zusammen zu wohnen? 
 おそらくあなたは、誰かと一緒に住むことに、慣れていないのであろ 
 う？ 
 
Carol. Seit Kurzem habe ich mich daran gewöhnen müssen.  
 少し前から、私はそういうことに、慣れなければなりませんでした。 
 
Rückenm. Scharmant. Nun da bitte ich Sie, stellen Sie ihm das Heirathen nur recht süß 
vor.  
 魅力的なのだ。今、私はあなたにお願いするのだ。あなたはエドワード

 に、シュトゥルツバルトさんとの結婚を、ただ本当に甘美なものとして

 だけ勧めるのだ。  
 
Carol. Ich werde mein möglichstes thun.  
 私は出来得る限りのことをするつもりです。 
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Rückenm. Wie wär's, wenn Sie ihm mit gutem Beyspiel vorgingen? 
 あなたが良い手本となり、彼に先んじて結婚するというのはどうであろ

 う？ 
 
Carol. Ich?   
 私がですか？ 
 
Rückenm. Ja ja! wenn Sie selber heiratheten?  
 そうだ、そうだ！もしあなた自身が結婚したとしたならば？ 
 
Carol. Je nun, wenn sich eine gute Gelegenheit findet.   
 まあ、もし良い機会に恵まれますならば。  
 
Rückenm. Eine gute Gelegenheit? Was verstehen Sie darunter? Geld? 
 良い機会だって？それはどういうことなのだ？お金かい？ 
 
Carol. O nein, dessen bedarf ich nicht, ich bin selbst reich.  
 ああ、いや、私はお金を必要としていません。私自身お金持ちなので 
 す。 
 
Rückenm. Also Organe?   
 それでは器官達かね？  
  
Carol. Ich fordere nur wahre Liebe und Treue. Uebrigens bin ich genügsam. 
 私はただ真の愛と誠実さだけを要求するのです。ちなみに私は欲がない

 のです。 
 
Rückenm. Hören Sie, Herr von Hellstern, wenn Sie weiter nichts fordern, damit kann ich 
dienen. 
 聞きたまえよ、ヘルシュテルンさん。もしあなたがこれ(→それ)以上何も

 要求しないとするならば、真の愛と誠実さに関して(→この点で)、私はお

 役に立てるかもしれないのだ。 
 
Carol. O, wenn Sie das wollten –  
 ああ、もしあなた様がそれを望むのだとしたならば・・・ 
 
Rückenm. Sie gefallen mir so gut – Sie haben einen so braven Schädel – es würde mir eine 
sehr große Freude seyn, recht nahe mit Ihnen verwandt zu werden.  
 私はあなたをたいへん気に入っているのだ・・・あなたは素晴らしい頭

 蓋骨を持っているのだ・・・あなたと本当に近しい親戚となることがで

 きるのならば、それは私にとってこの上ない喜びであろうがなあ。  
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Carol. Ach, wenn das Ihr Ernst wäre –  
 ああっ、もしあなた様が本気でしたならば・・・ 
 
Rückenm. Wahrhaftig! als der anonyme Schurke mir schrieb, Sie wären ein Frauenzimmer, 
und mit meinem Sohne verheirathet, da wußte ich nicht recht, ob ich bös werden, oder 
mich freuen sollte.  
 正直なところ、あの匿名の悪党が、あなたが女性であり、私の息子と結

 婚していると書いてきたとき、私は怒るべきか、あるいは喜ぶべきか、

 本当はわからなかったのだよ。 
 
Carol. O Sie machen mir Muth – Ihnen zu bekennen –   
 ああ、あなた様は私を奮い立たせます・・・あなた様に対して告白する

 ようにです・・・ 
 (訳者注：ここで告白しようとしている内容は、自分とエドワードが既に

 結婚しているということである。） 
 
Rückenm. Indessen die Freude könnte ich ja wohl noch immer haben, meine Familie 
durch Sie vermehrt zu sehen. Wie? 
 しかし、あなたを通して私の家族が増えるのを見ることができるとすれ

 ば、私は本当にいまだになお喜びを持つことができるかもしれないのだ

 が。どうであろうか？ 
 
Carol. Sie hätten also nichts dagegen?  
 あなた様はそれでは全く、この件に対して反対がないのでしょうか？  
 
Rückenm. Nicht das Geringste. Im Gegentheil, ich trage Ihnen die Verbindung an. 
 全くないのだ。それどころか、私はあなたに結び付きを申し出るのだ。 
 
Carol. Und wenn sie bereits geschlossen wäre?   
 しかしもし結び付きが既になされていたとしたら、どうでしょうか？ 
 
Rückenm. Unmöglich!  
 有り得ないことだ！ 
 
Carol. Wenn aber doch –  
 しかしそれでももし・・・ 
 
Rückenm. In der kurzen Zeit, da müßten Sie hexen können. Sie haben ja das Mädchen 
nur bey Tische gesehen? 
 そのような短い時間の中で、あなたは魔法をかけることなどできるはず

があろうか(→なのだから、あなたは魔法を使えたにちがいない)。だって

あなたはその少女を、ただ昼食の時だけしか、見ていないのではないの
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かね？  
 
Carol. (stutzt). Das Mädchen?   
 （驚いて）。その少女とは？ 
 
Rückenm. Das Mädchen! Nun ja meine Tochter. Ich habe ja nur das eine Mädchen hier 
im Hause.  
 その少女だよ！まあね、私の娘さ。それどころか、私はただそのひとり

 の少女だけしか、この家に持っていないのだよ。 
 
Caroline (faßt sich). Ganz recht.    
 （気を静めて）。まさにあなた様のおっしゃる通りです。 
 （訳者注：この段階でやっとカロリーネは、リュッケンマルクと自分の

 話が全くずれていたことを悟る。即ちカロリーネが、自分とエドワード

 との結婚を巡って話が展開していると思っていたのに対して、リュッケ

 ンマルクはカロリーネ（ヘルシュテルン）とエミーリエを結婚させるべ

 く話を進めていたのである。） 
  
 
Rückenm. Und mit der hätten Sie bereits eine Verbindung geschlossen?  
 そして私の娘と、まさかあなたは既に婚約してしまったわけではないの

 であろう？ 
 
Carol. Eben nicht geschlossen, nur durch Blicke vorbereitet.  
 全く婚約していません。ただ視線を通して、結びつきの準備を図っただ

 けです。 
 
Rückenm. Ach so – ich habe nichts bemerkt.    
 おやっ、そうかね・・・私は全く気づかなかったのだ。 
Aber freylich nur mütterliche Schildwachen werden solche Blicke gewahr, und schreyen 
gleich: wer da? – nun, desto besser. Wenn das Mädchen Ihnen gefällt – 
  しかしもちろん、ただ母親による監視だけがそのような視線に気づき、 
 そしてすぐに叫ぶのだ：お前は誰なの？・・・さて、早ければ早いほど

 良い。もしあなたが私の娘を気に入るのならば・・・ 
 
Carol. O, sie ist allerliebst.   
 ああ、彼女はこよなく愛らしいです。 
 
Rückenm. Sie hat ein hübsch Gesicht. Ein Bischen naseweis, aber sonst ein recht gutes 
Kind. Mit ausgezeichneten Organen hat die Natur sie freylich nicht versehen. 
 彼女は可愛らしい顔立ちをしているのだ。少しばかり生意気なのだが、

 しかしその他は本当に良い子なのだ。ただし、自然は彼女に、素晴らし
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 い器官達を持たせなかったのだよ。 
 
Carol. Wie gesagt, ich fordere wenig.  
 既に申し上げた通り、私はほとんど要求しないのです。 
 
Rückenm. Die Kinderliebe ist da, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.  
 私の娘には子供愛があるのだ。それに関して、私はあなたに約束するの

 だ。 
Außerdem noch ein wenig Zahlensinn.  
 その上更に、彼女には少しだけ数の感覚があるのだ。 
Die Rechnungen in der Wirthschaft wird sie ganz ordentlich führen.   
 彼女は家計に関する計算の数々を、まあまあ几帳面にこなすであろう。 
Das Organ der Festigkeit mangelt ihr auch nicht, das haben die Weiber fast alle, nämlich 
Eigensinn.    
 頑丈(→堅固)さの器官をも、彼女は欠いていないのだ。ほとんど全ての女

 性達がそれを持っているのだが、それはすなわち強情さだ。 
 
Carol. Es hängt gewöhnlich von den Männern ab, ihn auf das Gute zu lenken.  
 その強情さを良い方向に導けるか否かは、大抵は男性達の側に懸ってい

 ます。 
 
Rückenm. Ja,  wenn die Männer das Organ des Scharfsinns immer hätten – 
 その通りなのだ。もし男性達が洞察力の器官を、いつも持っていたとし

 たならばなあ・・・ 
 （訳者注：リュッケンマルクは、自分以外の男性達は、あまり優秀では

 ないと考えているようである。） 
 
Carol. O dazu bedürfen sie nur der Sanftmuth und Liebe.  
 ああ、そのためには、男性達はただ優しさと愛だけを必要としているの

 です。 
 （訳者注：「そのため」とは、「女性達の強情さを良い方向に導くた 
 め」を指す。ここは、前文のリュッケンマルクの発言に対する反論であ

 る。） 
 
Rückenm. Das Organ der Liebe, hä! hä! hä!  
 愛の器官だって、ハッ！ハッ！ハッ！ 
 （訳者注：リュッケンマルクにとっては、存在しない器官なので、 
 滑稽なのである。） 
Sie sind ein Schalk, mein Herr von Hellstern, aber Sie haben Recht.  
 あなたはいたずらっ子だ、私のヘルシュテルンさん、しかしあなたは正

 しいのだ。 
Ueber die Hauptsache wären wir also einig.  
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 主要な事柄に関して、私達は従って一致しているのかもしれないのだ。 
Vermögen kann ich meiner Tochter freylich nicht mitgeben, aber die Erbschaft nach 
meinem Tode – da nimmt sie es mit jeder Prinzessin auf, und wäre sie so reich als die 
Burgundische Marie.  
 私は確かに娘に結婚支度金を持たせてあげることはできないが、 
 しかし私の死後の相続財産は・・・彼女はいずれの王妃とも張り合うあ

 ろうし、そして彼女はあのマリー・ド・ブルゴーニュにさえ匹敵するく

 らいの大金持ちになるかもしれないのだよ。 
 （訳者注：マリー・ド・ブルゴーニュ (Marie de Bourgougne  
 1457～1482) は、ヴァロワ＝ブルゴーニュ家のブルゴーニュ公国最後 の
君主であり、後の神聖ローマ皇帝であるハプスブルク家のマクシミリ ア

ン1世の妻。） 
 Mehr als tausend Schädel, worunter sogar zwanzig Lacedämonier, die bey Thermophylä 
gefochten.  
 私は千個以上の頭蓋骨を所有しており、その中にはテルモピレーで戦っ

 た20人のスパルタ人達のものさえあるのだ。 
Ich gebe Ihnen auch in meinem Testamente die Erlaubniß, meinen eignen Kopf 
abzuschneiden, er ist, ohne Ruhm zu melden, gar nicht übel. 
 私はあなたに、私の遺言状の中でも、私自身の頭を切ることの許可を与

 えるのだ。私の頭は、自慢するわけではないが、極めて素晴らしいもの

 なのだよ。 
 
Carol. Sie überhäufen mich mit Güte.   
 あなた様は、私に対して善意を、山のように積み上げてくださいます。 
 
Rückenm. Nicht doch, wenn ich todt bin, mache ich mir aus meinem Schädel gar nichts 
mehr.  
 とんでもない。もし私が死んだら、私は私の頭蓋骨を、もはや全く必要

 としないのだよ。 
Aber das behalte ich mir vor, sollten Sie früher sterben als ich, so schneide ich Ihnen den 
Ihrigen auch ab. 
 しかし私はそのことを保留するのだ(→つぎの点は私の権限とする)。 
 万一あなたが私よりも先に死んだとしたならば、その時は私があなたの

 頭を切るのだからね。 
Carol. Er steht gern zu Diensten.  
 私の頭は喜んでご奉仕いたします。 
 
Rückenm. Topp! ich rufe meine Tochter. Wir wollen das warme Eisen schmieden. (ab.) 
 よろしい！私は娘を呼ぶのだ。鉄は熱いうちに打とうではないか。 
 （リュッケンマルクは出て行く。） 
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Achte Scene. 第８場。 
 

Caroline (allein)   カロリーネ（独白） 
 
Carol. Vortreflich! ich bin des Sohnes Frau, und soll nun auch der Tochter Mann werden. 
 素晴らしいわ！私はリュッケンマルクの息子の妻であり、そして今 
 リュッケンマルクの娘の夫にもなるようにお願いされているのよ。 
Ich hoffe, das Mädchen wird mich wohl selbst aus der Verlegenheit ziehen.   
 私は他ならぬその少女（訳者注：エミーリエ）が、私をこの苦境から解

 放してくれるかもしれないことを、期待しているわ。 
 （訳者注：前文では「素晴らしい」と言いながらも、カロリーネの本音

 としては、自分がエミーリエの夫にされると困るのである。従って本文

 では、「この苦境」と言っているのである。） 
Sie ist 18 Jahr, hübsch, und folglich nicht ohne Liebhaber.  
 彼女は18歳で、可愛くて、そして従ってきっと恋人がいるはずよ。 
Hätte sie aber wirklich noch keinen, so müßte sie zur Strafe ein wenig gequält werden, 
denn im achtzehnten Jahre noch keinem Manne den Kopf verrückt zu haben, das wäre 
eine Sünde wider den heiligen Amor. 
 もし彼女に、しかし本当にまだ全く恋人がいなかったとしたなら、 
 彼女は罰として少し苦しめられるべきではないかしら。なぜなら18歳 で
、まだ一人の男すらも夢中にさせたことがないとしたなら、それは聖 ア

モルに対する罪ではないかしら。 
 （訳者注：アモル(Amor)はローマ神話における恋の神クピドの別名。 
 ギリシャ神話のエロスにあたる。） 

 
 

Neunte Scene.  第９場。 
 

Herr von Rückenmark. Emilie. Caroline. 
リュッケンマルク氏。エミーリエ。カロリーネ。 

 
Rückenm. Komm nur, komm! Du sollst gleich erfahren, wovon die Rede ist.   
 来なさい、とにかく、来なさい！何が話題になっているのか、お前にす

 ぐにでも知らせよう。 
Siehst Du da den Herrn von Hellstern? wie gefällt er Dir? 
 お前はそこにいるヘルシュテルンさんが見えるかい？彼を気に入ったか

 い？ 
 
Emilie. Ich kenne ihn nur noch als den Freund meines Bruders, und als solchen schätze 
ich ihn hoch.  
 私は彼を、お兄様の友人ということで、わずかに知っているだけです 
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 わ。そしてそのようなお方として、大いに尊敬していますのよ。 
 
Rückenm. Er hat aber auch Lust Dein Freund zu werden. 
 彼はしかし、お前の恋人になりたいという気持ちさえも持っているのだ

 よ。 
 
Emilie. Ich zweifle nicht, daß er es verdient.   
 私は彼が、私の恋人になるに値することを、疑っていませんわ。 
 
Rückenm. Freylich verdient er es hundert Mahl mehr als Dein Herr von Bombeck.   
 無論だとも。彼はお前の恋人のボンベックさんなどより、100倍以上も

 お前の恋人になるに値するのだよ。 
Auf zehn Schritt kannst Du ja den Tonsinn erkennen.  
 なにしろ彼が10歩歩いただけで(→たちまち)、お前は彼の音楽感覚の器

 官に気づくことができるのだから。 
 
Emilie. Es wird mir angenehm seyn, wenn er mich zuweilen accompagniren will.  
 もし彼が時折私と一緒に居てくれたら、私は快いことでしょうに。 
 
Rückenm. Ja ja, er soll Dich auch accompagniren, nämlich vor den Altar, und vom Altare 
in die Brautkammer. 
 そうとも、そうとも、彼はお前と一緒にいる定めにあるのだからね。 
 すなわち祭壇の前へと、そして祭壇から新郎新婦の寝室へと。 
 
Emilie. Mein Vater –   
 お父様・・・。 
 
Rückenm. Und hernach mögt ihr mit einander singen so viel ihr Lust habt.  
 そしてそのあとすぐに、お前たちは一緒に好きなだけ歌うがいいだろ 
 う。 
 
Emilie. Ich will nicht hoffen –  
 私は望みません・・・ 
 
Rückenm. Daß ich nur spaße? nein nein, es ist mein völliger Ernst, verneige Dich vor 
Deinem Bräutigam. 
 私が冗談で言っているとでも思っているのか？違うのだ、冗談ではない

 のだ。私は全く真剣なのだ。お前の花婿にお辞儀をしなさい。 
 
Carol. Die holden Blicke, welche Sie bey Tische mir zuwarfen, lassen mich hoffen, daß 
Ihnen mein Antrag nicht unwillkommen seyn werde.  
 あなたが昼食の際に私に投げかけてきた愛らしい視線の数々は、 
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 私の求婚があなたにきっと受け入れられるだろうと、私に期待させるの

 です。 
 
Emilie. Wie, mein Herr, ich habe Ihnen Blicke zugeworfen? und gar holde Blicke? 
 ヘルシュテルンさん、どうして私があなたに視線を投げかけたというの

 かしら？ましてや愛らしい視線だなんて？ 
 
Rückenm. Nu, läugne es nur nicht, ich weiß schon Alles. Du brauchst Dich dessen nicht 
zu schämen. Du hörst ja, ich gebe meine Einwilligung.  
 さあ、否定ばかりするものではない。私にはもう全てわかっているの 
 だ。お前は視線を送ったことを恥じる必要などないのだ。お前はもう聞

 いたではないか、私はお前達の結婚を承諾する。 
 
Emilie. Lieber Vater, ich kenne ja den Herrn noch gar nicht. 
 親愛なるお父様、私は本当にこの方をまだ全く知らないのですよ。 
 
Rückenm. Du darfst ja nur seinen Schädel befühlen, so kennst Du ihn durch und durch.   
 お前はともかく、彼の頭蓋骨に触れてみるがよい。 
 そうすればお前は、彼のことを全て知り尽くすことができるだろう。 
Da siehst du, was mein System für Vortheile bringt.  
 そのとき、私の体系がどのような利点の数々をもたらすのか、お前にも

 わかるだろう。 
Wer in Zukunft bey der Wahl eines Gatten betrogen wird, der hat es allein sich selbst 
zuzuschreiben.   
 将来において夫を選択する際に騙される者は誰でも、 
 その者は騙されたことに対してただ自分自身だけが責めを負わなければ

 ならないのだ。 
Ich fürchte nur, daß nächstens einige Spitzbuben die Perücken wieder in die Mode 
bringen werden, um ihre schlechten Organe zu verstecken.  
 近々、何人かの悪党共が、自分達の粗悪な器官を隠す目的で、かつらを

 再び流行させるだろうことを、私はただ恐れるばかりなのだ。 
 （訳者注：ドイツにおいて、かつらは1805年に禁止されている。） 
 
Emilie. Sie wissen, mein Vater, daß wenn der Herr auch vom Kopf bis zu den Füßen aus 
lauter Tonsinn zusammengesetzt wäre, ich doch nie die Seinige werden kann. 
 あのね、お父様、たとえヘルシュテルンさんが頭から足まで、ただ音楽

 感覚の器官だけから成っていたとしても、私は決して彼のものになるこ

 とはできません。 
 
Rückenm. Da haben Sie den Eigensinn.  
 そら見たことか、ヘルシュテルンさんにも娘の強情さがわかるだろう。 
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Carol. Das schreckt mich nicht ab. Ich wette, ehe es Abend wird, sinkt das gnädige 
Fräulein in meine Arme. 
 こんなことで私は恐れ縮こまりません。私は賭けます。夕方になる前 
 に、この慈悲深い少女は、私の腕の中に沈みます。 
 
 
 

Zehnte Scene. 第１０場。 
Eduard. Die Vorigen. カロリーネ・ 

 エドワード。前場の人々（カロリーネ・エミーリエ）。 
 
Eduard. Lieber Vater, draussen steht ein Polizeybeamter, der zu wissen verlangt, ob es wahr 
sey, daß Sie einen unschuldigen Menschen, der Ihnen seine Dienste angeboten, des 
Diebstahls beschuldigt haben?  
 親愛なるお父様、外に警官が一人いて、その者はお父様が、お父様に援助を提

供した(→のもとで働くことを望んだ、)ある罪のない男に対して、泥棒の罪

を着せたことが本当なのかどうかを、知らせるように要求しています 
 
Rückenm. Der Kerl, der heute Morgen bey mir war?  
 （訳者補：泥棒の罪を着せた男というのは、）今朝私と共にいた、あの男 
 （訳者注：ヴァルター）のことかね？ 
freylich ist er ein Dieb. Er stiehlt wie ein Rabe.  
 もちろん彼は泥棒だとも。彼はカラスのように盗むのだよ。 
Ich habe ihm den Rath gegeben sich einsperren zu lassen, weil er sonst nächstens am 
Galgen hängen wird.  
 私は彼に、自分自身を監禁してもらいなさい、さもないと近々絞首台にかかる

 ことになるだろうから、という助言を与えたのだ。 
 
Eduard. Hat er Ihnen etwas gestohlen?   
 彼はお父様から何かを盗んだのですか？ 
 
Rückenm. Mir? Nein.   
 私から？いや、盗んでいないが。 
 
Eduard. Haben Sie denn sonst Beweise?  
 それでは他に証拠をお持ちなのでしょうか？ 
 
Rückenm. Ein Diebsorgan so dick wie ein Kohlstrunk, ist das nicht Beweises genug.  
 キャベツの茎のように太い泥棒の器官だよ。それが証拠として不十分だという

 ことがあるかね？ 
 
Eduard. Die Polizey scheint das neue System noch nicht recht gefaßt zu haben.  
 警察はその新しい体系（訳者注：骨相学）を、まだ正しく理解していなかった
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 ようなのです。 
Der Mensch hat geklagt, und erwiesen, daß er sein ganzes Leben hindurch ein ehrlicher 
Kerl gewesen.  
 その男は、自分が生きてきた間中ずっと誠実であったということを、訴えて、

 かつ証明したのです。 
Wer ihn kennt, bezeugt ihm das, und ich fürchte, Sie werden 50 Thaler Strafe bezahlen 
müssen.  
 彼を知る人は誰でも、彼をそのように証言します。 従って、私が心配してい

 るのは、お父様が50ターラーの罰金を払わなければならなくなるだろうという

 ことです。 
 
Rückenm. Nicht einen Strick will ich bezahlen, um den Spitzbuben daran aufzuknüpfen.  
 私はあの悪党を縛り首にするための、一本のロープ代さえも払うつもりはない

 のだよ。 
Wo ist der Polizeybeamte?  
 その警官はどこにいるのだ？ 
Wenn der Mensch nur irgend einen vernünftigen Schädel hat, so wird er ja wohl einsehen 
– (hastig ab.) 
 もしその男が少しでも理性的な頭蓋骨を持っていさえすれば、その者は 
 （訳者補：私が正しいということを）理解するかもしれないであろうになあ。

 （リュッケンマルクは出て行く。） 
 
Eduard. Ich muß ihm nur folgen; denn ist der Beamte unglücklicherweise ein wenig 
flachköpfig oder breitköpfig, so wäre mein Vater im Stande, ihm selbst Sottisen zu sagen. 
(ab.) 
 私はとにかくお父様の後を追わなければならない。なぜなら、その警官がもし

 不幸なことに少し頭が潰れているかもしくは広がっている場合、お父様は直接

 その者に対して不作法な言動を行ってしまいかねないからだ。 
 （エドワードは大急ぎで出て行く。） 
 
 

Elfte Scene.   第１１場。 
 

Caroline. Emilie.      カロリーネ。エミーリエ。 
 
Carol. Also Sie wollen mich nicht heirathen?  
 それでは・・・あなたは私と結婚したくないのですね？ 
 
Emilie. Nein.   
 結婚したくありませんわ。 
 
Carol. Sehr bestimmt. Aber das kann unmöglich Ihr Ernst seyn.  
 とてもはっきりとしたお答えです。しかしそれは絶対にあなたの本気では有り
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 得ません。 
 
Emilie. Sie haben viel Vertrauen zu Ihrer eigenen werthen Person. 
 あなたは自身の価値ある人柄に対して、大いなる信頼を持っていますわねえ。 
 
Carol. Was finden Sie an meiner Person auszusetzen? bin ich häßlich? bin ich dumm? 
 あなたは私の人柄に対して、何か文句があるのですか？私は醜いですか？ 
 私は馬鹿ですか？ 
 
Emilie. Wenn ich aufrichtig seyn soll, ich finde Sie unausstehlich eitel. 
 もし率直に言わせていただくならば・・・私はあなたという人は、我慢のなら

 ないほど自惚れが強いと思いますわ。 
 
Carol. Wissen Sie denn nicht, daß man heut zu Tage seiner Vorzüge sich bewußt seyn 
darf? und daß Bescheidenheit eine elende negative Tugend ist? 
 あなたは今の時代、人は自分の長所をはっきり自覚していてよいということ、 
 また謙虚さは惨めで否定的な徳であるということを知らないのですか？ 
 
Emilie. Sie müssen mir schon verzeihen. Ich hatte eine alte Gouvernante,  
die noch an ängstlichen Begriffen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts klebte. 
 あなたは私を許さなければなりませんのよ。私には、前世期中頃からのひどく

 几帳面な考え方にひたすら固執していた、一人の年老いた女家庭教師がいたの

 ですわ。（訳者注：「前世期」とは、18世紀のことである。） 
  
Carol. Ich werde Ihren Geist schon bilden.  
 私はきっとあなたの精神を形作ります。 
Sie sollen wissen, ich komme eben von der Universität, dort hab' ich Philosophie studirt, 
versteht sich die Neueste,  
 私がちょうど今大学から来ていることを、あなたは知るべきなのです。 
 そこで私は、哲学を勉強しました。言うまでもなく、最新のものです。  
folglich verachte ich alles, besonders Leute, welche das Unglück gehabt haben, 20 Jahre 
früher geboren zu werden, als die neue Sonne aufging.  
 従って私は全ての物、とりわけ新しい考え方が登場するよりも20年も早く 
 生まれてしまったという不幸を抱えてしまった人々を、軽蔑しているのです。 
Ich bin auch Dichter, verstehe Assonanzen zu drechseln, und meine Reime klingeln trotz 
den Schellen eines italiänischen Maulthiers. 
 私は詩人でもありまして、イタリアのソネット形式のようなものなのですが、

 半韻を作り、その上私の韻を耳に響かせることを心得ています。 
In Gesellschaften weiß ich alles besser – im Schauspiele pfeife ich – zu keinem Amte bin 
ich tauglich – was verlangen Sie mehr?  
 数々のサロンにおいて、私は全てのことを、他の人々よりもよく知っていま

 す・・・劇の最中に、私は口笛を吹いて俳優をやじり倒します・・・公務員の

 仕事を、私は絶対にできません・・・何をあなたはもっと要求しますか？  
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Emilie. In der That, ich bewundere Sie.  
 本当に・・・私はあなたを称賛しますわ。  
 
Carol. Das bin ich gewohnt. Frauenzimmer pflege ich zu übersehen. 
 そういうことに私は慣れています。私には女性を無視する習慣があります。  
Sitze ich im Concerte, und es tritt eine Dame herein, die keinen Stuhl mehr findet, so 
stehe ich nicht auf.  
 コンサートの最中、私が座っていて、そしてある女性が中に入ってきて、 
 席を見つけられなくても、私は立ち上がりません。 
Begegnet mir eine auf schmalen Spaziergängen, so weiche ich nicht aus.  
 ある女性が狭い廊下で私に出会ったとしても、私は道を譲りません。 
Merke ich im Schauspiele eine hinter mir, die nicht gut über mich weg sehen kann, so 
rücke ich nicht von der Stelle. Alles das ist der neue gute Ton.   
 劇の最中に、私の後ろにある女性が居て、彼女が私の陰になってよく見ること

ができないことに気づいたとしても、私は席から動きません。これら全ての事

は、新しい良いスタイルなのです。 
Man muß die Frauenzimmer endlich einmal von der Einbildung entwöhnen, als ob wir 
Jünglinge ihnen gewisse Égards schuldig wären. 
 人々は女性達に対してついには、まるで私達青年が彼女達に対して一定の敬意

を示さなくてはならないかのように思い込む習慣を、やめさせなければなりま

せん。 
 
Emilie. Dies Vorurtheil scheinen Sie ganz abgelegt zu haben.  
 あなたはそのような偏見を完全に捨て去ったようですわねえ。 
 
Carol. Ja, dem Himmel sey Dank!  
 そのとおりです、やれやれありがたいことです！ 
Ein junger Mensch muß sich heut zu Tage durchaus nicht geniren, er muß nie vergessen, 
daß er jung ist, und daß folglich die Alten ihm überall weichen müssen.  
 ある若い男であるならば、今の時代において、全く気おくれしてはならない

 し、忘れてはならないのです。彼は若いのだということを。その上従って老人

 たちは、あらゆる意味で彼に屈服しなければならないということを。 
Was sind denn auch die Verdienste solcher alten Knasterbärte?  
 そのような気難し屋の老人達の功績とは、実際何なのでしょうか？ 
Sie haben vielleicht ein 30 - 40 Jahr lang geschrieben, gerechnet, die Staatsmaschine im 
schläfrigen Gange erhalten, kurz, ein sehr prosaisches Leben geführt.  
 彼らは恐らく、30年から40年もの長い期間に渡って、書いたり計算したりと、 
 国家の機構を眠たそうな動きで維持してきたのであり、要するに大変面白味の

 ない人生を送ってきたのです。 
Das ist nun vorbey. Jetzt kommen wir an die Reihe.  
 それは今や過ぎ去ったことです。今度は私達の番です。 
 （訳者注：「私達」とは、ロマン派 (Romantik) の人々を指してる。  
 ロマン派の人々の性格は、カロリーネの言動に現れている。 
 即ち、カロリーネはロマン派の代弁者として描かれているが、 
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 作者のコツェブーはこれに反対する立場である。さらに言うと、カロリーネは

 フェミニスト (Emanze) の象徴として描かれている。） 
Wir behandeln die Sache poetisch und philosophisch, wir lösen die Räthsel der Welt, und 
gründen geschlossene Handelsstaaten. 
 私達は物事を詩的に、かつ哲学的に取扱いましょう。私達は世界の沢山の謎を

 解き、そして閉鎖的な商業国の数々を創設しましょう。 
 （訳者注：「閉鎖的な商業国の数々 (geschlossene Handelsstaaten) 」とは、1800

年に刊行されたフィヒテ (Johann Gottlieb Fichte 1762～1814) の著書名である。

これはナポレオン(Napoléon Bonaparte 1769～1821) の政策に反対し、ドイツ経済

についてどうするべきかを説いたものである。結果的には、ナポレオンが1806
年以降から英国に対して行うことになる、大陸封鎖 (Kontinentalsperre)  を

先取りして反対する内容となっている。） 
 
Emilie. Thun Sie was Sie wollen, nur heirathen Sie mich nicht.  
 あなたのお好きなようになさってくださいませ。ただしあなたが私と結婚する

 ことはありませんわ。  
 
Carol. Heirathen thun wir nebenher auch, denn wenn uns etwa Niemand anstaunen will, 
so muß uns doch die Frau bewundern.  
 私達はついでに結婚さえもしてしまいましょう。なぜならほとんど誰も男性達

 を称賛しようとしないとき、それでも妻達が男性達を称賛しなければならない

 からです。 
 （訳者注：「男性達」、「妻達」とは、ロマン派の人々を指している。） 
 
Emilie. Diesen Zweck würden Sie bei mir ganz verfehlen.   
 もしあなたが私と結婚したとしても、あなたはその目的を全くとらえ損なうで

 しょうねえ。 
 
Carol. Das beliebt Ihnen sich so einzubilden.  
 それはあなた様におかれましては、もったいなくもたいそう錯覚して 
 くださっています。  
Aber wenn ich erst meinen Frack à l'incroyable anziehe, wenn Sie sehen werden, daß ich 
von hinten und von vorne aussehe, wie ein Mühlsack ; wenn ich Ihnen zeige, wie graciös 
ich meine Haarbürste mit allen fünf Fingern tummle – 
 しかしもし私が私の「信じられない燕尾服」を初めて着たとき。もしあなた

 が、私が後ろからそして前から、まるで小麦の袋のように見えることを、見る

 であろうとき。もし私があなたに、どんなにか素晴らしく、私のヘアブラシを

 全ての５本の指で、あちこちに動かすのを見せたとき・・・ 
 
Emilie. Entweder Sie scherzen, oder Sie sind ein unausstehlicher Geck! 
 あなたは冗談を言っているのかしら、それとも耐え難い気取り屋なのかしら！ 
 
Carol. Bravo! Sie drücken sich schon viel besser, viel gröber aus.  
 素晴らしい！あなたはもうずっと良く、はるかに粗野に、自分の考えを述べる
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 ようになりましたね。 
 （訳者注：エミーリエも、ロマン派の人々のようになってきたと言ってい 
 る。） 
Da sehen Sie, was die Gesellschaft eines heutigen Jünglings für Nutzen bringt. 
 これであなたにはおわかりでしょう。一人の現代の青年と一緒にいることが、

 利益をもたらすということを。 
 
 
Emilie. Freylich, um aber doch nicht allzuviel auf einmal zu lernen, so erlauben Sie, daß 
ich mich entferne. 
 確かに。しかし一度にあまりにも沢山学ばないようにするために、立ち去るこ

 とをお許しください。 
 
Carol. Nur noch ein Wort. Wann ehe ist unsere Hochzeit? 
 ただ一言だけ言わせてください。私達はいつ結婚するのでしょうか？ 
 
Emilie. An dem nämlichen Tage, an  welchem Sie klug werden.  
 あなたが利口になったまさにその日にしましょう。 
 
Carol. O Sie entschlüpfen mir nicht, Sie sind ein allerliebster Trotzkopf,   
 ああ、私から逃げないでください。あなたは最愛の強情者です。 
und ich merke so eben, daß ich mich in Sie verliebe. 
 そして私はちょうど今気づいているのです。私があなたに惚れているという 
 ことに。 
 
Emilie. Wie käme ich zu der Ehre!   
 どうしたらそのような光栄にあずかることができるのかしら！ 
 （訳者注：もちろんイロニーである。） 
Sie sind ja in sich selbst so verliebt, daß Ihnen unmöglich ein Plätzchen für meine 
Wenigkeit übrig bleiben kann.  
 あなたは本当に自分自身にあまりにも惚れ込んでいるので、あなたは心の中に

 ちょっとした場所すらも、不肖私のために残しておくことは有り得ませんわ。 
 
Carol. Doch, doch, und diese feurige Umarmung soll Ihnen beweisen – 
 いいえ、いいえ、できますとも。そしてこの燃えるような抱擁があなたに証明

 するはず・・・。 
 
Emilie. (ihn zurückstoßend). Mein Herr, Sie werden unverschämt. 
 （カロリーネを押し戻して）。ヘルシュテルンさん、あなたは恥知らずになりま

 すわねえ。 
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Zwölfte Scene. 第１２場。 
 

Herr von Bombeck. Die Vorigen. 
ボンベック氏。前場の人々（カロリーネ・エミーリエ）。 

 
 
Bomb. Was geht hier vor?  
 ここで何が起こっているんだい？ 
 
Emilie. Ach lieber Ferdinand ! helfen Sie mir vor dem zudringlichen Menschen,  
der mich mit des Henkers Gewalt heirathen will. 
 ああ、親愛なるフェルディナント！是が非でも私と結婚しようとする、この無

 遠慮な男から私を救って！ 
 
Bomb. Er will Sie heirathen?  
 彼はあなたと結婚したがっているのかい？ 
 
Carol. Ferdinand ? das klingt ja recht vertraulich. Also vermuthlich der Herzgeliebte? 
 フェルディナントですって？これはとても親密に聞こえますねえ。 
 それではひょっとして、彼は恋人ですか？ 
 
Emilie. Ja mein Herr, ich mache kein Geheimniß daraus.  
 はい、ヘルシュテルンさん。私はそれを秘密にはしませんわ。 
Sie sehen nun, warum ich nicht die Ehre haben kann, Sie als Dero Gemahlin zu 
bewundern. 
 あなたは今にわかりますわ。どうしてあなたのことを、あなたの妻として賞賛

 することが、私にとって名誉で有り得ないのかをね。 
 
Carol. O das hat nichts zu sagen, ich heirathe Sie doch.  
  まあ、そんなことは全く問題ではありません。とにかく私はあなたと結婚しま

 す。 
 
Bomb. Darf man fragen, wer der Herr ist? und mit welchem Rechte? – 
 この男性は誰なんだい？その上何の権利があって？・・・ 
  
Caroline. Diese Frage, mein Herr, dürfte ich eher an Sie richten.  
 その質問は、フェルディナントさん、むしろあなたに向けられるべきではない

 でしょうか。 
Ich bin Baron Hellstern, und der Vater dieser jungen Dame hat mich so eben mit ihr 
verlobt. 
 私はヘルシュテルン男爵であります。そしてこの若い女性の父親（訳者注：

 リュッケンマルク）は、たった今しがた私を彼女と婚約させたのです。 
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Bomb. Verlobt? ist das wahr, Emilie?  
 婚約させただって？本当なのかい、エミーリエ？ 
 
Emilie. Daß mein Vater es will, ist leider wahr.  
 私のお父様がそれを望んでいることは、残念ながら本当よ。 
 
Bomb. Vermuthlich hat der Herr einen starken Tonsinn? 
 恐らくこの方は、強い音楽感覚の器官を持っているのだろう？ 
 
Caroline. Ich componire, mein Herr! ich componire.  
 私は作曲をします、フェルディナントさん！私は作曲をするのです。 
 
Bomb. So? ich habe auch ein Stück componirt, mit zwey obligaten Degen; wollen wir's 
einmal versuchen? 
 そうなのですか？私もまた二つの（訳者補：作曲に）必要な剣を使って、ある

 曲を作曲したのです。一度それを試してみませんか？（訳者注：剣を交えてみ

 ないか、即ち決闘しないかと言っている。） 
 
Carol. Warum nicht, wenn Sie Ihres Lebens müde sind ?  
 もしあなたが人生にうんざりしているのならば、どうして断りましょうか？ 
 （訳者注：訳の前半部は、「人生にうんざりしていて、死にたいならば」、 
 ということである。） 
 
Bomb. Wir werden ja sehen, wer sein Instrument am besten zu spielen versteht. 
 どちらが自分の楽器を一番上手く演奏することができるのか、是非見て 
 みましょう。 
 
Carol. Ich warne Sie, mein Herr, was würde Ihre Schöne dazu sagen, wenn ich Sie 
verwundete. 
 フェルディナントさん、私はあなたに警告します。もし私があなたを傷つけた

 ならば、あなたのエミーリエさんは何と言うでしょうねえ。 
 
Bomb. Man wehrt sich, so gut man kann.  
 人は、自分の出来る限り、抵抗するものです。 
 
Carol. Ich besitze so eine verdammte Fertigkeit, gerade das Herz zu treffen;   
 私は真っ直ぐに心臓を貫けるほどの、途轍もない技術を持っているのですよ； 
 （訳者注：Herz には、「心臓」の他に「心」という意味もある。ここでは、 
 プレイボーイである自分は、女性の心を見事に射止めることができるとも 
 言っているのである。） 
fragen Sie nur Ihren Bruder; ehe wir so vertraute Freunde wurden, habe ich ihn einmal 
sehr hart verwundet. 
 とにかくあなたのお兄様（訳者注：エドワード）に聞いてごらんなさい；私達

 がこれほど親しい友人になる前に、私は彼を一回とてもひどく傷つけたことが
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 あるのです。 
 
Bomb. Genug der Prahlereyen. Ziehen Sie junger Herr.  
 自慢は沢山だ。剣を抜きたまえ、若いヘルシュテルンさん。  
 
Emilie. Um Gottes willen! Ferdinand!  
 気をつけて！フェルディナント！ 
 
Carol. Fürchten Sie nichts meine Schöne, Ihnen zu Liebe gebe ich nach.  
 エミーリエさん、あなたは何も恐れることはありません。あなたへの愛のため

 に、私はフェルディナントさんに譲歩します。 
Mein Herr von Ferdinand, oder wie Sie sonst heißen mögen, wir wollen uns gütlich 
vereinigen.  
 フェルディナントさん、もしくはその他にどのようにあなたを呼んだらいいの

 でしょうか、私達は平和的に一つにまとまりましょう。 
 （訳者注：名前ではなく名字で呼ぶことが一般的であるが、カロリーネは 
 フェルディナントの名字である「ボンベック」を知らないのである。） 
 
Bomb. Dazu gibt es nur ein Mittel. Sie gehen, und lassen sich hier nie wieder blicken. 
 そのためには、１つだけ手段があります。あなたが立ち去って、そしてここに

 二度と再び姿を現さないことです。 
 
Carol. Ich schlage Ihnen ein Anderes vor. Das Fräulein muß ich nun einmal heirathen. 
 私はあなたに他のことを提案します。私はともかくこの少女と結婚しなければ

 なりません。 
 
Bomb. Genug! ziehen Sie!  
 沢山だ！剣を抜きたまえ！ 
 
Carol. Geduld! Geduld! ich heirathe sie zwar, aber Sie werden mein Hausfreund. 
 抑えて！抑えて！私は彼女と結婚しますが、しかしあなたは私の家族全員の友

 人になります。 
 （訳者注：家族全員の友人 (Hausfreund) は、即ち夫婦両方の友人というこ と
であり、友人としてキスなどの関係を持つことが許される。） 
 
Bomb. Schändlicher Mensch!   
 破廉恥な男だ！ 
 
Carol. Nun, wenn Sie das nicht wollen, so kann ich Ihnen nicht helfen.  
 今、もしあなたがそれを望まないならば、私はあなたを助けることはできませ

 ん。 
Es ist doch ein honetter Vorschlag, und es giebt eine Menge honette Leute, bey denen es 
so gehalten wird.  
 それはしかし清廉な提案なのです。そして沢山の清廉な人々によって、それは
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 これほどまでも維持されてきているのです。 
Heirathen Sie denn einmal, so mache ich Ihrer Frau auch wieder die Cour, und alles bleibt 
in der Ordnung.  
 もし一旦あなたが結婚した場合、私もあなたの妻に対してあなたと同じよう

 に、そしてお互いに言い寄ることになりますが、しかし万事は順調のままなの

 です。 
 （訳者注：「お互いに言い寄る」とは、カロリーネはエミーリエと結婚しなが

 らもボンベックの妻に言い寄るとい うことであり、ボンベックはある女性と結

 婚しながらもエミーリエに言い寄るということである。ロマン主義の人々を除

 いて、当時の社会風潮は、このような不倫 (Ehebruch) を、全く肯定してい な
かった。） 
 
Bomb. Zieh! elender Bube!  
 剣を抜け！下劣な悪党め！  
 
Carol. Aber zum Henker! und tausend Sapperment! Sie sehen ja, daß ich keinen Degen 
bey mir habe? 
 このやろう、くたばっちまえ！う～ん、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう

！私が剣を持っていないことを、あなたはよく見ているではないか？ 
 
Bomb. So geh' und hole Dir einen, oder ich lasse Dir die flache Klinge fühlen. 
 それならば、行って剣を取って来い。さもないと、私はお前に平らの刃を触れ

 させることなるぞ。 
 （訳者注：平らの刃で触れられることは、侮辱 (Beleidigung) されること を

意味した。） 
 
 

Dreyzehnte Scene. 第１３場。 
 

Eduard. Die Vorigen. エドゥアルド。前者は 
エドワード。前場の人々（ボンベック・カロリーネ・エミーリエ）。 

 
Carol. Ha, mein Freund! gut, daß Du kommst.  
 あ～、私の友人よ！君が来てくれてよかった。 
Leihe mir doch deinen Degen, ich muß dem Herrn da in der größten Geschwindigkeit 
den Hals brechen.  
 さあ、君の剣を私に貸してくれたまえ。 
 私はこのフェルディナントさんの首を、最速で折らなければならないのだ。 
 
Eduard. Du willst Dich schlagen ?  
 君は戦うつもりなのかい？ 
 
Carol. Freylich, Du kennst meine Bravour.   
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 もちろんさ、君は私の勇敢さを知っているだろう。 
 
Eduard. Ha! ha! ha! ha!  darf man wissen warum? 
 ハッハッハッハッ！どうしてそういうことになったのか、知りたいのだが？ 
 
Carol.  Der Herr hat Allerley dagegen einzuwenden, daß ich Deine Schwester heirathe.  
 このフェルディナントさんが、私が君の妹と結婚することに対して、ああだこ

 うだと異議を唱えるんだ。 
 
Eduard. Du willst meine Schwester heirathen?  
 君は私の妹と結婚するつもりなのかい？  
 
Carol.  Allerdings.   
 もちろんさ。 
 
Eduard. Ha! ha! ha! ha!   
 ハッハッハッハッ！  
 
Emilie. Ich bitte Dich Bruder, bringe Deinen Freund von diesem albernen Vorhaben 
zurück. 
 お願いお兄様、お兄様の友人にこの馬鹿げた企てをやめさせて。 
 
Eduard. Ich denke, er wird sich schon anders besinnen.  
 ヘルシュテルン君はきっと考え直すだろうと、私は思うのだ。 
 
Bomb. Ich liebe Ihre Schwester schon seit einem Jahre und werde geliebt.    
 私はあなた様の妹をもう一年も前から愛していますし、また彼女からも愛され

 ているのです。 
Der Bruder meiner Emilie wird nicht so grausam seyn, uns trennen zu wollen. 
 私の愛するエミーリエのお兄様は、私達二人を別れさせようとするほど、 
 残酷ではないでしょう。 
 
Eduard. Ja Freund Hellstern, wenn es so ist, so möchte hier wohl schwerlich etwas für 
Dich zu thun seyn. 
 そうとも、親愛なるヘルシュテルン君。もしそういうことだとすると、君はこ

 の件に関して、ほとんど何もできないだろう。 
 
Carol.  Ey was! sie mögen sich lieben so viel sie wollen,   
 駄目だ！彼らは好きなだけ愛し合っているのかもしれないが、 
aber ich habe Deines Vaters Einwilligung, und ich heirathe sie - hohl mich der Teufel!  
 しかし私は君のお父様の承諾をもらっているのだ。従ってたとえ悪魔が私を連

 れ去ろうとも、私は彼女と結婚するのだ。  
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Eduard. Mein Vater hat Dir Emilien versprochen?  
 私のお父様は、君にエミーリエを与えると約束したのかい？  
 
Carol. Wenn ich prahlen wollte, so könnte ich sagen, er hat mir ihre Hand selbst 
angetragen. 
 もし自慢しようとするならば、リュッケンマルク様ご自身が私にエミーリエさ

 んの手を取らせたと言うことができるのだが。 
 
Eduard. Ha! ha! ha! ha!  
 ハッハッハッハッ！ 
 
Emilie. Ich weiß auch gar nicht, wie Du darüber lachen kannst.  
 どうしてお兄様がそれについて笑うことができるのか、私には全く理解できま

 せんわ。 
 
Carol.  Ja, das begreife ich auch nicht.   
 そうとも、それは（訳者補：親友の）私にさえも理解できないのだが。  
 
Bomb. Ich auch nicht.  
 私も理解できません。  
 
Eduard. Ha! ha! ha! ha! nehmt mir's nicht übel, der Henker mag dabey nicht lachen.  
 ハッハッハッハッ！それを悪く思わないでくれたまえ。死刑執行人は、執行の

 際に笑わないだろうなあ。 
Aber freylich, wenn mein Vater sie Dir einmal zugesagt hat, so wird sie sich schon 
entschließen müssen. 
 しかしもちろん、お父様がエミーリエをヘルシュテルン君に与えると一旦約束

 したからには、エミーリエはもう決心しなければならないだろう。 
 
Emilie. Nimmermehr! ich will ihn nicht! ich mag ihn nicht!  
 絶対嫌よ！私、彼と結婚したくないわ！私、彼のこと嫌いなのよ！ 
 
Bomb. Er muß sich mit mir schlagen.  
 彼は私と決闘しなければなりません。 
 
Emilie. Bruder, es ist mir unerklärbar, wie Du einem solchen Windbeutel Deine 
Freundschaft hast schenken können. 
 お兄様、私にはわからないのよ。どうしてお兄様は、あのような軽薄な男と、

 友情を結ぶことができたのかしら？。 
 
Carol. Sehr verbunden.  
 心から有難く存じます。 
 （訳者注：これはもちろんイロニーである。） 
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Bomb. Wenn er bloß ein Windbeutel wäre, so möchte es noch hingehen,  
 もし彼が単に軽薄なだけならば、私はまだなんとか我慢できるかもしれませ

 ん。 
aber er ist ein schlechter Mensch, er hat mir mit dürren Worten die Erlaubniß ertheilt, den 
Hausfreund bey seiner Frau zu spielen. 
 しかし彼は悪い男です。彼は飾り気のない言葉で、私に許可を与えたのです。 
 私が彼の妻の愛人の役割を演じることを。 
 
Eduard. Das glaub' ich wohl, ha! ha! ha! ha!  
 それは十分に信じられることだね、ハッハッハッハッ！ 
Da würden Sie ihm einen großen Dienst erzeigen.   
 そのときボンベックさんは、ヘルシュテルン君に対して、大いなる奉仕を行う

 であろう。 
 
Emilie. Deine gute Laune wird mich nur zur Verzweiflung bringen. 
 お兄様の良い気分は、私に絶望だけをもたらすことでしょう。 
 
Eduard. Muß ich denn Thränen vergießen, weil meine Schwester einen hübschen jungen 
Menschen heirathen soll?  
 私の妹がハンサムな若い男性と結婚する運命にあるからということで、私は 
 涙を流さなければならないだろうか？  
– Ernsthaft Emilie, es ist mein eifrigster Wunsch, daß mein Vater diesen Hellstern unter 
seine Kinder aufnehme, ich werde Alles mögliche thun, um es dahin zu bringen. 
 まじめな話だがエミーリエよ、お父様がこのヘルシュテルン君を養子に取るこ

 とが、私の最も熱烈なる願いなのだよ。事がそのように運ぶために、私は出来

 る限りのことをするつもりだ。私はそこにそれを持って来るために全力を

 尽くします。 
 
Emilie. Und ich werde Alles mögliche thun, um es zu hintertreiben. 
 それならばそれを妨害するために、私は出来る限りのことをするつもりよ。 
  
Eduard. Das wirst du nicht.   
 お前はそうしてはいけない。 
 
Carol.  Nein, das wird sie nicht.   
 その通りです。彼女はそうしてはいけないのです。 
 
Bomb. Wo treffen wir uns?  
 私達はどこで会いましょうか？ 
 （訳者注：どこで決闘しようかと尋ねている。） 
 
Carol.  Ich bin hier noch unbekannt. Belieben Sie selbst Ort und Zeit zu bestimmen. 
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 私はこの地についてまだ不案内なのです。あなた自身が場所と時間を好きに 
 決めてください。 
 
Bomb. Um fünf Uhr diesen Abend.   
 今日の夕方5時でどうですか。 
 
Carol.  Sehr wohl.  
 とても良いと思います。 
 
Bomb. Ich werde Sie abholen.  
 私はあなたを迎えに行きます。 
 
Carol.  Wird mir eine Ehre seyn.   
 それは私にとって光栄なことでありましょう。 
 
Eduard. Ha! ha! ha! ha!  
 ハッハッハッハッ！  
 
Bomb. (sehr gereizt)  
 ボンベック：（大変イライラして） 
Den Bruder meiner Emilie möchte ich nicht gern als Feind mir gegenüber sehen, wenn 
ihm aber die Sache gar zu lächerlich vorkommt – 
 私の愛するエミーリエのお兄様を、私は敵として向こうに回したくないの 
 ですが、しかしもしお兄様にとってこの決闘が全くもって余りにも滑稽に 
 思われるのだとしたら・・・ 
Eduard. Ja wahrhaftig zum Todtlachen!  
 そうとも、本当に死ぬほど笑えることだね！ 
 
Bomb. Nun so begleitet er ja wohl seinen würdigen scharmanten Freund? 
 まあそれならば、お兄様はその気品があって魅力的な友人に同行するのです

 ね？ 
 （訳者注：これは、ヘルシュテルンに対するイロニーである。） 
 
Eduard. (lachend) O ganz gewiß.  
 （笑いながら）ああ、もちろんだとも。  
 
Emile. Um Gottes willen!   
 なんてことかしら！ 
 
Bomb. Du bist Zeuge, Emilie, wie man es an mich gebracht hat.  
 君は証人だ、エミーリエ。どのようにしてこの二人が私に決闘を仕向けたのか

 のな。 
 （訳者注：ドイツにおいて決闘 (Duell) は、1871年に禁止されるまで、大人達

の間で頻繁に行われていた。武器として真剣・ピストルが用いられる、大変危
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険なものであった。当然沢山の死人が出た。決闘の流儀の中に、決闘を行う両

者が、それぞれ自分の友人を従者 (Duell-Assistant) として伴うということがあっ

て、万が一の場合には、その友人が後始末を行った。ここではヘルシュテルン

がエドワードを、ボンベックがエミーリエを、それぞれ従者とすることになる

。決闘で命を落とした著名人に、社会主義者のラサール  (Ferdinand Lassalle 
1825-64) がいる。一方で学生達の間では、学生決闘 (Mensur) が行われていた

が、これは人格の陶冶につながるという考えから、また厳密なルール 
(schlagend) と審判によって安全性が保障されていることを理由に、ナチス時代

に禁止されるまで容認されていた。その後部分的に復活し、現在でも学生決闘

の流れを汲む慣習を残す地域がある。） 
Spott vertrage ich nicht. Auf Wiedersehen, meine Herrn. (ab.)   
 私は嘲笑されるのが我慢ならないのです。またお目にかかりましょう、お二人

 さん。（ボンベックは立ち去る。） 
 
Emilie. Bruder, du wirst doch nicht –   
 お兄様、まさかつもりではないでしょうね・・・ 
 
Eduard. Was nicht?  
 何がつもりではないのだ？ 
 
Emilie. Herr von Hellstern, ich erkläre Ihnen, die Sache möge ablaufen, wie sie wolle, Sie 
heirathe ich nie! 
 ヘルシュテルンさん、私はあなたにはっきり言っておくわ。 
 たとえ決闘がどのような結果になったとしても、私は決してあなたと結婚しま

 せんわ！ 
 
Eduard. Das sollst Du auch nicht.   
 お前は当然（訳者補：ヘルシュテルン君と）結婚してはならないのだ。 
 
Emilie. Wie? sagtest Du nicht eben –   
 どういうことかしら？お兄様はちょっと前に言わなかった・・・ 
 
Eduard. Denke nur nach über das, was ich gesagt habe.   
 とにかく私が言ったことをよく考えてみたまえ。 
Mein Freund und ich, wir wollen unterdessen unsere Degen schleifen. 
 ヘルシュテルン君と私は、そうこうするうちに、我々の剣を研ぎたいのだ。 
 
Carol.  Leb' wohl schöne Braut! (beide lachend ab.)   
 さようなら、美しい花嫁さん！（エドワードとカロリーネは、笑いながら出て行

く。） 
 
Emilie. (fast weinend vor Verdruß).  
 エミーリエ：（腹立たしさのあまりほとんど泣きながら） 
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Giebt es auch wohl ein erbärmlicheres Geschöpf auf der Welt, als eine eitle Mannsperson? 
(ab) 
 虚栄心の強い男よりも哀れな生き物は、この世の中におそらく存在しないので

 はないかしら。 
 （エミーリエは出て行く。） 
 
 

Ende des zweyten Acts. 
 

[Der Vorhang fällt.]  幕が落ちる。 
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Dritter Act. 第三幕。 

Erste Scene. 最初のシーン。 
Herr von Rückenmark, allein. リュッケンマルク氏の独白。 
 
Wann werden doch die blinden Menschen ihren wahren Wohlthäter kennen und 
schätzen lernen?  
 まったくいつになったら、これらの盲目な人間たちは、彼らの真の

 恩人を知るに至り、そして価値を認めるようになるのであろうか？ 
– Als Columbus eine neue Welt ahnte, wurde er in der alten Welt für einen Narren 
ausgeschrieen. 
 コロンブスが新大陸（訳者注：アメリカ）を予感したとき、旧大陸

 訳者注：ヨーロッパ）において彼は馬鹿者であると触れ回られた。  
Der erste Astronom, der der stolzen Erde zumutete, sich zu drehen, wurde 
verketzert.  
 この誇り高き地球に無謀にも回転することを要求した、初めての天

 文学者（訳者注：コペルニクス）は、異端者の烙印を押された。 
Der Philosoph [Franklin] , der dem Blitz eine Bahn anwies, sollte ein Frevler gegen 
die Vorsehung genannt werden.  
 稲妻に道をあてがった哲学者フランクリンは、神の摂理に対する 
 冒涜者であると名指しされたらしいのだが。 
Der Arzt [Edward Jenner], der die Kuhpocken einimpfte, sollte den Menschen mit 
dem Rindvieh in Verwandtschaft bringen.  
 牛痘を人に接種した医者のエドワード·ジェンナーは、人間を牛と親

 族関係にしたそうだと人々は言った。 
Jeder lechzt nach etwas Neuem.  
 誰もが何か新しいものを渇望する。 
Wenn das Neue da ist, dann schimpft jeder darauf.   
 その新しいものが現にあるときはいつも、誰もがそれをののしる。 
Ist es nicht die himmelschreiendste Ungerechtigkeit, daß ich 50 Taler bezahlen 
musste, weil ich von einem ausgemachten Spitzbuben gesagt habe: der Kerl ist ein 
Spitzbube? –   
 私があるまったくの悪党に対して、あの男は悪党だ、と言ったから

 という理由で、私が50ターラーを払わなければならなかったこと

 は、なんとも極悪非道な不正であることよ。 
Die ganze Polizei hat kein einziges Mitglied aufzuweisen, das im Stande wäre, ein 
Organ gehörig zu betasten.  
 全ての警察権力は、ある器官を適切に触ることのできる状態にある
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 かもしれない、たった一人の構成員さえも出してこなかった。 
Darum taugt aber auch die ganze Polizey nichts.   
 それゆえ全ての警察権力は本当に全く役に立たないのである。 
Was gilt die Wette, in hundert Jahren wird jeder Beamte die Schädellehre gründlich 
studieren müssen, und dann wird vermutlich die Polizei von lauter Frauen verwaltet 
werden, weil die mit einem zarteren Gefühl in den Fingern begabt sind.  
 何を賭けようか。百年後には全ての公務員は骨相学を徹底的に学ば

ねばならないだろうし、それから女性は指に男性よりも繊細な感覚

を与えられているから、おそらく警察は女性だけによって管理され

ることになるであろう。 
Dann werde ich auch späte Genugtuung erhalten; in allen Journalen wird man 
lesen: „O Schande! vor hundert Jahren ist der durch seine Schädelsammlung so 
berühmte Herr von Rückenmark mit 50 Thalern gestraft worden, weil er einen 
Dieb nicht zum Kammerdiener annehmen wollte.“ 
 そうすれば、私はまた遅まきながら名誉回復を受けることになるだ

 ろう。すべての雑誌で人々は読むことになるだろう。：『あ～、な

 んたる恥辱であろう！百年前に、頭蓋骨の収集でとても有名な彼の

 リュッケンマルク氏が、泥棒を近侍に採用しようとしなかったから

 という理由で、50ターラーの罰金を課されたのだよ』。 
 
 

Zweite Szene 第２場。 
 
Peter Gutschaaf. Der Vorige. ペーター＝グートシャーフ。前場の人（リュッ

ケンマルク）。 
 
Peter. (er ist etwas betrunken).  
 ペーター：（彼は少し酔っている） 
Ich soll dem gnädigen Herrn melden, dass die Sache ihre völlige Richtigkeit hat.  
 私はリュッケンマルク様に、事が完全に正しく運んだことを、 
 (訳者注：カッツラーベからの指示により）報告しなければなり 
 ません。 
  
Rückenm. Das ist mir lieb. Aber es scheint fast, mein Freund, er hat des Guten ein 
wenig zu viel getan? 
 それは私にとって好ましいことだ。しかし私の友人よ、君は良いこ

 とを少しやりすぎたようにほとんど思えるのだが？ 
 
Peter. Des Guten kann man nie zu viel tun. Es ist immer besser, viel Gutes zu tun, 
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nicht nur wenig Gutes. 
 人が良いことをやりすぎることはあり得ません。沢山の良いことを

 することは、少しだけしか良いことをしないよりも、一層良いこと

 なのです。 
Wenn der Wein gut ist, dann ist viel Wein auch gut. Das kann ich Ihnen, gnädiger 
Herr,  allergnädigst versichern: Der Wein war gut. Der Wirt ist ein ehrlicher Kerl 
mit einer brandroten Nase, und als ich ihm sagte, daß Sie mir befohlen hätten, bei 
ihm zu trinken, da sagte er, er kenne Sie schon. Sie wären ein närrischer Kauz. 
 もしもそのワインが美味しければ、その時は沢山のワインも同じよ

うに美味しいのです。そのことを私はあなた様に、リュッケンマル

ク様にこの上なく断言することができます。：あのワインは美味し

かった。あの酒場の主人は真っ赤な鼻をした（訳者注：主人は酔っ払

っている）誠実な男でして、私が彼に、「リュッケンマルク様が私に

あなたの店で酒を飲むように命令したのだ」、と言った時に、 
 彼は「リュッケンマルク様のことはもう知っている、リュッケンマル

ク様はすごい変人だ」、と言いました。 
 
Rückenm. Schon gut (Für sich.)   
   もうよい。（脇に向かって独白） 
Daß die Genies doch so gern saufen. (Laut.) Wo ist der Katzrabe ?  
 天才達というのはなんと本当に大酒を飲むのが好きだこと。 
 （大きな声で）カッツラーベはどこだ？ 
 
Peter. O,  der muß nun schon weit sein.  
 あ～、彼は今やもう遠くにいるに違いありません。 
 
Rückenm.  Weit? wie so?   
 遠くにだと？それはどういうことだ？ 
 
Peter. Ja, sehen Sie nur, als wir so zusammen die Straße entlang schlenderten, da 
meinte er, es wäre ja wohl egal, ob wir die Flasche Wein vorher oder nachher 
tränken?  
 はい、リュッケンマルク様はちょっとだけ見たはずでしょう？それ

は私とカッツラーベが一緒に通りに沿ってぶらぶら歩いて行った時

のことで、そこで彼は言いました。「私たちがその瓶のワインを（

訳者注：仕事の）先に飲もうが後に飲もうが、きっと同じだろう」

、と。 
Das war recht vernünftig raisonniert, recht sehr vernünftig.   
 それは非常に理性的に理が説かれていて、本当にとても理性的でし
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 た。 
Wenn mir jemand so vernünftig zusetzt, da kann ich nichts abschlagen.   
 もしも誰かがそんなにも理性的に私を攻め立ててくる場合、 
 そこで私は全く断ることはできません。  
"Siehst du dort das Wirtshaus zum goldenen Fuchs?" sagte er.  
 「君はあそこに「金色狐の居酒屋」と（訳者注：看板が）あるのが

 見えないか？」、と彼は言いました。 
"Das seh ich, Kamerad", sagte ich, und ich sah es auch wirklich.  
 「見えるよ、友よ」、と私は言い、そして私はまた実際にそれを見

 たのです。 
"Laß und da hineingehen," sagte er. "Ja, warum nicht?" sagte ich.  
 「それでは中に入ろう」、と彼は言いました。「ああ、そうしない

 でいる理由はない」、と私は言いました。 
"Wir wollen hineingehen," sagte er.  
 「中に入ろう」、と彼は言いました。  
"Das kann wohl geschehen," sagte ich.  
 「それは起こりうるかもしれない（訳者注：よいかもしれな 
 い）」、と私は言いました。 
So gingen wir denn in den goldenen Fuchs und tranken.  
 そこで私たちは「金色狐の居酒屋」に行って飲みました。  
"Der Wein ist gut," sagte er. "Exzellent," sagte ich.  
 「このワインは美味しい」、と彼は言いました。「素晴らしい」、

 と私は言いました。   
"Der Wirt soll leben," sagte er, "Vivat!" sagte ich. 
 「マスター、長生きしてください」、と彼は言いました。「万 
 歳！」、と私は言いました。 
Rückenm.  Nur weiter, weiter.    
 （訳者注：もううんざり、はやくしゃべってしまえという気持ち

 で）さあ続けたえ、続けたまえ。 
 
Peter. Ja, also tranken wir immer weiter, weiter, und mein Kamerad, der Herr 
Katzrabe, ließ eine Postkutsche kommen. 
 はい、従って私たちはもっともっと飲みました。そして私の友の

 カッツラーベ君は、乗合郵便馬車を来させました。 
 
Rückenm.  Eine Postkutsche? Wozu das?  
   乗合郵便馬車だと？それは何のためだ？ 
 
Peter. "Wozu das, mein Kamerad," sagte ich.  
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 「それは何のためだ、友よ」、と私は言いました。 
"Ich muß ein Bisschen verreisen" sagte er.    
 「私は少し旅に出なければならない」、と彼は言いました。 
"Willst du denn nicht vorher das Geld bezahlen?" sagte ich.   
 「君はその前にそのお金（訳者注：リュッケンマルクからボンベッ

 クの父親に払うようにと託されたお金）を払うつもりはないのか

 い？」、と私は言いました。 
Gnädiger Herr, Sie hören wohl, dass wir Brüderschaft getrunken hatten. Darum 
sagte ich "du". 
 リュッケンマルク様、あなたはおそらく聞いていることでしょう。

 私とカッツラーベは兄弟の契りの杯を交わしていたことを。それゆ

 え私はカッツラーベを「du」と呼ぶのです。 
 
Rückenm.  Ich stehe auf Kohlen. Nun? Was antwortete er? 
 私は石炭の上に立っている。（訳者注：不安や焦りでいても立って

 もいられない様子）。さて、彼は何と答えたって？ 
 
Peter. Er antwortete: "Nein, Kamerad, ich will das Geld nicht bezahlen."   
 彼は答えました。「そうだ、友よ、私はこの金を払うつもりはな

 い」、と。 
"Warum denn nicht?" sagte ich.    
 「いったいどうして払わないんだい？」、と私は言いました。 
"Ich will es lieber behalten," sagte er.  
 「私はむしろそれを取っておきたいんだ」、と彼は言いました。 
"Daran tust du sehr wohl," sagte ich.   
 「この件に関して、君は本当によくやっている」、と私は言いまし

 た。 
Da fiel er mir um den Hals, und nahm recht bewegten Abschied.  
Es wird mir noch immer ganz weinerlich, wenn ich daran denke.  
 そして彼は私の首に抱きつき、そして非常に感動的に別れを告げま

 した。その時のことを考えると、私は依然としてとても泣き出した

 くなるのです。 
 
Rückenm.  Und er fuhr wirklich fort?  
 そして彼は本当に出発したのかね？ 
 
Peter. "Leb wohl, mein Brüderchen!" schluchzte er.   
 「さらば、私の兄弟よ！」、彼はむせび泣きました。 
"Gott geleite dich, mein Brüderchen!" schluchzte ich.  
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 「神が君を守らんことを、私の兄弟よ！」、私はむせび泣きまし

 た。 
"Grüße den gnädigen Herrn schönstens," schluchzte er.  
 「リュッケンマルク様にくれぐれもよろしく」、彼はむせび泣きま

 した。 
"Das will ich schon ausrichten," schluchzte ich.  
 「このことはリュッケンマルク様にきっと伝えるよ」、私はむせび

 泣きました。 
Mit diesen Worten saß er im Wagen. Der Postillon klatschte und hott! hott! ging es 
zum Stadttor hinaus.  
 その言葉と共に、彼は馬車に乗り込みました。御者が馬をぱしっと

 ひっぱたき、進め進めと促すと、それは城門の方へ走っていき、外

 へ出て行きました。 
 
Rückenm.  Mit meinem Gelde?    
 私のお金と一緒にかい？ 
 
Peter. Ja, das hat er recht wohl verwahrt.    
 はい、彼はそれを本当によく大事に保管していました。 
 
Rückenm.  Befahl ich dir nicht, du solltest daneben stehen, wenn das Geld 
ausgezahlt würde? 
 私は君に命令しなかったかね、「君はそのお金が支払われるとき

 に、そのそばに立っていなさい」、と 
 
Peter. Natürlich! Katzrabe hat es aber nicht ausgezahlt, also konnte ich ja auch nicht 
daneben stehen, nicht wahr? 
 もちろんですとも！カッツラーベはしかしお金を払いませんでし

 た。従って、私もまたそのそばに立っていることができなかった

 じゃありませんか、違いますか？  
 
Rückenm.  Da haben wir es!  
 それはその通りだ！ 
Selbst die größten Genies machen dumme Streiche, wenn sie besoffen sind.  
 最も偉大な天才達ですらも、酔っ払うと、馬鹿な悪戯をするもの

 だ。 
Wie war es möglich, mein Freund, daß du dich an deinem herrlichen Schädel so 
versündigen konntest?   
 どうしてこんなことがあり得たのだろう？私の友よ、君は君の素晴
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 らしい頭蓋骨に対してそのよう に罪を犯すことができたのだ。 
Was soll ich nun anfangen? Ich muß den Kerl verfolgen lassen.  
 私は今何をすべきだろうか？私はカッツラーベを追いかけさせなけ

 ればならない。 
 
Peter. Schicken Euer Gnaden nur meine Kurierstiefel hinterher.  
 リュッケンマルク様、私の急使用の長靴だけをあとから送って 
 ください。 
 
Rückenm.  Natürlich, die Stiefel sind wenigstens nicht besoffen.  
 もちろんだとも、その長靴達は少なくとも酔っ払っていない。 
 
Peter. Nein, sie sind noch ganz nüchtern.   
 はい、その長靴達はまだ完全にしらふです。 
 
Rückenm.  Man muß Steckbriefe anfertigen lassen.  
 カッツラーベの人相書きを作らせなければならないね。 
 
 

Dritte Scene. 第 3 場。 
 

Caroline. Die Vorigen. 
カロリーネ。前場の人 （々リュッケンマルク・ペーター＝グートシャーフ

）。 
 
Carol. (welche die letztern Worte gehört hat).  
 （リュッケンマルクの最後の方の言葉を聞いて） 
Steckbriefe? weswegen?     
 人相書きですって？何故ですか？ 
 
Rückenm.  Stellen Sie sich vor, Herr von Hellstern, mein treuester Diener der 
gutmütigste Mensch auf dem Erdboden, der hinter den Ohren so platt ist wie unter 
der Fußsohle! 
 想像してみてください、ヘルシュテルンさん、この大地上で私が最

 も信頼している召使いであり、最も気立ての良い人間が、彼は両耳

 の裏が足の裏と同じくらい平べったいのだが・・・。 
Er ist mit meinen 2000 Louisd'or davongelaufen. 
 その彼が私の2000ルイドルと共に逃げ去ってしまったのです。 
 



107 

Carol. Ich dachte es mir doch. Sie wollten meine Warnung nicht hören. 
 やはり私が思った通りではありませんか。しかしあなた様は私の警

 告に耳を傾けようとしませんでした。 
 
Rückenm.  Tat ich denn nicht, was Sie verlangten? Schickte ich nicht diesen 
Schlaukopf da mit? 
 私がいったいどうしてあなたが要求したことをしなかったというの

 ですか？（訳者注：ペーターを指さして）私はあの抜け目のない人

 をカッツラーベに同伴させませんでしたか？  
 
Carol. Den Esel.  
 この馬鹿者をですか。  
 
Rückenm.  Jetzt ist er freilich ein Esel, weil er besoffen ist. Raten Sie mir, was ist zu 
tun?  
 今彼は、酔っ払っているのだから、もちろん馬鹿者です。これから

 どうしたらよいか、私に助言してくれませんか？ 
Der Wechsel ist heute fällig. Der alte Bombeck kann mir verdammte Streiche 
spielen.  
 あの手形は今日が支払い期限なのです。あのボンベックの父親は 
 私をひどく困らせるかもしれません。 
 
Carol. Vielleicht würde sein Sohn in dieser Angelegenheit vermitteln,  
wenn ich aus Liebe zu Ihnen mich entschlösse, ihm meine Rechte auf Ihre Tochter 
abzutreten.  
 おそらく彼の息子（訳者注：ボンベック）は、もし私が愛ゆえに

 （訳者注：結婚相手を）あなた様に決めて、ボンベックにあなた様

 の娘に関する私の権利を譲り渡したとしたら、この事件に関して仲

 介してくれることでしょうに。 
 
Rückenm.  Nimmermehr! Dem Menschen ohne Sinn für Musik gebe ich meine 
Tochter nun einmal nicht. Lieber lasse ich's auf 's Äußerste kommen.  
 決してありえません！音楽に対する感覚を持たない人間に、私はと

 もかくも私の娘をあげません。最も悪いことを私に対して起こさせ

 る方がまだマシです。 
 
Carol. Dann senden Sie Steckbriefe!  
 それならば、人相書きを送ってください。 
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Rückenm.  Auf der Stelle.   
 すぐに送ります。 
– Aber wenn ich es recht bedenke – die erste Bestürzung hat mich verwirrt. –  
 しかし、私はそれについて本当に考えると、第一級の驚愕が私を 
 動揺させるのです。 
Wer weiß denn auch, ob ein wahres Wort an der ganzen Sache ist? 
  それがこの全体の事件に対する真実の言葉なのかどうかを、誰が

実 際に知っているというのですか？  
Mein ehrlicher Katzrabe hat sich gewiss nur einen Spaß mit dem Trunkenbold 
machen wollen.  
 私の誠実なるカッツラーベは、きっとこの大酒飲みに対して、ただ

 からかうつもりだけだったのでしょう。 
Ehe wir es uns versehen, ist er wieder da, und lacht ihn aus.  
 すぐに、彼は再びここに戻ってきて、そしてペーターをあざ笑いま

 す。 
Ja, ja, so wird es seyn.     
 そうだ、そうだ、そうなのだろう。 
Ich war ein Tor, mich zu beunruhigen.  
 心配するなんて私は愚か者でした。 
Es ist ja gar nicht möglich, dass ein Mensch mit einem solchen Schädel mich hat 
bestehlen können. 
 そのような頭蓋骨を持った人間が、私からお金を盗むことができた

 なんて、全くあり得ないではないか。 
 
Carol. Ich rate dennoch auf jeden Fall.   
 いずれにせよ、それでもやはり、私は助言します。 
 
Rückenm.  Nein, nein, die Steckbriefe würden den armen Menschen nur an seiner 
Ehre kränken.  
 駄目です、駄目です、人相書きは、あの可哀想な人間の名誉心を、

 ただ傷つけるだけでしょう。  
Er kommt gewiss noch heute, und bringt mir den eingelösten Wechsel.  
 彼はきっと今日のうちに戻って来ます。そして私に清算された約束

 手形を持ってきます。  
Höchstens will ich selbst im goldenen Fuchs einmal nachfragen, wie die Sache sich 
verhält.  
 せいぜい私は自分で「金色狐の居酒屋」に、どのような事態である

 のかを、ちょっと問い合わせるつもりです。  
Bitte erlauben Sie es mir, Herr von Hellstern. Ich mache keine Umstände mit 
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Ihnen.  
 どうか私を許してください、ヘルシュテルンさん、私はあなたにお

 構いできません。  
Ich betrachte Sie schon als meinen Schwiegersohn.  
  私はあなたをもう私の義理の息子だと思っています。 
Der goldenen Fuchs ist nicht weit, ich bin bald wieder bei Ihnen. (Er geht ab.) 
 「金色狐の居酒屋」は、遠くはありません。私はまもなく再びあな

 たのもとへ戻ってきます。 
 （リュッケンマルクは出発する。） 
 
Peter. Sapperment! Der Herr will auch in den goldenen Fuchs? Nun, da wird 
rechtschaffen getrunken werden. Wenn die gnädige Frau erlauben wollen, dann 
würde ich wohl noch ein Bisschen mitgehen.  
 おやまあ！あのリュッケンマルク様が本当に「金色狐の居酒屋」に行

くつもりなのでしょうか？さて今度は、リュッケンマルク様がそこ

で大いに飲まされることでしょう。もしカロリーネお嬢様が 
 お許しくださるのならば、私はできればちょっと一緒に行ってきた

いのですが。 
 
Carol. Geh' zum Teufel!   
 （訳者注：女性名で呼ばれたことに対して怒って）お前なんか消え

 失せろ！ 
  
Peter. (Er taumelt fort.)  
 （彼はよろめきながら部屋から出ていく。） 
Ei ja! Warum nicht gar! Ich wundere mich nur, dass der Teufel noch nicht verdurstet 
ist.  
 あ～はい！もちろん出ていきます。私は、悪魔がまだ喉が渇いて死

 んでいないことに、ただ驚くばかりなのです。 
 （訳者注：ここでの悪魔はペーター自身を指し、喉が渇いていると

 は、彼が「金色狐の居酒屋」へ行って酒を飲みたくてたまらないこ

 とを指している。） 
 
Carol. (allein)  （単独）（独白） 
Im Grunde kommt der tragi-komische Zufall mir ganz gelegen. 
 結局のところ、悲喜劇的な偶然がちょうどよいときに来てくれたも

 のだ。 
Was meine Person nicht über den Alten vermag, das könnte mein Geld bewirken. 
Er braucht Geld, und ich habe. 
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 （訳者注：ここでの悲喜劇的の内容は、リュッケンマルクがお金を

 持ち逃げされたことが悲劇であり、一方で泥酔したペーターの行動

 が喜劇であるということである。） 
 
 

Vierte Scene. 第４場。 
 

Eduard. Caroline. エドワード。カロリーネ。 
 
Eduard. Du bist so in Gedanken, liebe Caroline?  
 君は熟考中なのかい、愛するカロリーネよ？ 
 
Carol. Ich denke darüber nach, wie ich auf eine gute Art und Weise 2000 Louisd'or 
los werden soll. 
 私は、どのようなよい方法で、2000ルイドルを使い果たすべきかを

 熟考しているのよ。 
 
Eduard. Verschwenderin!  
 浪費家だね！ 
 
Carol. O, ich habe wohl viel kostbarere Dinge verschwendet, meine Freiheit zum 
Beispiel – 
 えー、私は本当に沢山のもっと高価な物々を浪費してきたのよ、例

 えば、（訳者注：結婚することで失った）私の自由よ。 
 
Eduard. Drücken dich die Fesseln?    
 （訳者注：結婚による）手かせが君を圧迫して痛くてたまらないの

 かい？ 
 
Carol. Je nun! sie drücken eben nicht, aber manchmal klemmen sie doch ein wenig.  
 うーん！手かせはちょうど今圧迫しているわけではないけど、しか

 しそれにもかかわらず時々少し挟みつけてくるのよ。 
Scherz beiseite! Die Organe des Gehirns haben deinem Vater einen verdammten 
Streich gespielt.  
  冗談はさておき！脳の器官達があなたのお父様をとても困らせてい

 るのよ。 
 
Eduard. Ich weiß. Er hat 50 Taler Strafe bezahlen müssen.    
 知っているよ。父は50ターラーの罰金を払わなければならなかった
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 のだ。 
 
Carol. O, so wohlfeil kommt er diesmal nicht davon.  
 えー、それほど容易くは今回、リュッケンマルク様は難を逃れられ

 ないわ。 
Er hat seinen getreuen Katzrabe zum alten Bombeck geschickt, um einen Wechsel 
einzulösen. Und nun ist der Spitzbube mit dem Gelde davongelaufen.  
 リュッケンマルク様はご自分の信頼するカッツラーベを、約束手形

 を決済するために、ボンベックのお父様のところに送ったのよ。 
 そして今、あの悪党はそのお金と一緒に逃げてしまったのよ。 
 
Eduard. Ist es möglich? Man muß ihm nachsetzen –    
 （訳者注：とても驚いて）本当かい？カッツラーベを追いかけなけ

 れば・・・ 
 
Carol. Dein Vater will das nicht, und es tät mir auch leid, wenn sie ihn einholten.  
 あなたのお父様はそれを望んではいないのよ、そしてもし人々が彼

 に追いついたとすると、私にとってもまた残念なことになるのよ。 
Denn das würde mich des Vergnügens berauben, dem Alten aus einer Verlegenheit 
zu helfen. 
 なぜなら、それは私から、リュッケンマルク様を困難から助けると

 いう楽しみを強奪することになるかもしれないからよ。 
 
Eduard. Wie? Du wolltest –   
 （訳者注：驚いて）本当に？君は私の父にお金をあげるつもりなの

 だろうか？ 
 
Carol. Mir seine Gunst erwerben, wozu ich mein Geld eben so wenig als meinen 
Witz schonen werde. 
 リュッケンマルク様の歓心を得るために、私は私の知恵もお金も少

 しも惜しむつもりはないのよ。 
 
Eduard. Aber weißt du auch, dass mein Vater durch seine seltsame Liebhaberei sich 
fast zum armen Manne gemacht hat? 
 しかし君は私の父が、自分の奇妙な道楽で、貧乏な人間にほとんど

 成り下がってしまったことを本当に知っているのかい？ 
  
Carol. Was geht das mich an?   
 それが私と何の関係があるのかしら？（訳者注：問題ないわ。） 
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Eduard. Du wagst dein Geld. Wer kann es wieder bezahlen? 
 君は自分のお金を賭けるようなものだよ。 
 （訳者注：リュッケンマルクにお金を貸しても、まずは返してもら

 えないということ。）誰がそれを返済することができるんだい？ 
 
Carol. Du.    
 あなたよ。 
 
Eduard. Ich?     
 私がかい？ 
 
Carol. Ja, Sie, mein Herr Ehegemahl, wenn Sie mich im Herbst meines Lebens 
noch eben so lieben werden wie im Frühling.   
 そう、あなたが払うの、私のご主人様。もしあなたが私を、私の 
 人生の秋においても（訳者注：齢を取っても）、まだ今人生の春に

 おけるの（訳者注：若いとき）と同じように愛してくれるのなら

 ば、（訳者注：お金はいらないわ。） 
Eben So? nein, das wäre zu viel von einem gebrechlichen Manne begehrt.  
 同じようにですって？いいえ、年老いた男の人に対して、私は過大

 なことを切願してしまったかも しれないわ。 
Also gehen Sie nur immer fein Hand in Hand mit mir, wenn Sie mich auch nicht 
immer so zärtlich dabei ansehen wie jetzt.   
 だから、たとえあなたが実際に今と同じくらい、手と手をつないで

 歩いて行きながら優しく私を見つめるとは必ずしも限らないとして

 も、ただいつも素晴らしいことに、私と手と手をつないでだけ歩い

 て行きましょう。  
Pflücken Sie mit mir die Blumen auf dem Wege, aber nie ohne mich, die Blumen 
neben dem Wege.   
 行く道で私と一緒に花々を摘みましょう、しかし決して私のいない

 ところの脇道で花々を摘まないで（訳者注：浮気 (Seitensprung) を
 しないで）。 
Werden Sie nicht gleich mürrisch, wenn es einmal regnet, oder frostig, wenn es 
einmal schneit.   
 ある時は雨が降っても、すぐに不機嫌にならないで。もしくはまた

 ある時は雪が降っても、すぐに冷淡にならないで。 
Denn auf einer langen Reise kann man nicht immer gutes Wetter haben.   
 なぜなら、長い人生において、人はいつも良い天気を持つことなど

 できないのだから。 
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Vor allen Dingen stolpern Sie nicht über bunte Sternchen!   
 とりわけ、あなたは色とりどりの小さな星たちに躓かないで 
 （訳者注：浮気しないで）。 
Dann werde ich nie ein Opfer bereuen, zu dem die Liebe mir Mut und Willen gab.
  
 そうすれば、私は犠牲を決して後悔しないわ。それは愛が私に犠牲

 を行うための勇気と意志を与えてくれたからよ。 
 
Eduard. O, meine Caroline!    
 お～、私のカロリーネよ！ 
 
Carol. Überhaupt bringt die Liebe kein Opfer, sie gibt nur;   
 そもそも愛はいかなる犠牲をももたらさないわ。愛はただ何かを提

 供するのみよ。 
denn Opfer setzt immer eine Art von Kampf voraus.  
 なぜなら、犠牲者とはいつもある種の戦いを前提としているからよ

。 
Wahre Liebe schwankt ja nie zwischen zwei Entschlüssen;  
 真の愛は本当に決して二つの決定の間で揺らぐことはないわ。 
 （訳者注：浮気はあり得ないということ。） 
Sie kann nur das thun, was sie thut.  
 真の愛はただ、それが行うことだけを行うことができるの。 
 （訳者注：愛は愛で、特別な説明などできないということ。） 
Darum rechnet sie auch nie ein Verdienst sich zu, und der einzige Lohn, nach dem 
sie strebt, ist der, daß man sie erkenne.  
 従って、真の愛はまた決して功績を評価しないわ。そして、それが

 得ようと努める唯一の報酬は、人々がそれを認識するということだ

 けなの。 
 
Eduard (zu ihren Füßen).  （彼女の足元に跪いて） 
Meine angebetete Caroline!    
  私の崇拝するカロリーネよ！ 
 
Carol. Still! still! wenn dich jemand zu den Füßen einer Mannsperson überraschte. 
 静かに！静かに！もし誰かがあなたが男性の足元に跪いているのを

 不意に見たとしたらどうするのよ。 
 （訳者注：カロリーネは今、男装しているので、このような光景は

 体裁が悪いということ。） 
 



114 

Fünfte Scene.  第５場。 
 

Emilie. Die Vorigen. エミリー。前場の人（エドワード・カロリーネ）。 
 
Carol. Da haben wir es!    
 訳者注：抱擁しているところを人に見られたことを受けて）心配し

 ていた通りです！  
 
Emilie. Was sehe ich, Bruder, du kniest vor deinem Freunde? 
 私は何を見ているのでしょうか、お兄様、お兄様はご自分の男性の

 友人の前で跪くのですか？ 
 
Carol. Da sehen Sie, mein Fräulein. Meine Reize wirken nicht bloß auf Ihr 
Geschlecht. Der Mensch macht mir den Hof, als ob ich eine leibhaftige Frau wäre. 
 ほら、ご覧なさい、私のエミーリエさん。私の魅力はただ女性にだ

 け作用するのではないのですよ。この人は、まるで私が本物の女性

 であるかのように、私にプロポーズするのです。 
 
Emilie. Das ist in der Tat sehr drollig.  
 それは本当に大変滑稽なことですわねえ。 
 
Carol. Sie sind wohl gar ein wenig eifersüchtig?  
 あなたは少し嫉妬深いかもしれませんか？ 
 
Emilie. Um Ihnen das Gegenteil zu beweisen, trete ich hiermit alle meine Rechte 
feierlich an meinen Bruder ab.  
 あなたにそうではないことを証明するために、この件に関して、 
 全ての私の権利を厳粛にお兄様に譲りますわ。 
 
Eduard. Ich akzeptiere.  
  わかった。 
 
Emilie. So oft Sie eigentlich zu meinen Füßen liegen müssten, so oft mag er vor 
Ihnen knieen.  
 ヘルシュテルンさんが実際に私の足元に跪かなければならないたび

 に、その分だけお兄様があなたの足元に跪くことでしょう。 
 
Carol. Ich akzeptiere.  
  わかりました。 
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Emilie. Gewähren Sie ihm alle die Glückseligkeiten, die Sie mir in der Ehe zu 
versprechen geruhten.  
 あなたが私に結婚の際にはと、ありがたくも約束してくださったあ

 らゆるその至福の数々を、あな たはお兄様に承認してください。 
 
Eduard. Ich akzeptiere. 
  わかった。   
 
Emilie. Nur lassen Sie mich zufrieden, und haben Sie die Güte, mich bloß als Ihre 
Schwester zu betrachten. 
 ただあなたは私をそっとだけしておいてください、そして私を単に

 あなたの姉妹としてみなすような善意をお持ちください。 
 
Carol. Ich akzeptiere. 
  わかりました。   
 
Emilie. Ihr seid beide unausstehlich mit eurem Akzeptieren.  
 あなた方が二人とも、「わかった。」「わかりました。」、という

 ことに関して、私は我慢なりませんわ。 
Ich bitte dich, Bruder, was soll das maliziöse Lächeln bedeuten,  
mit dem du heute schon so oft auf mich herabblickst, als wäre ich ein albernes 
Kind.  
 冗談ではありませんわ、お兄様、お兄様が今日既に何回も、私がま

 るで愚かな子供であるかの如く、私を見下すようなその意地の悪い

 ほほえみは何を意味しているのでしょうか？ 
 
Eduard. Allerdings, Schwesterchen, bist du noch verzweifelt kindisch, und kein 
Mensch sollte glauben, dass du schon über Jahr und Tag verliebt gewesen. Du siehst 
nicht, du hörst nichts, du begreifst nichts.  
 もちろんだとも、妹よ、お前はまだ非常に子供じみている。従っ

 て、お前がもうずっと恋をしているなんて、誰も信じないだろう。 
 お前は見えていないし、何も聞こえていないし、何も理解していな

 い。  
 
Emilie, Ich sehe, höre und begreife, dass du auf Reisen recht fatal geworden bist. 
 私はお兄様が旅で本当に嫌な人になってしまったことを、見えます

 し、聞こえますし、理解しますわ。  
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Eduard. Das verstehst du nicht; auf Reisen erwirbt man eine edle Dreistigkeit – 
 そのことに関してお前は理解していない。旅では、人は高貴な厚か

 ましさを獲得するものなのだ。 
 
Emilie. Die bisweilen aussieht, wie Unverschämtheit.   
 それ（訳者注：高貴な厚かましさ）は時には恥知らずであるように

 見えますわ。 
 
Eduard. Man sieht vieles –  
 （訳者注：旅において）人は沢山のものを見る－ 
 
Emilie. Man wird gleichgültig gegen alles.   
 人は全ての事に対して無関心になりますわ。 
 
Eduard. Man lernt vieles – 
 人は多くの事を学ぶ－ 
 
Emilie. Um damit zu glänzen.   
 見せびらかすためですわね。 
 
Eduard. Man ist in fremden Ländern heimisch –  
 人は外国ではくつろぐことができる－ 
 
Emilie. Und fremd im Vaterland.    
 そして祖国ではくつろげないのね。 
 
Eduard. Man wird ein Weltbürger –   
 人はコスモポリタン（訳者注：世界主義者）になる－ 
 
Emilie. Um seine Familie zu vergessen.    
 自分の家族のことを忘れるためですわね。 
Wohl dem, der im Schoß der Seinigen nichts entbehrt,  
und der höchstens zwei Mal in der Woche durch die "Hamburger Zeitung" reist. 
 家族の下で何不自由なく暮らし、そしてせいぜい週に二回ハンブル

 グ新聞を用 いて旅するような 人は幸せです。 
 （訳者注：ハンブルグ新聞は、当時世界中のニュースを扱ってい

 た。） 
 
Eduard. Aber Schwesterchen, einen großen Scharfsinn, ein größeres 
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Kombinations-Vermögen, wirst du nie aus der "Hamburger Zeitung" lernen.   
 しかし妹よ、大いなる洞察力、より偉大なる組み合わせの能力を、

 お前はハンブルグ新聞からは決して学ぶことはできないだろう。 
Selbst wenn du einen ganzen Jahrgang hintereinander liest, begreifst du doch nicht, 
wie es zugehen soll, dass du noch heute diesen jungen Menschen mit Inbrunst an 
dein Herz drücken wirst. 
 たとえお前が一年中次々にハンブルグ新聞を読んだとしても、お前

はまだ今日この若い男性（訳者注：ヘルシュテルン）を情熱でもって

抱き締めるように、どのようにもっていくべきかを、お前はしかし

理解しないであろう。 
 
Emilie. Nein, wahrhaftig, da hast du Recht.   
 はい、実際、その点に関してはお兄様のおっしゃるとおりですわね

。 
 
Eduard. Ich aber begreife es recht gut.  
 私はしかしそれを本当によく理解しているのだ。 
 
Carol. Und ich auch. 
   そして私もです。 
 
Emilie. O, an Ihrer Eitelkeit habe ich gar nicht gezweifelt. 
 あ～、あなたの虚栄心に関して、私は全く疑っていませんでした

 わ。 
 
Eduard. Und wenn ich ein einziges Wort sage, so tust du es gleich auf der Stelle.    
 そしてもし私がある唯一の言葉を言った時、お前は直ちにこの場で

 それをするだろう。 
 （訳者注：「それ」とはエミーリエがカロリーネを強く抱きしめる

 ことを指している。） 
 
Emilie. Spare dies einzige Wort.  
 その唯一の言葉を言わないでください。 
 
Eduard (umarmt Carolinen). Mein Weib! 
  （カロリーネを抱き締めて）：私の妻よ！ 
 
Carol. Mein Mann! 
  私の夫よ！ 
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Emilie (sie stutzt). Was soll das heißen?  
 （彼女は驚いて立ちすくむ）：これはどういうことですか？ 
 
Eduard. Hast du denn deinen Bruder wirklich für so töricht gehalten,  
dass er seine Freundschaft an einen Windbeutel verschleudern würde?  
 お前はこの兄を、自分の友情をある軽薄な男に浪費するかもしれな

 いなんて、本当にたいそう愚か者だとでも思っていたのかい？ 
Hast du dir wirklich eingebildet, dein Bruder könne vor einer Mannsperson knien, 
und wenn es der große Mogul wäre?  
 お前は、この兄がある男性の前に、たとえそれがムガール帝国皇帝

 だとしても、跪くことができるとでも本当に思い込んでいたのか

 い？ 
Mit einem Wort, errätst  du denn nicht, dass dieser Herr von Hellstern deine 
Schwägerin ist? 
 一言と同時に、お前はこのヘルシュテルン氏がお前の義理の姉妹で

 あることを言い当てることができないのかい？ 
 
Emilie (sie ist freudig erstaunt). Meine Schwägerin? Deine Frau? 
 （彼女は喜びつつ驚いている）：私の義理の姉妹ですって？お兄様

 の妻ですって？ 
 
Eduard. Jaja, schrei nur nicht so, das weiß ja noch niemand. 
 そうだ、そうだ。ただしかしそんなに大声で叫んではいけない、な

 にしろそのことを誰もまだ知らないのだから。 
 
Emilie. Ist es möglich! 
  （訳者注：とても驚いて）本当ですか！ 
 
Carol. Nun, mein Fräulein? ich mahne Sie an Ihr Wort. Als Schwester sollte ich Sie 
betrachten. 
 やっぱりだね、私のエミーリエさん。私はあなたにあなた自身の言

 葉を思い起こさせます。「姉妹として、私はあなたを見ようかし

 ら。」 
  
Emilie (sie umarmt Caroline). Meine geliebte, schalkhafte Schwester!  
 （彼女はカロリーネを抱きしめる）：私の愛する、いたずら好きな

 姉妹よ！ 
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Eduard. Habe ich es nicht gesagt, dass du den jungen Menschen noch heute 
umarmen würdest ?  
 お前はこの若い男性を今日のうちに抱きしめるだろうと、私は言わ

 なかったかい？  
 
Emilie. O, von ganzem Herzen! (Sie umarmt Carolinen auf's Neue.) 
 あ～、心からおめでとう！（彼女はカロリーネを再度抱きしめ 
 る。） 
 
 

Sechste Scene. 第６場。 
 

Herr von Bombeck. Die Vorigen. 
ボンベック氏。前場の人（エドワード。カロリーネ。エミーリエ。） 

 
 
Bomb. Ha! was ist das!?  
 （訳者注：ヘルシュテルンとエミーリエが抱擁しているのを見て）

 あ～、これはどういうことですか！？ 
 
Eduard. Bravo! der kam zu rechter Zeit.  
 素晴らしい！彼は丁度良いときに来たよ。 
 
Bomb. Darf ich meinen Augen trauen? Vortrefflich, mein Fräulein!  
 私は自分の目を信じてよいのだろうか？素晴らしいことだ、私の 
 エミーリエよ。 
Während ich komme, um mir um Ihretwillen den Hals zu brechen, haben Sie sich 
bereits in Ihr Schicksal gefunden. 
 私が来る間、それはあなたのために私自身を破滅させるためだが、

 あなたは既にあなたの運命を受け入れたのだ。 
 
Carol. Mit christlicher Geduld.   
 キリストの忍耐をもって受け入れたのですよ。 
 
Bomb. Ha! ha! ha! Da haben wir das Organ der Treue, von dem Sie heute so viel 
Rühmens machten.  
 ハッハッハッ！そのことに関して、あなたが（訳者注：カロリー

 ネ）今日そんなにもたくさん褒めていた誠実の器官を私たちは持っ

 ています。 
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Emilie. Wer kann für seine Organe?   
 誰が自分自身の器官に対して責任があるのかしら？ 
 （ 訳者注：誠実の器官など知らないということ。） 
 
Bomb. Falsche! Treulose!  
 あなたは嘘つきだ。不誠実な人だ。 
 
Emilie. Gemach, gemach, Herr von Bombeck. Ich bin ja noch immer erbötig, die 
Ihrige zu werden.  
 落ち着いて、落ち着いて、ボンベックさん。私は本当に依然として

 進んであなたのものになる用意 があるわ。 
 
Bomb. Wirklich?  
 本当なのか？ 
 
Emilie. Doch nur freilich unter der Bedingung, dass Sie sich daran gewöhnen, 
diesen jungen Menschen dann und wann in meinen Armen zu sehen.  
 ただしかし、もっともあなたがこの若い男性（訳者注：ヘルシュテ

 ルン）が、時折私の腕の中にいるのを見ることに慣れるという条件

 があるのだけれど。 
 
Carol. Ja, mein Herr, daran müssen Sie sich gewöhnen. 
 はい、ボンベックさん、それについてあなたは慣れなければなりま

 せん。 
 
Bomb. O, warum nicht?  
 あ～、どうしてできないことがありましょうか？ 
Es ist ja nichts leichter auf der Welt. Ha! ha! ha! Also noch obendrein Spott?   
 世界において、本当に何もそれより簡単なことはありません。 
 ハッハッハッ！それでは、さらにそのうえ、私はお笑いの種です

 か？ 
Mein gnädiges Fräulein? Mein junger Herr! So wohlfeil kommen Sie nicht davon.   
 私の奥様よ？そして私の若いヘルシュテルンさんよ！ そんなにた

や すくあなたたちは難を逃れられ ません。 
Dass ich hier weichen muss, begreife ich nun wohl, aber dass wir zuvor ein Duell 
miteinander tun müssen, werden Sie hoffentlich auch begreifen. 
 私がここを離れなければならないこと、私は今よくわかります。し

 かし私たちがまず先に決闘をしなければならないこと、あなた方は
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 おそらくまたわかることでしょう。 
 
Carol. Ich stehe zu Befehl.    
 承知しました、ご命令どおりにいたします。 
 
Emilie. Nein, ich lasse dich nicht aus meinen Armen.   
 いいえ、私はあなたを私の腕から離しません。  
 
Carol. Sie sehen: ich darf nicht.  
 見てください、ボンベックさん。私は離れることが許されません。 
 （訳者注：ヘルシュテルンとエミーリエは先ほどから抱き合ったま

 ま、ボンベックと話をしている。） 
  
Bomb. Hölle und Teufel! Herr, Sie sind kein Mann von Ehre. Sie sind ein Weib!  
 あ～～～っ！ヘルシュテルンさんよ、あなたは全く名誉ある男では

 ありません。あなたは臆病者（訳者注：Memme）です、あなたは

 女です！ 
 
Carol. Das ist wohl möglich.  
 それはおそらくありうることです。 
 
Eduard. Darum schlägt sie sich auch nicht.   
 それゆえ彼女は実際戦わないのだよ。 
 
Bomb. Sie sollten Stecknadeln statt eines Degens tragen.  
 あなたは剣の代わりに留め針（訳者注：ヘアピン）を着用すべきで

 はないでしょうか。 
 
Carol. Da haben Sie ganz Recht.    
 それは全くその通りです。 
 
Eduard. Sie wird es auch morgen wieder tun.    
 彼女は留め針を明日にもまた再び着けることだろう。 
 
Bomb. Mit Ihnen wird ein armes Mädchen betrogen.   
 あなたのせいで、ある可哀想な少女（訳者注：エミーリエ）が騙さ

 れています。 
 
Carol. Das glaube ich fast selber.   
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 そのようにほとんど私自身も思っています。 
 
Bomb. Ich prophezeie es Ihnen, mein Fräulein: Der Rausch wird vergehen, und 
dann werden Sie die nüchternste Unterhaltung finden. 
 私はあなたに予言します、私のヘルシュテルンさん。 
 その多幸症（訳者注：Euphorie）は消え去り、そしてその後あなた

 は最もつまらない娯楽を見つけ ることでしょう。 
 
Carol. Getroffen.    
 その通りです。 
 
Bomb. Sie haben es nicht um mich verdient, aber ich will Sie von diesem quasi 
Manne befreien.  
 あなた（訳者注：エミーリエ）は私にとって自由にするに値しな

 かったかもしれないが、しかし私はあなたをこの男らしからぬ男

 （訳者注：ヘルシュテルン）から自由にするつもりだ。 
 
Emilie. Fragen Sie erst, ob mein Bruder von ihm befreit sein will?  
 まずあなたは、お兄様が彼（訳者注：ヘルシュテルン）から自由に

 されていたいのかどうかを、尋ねてみてよ。 
 
Bomb. Fort! Junger Herr! wo ist Ihr Degen?   
 エミーリエ、下がっていなさい。若いヘルシュテルンさん！あなた

 の剣はどこですか？ 
 
Carol. Ich gehe nicht mit Ihnen, bis Sie zuvor alle Ihre Schmähungen zu meine 
Füßen widerrufen haben. 
 あなたがまず先に、全ての私に対するあなたの中傷を、私の足元に

 ひれ伏して撤回するまでは、私はあなたと一緒に行きません。 
 
Bomb. Zu Ihren Füßen?  
  あなたの足元にひれ伏せですって？ 
 
Carol. Ja ja, zu meinen Füßen.   
 そうです、私の足元にひれ伏すのです。 
 
Bomb. Ha! das ist zu viel! was hält mich noch – (er greift nach dem Degen.) 
 ハッ！それはひどすぎます！何が私をまだ引き止めることができま

 しょうか・・・ 
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 （彼は剣に手を伸ばす。） 
 
Emilie. Ferdinand! Ferdinand! du wirst doch meines Bruders Frau nicht ermorden 
wollen?  
 フェルディナンド！フェルディナンド！あなたはまさかお兄様の妻

 を殺すつもりではないでしょうね？ 
 
Bomb. Ihres Bruders Frau?    
 あなたのお兄様の妻だって？ 
 
Carol. Endlich merkt er es.   
 とうとう彼は気づきましたね。 
 
Eduard. Ja, lieber Bombeck, meine geliebte Frau.  
 そうなのだよ。親愛なるボンベックよ、ヘルシュテルンは私の 
 愛する妻なのだよ。 
Unsere Verbindung ist noch ein Geheimnis für meinen Vater, Sie erraten leicht, 
warum.  
 私たちの関係はまだ私の父には秘密なのだ、あなたはなぜなのか 
 容易にわかるだろう。 
Werden Sie nun noch eifersüchtig sein?   
 あなたは今もまだ嫉妬するつもりだろうか？ 
 
Bomb. Gott! ich erwache aus einem schweren Traum!   
 神よ！私は悪い夢から目を覚まします！  
 
Emilie. Bin ich nun noch die Falsche? die Treulose?   
 私は今もまだ嘘つきかしら？不誠実な人かしら？  
 
Bomb. Meine Emilie!      
 私のエミーリエよ！ 
 
Eduard. Merken Sie nun, dass wir alle das gleiche Interesse haben und dass wir 
folglich zusammenhalten müssen?  
 さて今度は、私たち四人が同じ関心を持っており、私たちは従って

 結束しなければならないことに、あなたは気づかないか？ 
 
Bomb. Gnädige Frau – werden Sie mir verzeihen?    
 奥様・・・あなたは私を許してくれますか？・・・ 
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Carol. Was hab' ich gesagt? zu meinen Füßen –  
 私は何と言いましたか？私の足元に跪きなさいと言ったでしょ 
 う・・・ 
 
Bomb. O wie gern! (Er kniet vor Carolinen.)  
 あ～、なんとまあ喜んで！（彼はカロリーネの前に跪く。） 
 
Emilie. Da haben wir es! Vor einer hübschen Frau kniet er recht gern. 
 信じられない！一人のきれいな女性の前に、ボンベックが本当に 
 喜んで跪いているわ。 
 
Carol. Und ich hebe ihn großmütig auf, und umarme ihn schwesterlich. 
 そして私は彼を寛大に持ち上げて、そして彼と姉妹のように仲良く

 抱擁します。 
 
Emilie. Nun, nun, nur nicht zu lange.  
 まあまあ、あまり長すぎるのだけはやめてください。 
 
Bomb. Ich bin entzückt!   
  私はうっとりしています！  
 
Emilie. Nur nicht zu sehr! wenn ich bitten darf.    
 あまり長すぎるのだけはやめて！お願いだから。 
Ey, ey, die Mordgedanken sind dir schnell vergangen.    
 ああ、ああ、殺人願望はあなたからあっという間に消え去って 
 しまったわね。 
 
Bomb. Wie du mich gequält hast.  
  お前はどんなにか私を苦しめたことか！ 
 
Emilie. Und das von Rechts wegen.      
  しかしそれは当然のことよ。 
Denn ein glücklicher Liebhaber darf seinen eigenen Augen nicht trauen,  
selbst wenn er auch die Geliebte zehn Mahl in den Armen eines Andern fände. 
 なぜならある幸福な愛人は、たとえ実際にその恋人が十回他の男性

 の腕に抱かれているのを見つけたとしても、自分の目を信じてはい

 けないのよ。 
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Bomb. Der Satz ist wenigstens bequem für die Damen.  
 その発言は少なくとも女性たちにとっては都合がいいだろうなあ。 
 
Carol. Stille; stille, wir haben jetzt von wichtigeren Dingen zu reden.  
 静かに、静かに、私たちは今、より重要な物事について話すことが

 できます。 
Wir befinden uns hier in gleicher Not, folglich schließen wir eine Offensivallianz 
und eine Defensiv-Allianz, unter der gewöhnlichen Bedingung, dass kein Teil ohne 
den Andern Friede mache.  
 私たちはここで同じ悩みの状況にあり、従って私たちは、誰も他の

 誰かを差し置いて平和にならないという普通の条件の下、攻撃の同

 盟と防御の同盟を締結しましょう。 
Wir können es übrigens damit halten, wie wir wollen.    
 私たちはところで、それを私たちが望むようにすることができま

 す。      
[denn Alliirte bleiben sich nur so lange treu, wie sie einander brauchen.   
 なぜなら同盟者達は、彼らが互いに必要であるのと同じくらいだけ

 長く誠実に、仲間であり続けるからです。 
Jetzt flugs einen Operationsplan entworfen.]   
 今直ちに作戦計画を構想しましょう！ 
 （訳者注：ここでの同盟は、利害を共有するエドワード・カロリー

 ネ・エミーリエ・ボンベックの 四人が、リュッケンマルクに対抗す

 るためのものである。） 
Bekanntlich soll unser gegenwärtiger Bundesgenosse die Hand der schönen Emilie 
nicht erhalten, weil es zwar mit seinem Kopfe, aber nicht auf seinem Kopfe so recht 
richtig ist.  
 周知のように、我々の現在の同盟者（訳者注：ボンベック）は、 
 美しいエミーリエの手を取ってはなりません。なぜなら、たしかに

 彼の頭の中は全く正しいのですが、しかし彼の頭の上は全く正しく

 ないからです。 
 （訳者注：リュッケンマルクはボンベックの神智学の器官を毛嫌い

 している。） 
Es findet sich nämlich bei demselben das Organ der Theosophie.  
 すなわち彼の頭の上には神智学の器官があるのです。 
 
Bomb. Ich will sie trepanieren lassen, die verdammte Theosophie.   
 私はエミーリエに、この忌々しい神智学にドリルで穴をあけてもら

 うつもりです。 
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Carol. Bedenke dich, Schwesterchen!   
 よく考えてみてください、小さな妹よ！ 
Einen Liebhaber, der sich seinem Mädchen zur Liebe will trepanieren lassen, findet 
man nicht alle Tage, obgleich es oft notwendig genug wäre.   
 自分の好きな少女に、彼女への愛のために、たとえそれがしばしば

 十分に必要不可欠であったとしても、ドリルで頭に穴を開けさせよ

 うとするような恋人を、人は日々見つけることはないでしょう。 
Indessen hier ist nicht bloß vom Überfluss der Theosophie, sondern auch vom 
Mangel des Sinns für Musik die Rede.  
 しかしここでは、ただ神智学の過剰さに関してだけではなく、音楽

 感覚の欠如に関してもまた問題 なのです。 
 
Bomb. Da hat der Alte freilich Recht.  
 そういうことについて、リュッケンマルク様はもちろん正しいで

 す。 
Schon ein halbes Jahr habe ich mich vergebens gemartert, um "Blühe, liebes 
Veilchen" singen zu lernen.  
 「咲け、愛するスミレよ」を歌えるようになるために、もう半年も

 私は無駄に苦しんでいます。 
Es geht nicht.     
 うまく歌えません。 
 
Carol. Ey was, Veilchen! Hier sind Rosen, die Ihnen blühen sollen, und wenn Sie 
auch nicht einmal singen könnten: "Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen, die 
Glocke hat zehn Uhr geschlagen". 
 スミレはだめです！ここではバラです、あなたのために咲かせるべ

 きであるのは。そしてたとえあなたが実際に歌うことすら出来ない

 としても、 
 （訳者注：あなたは夜警の歌を歌うことができるでしょう。）：

 「聞いてください、みなさん、そして言わせてください、鐘が十時

 を打ったと」。 
 
Bomb. Ach! es wird schwerlich möglich sein!   
 あ～！結婚は難しくなりました！ 
So lange der Alte kein Geld hatte, um den Wechsel an meinen Vater zu bezahlen, so 
lange nährte ich noch einige Hoffnung.   
 リュッケンマルク様が約束手形を私の父に支払うためのお金を全く

 持っていない限りは、その分私 はまだ幾らかの希望を養うことがで

 きました。 
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Aber jetzt, da Eduard das verdammte Geld mitgebracht hat – 
 しかし今では、エドワードさんがその忌々しいお金を持ってきてし

 まったので・・・ 
 
Carol. Das verdammte Geld hat der Henker schon wieder geholt, aber das bringt 
uns dem Ziele um keinen Schritt näher, denn eher lässt er sich pfänden, ehe er 
einen Schwiegersohn ohne Sinn für Musik annimmt. 
 その忌々しいお金を、あの死刑執行人（訳者注：カッツラーベ）が

 再び持って行ってしまったので す、しかしそういうことは、私たち

 を目的に一歩すらも近づけることはないでしょう。 
 なぜならリュッケンマルク様は、音楽感覚のない娘婿を取るより

 も、むしろ自分が借金の形に逮捕されるほうがましだからです。 
 
Bomb. Ach! Dann bin ich verloren!   
 ああ、それでは私は見捨てられた！ 
 
Carol. Kinder, wie macht Euch denn die Liebe so dumm? :  
 子供たちよ、どんなにか、愛は君たちをそんなにも愚かにしてしま

 うのでしょうか？ 
Wisst ihr denn nicht, dass kein Mensch sein Steckenpferd für Geld verkauft?   
 どんな人間も自分の趣味を金で売らないということを、君たちは知

 らないのですか？ 
Auf dem Steckenpferd hat alles seinen Preis, selbst Ehre und Gewissen, wenn sie gut 
bezahlt werden, nur Steckenpferde nicht.   
 趣味に没頭している人々には、もし彼らが十分にお金を支払われた

 としたら、全ての物が、栄誉や良心でさえも、値段を持つのです、

 趣味そのものには値段がない（訳者注：何の価値もない）にして

 も。 
Zum Glück sind es aber sehr gutwillige Tiere.    
 幸運なことに、馬はしかし大変素直な動物です。 
Lässt man Ihnen nur den Zügel ein wenig schießen, damit sie nach Herzenslust 
[tanzen] courbettieren können, so gehen sie übrigens, wohin man will.  
 もし人が馬のために手綱を少しだけでもゆるめてあげると、そのお

 蔭で彼らは心行くまで踊ることができますし、そうして彼らはとこ

 ろで、人の行きたいところに行くのです。 
Also, mein lieber Bundesgenosse, wir fassen den Zügel mit lockerer Hand. 
 従って、私の愛する同盟者（訳者注：ボンベック）よ、私たちは 
 手綱をよりゆるくつかむのです。 
 （訳者注：この文の後半部は、比喩的で意味が取りにくいが、 



128 

 私は以下のように解釈した。） 
 「即ち、馬とはリュッケンマルクの趣味である骨相学を表わしてお

 り、この四人の同盟者達がリュッケンマルクの前で骨相学をおだて

 てあげれば、リュッケンマルクの頑なな気持ちは氷解さ れ、物事

は 四人の思う方向へと進むだろうということ。」 
 
Bomb. Aber wo und wie?  
 しかしどこにどうやって行くのですか？ 
 
Carol. Da muss nun ein Weib 50 Meilen weit herkommen, um dem Herrn der 
Schöpfung ein Quentchen List zu leihen.  
 そのことに関して、創造主（訳者注：ボンベック）にごく少々の策

 略を貸すために、今ある女性が 50マイル（訳者注：約300キロ）遠

 くからここに来るはずです。 
Steht auf Ihrem Kirchhofe kein Beinhaus?   
 あなたの教会の墓地には、納骨堂は全く立っていませんか？ 
 
Bomb. O ja.   
 ああ、はい、立っています。  
 
Carol. Kennen Sie den Totengräber?   
 あなたはそこの墓地管理人を知っていますか？ 
 
Bomb. O ja.    
 ああ、はい、知っています。 
 
Carol. Nun, dann gehen Sie flugs zu diesem Ehrenmanne, reden Sie die 
Universalsprache mit ihm, das heißt, drücken Sie ihm ein Paar Goldstücke in die 
Hand.  
 だから、それであなたは直ちにその紳士（訳者注：墓地管理人のこ

 とで、紳士という表現はもちろんイロニ－である）のところへ行っ

 て、彼と国際補助言語を話しなさい、即ちあなたは彼に若干の 
 金貨を握らせなさい。 
Lassen Sie sich ein halbes Dutzend wohl konservierte Schädel aushändigen.  
 半ダースのよく手入れの行き届いた頭蓋骨をもらってきなさい。 
Packen Sie diese in einen saubern Kasten, setzen Sie allerlei Zahlen und Buchstaben 
auf den Kasten, als ob er Gott weiß woher käme. 
 それらの頭蓋骨をきれいな箱に詰めて、まるでそれがどこからきた

 のか神のみぞ知るが如く、その箱の上に様々な数字や文字を書きな
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 さい。 
Dann bringen Sie ihn eilig hierher, und für das Übrige lassen Sie mich sorgen.  
 その後、その箱を急いでこちらへ持ってきなさい、そうしたらその

 他のことに関しては、私に手配させてください。 
 
Bomb. Mir geht ein Licht auf.    
 私に光が射してきます。（訳者注：カロリーネの言うことが、理解

 できるようになってきたということ。） 
 
Carol. Endlich! der alte Herr hat die Idee lieb gewonnen, meine Wenigkeit zu 
seinem Schwiegersohne zu erwählen.  
 とうとう、リュッケンマルク様は、不肖私を彼の義理の息子に選ぶ

 という考えを次第に強めることとなりました。 
Da Sie aber ganz richtig bemerkt haben, daß diese junge Dame mit mir betrogen 
sein würde, zumal ich nicht zu dem Geschlecht gehöre, das nun einmal zu dem 
Betrug privilegiert ist, so sollen die sechs Schädel Sie von einem Manne befreien, 
der außer seinem Sinn für Musik Ihnen wenig anzubieten hätte.  
 しかし、あなた（訳者注：ボンベック）は完全に正しく気づいていま

す。私はともかく詐欺に関して特権を与えられているような性別に

は属していない（訳者注：男性ではない）のでなおさら、この若い女

性（訳者注：エミーリエ）は私と結 婚するように（訳者注：リュッ

ケンマルク様によって）騙されているのかもしれないのだ、と。従っ

てその６個の頭蓋骨が、あなたを、音楽に関する感覚をもつ以外に

は、あなたにほとんど何も提供しなかったかもしれないようなある

男 
 （訳 者注：ここでは男装したカロリーネ自身のことを指している） 
 から、自由にするはずなのです。 
 （訳者注：この文はかなり複雑である。それは、一般的な考え方が

「女が男を騙す」というもので あるのに対して、コツェブーは「男

が女を騙す」ものだとして、このテクストを書いているからである。

劇の聴衆が首を傾げるところでもある。） 
Mich selbst will ich aber auch nicht dabei vergessen.   
 私自身はしかしまたその際に忘れるつもりはありません。 
Dieser Mensch da, den ich das Unglück habe, zu lieben, trotz aller Organe, die ihm 
fehlen, soll als mein Gemahl öffentlich proklamiert werden.   
 私が不幸にも好きになってしまったあそこにいるエドワードは、全

 ての器官が欠けているにも関わらず、私の夫として公式に宣言され

 るべきなのです。 
– Stille! ich glaube, ich höre den alten Herrn.  
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  ・・・静かに！リュッケンマルク様が来たようです。 
Fort! Herr Bundesgenosse, schlüpfen Sie durch die Hintertür! Kommen Sie so bald 
wie möglich zurück!  
 行きなさい！同盟者（訳者注：ボンベック）よ、裏口を通り抜けな

 さい！出来るだけ早くに戻ってきなさい！ 
Aber ohne leere Schädel lassen Sie sich nicht blicken! 
 しかし肉のない頭蓋骨を持ってくることなしには、顔を見せないで

 ください。 
Ihren eigenen Kopf mögen Sie indessen hier in Verwahrung geben  
 あなた自身の頭をあなたはその間ここに預けてもよいです。 
(sie deutet auf Emilie)    
 （彼女はエミリーを指す） 
 
Bomb. Ach! sie macht schon längst mit meinem Kopf, was sie will. (er geht ab.) 
 ああ！エミーリエは既にとても長い間私の頭を、彼女の思うがまま

 にしています。 
 （彼は出ていく。） 
 
Carol. Dabei bedient sie sich bloß ihres angebornen Rechtes.  
 そういうことに関して、彼女はただ生来の権利を行使しているだけ

 です。 
 （訳者注：ここはアダムとイブ以来の、「女が男を制御する」、と

 いう考え方を指している。） 
 
Emilie. Meine geliebte Schwester! welch' ein Glück, dass Sie zu unserer Rettung 
erschienen sind!  
(sie umarmt Carolinen.) 
 私の愛するお姉様！あなたが私たちを救出するために現れたことは

 何という幸運でしょう！ 
 （彼女はカロリーネを抱き締める。） 
 
 

Siebente Scene.  第七のシーン。 
Herr v. Rückenmark. Die Vorigen. 

リュッケンマルク氏。前場の人（エドワード。カロリーネ。エミーリエ） 
 
Rückenm. Bravo! das freut mich Emilie! daß du dich schon so hübsch in meinen 
Willen gefunden hast. 
 素晴らしい！私は嬉しいよ、エミーリエ！お前がもうそんなにも感
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 じよく私の意志を受け入れてくれるなんて。 
 
Carol. O, mir widersteht man nicht.  
 あ～、私にはどんな男も敵わないのです。 
 （訳者注：カロリーネが扮するヘルシュテルンはプレイボーイであ

 り、その魅力はどんな男にも勝り、女性を魅了するのだというこ

 と。） 
 
Rückenm. Aber Kinder, ihr seht mich in einer verdammten Lage. 
 しかし私の子供達よ、お前たちは私が忌々しい立場に置かれている

 のがわかるだろう。 
Es ist leider alles richtig, was der Gutschaaf rapportirt hat.  
 ペーターが報告したことは、残念ながら全て本当のことなのだ。 
Ich bin selbst im goldenen Fuchs gewesen, mein treuer Katzrabe ist wirklich mit 
Extrapost davon gefahren.  
 私は自分自身で「金色狐の居酒屋」に行ったのだが、私の忠実な

 カッツラーベは本当に特別郵便馬車で走り去ったということなの

 だ。 
Ich habe auch den alten Bombeck gesprochen.  
 私はまたボンベックの父親とも話をしたのだ。 
Ich dachte, der gute ehrliche Mensch habe das Geld doch vielleicht hingetragen;  
 私は、あのとても誠実な人は、そのお金を盗んだ、いやいやひょっ

 としたらボンベックの父親の許へ持って行ったのかもしれないと

 思っていたのだが。 
aber Gott weiß, was ihm zugestoßen seyn mag!   
 しかし彼の身にどんな不幸なことが起こったのかもしれないこと

 は、神のみぞ知ることだ！ 
Er hat die zwey tausend Louisd'ors wirklich mitgenommen.    
 彼は2000ルイドルを本当に持って行ってしまったのだ。 
 
Carol. Sagte ich Ihnen nicht, daß der Kerl schon arretirt war?   
 あの男が既に一度逮捕されていたことを、私はあなた様に言いませ

 んでしたか？ 
 
Rückenm. Und ich sage Ihnen, es ist nicht wahr.  
 そして私はあなたに言う、それは真実ではないと。  
Der Katzrabe ist die ehrlichste Haut von der Welt.     
 カッツラーベは世界で最も誠実な男なのだ。 
Das Räthsel wird sich lösen, und Sie werden sehen, daß ich Recht habe.  
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 この不可解なことは解決されるであろう、そしてあなたは私が正し

 いということがわかるであろう。 
Nur vor der Hand befinde ich mich in großer Verlegenheit.    
 しかし今私は大いなる当惑の中にいるのだ。 
Der alte Bombeck besteht auf die Zahlung, oder ich soll meine Tochter dem 
Theosophen geben.  
 ボンベックの父親は支払いを主張し、さもないと私は娘をあの神智

 学者（訳者注：ボンベック）に上げなければならないのだ。 
Das thue ich aber nicht, und sollte ich Haus und Hof mit dem Rücken ansehen.  
 そのようなことを、私はしかし断じてしないのだ、たとえ全ての物

 を手放すことになろうとも 
 
Carol. Das können Sie auch nicht mehr thun, denn ich habe Ihr Wort.  
 そのようなことを、あなた様は実際に、もはやすることができない

 のです。なぜならば、あなた様は私と約束しているのですから。

 （訳者注：リュッケンマルクがかつて、エミーリエとヘルシュテル

 ンを結婚させると言ったことを指している。） 
 
Rückenm. Und meinen Handschlag oben drein.  
 そしてそのうえ握手をしたのだ。 
Niemand als Sie soll mein Schwiegersohn werden.  
 あなたの他に誰も、私の義理の息子になるべきではないのだ。 
 
 

Achte Scene. 第八シーン。 
Peter Gutschaaf. Die Vorigen. 

前場の人（リュッケンマルク氏。エドワード。カロリーネ。エミーリエ。

） 
 
Peter. Hä! hä! hä! mein Camerad ist wieder da, mein Brüderchen.  
 へっへっへっ！私の仲間が再びここに来ています、私の弟です。 
 
Rückenm.  Wer? Katzrabe? Da haben wir's.   
 誰だ？カッツラーベか？やはり戻って来たか。 
 
Peter. "Ey, ey, Brüderchen, wo kommst du her?" sagte ich. "Laß mich zufrieden," 
sagte er.  
 「あ～、あ～、弟よ、君はどこから来たのか？」、と私は言いまし

 た。 
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 「私を放っておいてくれ」、と弟は言いました。  
"Sey willkommen," sagte ich. "Du bist ein Esel" sagte er.  
 「ようこそ」、と私は言いました。「君は馬鹿だ」、と弟は言いま

 した。 
 
Rückenm.  Wo ist er?  
 カッツラーベはどこにいるのだ？ 
gewiß ist der ehrliche Kerl zum alten Bombeck gegangen, um den Wechsel 
einzulösen.  
  きっとあの誠実な男は、約束手形を決済するために、ボンベックの

 父親の許へ行ってきたのだろう。 
 
Peter. Ne, das kann er nicht, wenn er auch wollte, sie haben ihn beym Kragen. 
 いいえ、たとえ弟が行こうと望んだとしても、弟は行くことはでき

 ません。なぜなら彼らが弟の襟首をつかんでいるからです。 
 
Rückenm.  Wer? Wie? Was? Wer untersteht sich, an meinem Kammerdiener sich 
zu vergreifen? 
 誰が？どのように？何を？誰が敢えて無謀にも私の近侍に対して暴

行を加えようとするのか？ 
  
Peter. Die Herren ”Haltーunsーfeste！ 
 警官達です。 
"Warum haben sie dich beym Kragen genommen?" sagte ich.  
 「なぜ彼らは君の襟首をつかんでいるんだい？」、と私は言いまし

 た。 
"Du bist ein Rindvieh" sagte er.   
 「君は大馬鹿だなあ」、と弟は言いました。 
 
 

Neunte Scene. 第九のシーン。 
Walther. Katzrabe. Einige Häscher. Vorige. 

ワルサー。カッツレイヴン。いくつかの捕獲者。以前。 
 
Walther. Hier, mein Herr von Rückenmark, bringe ich Ihnen den Spitzbuben 
wieder, der mit Ihrem Gelde davon laufen wollte.  
 ここでは、私のHvR主よ、私は再びあなたに悪党を持って来る、 
 あなたのと関連している お金は逃げたいと思った。  
Glücklicher Weise saß ich im goldenen Fuchs, als er dem Schafskopf dort so 



134 

gewaltig zutrank!   
 彼がそこに羊の頭がとても巨大に"歓声"として幸いなことに、 
 私は、「ゴールデンフォックス」に座っていた！  
Das kam mir verdächtig vor.   
 それは疑わしいと言う、私を襲った。 
Da ich nun vollends hörte, daß er den Hausknecht nach einer Postchaise sandte, so 
roch ich Lunte, nahm ein Paar Häscher zu Hilfe, postirte mich an's Thor, und da 
erwischten wir ihn.  
 私は今、彼は我々は彼を捕まえたように、私は、ラットにおいを 
 助けるために、ペアリーバーを取った、ゲートに私を投稿し、駅馬

 車の後にサーバントを送信したことをまだ聞いたので。 
Hier ist Ihr Geld.   
 ここにあなたのお金です。 
Nun werden Sie mich doch wohl für einen ehrlichen Kerl halten?  
 今、あなたは私を保持しますが、おそらく正直な男のための？  
Hier sind auch Ihre fünfzig Thaler wieder.  
 ここにあなたの50ターラーは再びです。 
Mir ist es schon genug, daß Ihnen die Obrigkeit die Strafe zuerkannt hat.  
 私にとって、それは当局があなたに罰を与えられたので、十分です

。  
Aber meine Ehre lasse ich mir nicht mit Gelde bezahlen. Leben Sie wohl. (Ab.)  
 しかし、私の名誉は私が私にお金を支払うことはありません。 
 あなたによく料理をお楽しみいただけます。 （彼は残します。） 
 
Eduard. Bekenne, Schurke!    告白!悪党！ 
 
Rückenm.  Halt! halt, mein Sohn! thue ihm nicht zu viel.  
 やめて！私の息子、待って！彼を火曜あまりない！  
Erklär er sich, mein Freund, wie ist das zugegangen?    
 になってきたことか、、私の友人を教えてください？  
Es muß irgend ein anderes starkes Organ bey ihm gereizt worden seyn.  
 それはあなたといくつかの別の強力な臓器に誘惑されている必要が

 あります。 
 
Katzr. Ach, gnädiger Herr ! ich habe zwölf kleine Kinder, die alle hungern.  
 ああ、わが主！私は12の小さな子供たちは、すべての空腹を持って

 いる。 
Rückenm.  Laß er doch einmal sehen. (Befühlt ihm den Hinterkopf.)   
 私はもう一度見てみましょう。 （彼は彼の頭の後ろに触れる。） 
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Ja, da haben wir's. Ein enormes Organ der Kinderliebe.   
 はい、我々はそれを持っている！子どもたちの巨大な体が大好きで

 す。 
Das wußte ich wohl, sonst war's nicht möglich.  
 私は、そうでない事件は不可能だったでしょう、正確に知ってい

 た。 
 
Carol. Aber der Andere, mit dem Diebsorgane, der Ihnen das Geld wieder gebracht 
hat?  
 しかし、お金をあなたを持ち帰っている泥棒の本体と、他の？  
 
Rückenm.  Was gilt die Wette, der hat ein stärkeres Organ der Eitelkeit und 
Ruhmsucht, sonst hätte er's auch wohl bleiben lassen. 
 あなたは虚栄心と栄光の強い身体を持っているか、何を賭けるで

 しょう！そうでなければ1はだろう 彼はまた、おそらく滞在するこ

 とができます。 
 
Carol. (bey Seite). Der ist incurable.    
 （脇。）アの男は不治である。＜彼は負えない ！＞ 
 
Rückenm. Komm' er, mein ehrlicher Katzrabe,    
 私の正直なカッツレイヴンを是非！ 
ich will ihm die Leute da vom Halse schaffen, er wird wohl recht erschrocken seyn?  
 私は君がそこに人々は首を作成したいるか。 君は意志 おそらく 
 非常におびえている？ 
 
Katzr. Ach, gnädiger Herr! meine armen zwölf Kinder!  
 ああ、わが主！私の貧しい１２にんの子どもたち！ 
 
Rückenm.  Nu, nu, zwey tausend Louisd'or war doch immer ein wenig zu viel.  
 さて、今、2000ルイ·ドールが、間違いなく多めだった。 
Aber hätte ich das Organ nur eher gefühlt, so hätte ich gleich gewußt, was ich von 
der Sache denken sollte.  
 私は体がちょうどより多くを感じていたなら、私は同じことが問題

 を考えるのは知っているだろう。 
Komm er nur mit auf mein Zimmer, wir wollen den Leuten ein Trinkgeld geben, 
und sehen, ob es der Mühe werth ist, ihre Schedel zu untersuchen.  
 唯一の私の部屋に来て。私たちは人々にチップを与え、そして我々

 はそれが彼らの頭蓋骨を検討すること不具合価値があるかどうかを
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 決定する。  
(Ab mit Katzrabe und den Häschern.)     
 （彼はカツら-べと人質と立ち去る) 
 
Peter. Ich muß doch sehen, wo mein Brüderchen bleibt? (Ab.)  
 私の兄がどこにある私が見なければならない！ （彼は残します） 
 
Eduard. Es ist gut, daß mein Vater wenig mehr zu verlieren hat, dieser Katzrabe 
würde ihn sonst ganz rein ausplündern. 
 それは私の父が失うものはほとんどを持っていることを良いです。

 このカツら-べだろうそれ以外の場合 完全略奪。 
 
Carol. Und bis zum letzten Groschen würde dein Vater behaupten: er ist doch ein 
ehrlicher Kerl!  
 そして、最後のペニーにあなたの父は、彼は正直な男に過ぎないと

 言うでしょう！  
denn ein Mann, wie er, bleibt immer reich, wenn man ihm nur sein System nicht 
stiehlt. 
 あなたは彼のシステムを盗むことができていない場合にのみ、 
 彼は常に金持ちのように人のために。 
 
 

Zehnte Scene. 第十シーン。 
Herr von Bombeck (mit einer Kiste). Vorige. ボックスさん (付属します）以

前。 
 
Bomb. Da bringe ich die Köpfe. 
  私は頭を持ってきたので。 
 
Carol. Schön, schön! Nun wollen wir sie geschwind taufen, ehe der Alte kommt.   
 美しい、美しい！老人が来る前に今、私たちは、すぐにそれらを洗

 礼したい。 
Nota bene, 
  細身に注意してください。 
Sie haben die Köpfe aus Frankreich erhalten.  
 ボンベックの主は、あなたがフランスから頭を取得する。 
Ein guter Freund hat sie mit ungeheuern Kosten verschrieben,  
 良い友人は莫大の費用でそれを注文しました。 
der gute Freund ist natürlich auch ein Anhänger des neuen Systems,  
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 良い友達ももちろん新システムのサポーターです。 
er gibt die Köpfe um keinen Preis weg.  
 彼は、任意の価格で頭を放ちます。 
Es sind lauter Cabinetsstücke, u.s.w., u.s.w. Jetzt lassen Sie sehen.  
 彼らはすべてのヒンジ付きのアイテムである、u.s.w.、u.s.w. 
 それでは見てみましょう！ 
 
Bomb. Der Todtengräber hat mir sie alle genannt.   
 墓掘りはそれをすべてが私を呼び出した 
Dies war ein altes Weib, eine Caffeeprophetin, die in der Vorstadt ihr Wesen trieb. 
 これは郊外に彼らのいたずらを運転した老婦人、Kaffeeprophetin  [占
い師] た。  
 
Carol. Die machen wir zum Ritter Bayard.  
 この女性は、我々はベアードにやる。 
 
Bomb. Dieser Schedel gehörte einem Mohren, der hier in einem vornehmen Hause 
diente. 
 この頭蓋骨は、高級家庭で楽しめムーアを圧倒した。 
 
Carol. Die Negerschedel stehen zwar nicht im besten Rufe, indessen wir wollen 
diesem eine Ehre anthun.   
 黒人頭蓋骨最善のコールされるものではないが、しかし、我々はこ

 の名誉が欲しい 害。 
Es ist Voltaire's Kopf aus dem Pantheon geraubt.  
 それは、ヴォルテールの盗まれた頭のパンテオンからである。 
 
Bomb. Dieser war einst Küster an der St. Sebaldus Kirche.  
 これは、かつて聖ゼーバルト教会でセクストンた。 
 
Carol. Er werde Cagliostro genannt.   
 彼はカリオストロと呼ぶことにする。 
 
Bomb. Dieser Kopf soll ein wenig verrückt gewesen seyn. Er hat einem verliebten 
Mädchen zugehört. 
 それは、この頭は少しクレイジーされている必要があると言われて

 いる。彼が恋に女の子に属します。 
 
Carol. Wir taufen ihn Robespierre.  
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 我々は彼にロベスピエールに洗礼を施す。  
 
Bomb. An diesem sind noch einige Hiebe sichtbar. Er war ein Dragoner, der im 
letzten Kriege blieb. 
 いくつかのコウモリがまだ表示されていること。彼は最後の戦争で

 亡くなったドラグーン、だった。 
 
Carol. Die Jungfrau von Orleans. 
  オルレアンの少女。 
 
Bomb. Der letzte hier hat auf dem Rumpfe eines Quäkers gesessen.  
 ここで最後にはクエーカーの船体の上に座ってきた。 
 
Carol. Er heiße Cartouche.  
 彼の名前カルトゥーシュ。 
 
Eduard. Bravo! eine merkwürdige Compagnie!   
 ブラボー！注目すべきグループ！  
 
Emilie. Allen den guten Leuten ist es wohl nie eingefallen, daß sie mir zu einem 
Manne verhelfen sollten. 
 私は人を得るのを助ける、それはおそらく彼らに起こったことはな

 いでしょうすべての善良な人々 はず。 
 
Carol. Sie können sich bey uns bedanken, daß wir sie nach ihrem Tode noch kluge 
Streiche machen lassen. 
 カれらは、私たちは彼らが彼女の死の後、さらに巧妙なトリックを

 行うことができていることを私たちに感謝することができます。 
 
Bomb. Gelingt es, so gäbe es fürwahr Stoff zu einer Komödie.   
 可能な場合、コメディに事実材料中の存在だろう。 
 
Carol. O da würden die Köpfe geschüttelt werden.  
 O、ヘッドは振とうされるため。 
 
Bomb. Wir schneiden sie ab, wenn sie nicht Beyfall nicken.  
 彼らは拍手をうなずくしない場合、我々はそれらを遮断する。 
 
Emilie. Ich höre meinen Vater.  
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 私は父を聞く。 
 
Caroline (zu Bombeck) Geschwinde decken Sie zu. (Der Deckel wird wieder auf die 
Kiste gelegt.) 
 (ボンベックに言う）も急速に頭蓋骨をカバー！ 
 （蓋は箱に戻されま す。）  
 
 

Eilfte Scene. 第１１場。 
 

Herr von Rückenmark. Die Vorigen. 前者は。 
 
Rückenm.  Die Sache ist abgethan. Aha! Herr von Bombeck!   
 問題が解決されている。 AHA！ボンベックの主！ 
ich errathe, Sie kommen wegen des Wechsels? Das Geld liegt parat. 
 私が推測することに起因して 変更が来る？お金は準備ができてい

ま す。 
 
Bomb. Nein, Herr von Rückenmark, ich komme nicht wegen des Wechsels,  
 いいえ、HvR主。私は、理由の変化のことはできませんが 
sondern um Ihnen eine Freude zu machen,       
 私はあなたを楽しくなります与えるので、 
ob Sie gleich des Lebens Freude mir versagen.    
 あなたは人生の喜びを思い出さ否定にもかかわらず。 
 
Rückenm.  Mit nichten. Freuen Sie sich meinethalben so viel Sie wollen und 
können. 
 全然。それはあなたがしたいとわかるように、私は同じくらい気に

 すべてを持っています。 
 
Bomb. Ich besitze einen reichen Freund in Pohlen, der eben so enthusiastisch für 
die Schedellehre gesinnt ist, als Sie, und ungeheure Summen darauf verwendet. 
 私は、骨相学のために同じように熱狂的だったポーランドの豊かな

 友人がいる あなたのように気を配った。彼は、この巨大な合計を

使 用していました。 
 
Rückenm. Hat er eine Sammlung? darf sie sich mit der meinigen messen? 
 彼は、コレクションを持っていますか？それは私のコレクションと

 競合することはできますか？  
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Bomb. Noch vielleicht nicht, aber er sammelt unaufhörlich und spart weder Mühe 
noch Kosten.  
 今そうでないかもしれない、まだ。しかし、彼はどちらもトラブル

 も費用を収集し、絶え間なく保存されます。 
Da er nun weiß, daß ich eine ausgebreitete Bekanntschaft in Frankreich besitze, so 
trug er mir auf, ihm sechs der merkwürdigsten Schedel zu verschreiben,  
 彼は私がフランスに広がり知人を持っていることを知っているの

 で、彼は彼に私に言った6 順番に最も顕著な頭蓋骨の。 
die wirklich nur mit Gold aufgewogen und mit Lebensgefahr entwandt werden 
konnten.  
 彼らは本当に金でのみ上回りれており、唯一の死と盗まれる可能性

 があります。 
Indessen ist es mir doch gelungen,  
 それは、しかし、私は成功しました 
die Schädel sind eben angekommen,    
 頭蓋骨は、ちょうど到着しており、 
und ehe ich sie weiter sende, habe ich Ihnen das Vergnügen machen wollen, sie zu 
sehen und zu prüfen.  
 私はそれを送信する前に、私は彼らを見て検討するためにあなたに

 喜びを作りたい。  
 
Rückenm.  Sehr verbunden. Was sind's für Schädel?    
 非常に添付。何の頭蓋骨がありますか？ 
 
Bomb. Ritter Bayard, Voltaire, Cagliostro, Robespierre, die Jungfrau von Orleans, 
Cartouche.  
 ベアード、ヴォルテール、カリオストロ、ロベスピエール、 
 オルレアンの少女、カルトシュ。  
 
Rückenm. Ey der Tausend! die hätten Sie in Ihrer Gewalt? Freundchen, wo? wo? 
wo?  
 EY！あなたがあなたの力で持っていたこれらの頭蓋骨？友人、？ど

こ？どこ？ 
 
Bomb. Hier. (Er deckt die Kiste auf.)   
 ここに。 （彼はボックスが明らかになりました。） 
 
Rückenm.  Potz Element! halt! halt! sagen Sie mir nichts, kein Wort, keine Sylbe.  
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 Potzアイテム！停止！停止！私には何もなく、言葉ではなく、言葉

 を教えていない！ 
Nun sollen Sie einen Triumph der Schedellehre erleben.  
 今は知っておくべきです 骨相学の勝利を経験する。 
Werfen Sie die Köpfe durcheinander, wie Sie wollen, ich finde doch einen jeden 
heraus.   
 あなたが望むようにあなたが頭を台無しにしている。私が知るが、

 各頭蓋骨。 
Sehen Sie hier den Witz? das ist Voltaire,  
 ここでエスプリを参照してください 。あれわヴォルテールです。 
hier den Muth? das ist Bayard,    
 ここで、勇気これは？バアードです 
hier Theosophie? das ist die Jungfrau von Orleans!  
 ここで神智学、これは？オルレアンの少女これは！ 
 
Bomb. Wahrhaftig! zum Erstaunen!  
 本当に！驚きの！ 
 
Rückenm.  Hier ist die Schlauheit, das ist Cagliostro.  
 ここの狡猾わ、カリオストロです。 
Die beyden Letzteren sind schwer zu unterscheiden, denn sie haben beide einen 
verdammten Mordsinn, stärker noch als hier unser Freund, der Herr von Hellstern.  
 どちらも気殺人よりので、ここでより意味、我々の友人、地獄の星

 の主を持っているので、後者の2は、区別することは困難である。 
 
Carol. Sehr verbunden. 
  非常に添付。 
 
Rückenm.  Doch hier ist er stark mit Diebssinn vereinigt, drum möchte ich diesen 
für Cartouche halten.  
 しかし、ここで、この頭の上に殺人感が強く泥棒の感覚と関連して

 いる。そこで私は、カルトゥーシュのためにこれを維持します。 
 
Bomb. Errathen. 
  ね！ 
 
Rückenm.  Hören Sie Freundchen, die Köpfe müssen Sie mir überlassen. 
 聞く、PAL！ヘッドは、あなたは私を残している。 
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Bomb. Das kann ich nicht. 
   私はできません。 
 
Rückenm.  Wir wollen einen Tausch treffen, ich gebe Ihnen 10 Lacedämonier 
dafür. 
 私たちは、交流をしたい。私はそれのためにあなたに10   
 Lacedaemoniansを与えるでしょう。 
 
Bomb. Ich darf nicht. 
 私はできません。 
 
Rückenm.  Fordern Sie, was Sie wollen, ich verkaufe meinen letzten Rock vom 
Leibe. 
 あなたが欲しいものを求める！私は身体から私の最後の石を販売中

 です。 
 
Bomb. Mein Freund weiß bereits, daß die Köpfe unterwegs sind. 
 私の友人は、すでにヘッドが移動していることを知っている。 
 
Rückenm.  Schreiben Sie ihm, die Köpfe wären von Straßenräubern überfallen 
worden.  
 山賊の頭が彼を暴行していたということ。 
 
Bomb. O! an solcher Waare vergreifen sich die Straßenräuber nicht. 
 O！そのような品物の、追いはぎは手を出さない。 
 
Rückenm. Oder sie wären zur See gekommen, und das Schiff sey untergegangen.  
 または彼らは海に来たであろうし、船がダウンしていた。 
 
Bomb. Ich wüßte gar nicht, warum ich meinen Freund hintergehen sollte? 
 私は私の友人を裏切るべき理由私は知らないのですか？ 
 
Rückenm. Weil Sie mir das Leben dadurch retten. Ich bitte Sie um Gottes willen!   
 あなたはそれで自分の命を救うためです。私は神のために頼む！ 
ich kann ja die Köpfe nicht wieder aus dem Hause lassen. 
 私はできる 家の外に頭をさせてはいけない。 
 
Bomb. Sie werden doch noch diesen Abend mit der Post abgehen. 
 彼らはまだ、この夜のメールで送信されます。 
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Rückenm.  Freundchen, ich werde desperat! Ich brauche Gewalt! 
 友人は、私は絶望的でしょう！私は、電源を必要とする！ 
 
Bomb. Ey, ey, Herr von Rückenmark, wenn ich nun auch hätte Gewalt brauchen 
wollen, als Sie mir den einzigen Kopf versagten, den ich so sehnlich zu besitzen 
wünsche. 
 EY、EY、Rückenmark様。私は私のようにしても、暴力の必要性 を
持っていた場合たい私が所有するため、熱心に希望するだけの頭 に

失敗しました。  
 
Rückenm. Freundchen, das ist ja ein armseliger Schedel, wie können Sie den mit 
einem Cartouche vergleichen? 
 バディは、それは哀れな頭蓋骨です！どのようにしてカルトシュで 

 [私の娘の頭を] 比較することができます？  
 
Bomb. Und dennoch wäre dieser Kopf, der mich so lieblich anlacht, das einzige 
Aequivalent – 
 それでも、これは、とても甘く私にだけ同等の事を笑顔を頭になる  
  . . .  
 
Rückenm.  Hören Sie, Herr Theosoph, ist das Ihr Ernst? 
 神知学者氏、聞いてくれ！本気か？ 
 
Bomb. Ihnen zur Liebe würde ich einen Verrath an der Freundschaft begehen. 
 あなたを喜ばせるために、私は友情の裏切りを犯したことになる。 
 
Rückenm.  Ja, wenn das [so] ist –   
 はい、それはそうである場合  . . .  
Sie haben zwar kein Spürchen von Tonsinn –  
   あなたは音楽的の感覚は全然ありませんが  . . .  
aber sechs solche Schedel – しかし、頭蓋骨の6枚 . . .  
 
Carol.  Halt! halt! Herr von Rückenmark. Sie vergessen, was Sie mir versprochen 
haben.  
 やめて！停止！Rückenmark領主。あなたは私を約束したものを忘

 れている。 
 
Rückenm.  Aber, Freundchen, was soll ich denn machen, wenn der Mensch um 
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keinen andern Preis die Schedel hergeben will? Ich wollte, ich hätte so viel Töchter, 
als es schlafende Jungfrauen* gibt,  
 しかし、私の友人は、私は、何をすべき！ときは、その他の価格に

 ついては、man 頭蓋骨を提供する意図？寝処女があるように私は、

 私は非常に多くの人の娘を持っていたのに！。 
jeden dieser Schedel wollte ich mit zwey Töchtern bezahlen.   
 これらの頭蓋骨はそれぞれ、私は2人の娘を支払うことになる。 
 [（訳者注：* Chrn.Hnr. Spieß (1755 - 1799): Die zwölf schlafenden 
 Jungfrauen. Eine Geistergeschichte. 1795] 
 
Carol. Aber ich kann meine Ansprüche nicht abtreten. Ich habe Ihr Wort und Ihren 
Handschlag. 
 しかし、私は自分の主張を割り当てることはできません。 
 私はあなたの言葉とあなたの握手を持っている。 
 
Rückenm.  Freundchen, bringen Sie  mich nicht zur Verzweiflung.  
 私の友人は、絶望に私を持って来ない！  
 
Eduard. Wie wäre es, Freund Hellstern, wenn du meinem Vater zu diesem Schatze 
verhülfest, und zugleich mir, deinem Busenfreunde, eine unvergeßliche Wohlthat 
erzeigtest?   
 この宝に父を助けたい場合、どのように、Hellstern友人だろうし、

 同時に私、あなたの胸の友人、忘れられない祝福を提供する？ 
Du verstehst mich.  
 あなたは私を理解しています。 
 
Carol. Viel gefordert.   
 多く要求した。 
Doch den Bitten der Freundschaft kann ich nicht widerstehen, das macht mein 
verdammtes Organ der Anhänglichkeit. 
 しかし、友情の懇願は、私が行い、これに抵抗することはできませ

 ん 私の愛着感のために。 
 
Rückenm.  Sie geben mir mein Wort zurück.  
 私の言葉を私に返しなさい。 
 
Carol.  Unter einer Bedingung.  
  1を条件に。 
Ich habe eine Schwester, in die Ihr Sohn sich verliebt hat, eine gute närrische 
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Person, die ihn auch recht kindisch wieder liebt.  
 私はあなたの息子が恋に落ちている妹、再度また非常に幼稚な彼を

 愛して良い愚かな人を持っている。  
Wollen Sie nun statt des Fräuleins von Sturzwald mit dem Triangelkopfe Ihrem 
Sohne meine Schwester geben, so mag's drum seyn,  
 あなたは三角形でミスSturzwaldの代わりにさせていただきたいと 思
いあなたの息子、私の妹は今頭なので、それが起こることがあり で

も！ 
ich will mich großmüthig aufopfern.   
 私は寛大犠牲にしたいと思います。 
 
Rückenm.  Hat Ihre Schwester Tonsinn?  
 あなたの姉妹は音楽の感があります？  
 
Carol. Ihr Schädel gleicht ganz dem meinigen.  
 彼女の頭蓋骨はちょうど私のも同じす。 
 
Rückenm.  Nun, ich will hoffen, etwas mehr Kinderliebe, und etwas weniger 
Mordsinn.  
 まあ、私は彼女が子供たちのために少しより多くの愛と少し少なめ

 に殺人センスを持っているので、期待しなければならない。 
Was soll ich machen?    
 私はどうすればよいですか？  
Die Jungfrau von Orleans lasse ich nun einmahl nicht,   
 オルレアンの少女は、私は今でも進むことはできません。 
lieber mag er den Satan selbst heirathen, der hat auch keinen Tonsinn. 
 私の息子のような親愛サタン自身と結婚。サタンも何音楽の感があ

 りません。 
 
Carol. Meine Schwester sitzt einsam im Wirthshause. Darf sie noch diesen Abend 
Ihren Segen abholen? 
 私の姉はインに一人で座っている。それはまだ、この夜、あなたの

 祝福を拾うことができますか？ 
 
Rückenm. In Gottes Nahmen! die Schedel sind mein!   
 神の名において！頭蓋骨は私に属している！  
 
Bomb. Und Emilie mein! 
  そしてエミリー私！ 



146 

 
Eduard. Und Caroline mein! 
  そしてキャロラインくれ！  
 
Carol. Freund Hellstern aber reist noch heute ab,    
 しかし、Hellstern君は今日出発する！ 
denn wie könnte er Zeuge von dem Glücke seines Nebenbuhlers seyn?  
 彼は彼のライバルの幸せを目撃することができますか？ 
 
Rückenm.  Reisen Sie mit Gott. (Zu Bombeck.)  
 神と一緒に旅行！ （彼はボンベックに述べています。） 
Herr Sohn, der Handel ist geschlossen.      
 孫社長は、取引が閉じられます。 
Juchhe! die Schädel sind mein! (Er rennt mit der Kiste fort).   
 万歳！頭蓋骨は私です！ （彼は箱に逃げる）。  
 
Carol. Bedankt Euch bey mir, und merkt Euch die Lehre:    
 私に戻って感謝し、レッスンあなたを覚えている。 
 Wer mit Systemen spielt, der wird selbst das Spielwerk Aller,    
 die schlau genug sind, sein Schoßkind zu streicheln.       
 誰でもゲームが彼のラップの子のストロークに十分に 
 スマートであるすべての人の作品になるシステムで遊んでいます。 
 

Der Vorhang fällt.   幕が落ちる。 


