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ロマン派詩人とアルプス
　

鈴　木　雅　光

1. はじめに

　スイスアルプスの自然美の中に身を投じて、霊感を得たと言われる詩人
が多い。なぜか。その理由の一つに、18世紀、アルプスの雄大さと荘厳さ
が「美の体験の場」として見なされるようになった、ということがあげら
れよう（1）。
　アルプスでの美の発見は、詩人たちの作品に少なからず影響を与えた。
それまで山は、ダン(John Donne, 1572–1631)やマーヴェル(Andrew Marvell, 
1621–1678)等の詩によって、地球の「いぼ」(wart)や「醜い吹き出物」
(excrescence ill-design’d)と描かれていた。醜から美というふうに山に対す
る見方に変化が生じると、後にイギリスのロマン派詩人と称される若者た
ちもこぞってアルプス詣でを行っている。そして美の体験の場として出会
ったアルプスは、彼らに衝撃を与えた。
　詩人ばかりではなく哲学者や作家もスイスを訪れている。実存哲学者の
ニーチェは、病気療養のため夏にやって来たシルス湖やシルヴァプラーナ
湖の湖畔を散策しながら、数々のインスピレーションを得た（2）。トーマス・
マンやヘルマン・ヘッセもシルスを訪れ、神秘の湖や谷からインスピレー
ションを得ている。シェリーの妻メアリーは『フランケンシュタイン』(1818)
の中で、巨大な氷河を初めて見たときの感動を「それは崇高な恍惚感でわ
たしを満たし、魂に翼をあたえて、薄暗い世界から光と歓喜へと舞い昇ら
せてくれたのです」（3）と描写している。フランスの作家セナンクールは、
オーベルマン青年に「自分の唯一の死に場所こそアルプスである」と語ら
せた。スイスを訪れたことのない詩人や作家ですら、スイスを讃美してい
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る。例えば、ディキンソン (Emily Dickinson, 1830–1886)はOur lives are 
Swiss (我らの人生はスイス )という詩を残している。
　詩人たちを惹き付けたアルプスの美しさとはどういうものなのか。そし
てアルプスが彼らの詩にどう詠われているのか。小論ではこのことについ
て述べてみたい。

2. 美の体験の場

　詩人たちが美の体験の場に身を投じた理由は何か。このことを問うには、
18世紀から 19世紀にかけて流行したアルピニズムやピクチャレスク趣味、
またイギリス貴族の子弟がジュラ山脈を越えて、スイスやイタリアに旅し
たいわゆるグランドツアーを振り返ることが必要である。彼らをいっせい
に駆り立てたものは一体何であったのか。
　アルピニズム (alpinism)は「アルプス登山」と訳されるが、OED2には
“climbing of the Alps or of high mountains” (アルプスあるいは高い山を登る
こと )とある。OED2によると、この語の初出年は意外に遅く 1884年であ
る。アルピニズムの始まりは、1492年、フランス国王シャルル 8世の命で
アントワーヌ・ド・ヴィルがフランスアルプスのエギーユ山 (2097m)に登
頂したことであった。これによって、これまで魔の山と見なされていた高
山が身近なものとなった。しかしその後、アルプス登山はあまり発展しな
かったが、1786年 8月 8日にヨーロッパ大陸最高峰のモンブラン (4810m)
が登攀されたのを機に、モンブランへの入り口の村シャモニが注目される
ようになり、以後、スイスと国境を接しフランス南東部にあるシャモニは
アルピニズム発祥の地となった。
　ピクチャレスク (picturesque)の初出年は、OED2によれば、1703年であ
る。起源はフランス語で、18世紀初期にはフランス語に現れていたようだ
と説明している。ピクチャレスク趣味は、イギリスで18世紀後半に始まり
大流行する。ピクチャレスクは、手元の辞書を参照すると、田園風景や異
国趣味などの絵画的な雰囲気を尊重する美的概念であるとある。イギリス
ロマン派を代表する詩人ワーズワースを論じる場合、このピクチャレスク
という概念が絶えずつきまとう。事実ワーズワースの詩には、改めて言う
までもないことであるが、田園風景を詠ったものが多い。



277

ロマン派詩人とアルプス
　

　しかし、ピクチャレスクは美的概念ではあっても荘厳な美とは異なる。
OED2のpicturesqueの定義には“possessing pleasing and interesting qualities 
of form and colour” (形や色が心地よくかつ興味を起こさせる特性を持って
いる )であるが、“but not implying the highest beauty or sublimity” (しかし高
貴な美や荘厳さを含まない )とある。アルプス越えをした若者たちが見た
のは、イギリスにはない荘厳な美であった。
　哲学者バークレイ (George Berkeley, 1685–1753)は、イギリスの田園や牧
草地や小川はそれなりに素晴らしいが、それらは最高の詩の題材ではない
から「岩や断崖絶壁を描けるようになるためには、アルプス越えの経験が
是非とも必要だ」と述べた（4）。
　イギリスでは17世紀末頃より上流階級の間にグランドツアー (grand tour)
が流行した。貴族たちは子弟を英仏海峡からフランスのカレーに上陸させ、
フランスを通ってイタリアのローマを最終目的地とする長期のツアーに参
加させた。当時のイギリスにとっては、フランスやイタリアが文化的先進
国であったため、教養の仕上げに送り出すのであった。
　グランドツアーがどんなものかはベーコンの『随想集』(1625)に述べら
れている。貴族の子弟は家庭教師や実直な召使いに付き添われて旅に出る
のである。家庭教師や召使いの役目は、事前に、旅先で目にする宮廷、法
廷、教会、修道院、城壁や要塞、旧跡や廃墟、図書館、大学、兵器庫、取
引所など貴重な名所を丹念に調査しておくことである。これを読むと、若
者たちにとってグランドツアーが、いかにスケールの大きい遊学であった
かが分かるだろう。
　若者たちはドーバー海峡を船で渡り、フランスのカレーに着くと、さっ
そく自分たちと異なる文化を目にする。シェリーの妻メアリーは『六週間
の旅の記録』にそのことを書いている（5）。

　私は初めて耳慣れない言葉のざわめきを聞き、海峡の向こうとは大いに異な
る服装を目にした。

　フランスに上陸した若者たちは、いよいよアルプス越えを体験する。ジ
ュラ山脈を通って、初めてアルプスの山岳風景を目にしたとき、イギリス
では見たことがない風景に驚き感動する。想像を絶する風景に驚愕した詩
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人たちは詠った。メアリーは、スイス西部の町ヌシャテルでアルプスを見
たときのことを次のように描写している（6）。

　黒々とした山並みが折り重なって延々と続き、それらのすべての後ろに遠く
あらゆる風景を圧して雪を戴くアルプスがそびえていた。･･････その規模の大
きさは想像力をひるませ、まったく想像を絶するものなので、それが本当に地
球の一部なのだと信じるにはそうなのだと理解する努力が必要だ。

　山に山が連なりアルプスにアルプスが連なる眼前の偉容。険しいアルプ
スの高峰を目にしたすべての者は、間違いなくその姿に圧倒させられる。
しかし、詩人と一般人ではその反応が違う。詩想を持つ者とただの旅人で
は違うのだ。前者は後者の視界に入らないところまで見る。凝視する。高
峰を眺めただけで満足する一般人の旅とは明らかに異なる。詩人は旅とは
言いながら、見る対象を観察し、詩作にしたいという欲求が常に心にある
はずである。詩人にとって目に写るものはすべて言葉の中に昇華させたい
という願望がある。心の中に静かに眠っているそれが何かの弾みで爆発す
ると、言葉が流れるように詩人から紡ぎ出される。それは詩人にとっては
恍惚でありまた快楽でもあるのだ。
　このことを知るにはゲーテを読めばよい。ゲーテはスイス南部にあるヴ
ァリス谷を越えてマルティニに向かっているとき、山々の頂きの眺めが目
を楽しませてくれることを喜び、次のように記している（7）。

　わたしたちの幸運が嬉しくて、わたしはなお半時間ペンを活きいきと走らせ
ようとしています。 

　「ペンを活きいきと走らせる」愉楽は、それをする者にしか分からない快
楽である。このような体験は詩人たちに共通の感覚であろう。それから詩
人たちの心は崇高美へと高揚していく。
　崇高美とは、超自然的な景色に感じる美意識で、そこに魔力、驚愕、畏
怖、恐怖、美、神々しさ、永遠など崇高の観念に通じるものがある。ここ
にはまた宗教的な要素が混在している。崇高は驚愕によって生み出される。
哲学者バーク (Edmund Burke, 1729–1797)は「驚愕は崇高の最高度の効果」
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であると述べている（8）。
　アルプスを宗教的な境地まで高める見方は、この時代の詩人や思想家な
どに見受けられる。ルソーは、スイスの山村をこの世の楽園と見なした。
ルソーの小説『新エロイーズ』(1761)は、スイスのヴォー州が舞台であり、
19世紀に起きたスイスブームの切っ掛けとなっている。
　アルプスに対する最大級の讃辞は批評家ラスキン (John Ruskin, 1819–
1900)に見られる。晩年彼は次のように回想している。

　いま、回想してみて、すばらしい、賢明な日々をすごしたといえるのは、モ
ン・ブランや、モンテ・ローザや、ユングフラウを眼前に見てすごした日々だ
けだったと思う。（9）

　ロマン主義運動を支えていたのは美意識である。その美意識を下支えし
たのがアルピニズムであり、またピクチャレスクの流行やグランドツアー
の流行であった。この三者には共通点がある。それは美や崇高美の体験へ
と促進した流れであった。特にアルプスは崇高美の体験の場として最適だ
ったのである。

3. ロマン派詩人

　1節で、後にイギリスのロマン派詩人と称せられる若者たちもアルプス
を訪れていることに触れたが、本節では、彼らの詩にアルプスがどう詠わ
れているのかを見てみたい。
　ロマン主義 (Romanticism)の時代は1798年から1836年とするのが一般的
であるが、この時代より約50年も前に、グレイ（Thomas Gray, 1716–1771）
は、1739年、23歳の時グランドツアーに参加し、ウォールポール（Horace 
Walpole, 1717–1797)と共にパリやジェネーブやイタリアの都市などを２年
間にわたって訪れた。旅の圧巻はイタリアからアルプスを見た時だった。

......Gray travelled across Europe with Horace Walpole, visiting Paris, Rheims, 
Geneva and much of Italy. A highlight was the crossing of the Alps which 
impressed Gray deeply.（10）
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　グレイはその時の興奮を“Not a precipice, not a torrent, not a cliff, but is 
pregnant with religion and poetry.” (どの断崖も、どの急流も、どの絶壁も宗
教や詩を示唆している )と書いた。ここには、視界に入るものすべてがグ
レイにとって神々しさの対象だったということが読み取れる。それは論理
を超えた宗教的神々しさとでも言えるものであり、肉体に痺れが走るよう
な体験なのである。グレイはヨーロッパで最初にロマン主義的体験をした
一人と言われているが、このような気持ちは後の詩人たちも共有すること
になる。
　ワーズワース (William Wordsworth, 1770–1850)は、1790年の夏、友人の
ジョーンズ (Robert Jones)と共に、フランスからスイスへ徒歩で旅行し、ア
ルプス越えをした。大学生活最後の夏、20歳の時である。ワーズワースの
場合は、グランドツアーなどという壮大なものではなく、加納 (1955: 54)
によれば「杖一本に、二十ポンドばかりの金」を用意しただけで旅に出た
のだった。
　ワーズワースは、アルプスの崇高美を目のあたりにして精神が威圧され
たことを妹ドロシーに手紙で書いている（11）。ワーズワースが威圧されたア
ルプスとはどのようなものかは、またその精神の威圧とはいかなるものか
は、スイスの高峰をじかに見ない人には分からないだろう。
　スイスはヨーロッパの中心部に位置している小さな国であるが、その美
しさは傑出している。と同時に、その美しさを見た者にしか分からない鮮
烈な情感がある。スイスの美しさは、主として、天にそびえる高峰、静謐
な湖、荒々しい山岳風景の３つである。絵画や建築物や大寺院のようなも
のは、イタリアにははるかに及ばないが、スイスの魅力は徹頭徹尾自

ネイチャー

然な
のである。スイスの美しさを一度目にした者は、再び訪れたいという避け
がたい気持ちに襲われる。それほどこの国には異次元の美しさが続くので
ある。
　ワーズワースの詩にEngland and Switzerland (英国とスイス )がある。

Two voices are there, one is of the Sea,
One of the Mountains, each a mighty voice:
In both from age to age thou didst rejoice,
They were thy chosen music, Liberty!
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（二つの声あり、一つは海の声、
  一つは山の声、いずれも偉大なる声、
  自由よ、これらの声を楽しみて汝は時代を過し来れり。
  これらは汝の選ばれたる音楽なりき。）（12）

　英国は海に囲まれている。一方、スイスは山に囲まれている。対照的な
国ではあるが、英国には海の声があり、スイスには山の声がある。これら
の声が音楽のように聞こえる。この作品は1806年頃のものであり、ワーズ
ワースがスイスを旅してから16年経ている。この間、スイスはナポレオン
に征服されてしまっていた。アルプスを追われたスイスは、アルプスを流
れる谷川のざわめきも聞こえなくなっている。山の声、自然の声の聞こえ
ぬスイスは、自由を奪われた国だとその悲劇に同情を寄せて、この詩行の
後に、ワーズワースは「汝の耳はいとも深き幸いを奪われたり」と詠って
いる。
　フランスとイギリスなどとの間で行われたナポレオン戦争 (1803–1815)
は、イギリス人が大陸に渡れないことを意味していた。その間、詩人の関
心はイギリスの湖水地方やスコットランドの山岳風景に移っていく。イギ
リスの山々に「静かなる崇高」（13）を発見したワーズワースは後年「イング
ランド北部の風景はスコットランドの風景を凌駕するし、さらにスイスの
風景をも凌ぐ」と述べている（14）。
　ワーズワースはイギリスの田園風景を数多く詠っているが、スイスアル
プスを詠った詩は数えるほどしかない。生涯アルプスに出かけ、讃美し続
けたラスキンとは対照的である。ラスキンはワーズワースより約半世紀後
の人間であるが、アルピニズムのブームもとっくに終焉を迎えていた時代
に、スイス一筋だった。
　ワーズワースと同時代を生きたコールリッジ (Samuel Taylor Coleridge, 
1772–1834)は、1802年に、Chamouny; The Hour Before Sunrise. A Hymm 
(シャモニの谷にて日の出前にうたへる讃詠 )を発表している。しかしコー
ルリッジは実際シャモニを訪れていない。その詩を読んでみると分かるが、
あたかもつぶさに観察したかのように詠っているのは、この詩人の凄みで
ありまた大いなる才能でもある。スイスと接するシャモニ谷には、ヨーロ
ッパ随一の高さを誇るモンブランが天空に向かって屹立している。
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Thou kingly spirit thron’d among the hills,
Thou dread ambassador from Earth to Heav’n̶
Great hierarch, tell thou the silent sky,
And tell the stars, and tell the rising sun,
Earth with her thousand voices calls on God!
（汝、山々の王座にある王者の精霊よ、　
  汝、大地より天にいたる恐るべき大使よ、
  偉大なる教主よ！　語れ黙せる空に、
  語れ星らに、語れ彼方の昇る日に、
  大地はその千の声々をあげて神を讃ふと。）（15）

　ここには自然への畏怖が表れている。アルプスの連なる高峰を見上げる
者は、まずその圧倒的な存在感に、思わず驚きの声を洩らすであろう。次
に、神々しさに触れ身震いするであろう。その山々に「王者の聖霊よ」「恐
るべき大使よ」「偉大なる教主よ」と呼びかけている。大地から聳える山々
に多くの声をあげて空、星、日に神を讃えよと詠うことは、逆に言えば、
山々の存在が神の存在をおびやかす脅威となっているからだとも解釈でき
る。大地と神のコントラストが山々を神の域に高めていて、神と対話ので
きるのは山々だけだとも言っているようにも思える。アルプスを詠んだコー
ルリッジの作品には他にThe Old Man of the Alps (1798)がある。
　バイロン (George Gordon Byron, 1788–1824)には、イタリアを詠った詩
が多いがスイスの詩もある。スイスでのバイロンは、レマン湖畔のディオ
ダテ館を借り、そこでシェリーやシェリーの二度目の妻となるメアリーら
と怪奇談議したという話は広く知られている。バイロンの年譜によれば、
バイロンはシェリーとともにスイス各地に遊び、その収穫は『チャイルド・
ハロルド巡歴』第三巻、『シヨンの囚人』等となって現れたとある（16）。バ
イロンの傑作と言われる『チャイルド・ハロルド巡歴』の中に、レマン湖
を見て詠った詩がある。スイスには湖は 1,500ほどあるが、レマン湖はス
イス随一の大きさを誇る。

Clear, placid Leman! Thy contrasted lake
With the wild world I dwell in, is a thing
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Which warns me, with its stillness, to forsake
Earth’s troubled waters for a purer spring.
（澄みきって静かなレマンの湖よ、その水を
  わが住む荒々しい人の世とくらべるとき
  その静けさは、悩ましい世の浪をすてよ
  澄んだ泉にかえれよ、と、いましめる。）（17）

　バイロンは私生活で醜聞が多く、イギリスでは非難の的になったため、
1816年、28歳の時祖国を追われるようにスイスにやって来た。スイスの風
景は傷心のバイロンの慰めであった。上の詩はClear, Placid Leman (燈明、
静謐のレマン湖 )からの冒頭4行の引用であるが、バイロンは澄みきって静
かなレマン湖を眺め「烈しい快楽に心うごかしたこの身をたしなめる」と、
自身の若き日の放蕩を反省している。私生活上のバイロンの評判は芳しく
ないものではあったが、このような詩を詠む静謐な心を持っていたのであ
る。
　ヘンリー・ジェイムズ（Henry James, 1843–1916）のDaisy Miller (1879)
には、このレマン湖は“a lake that it behooves every tourist to visit”（旅人と
いう旅人が一度はおとずれる義務のある湖）と形容されているが、遠景に
ダン・デュ・ミディ (3257m)が聳えるこの湖畔に立てば、その広さ、静か
さ、澄んだ湖は神秘的で、いかなる人間の醜さも美に変えてしまうほどの
力があると思わずにはいられない。それに接してバイロンは自省し、己の
過去の人間的醜さを透明かつ平穏なレマン湖と対照的に描いたのである。
　アルプスは荒々しさの象徴としてよく採り上げられるが、スイスでは、
精霊が宿ると思われる透明で静かな湖も、もう一つの魅力なのである。シ
ェリーの妻メアリーは『フランケンシュタイン』の中で、レマン湖周囲の
風景を「穏やかなこの世ならぬ風景」（18）と形容している。ニーチェは湖畔
を散策中霊感を得ている。ゲーテはチューリヒ湖上で「湖上にて」「山上よ
り」の二編の詩を詠っている。
　シェリー (Percy Bysshe Shelley, 1792–1822)は、1814年夏、22歳の時初
めてスイスを訪れた。アルプスを見てシェリーは “What joy to see these 
majestic Alps! They are more dreamlike than real, so pure and heavenly 
white!” (この荘厳なアルプスの眺めはなんたる喜びであることか！アルプ
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スは現実よりもむしろ夢のようだ、かくも純粋で神々しい白さとは！ )と
感嘆の声を上げた。この感嘆は、キーツの“A thing of beauty is a joy forever.” 
(美しいものは永遠の喜びである )を想起させるが、アルプスの神々しい崇
高美に接したとき発する言葉としては、極めて自然なものである。
　1816年の夏、シェリーは再びスイスを訪れる。金銭や不義の問題を抱え
ていたシェリーは、その行動が非難を浴びていたため、耐えきれなくなり
ジュネーブにやって来たのだった。そこでバイロンと交流した後、７月 22
日、ジュネーブ経由でシャモニに到着する。到着したわずかその翌日に
Mont Blanc: Lines Written in the Vale of Chamouni (モンブラン、シャモニ谷
で詠める詩 )を書き上げる。5節 144行からなるこの詩は、シェリーが山塊
との交流によって精神的再生を試みた詩とも解釈される（19）。モンブランに
ついて次のように詠っている。

Mont Blanc yet gleams on high: ̶the power is there,
The still and solemn power of many sights,
And many sounds, and much of life and death.
（モンブラン高くにいまだ輝けり─そこに霊力は存在する
  あまたの景色の、あまたの音の、あまたの生と死の 
  静謐で厳粛な霊力。）

　山に霊的な力が存在するという考えはしばしば見られるところだが、こ
の詩にもそれが現れている。真夏でも見渡す限り雪を冠したモンブランの
連山。険しく荒々しい峰々は息もつかせぬほどの迫力でもって人間に迫り
くる。それはまるで牙を剝いて人間を襲ってくるような大迫力である。静
かな山々は生と死を突きつけてくるほど神々しい存在でもある。その霊力
は上の詩行の後に「人間の考えを支配する神秘的な力」(The secret Strength 
of things/Which governs thought)と記されている。
　シェリーはモンブランという神秘的な力との交流において、ここを自己
再生の場として意識したとしてもおかしくない。人は偉大なものを目にし
たとき、怯えるか奮い立つかのどちらかだからである。精神的に煩悶して
いたシェリーは、荒々しい山塊に奮い立ったのである。そして険しく荒々
しい山塊は、精神の再生を願うシェリーにとっては立ち直りの源泉だった
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のだ。

4. おわりに

　小論はイギリスのロマン派詩人を惹き付けたアルプスの美しさとはどう
いうものなのか、及びロマン派詩人たちの詩にアルプスがどう詠われてい
るのか、を考察したものである。
　アルピニズムの必然的結果として、またピクチャレスク趣味の当然の結
果として、アルプスは崇高美の体験の場として礼賛された。当時流行のグ
ランドツアーがこれを促進した。アルプスにはイギリスにはない荘厳な美
しさがあった。それを初めて見た時、詩人たちは偉容な山塊に驚愕した。
と同時に、アルプスを目の当たりにして、詩人たちは詩心を刺激させられ、
インスピレーションを大なり小なり感じ取った。
　ワーズワースはアルプスの崇高美を見て「精神が威圧された」と言った。
そして戦いでアルプスを追われたスイスを「自由を奪われた国だ」と詠っ
た。コールリッジは、天空まで聳える山々に、神と並ぶ存在になった山々
に「神を讃えよ」と詠った。バイロンは、レマン湖の燈明かつ静謐な湖と
己の汚れきった人生を対照的に詠んだ。シェリーはヨーロッパ随一の高さ
を誇るモンブランに畏怖の念を感じ、ここを自己再生の場として捉えた。
ロマン派詩人がアルプスを詠う場合、ほぼ共通しているのは山への讃美で
ある。険しく荒々しいアルプスを見て、崇高、霊感、神秘、あるいは永遠
などを感じ取ったことがその根底にあるからである。
　小論では、ロマン派詩人の詩を数編見ただけであるが、これらのテーマ
は特にワーズワース、バイロン、シェリーでは作品に繰り返し現れており、
彼らの想像力の源泉となっている。スイスを訪れてみれば分かることだが、
今なお、この国にはロマン派詩人が、アルプスを目にして詠った崇高、霊
感、神秘、永遠などのテーマが存在しているように思われる。逆に言えば、
アルプスはこれらの詩人たちによって神々しい対象となったのである。

注

1. 森田 (1997: 137)
2. シルス湖とシルヴァプラーナ湖は、スイス南東部のグラウビュンデン州にある。
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3. 森下弓子（訳）『フランケンシュタイン』(p. 129)　創元推理文庫
4. 小黒訳 (1989: 384)
5. 小林 (2004: 290)
6. 小林 (2004: 297 - 298)
7. 『ゲーテ全集　第 12巻』(p. 25)　潮出版社
8. 中野 (1999: 62) 
9. 近藤 (1960: 821)
10. Poetic Commonplace Books and Manuscripts of Thomas Gray 
 〈http://www.adam-matthew-publications.co.uk/digital_guides/poetic_commonplace...〉
11. 岩崎 (2002: 6)
12. 訳は田部重治『ワーズワース詩集』（岩波文庫）による。
13. 小黒 (1989: 469）
14. 瓜田 (2006: 10)
15. 訳は斎藤勇・大和資雄『コウルリヂ詩選』（岩波文庫）による。
16. 小川 (1993: 531)
17. 訳は阿部知二『バイロン詩集』（新潮文庫）による。
18. 森下弓子（訳）『フランケンシュタイン』(p. 98)　創元推理文庫
19. 小林 (2003)
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