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ドナウ下 り（II)

一一一オーストリアー一

津田正犬

1. パッサウを出る

外輸が語V1き出した。運転手の姿がだんだん遠ざかる。しかしいつまでも手

を振っている彼の姿を，私もみえなくなるまでみていた。

気が付くと船は渋い黄緑色のドナウに石灰石色のイ ンの流れが混ったの

で，多少ドナウの流れが黄緑色にハ ッキリ したと恩ヮたら，左舷からの黒い

イノレツ川の水が注ぎ込んで来たので，なんともいえぬ汚ない水になった。そ

の色は両岸の暗い森のために余計にそ うみえたのかも知れない。いったいこ

の水の色がどの辺りで，ウィ ーンでみなれた薄い褐色になるのか，ちょっ と

輿味をもった。

朝食をとるのを忘れていたので，あわてて食堂に行って，急いでコーヒー

1杯とパンを噛っただけでまた甲板に出て，地図を拡げて船員に， 今どの辺

を通ってし、るのか聞いてみたら，地図にあるエ／レラウ（Erlau) を通り越し

てしまった。 その絶壁の上にはクレンペノレスタ イン（Krampelst巴in）城の

遺祉がみえたはずだった。｛昔しいこと会 したと思って， 今度は地図を片手

に ， H良 を』ILのようにして両岸をみた。 流れの色は巣さがなくなって，背~去を

増して来た。左岸の山奥にヴーへンスタイン （Viechenstein）の古城がみえ

るはずと思ったが，ザワワノレト（Sauwald）の森でみえなかった。間もなく
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ヨッへンスクイ ンを左岸にみる九 ここまでは， 左岸はドイ ツ ・ババ リア領

で，右岸一裕はオーストリア領だが，この村で左岸のドイツ領は終り，ここ

からドナ ウの流れは完全にオース トリ ア園内を流れることになる。 右岸のエ

ンゲ、／レノリレツェノレ（Engelharzell）にオース トリアの税関がある。そのこと

を私に告げてくれた船員の顔にも，オースト リアだぞ，という満足した表情

がみえた。私も釣られて， マストのオース トリアの国旗を改めて見上げた。

オーストリア領に入ったと ころに水門があって船は一時そこに停った。最

初だったのでなぜ船が停るのかと 思って甲板からみると， それは上下両水面 ’

の水位の差をなくすための開門だったのである。その後ドナウ を下ると “ア

ッシャツハヘ “ペルセンボイク ”などにもあった。

船は相変らずl河岸の深い森の問を走るドナウを下って行 く。 川幅が狭くな

り， 松や縦に被われた両岸の絶壁は，ところによっては300111の高さに及ぶ。

そこから20kmほど行くと右岸にマノレスパッノ、（Marsbach）の廃境がみ

える（ここで気がつL、たのは，liJJじ左岸にランナリードル （Rannariedり の

廃場がみえたらしかったが， 見逃がしてし まった。事実こ の辺りの廃越は，

キ i11J'11の岩のj．に耐のようなものがみえたので，船員に聞いたらドイツ人はあれを

H 口ーレラ fの妹”とい，Jています，といって笑っていた。



まったく形も残っていず，石が堆

積しているよ うなのも あるので，

あれが古城の祉と気がつかない場

合もある。

マキシミ リアン大帝によ って壊

されたとい うハイへンノ心、（Hai-

chenbachまたは Kerschbaumer)

とい・〉城の廃越のあるところで，

ドナウは左に急ヵ－ 7＇＇して北航す

る。この深い，黒い森の聞を流れ

る下ナウの両岸に数 守の城111：の黒

し、姿をみていると，その一つ一つ

にいろいろの伝説があるはず，そ

J思 うとなんとなく u郎、歴史を思

わせるが， しかしその豪族の城の

中には，美しい女性も いたろう

し， その女性を讃美した騎士も住

んでいたろうと思うと，船を下

津田 ドナウ下り（II) 29 

写真 1 ペノレセンボイクの閉門

り，ゆっくり一つ一つの城跡を辿って，秘めた話を調べてみたい気が した。

北流したドナウはワンターミュー／レ（Untermiihり というところで南下

する。 その近くに ノイハウス（N巴uhaus）が森の中にある。 五角の砦のあ

る締麗な城だった。

アッシャツハ（Aschach）に着くと 四辺がパーツと 明るくなった。ここで

ドナウは両岸の森から解放されて，平野を泊々と流れるのど。パッサウから

水位は40111低くなった。平野に入ると 間も なく， ドナウの流れがいくつにも

分かれ，船上からみると両舷にいくつかの河があるようだ。それに北からは

ローゼ、ンバッハ（Rosenbach）が流入し，南からはイ ンバッハ（lnnbach)

が入って来るので， 主るで飛行機上からみるガンジス川の¥11fuのようだ。こ

こにドナウの流を堰止めるものがあった。そういえばヨッへンスタインにも

あった。 ここまでのドナウの両岸には，岸に迫る絶壁にく っつ くように小さ

な村があるが，ヱリ ザベート姫がフランツ ・ヨセフ帝 〔FranzJoseph〕に嫁
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ぐために，オース トリ ア政府の差廻した金色豊かに装飾し，ハプス ブノレク王

家の旗を掲げた船で下航しだとき，村々では寺院は鐙を鳴らし， 村人は各自

両手に溢れるばかリの花をもって姫に俸け、，中！の司教は船上に登って姫をか

き抱き，その幸福を祈ったと伝え られているが，そうした歓迎は， この黒い

森の中を下 り，いさ さか景色に退屈した姫をどんなに喜ばせたろうと思 う。

よく人は ドナ ウのアッ シャ ツハまでのところを ヨッへンスタ インと は別

に， こここそラインのロ ーレライ に似ている というが，私はそうは恩わな

い。 なにしろ両岸は迫っていて，ライ ンのローレライのところほ ど河幅は広

くない。 しかも黒い森で流れは暗 くなっている。恐ろしい絶壁の上の古城や

j発ー櫨には蔦がからみついていたり，崩れた燃や城壁がポツンと森の中に立っ

ているのをみると，ローレライ辺 りになぞらえるのもいいかも知れないが，

私は余り 感心しない。

もうパッ サウtr出航 してから 3時間近くになる。そろそろ宮腹を感じたが，

昼食はリ ンツ（Linz）停泊中か， 1'1:l航してからと 聞いているので， リン ツ

ももう直きだろうと 思っていたら， 真向 うにピョストリ ンクベルク (Post・ 

ling berg）の山がみえた。リンツの行楽地で600111近く の山， 登山鉄道もあり ，

そこからの眺めは，リンツの町が足下にみえ，戦前の記憶で素晴らしいもの

だった。 左岸にオッテンハイ ム（Ottenheim），右岸にウィ ノレへリン ク

(Wilhering）の古城がみえたと思ったら，ラ ウドスピーカーが， もう直き

リンツですと告げた。 リンツで降 りる人が船のタラップのところに集まるの
せっかち

をみて，性急、は日本人だけではないなと思っておかしくなった。私もリンツ

で下船して一泊し， 翌日は車でドナウの岸を走る ことに していたので， 荷物

をとりまとめた。というのは，ウィ ーン（Wien） までの船旅は戦前に一度

ゃったからだ。

2. リンツ

船が止主ってさて降 りようと したとき， 私はまたもエリザベート似のこと

をと思い出した。エリサ、ベー ト姫の乗船がリンツ に着いたときだった。フラン

ツ・ヨセフ帝は ウィ ーンから夜中，馬車をmばしてここに姫を迎え，ウ ィー

ンのシェ ーンブルン（Shonbrunn〕宮のパラ闘のバラの花を刈 り尽すほ どた

くさん持って来てそれを姫に捧げ， また船中をパラで飾って，姫やパバ リア
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写真 2 リンツ

から随行した人々を喜ばせたそうだ。

フランツ・ヨセフ帝としては， エリザ、ベート姫とは， イシュル (Isch！〕

でその前年の 8月以来8ヵ月ぶりに会ったのだある。痩せぎす，ブ、ルーの軍

服を着た眉目秀麗の皇帝と，ヨーロッパ切っての美しいエリザ、べート姫が甲

板に列んだ姿はなんともいえぬ美しさで， リンツの市民は酔うような気持で

彼らに喝采を送ったと伝えられている。エリザベート姫は，定めしヨセフ帝

は同船してともにウィーンに行くものだと思ったそうだが，ヨセフ帝は，軍

務が急がしいからといって，エリサやベート姫にキスしただけで，また馬車に
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帰ったそうだ。ここにはしなくも皇帝，皇后の将来の暗雲のはしり がみえた

ような気がする。

リンツは人口20万人， 上部オース トリア州の主邑で，ウィ ーン，グラ ッツ

(Graz） に次ぐオーストリア第3の都市で ある。鉄鋼会社の大工場， 窒素

工場，アノレミニウム工場などある工業都市であるが，私にと っては， リンツ

交響楽で知られているモーツアルト （Mozart） のことをど うしても思い出

す。

モーツアノレトは妻コンスタンツェ (Constanze) を伴い， ザ、ルツブノレク

(Salzburg）から 1783年の11月1日（万霊節〉の日にここに来た。まだここ

のどのホテノレに泊るかも決めてなかったとこ ろ， 町の入口で卜ウン（Thun)

老伯爵の従僕が出迎え，是非同家に泊る ようにとい う老伯夫妻の希望を伝え

た。それでモーツアノレト夫婦もその好意に甘えて同家に行った。その滞在中

に老伯は同邸でぜひ音楽会をやってく れと希望し，モーツア／レ トも喜んでそ

の希望を容れ，そのために新しい交響楽を作曲する ことに した。彼はそのた

めに 4日間を費し，そして出来上ったのが交響曲ハ長調いわゆるリンツ交響

曲である。ウィーンに帰る喜びを持った情熱に満ちた活気と華麗な旋律を盛

ったものである。

リンツ と音楽家のつながりの今一つはブノレックナ ー（AntonBruckner, 

1824～96年〉である。ブルックナーはリンツの南lOkmのアンスフェルデ ン

(Ansfelden) という村で生れたが， 13歳の時から近くの聖フロリ ン （St.

Florin）僧院の唱歌隊の一員となり， 後に同院の教師， 次いでリ ンツの大寺

院のオルガン奏者となった。彼は1868年にウィ ーンの音楽学校の教授になっ

たが，彼の傑作の9つの交響曲， 3つの蝿撒曲などの大部分はこのリンツ滞

在中の作と聞いている。

リンツはヒ ットラ一 （Hitler, 1889～1945年）と も関係がある。彼の生地

はオーストリアとドイツの国境をなすインJ11畔のブラウナウ ・アム ・イン

(Braunau am Inn）一一 リンツの西約100km であるが，父が税関 の役

人を隠退してからはリ ンツの近郊に至り ，そこで中学校を終えるはずが，成

績がよく ないので16歳 (1905年） までそ こにいてやっと卒業免状をもら っ

た，その後2年もリンツで 父の思給と貯金からの母より の仕送りでブラブ

ラ暮 し，それから絵の修業にウィ ーンに行ったのである。私は1951年にリ ン
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ツに行ったとき， ヒットラーの住んでいた村，学校， リンツの住居などをみ

ようと思って，市役所に行ってその旨を述べて教えても らおうと思ったが，

戦後間もないとき， まだオーストリアの人々の心は，独填合併（Anschluss〕

以来の憤激，憎悪の気持が抜けていなかったためであろう，わかり ませんと

いう素っ気ない答だった。今日となったら，教えてくれたかも知れない。

ヒットラーは自分がオーストリア生れということを人がいうのを好まなか

ったそうだし，また自分からもそれをいわなかったそうだ。戦時中にこんな

小拙を聞いた。

戦局がとみにドイツに不利になったとき，ヒットラー，ゲーリ ング，グッ

ペ／レスは，もし捕虜にでもなりそうな時は，どうしたらいいかと相談した。

そのときゲーリング将軍は，いつも胸一杯に勲章をつけていたので，俺が軍

服の勲章をすっかりとってしまったら，連合軍の連中は俺をゲーリングとは

思うまいといった。するとゲッペルス宣伝相は，俺の長年にわたる演説を連

合軍の奴はよく知っている，ゲッペノレスは口から生れた男と思っている。だ

から俺は一切しゃぺらない。そうすれば誰も俺をゲッペノレスとは思 うまい，

といったら，ヒットラーはにやにや笑って，

“俺はオーストリア人だよ。英米はじめ各国から可愛がられているオ ー

ストリアの生れだ”

といったそうだ。

リンツの町はドナウの左岸と右岸に分かれていて，大きな橋でつながれて

いる。まだ対岸（左岸〉のリンツがソ連占領地帯であったころ，私はこの橋

を渡ってソ連地帯に行こうとしたら，右岸の橋頭を守っている米兵が私を引

き止め，あっちに行ったら，下手すると消されるかも知れないよ，そうでな

くても，何か問題が起きても，君を保護する誰もいないんだよ，といわれ，

ゾーッとして引返した思い出がある。

リンツの近くに前述のフツレックナーのいた聖フロリ ン僧院 （St.Florin) 

とクレムスミュンスター寺院（KremsmtinsterAbbey） がある。前者はノξ

ロック建築で，自大理石の数々の彫像をもっアーチ門から中庭を経て僧院に

至り，その中の皇帝用のアパートの素晴らしさもさることながら，礼拝堂の

天井まで届く壮麗なオノレガンをみると， リンツの人々や特にこの僧院が誇る

フソレックナーを思い出す。この僧院は，フソレックナーがウィーンで日常使っ
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ていたグランドピアノと，オーストリアのフランツ ・ヨセフ帝が特にベノレベ

デーノレ（Velvedere）あてにアパー トを与え， そこで死んだその “死の寝

台”をここに持って来て，参観者の希望でみせている。

クレムスミュンスターは777年に建てられた僧院で， その礼拝堂や “帝王

の間”（KaiserSaaり の白と金色の漆喰装飾が有名である。今次の大戦後こ

の地方が米軍占領地だったので，この僧院が宝としていた昔の壁掛綴綿の数

数を強制的にニューヨークのメ トロポリ タン美術館に売らされたと，今もっ

て僧院の人は口惜しがっている。

船付場から一歩出るとそこは大きな広場で， 17世紀の市庁舎や， 2つの塔

をもった寺院（ブ、／レックナーはオノレガン奏者だった），三位一体の塔がある。

今日のリンツは工業都市である。有名な鉄鋼工場やアノレミ工場があるの

で，その排水がドナ ウの流れを濁していることは事実である。

翌日私は車で対岸ー（左岸）に渡って， ドナウJII沿いの道をとった。リンツ

の対岸から，ホ、へミアの森（チェ コとの国境〉までをミューノレフィノレテノレ地

帯（Miihlviertel）と呼んでいるが， ドナウの流れ近くは葡萄畑が多く， そ

の先がだんだん高くなるに連れ野菜畑もあ り，さ らにその先は深い森，その

中に隠れているようなひっそりした村落があるかと思うと廃雄もある。

3. ストルーデンの急消

リンツの下流で 卜ラウ ン （Traum），エンス（Enns）の 2つの流が南から

ドナウに流入する。この辺り 水鳥がたくさんいた。川辺の葦の中にアオサギ

が沢山みえた。支流がたくさん出来て数多くの島を作っている。

2, 3kmのところでマ ウタウゼン（Mauthausen）の町に入る。 ドナウの

流れ近くにナラクスタイン（Pragstein）という 15世紀の締麗な邸館があ っ

たが，運転手は山手の石切場に連れて行った。何かと思ったらそこはドイツ

がオーストリアの政治犯，反ナチの人を収容 したところで，戦後は当分 ドイ

ツ軍捕虜の収容所になっていたとか，今そこは国民の記念物として保存され

ている。少 し行くと対岸 （右岸〉に ワー／レゼー（Wallseめ という 小さな部

溶の赤瓦がみえるが，その部落の後ろに立派な城がある。14世紀のもので，

戦前のハプスブソレク（Hapsburg）王家の財産だったそうだ。

左岸のド‘ルナノ、（Dornach）には城があるが， ドナウはここから左に曲っ
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て北流し， いわゆる“ス トノレーデンガウ”（Strudengau）という狭い，そし

て暗い森の中の急流になる。

その急流の貴台まるところにグライ ン （Grein）と いうヰナがある。 リンツか

ら水位は50mぐらい低く なっている。15世紀ごろのグラインブノレク（Grein-

burg）があるが， もうその辺から狭く なったドナウの河中に始があちこ ち

見えはじめ， 水が岩を噛み，音をたてている。 中でも大きい。、がウオノレ ト

cwりrth) という岩の島だ。 この辺り 大分ダイナマイトで岩を簸 したそ う

だ。左岸に伝説に富んだウェノレフェ ンスタインの城がみえる。この急流の中

のザ／レミ ンクスタイン ・ワ／レトハウゼン（Sarmingstein-Waldhausen）が

上部オーストリアと下部オー ストリア（その主邑が首都ウィーン）の州境に

なる。そこの 1つの大きな岩の上，水しぶきを浴びて立ちはだかるような，

鉄の十字架が立っている。これにはこんないい伝えがある。

昔あるチ ロ／レ（Tiroり の員ー族が新婚旅行に小舟でドナワ を下ってここに

来た。そのとき突然嵐になって， 小舟は念、流にアチコチ流されたあと 2人は

水中に投げ出され，各自わが妻の名を呼び，あるいは愛 しい夫を求めたが，

結局お互いを見失って しまった。それでも夫は根限り の力を出して急流を泳

いで，辛 うじて近く の岩にたどりつき，妻を探したが見当た らない。急流に

呑まれたかと絶望の淵に陥ったが，やがて気を とり直し，人に救け られて岸

に上った。そ して，人々の協力でその岩の上に洞を立てて妻の冥福を祈りつ

つそこで暮した。ところが，死んだと思った新妻は遠く下流に流されていた

ので， ドナウを航行中の漁船に救われ，ウ ィーンに行き， そこで夫を想いな

がら喪の生活を送っていた。あるとき彼女はウィ ーンで，漁夫が， ス トルー

デンの急備の岩の上にたった1人で人が住んでいるという話を聞いた，とい

うこ とを知らされ， しかもその岩上の人は流れに新妻を失ぃ，そこを去りか

ねている，というので，それはまさしくわが愛する夫に違いないと思って，

そこに行った。岩の上の人はまさしく最愛の夫だったので， 2人はしばし抱

き合って再会を喜び， 神の恩恵への感謝のしるしに，その岩の上に十字架を

建てたのだそうだ。

ス トノレーデンの急流はわずか 5kmぐらいで，そこからドナウは少し広く

なり ，流れもおだやかにな ったと思ったら，左岸にペルセンボイク (Per-

senbeug）の城が河中に突出ているのがみえた。 これは10世紀に建てられた
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というドナウ川にある最古の城である。付近にぺ／レセンボイク水力発電所が

ある。

4. ニーベルンゲンの谷

ここから下流約20kmばかりを “ニーベルンゲン（Niebelungen）の谷”

と呼ばれている。かのニーベノレンゲンの伝説の舞台で， アッチラ王（Atti-

la）の家臣リューディガ一（Ri.idiger）がはるばるラインの畔リ のウ オノレム

ス（Worms）から来たジークフリート（Siegfried）の未亡人クリムヒノレド

(Krimhild）をアッチラ王の花嫁として迎えるためここに来て， 遠来のク

リムヒノレドを迎え， 長い旅路の疲れをいやすため， 居城のピョホラノレン

(Pochlarn）に泊めたという。

ニーベノレンゲンの歌によると， 聞かれた城門を通って，クリムヒノレドは

1,000人の気高い武士や兵士たちを引連れ，壮麗宏大な宮殿に入った。宮殿

から下をみるとドナウのゆるやかな流れが横たわっている。クリムヒノレドは

ここで心からなる歓待を受け，十分の休息をとった。事実，クリムヒノレドの

一行はラインの畔のウオノレムから乗馬で今のドイツを横切り，オーストリア

に入って，おそらくはヒットラーの生れたブラウナウ ・アム ・インに至り ，

そこからエフェノレデ、インク（Eferding〕， トラ ウン，エンスの 2つの川 を越

してドナウの右岸の道を ピョホラノレンに来たのだから，直線に しても 300

km以上の大旅行だったのである。 ｜ごナウ川畔の町々からは，黄金の査に入

れた葡萄酒が贈られたそうだ。その ピョホラルンの町は右岸にあり，左岸に

はそれの真正面にクライネ ・ピョホラノレンという村がある。

ピョホラノレンの町に今も”ウェルゼソレ塔”と αウ／レファ ール塔”とい う中

世の城壁の塔が残っているのが，時代錯誤かも知れないが，ひとしおニーベ

ルンゲンの歌を想い出させる。

この辺りから岩の上に壮麗なメ／レク僧院がみえた。それで私たちはワイテ

ネック（Weitenegg）のところから対岸に渡る鮮に車を乗せて対岸に渡っ

た。メノレク僧院の写真をみると水辺からそそり立つ岩の上に僧院があるが，

その水流でなく，わずか 1kmばかりドナウの支流が南側に入り込み，僧院

はその支流に臨んでいることがわかった。

976年ノξーベンベ／レク（Babenberg）王朝のレオボルト 3世（LeopoldIII) 
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写真 3 メルク僧院

が建てた城を後年ベネデ、イク卜派の僧院にしたものである。ニーベルンゲン

の歌によると，ピョホラルンから船旅に したクリムヒルドの船がここに着い

たとき，メルクの大司教は船付場まで下りて船上に至り，クノレムヒルドをか

き抱いて将来の幸福を祈ったというし，村人は手に手に花束を捧げ，村長は

金の壷に葡萄酒を満たしてクリムヒルドに手渡ししたと か，またマリー・ア

ントアネット〔MarieAntoinetto）が将来のルイ 14世の許に嫁ぐとき，ここ

まで共に来て見送る兄ヨセフ (Joseph) 2世の肩に椅りかかるようにしで泣

いて別れを悲しんだとか，種々の話がある。

このメルク僧院の二階の“皇帝のギヤレリ ー” という約200mの廊下には

オーストリァ 5代の皇帝の絵がかかげてあり，その先の“大理石のホーノレ”

の天井画は有名だ。この僧院の誇るものは図書室で， 7万以上の蔵書の他に

1,800以上にのぼる 9世紀からの稿本がある。私はここで大失敗をしてしま

った。運転手が，メノレクの町には“ゴールデナー ・オックス （黄金の牛〕”

というレストランがあり，そこで出す土地の衛萄酒がとてもうまいというの

で，定めし飲みたいのだろうと思ってそこに行き， 2人で名物の地酒を飲ん

だ。それが僧院を歩きまわる内に利いたのか， その図書室を案内されたと

き，眠くて眠くて，とうとう寺僧の説明も上の空，そこからドナウの流れを

下に望むテラスに出て，案内の僧のいぶかるのも構わず，欄干にもたれてし

まった。ウィ ーンに着いてから，メ／レク僧院宛てに，大変失礼したという謝

りの手紙を書いたことを思い出す。この辺りのドナウの流れをみていると，



38 

写真 4 ワッハウのムー性

11世紀の末， 2,000の船が4万の人々

を乗せてドナウを下ってパレスティナ

に向った十字軍を想い浮べる。

5. ワッJ、ゥ （Wachau)

メノレクからドナウの下流 30kmほど

の地方が “ワッハウ”と呼ばれるオー

ストリアの桃源境である。よく私はウ

ィーンからこの辺りに遊びに来たが，

5, 6月頃は両岸：は蒼白い桜桃の？t,

白いなかに薄紅のま じったようなアー

モンドやマロニエの花，梨の花，林檎

の花が咲き乱れ，青い葡萄畑が両岸に

続き，それが丘の方に段々になってい

る。その聞に春の里子花が咲いていて，

その香り がむせぶようだったことを思

い出す。詩人が “オーストリアの田舎

の宝石をまぶせた王冠”と讃えたのも

ゆえなきでないと思った。

また村人の姿も興味深し、。麦わらで作った大きな櫛を立てたような帽子，

胸当をギュット しめたその上のブラウスの聞からみえる豊かな胸，いろいろ

の色のスカートをつけた女性，そして手には必ず麦わら製の手作りのバスケ

ットを持った姿は実に可愛いいし美くしい。

メ／レクから少し下流にシェーンビュエノレ（Schりnbi.ihel) という城が 40m

ぐらいの高さの河辺に符え立つ岩の上にみえる。私はマロニエの桃色や白い

花を背景にしてこの城が立っているのを今でも眼前に浮び出すこと が出来

る。玉葱形の屋根をも った熔をもっこの城，それがドナウに影を落している

のはなんともいえぬ美しさで，今までドナウの両岸にみた数々の恐ろ しいよ

うな古城の廃嘘をみた眼にはいかにもすがすがしい。

いったんワ イテネッ クに戻って私は再びドナウの左岸の道をとった。 そし

てメノレクや美 しいシェーンビュ エノレの城宏対岸からみていると ，間もなく右



岸にアッグスタイン（Agg-

stein〕城が恐ろしい断崖

の上にみえた。盗賊騎士と

呼ばれたキュ ーリ ンガ ー

(Ki.iringer）の居城だった。

彼はその城の下か ら対岸に

まで水面一寸下の辺りのと

ころに鎖を張 り，そこを通

る船が鎖に引っかかって航

行の自由を失うと，部下を

小舟に乗せてそ の 船 に 登

り，略奪を働いていた。

あるときキューリ ンガー

が居城から川をみおろ して

いたら，旗や花で飾った船
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写真 5 シェーンピュエノレ城

が通 りかかるのを発見 した。よくみると花婿花嫁が家族とともに近くの寺に

行くものとわかった。それで彼は部下に命じてその船から花嫁を奪わせよう

とした。花婿は必死になって抵抗したが，いかんせん武器を持っていないの

で，力尽き， ドナウの河中に投げ込まれて しまった。

花婿テオベルト（Th巴obald）はいったんは仮死状態になったが， そのう

ち気をとり戻 し， 漁夫に救けられて岸に辿 りついた。 しかし彼は，疲労困鍛

にも拘らず，対岸まで泳ぎっき，岩に噛りっき，断崖をよじ登って城壁まで

達 した。もうそのときは真暗な夜になったが，その城壁の銃眼からみると，

花嫁のロ ザムンド （Rosamund）は真白な結婚の衣裳をつけたまま，中庭を

走りまわってはあ らぬことを口走っている。それで彼はいくどか忍び声でロ

ザ、ムンドを呼んだところ，彼女はその声・を聞きつけたけれども，お前は私の

恋人ではない，テオは水中で死んでしま ったといって泣きわめいた。ちょう

どそのとき月が出て中庭いっぱいを照ら した。彼女の眼に，城壁に噛りつい

ているテオの姿がみえた。喜びの余り彼女はテオに飛びっこうとし，テオも

手を伸ばして彼女を抱こう としてその拍子にテオはもん どり打って断崖を落

ちて しまった。声も出ないくらい驚いたロザ、ムンドはそれをみて，裾長u、真
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写真 6 アッグスタイン城とドナウの流れ

自な衣をたぐり上げて，自分もドナウの流れめがけて飛び込んだと いう。

車を進めてシュワーレンバッハ（Schwallenbach）の村に入ったとき， あ

れが悪魔の壁だと運転手がいう。わけを聞くと，昔この町にl人の老婆がい

て，ど うしたことからか，あるいはその顔付からか，密かに悪魔婆さんと い

われ，その村を通る巡礼者や十字軍の兵士たちから馬鹿にされていた。それ

でその婆さん一夜密かに家を出て，独 りで皇室を作って人々を通れないように

した。それをみた人々が，一夜でこんなものが作れるなんて， やっぱり悪魔

だといい，それからその壁を悪魔の壁といったのだそ うだ。

そこから6kmほど行くとスピッツ （Spitz）と いう村に入る。 葡菊畑が

段々になって高い山になっている麓の町でへ 桜桃や梨の花盛り， それが青

い野一杯に咲いているのがと ても締麗だった。またアーモ ンドや杏の花も咲

いていたという静かな 町 だった。ワッハウはこの辺りからクレムス

(Krems）が，ワ ッハウのワッハ ウと いわれている。 ドナクの流れはゆるや

かで，春の日を浴び，ボー トを漕ぐ若い人の姿もみえた。

この時運転手が，食事はデュノレンスタイン（Diirnstein）のティリ ー （Thi・

ery） をお勧め しますがその前に， 、アペラチフと して一杯召上りませんかと

＊この山を桶千箇のilJ- Tausendeimerberg－というのは普からこの山のスロー

プから l年に桶1,000箇を盛る萄粥が採れるというので， その名がついた。
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いう。私はたいして欲しくなかったが，おそらく彼運転手は飲みたいのだろ

うと思ってそれに同意したら，彼はワイセンキルへン（Weisenkirchen）の

村に入り，山の上の寺院の中庭に私を導いた。中庭の周囲のアーケードには

いっぱい蔓草がから まっていて，静かな場所だったが，そこに卓子を囲んだ

ツーリス トらしいのが 3組ばかりいた。みな葡萄酒を飲んでいる。ここはタ

イセンホーファ ー・ ホーフ（TeisenhoferHof) という名の中庭で， また葡

萄酒をのむ人々を歓迎するところ らしい。運転手がどこから持って来たの

か， 両手に葡萄酒を満たしたコ ップを持って来たら，先客連中が私の方をみ

て，杯を挙げて健康を祝し，日本万歳をいってくれたのには恐縮した。

そしてさらにその 1人は，葡萄酒は，摘みと られ，絞られ，そして醸造さ

れるだけでは喜ばない，人々に飲まれるこそ矯萄の本望なのですよ，といっ

て笑っていた。勝手な理屈をつけるものだと思って，こ っちも釣られて笑っ

てしまった。

まもなくドナウがグーンと右にまわったと思ったら，真正面の高い山に城

の廃塩がみえた。これが有名なデュルンスタイン（Diirnstein）城である。

アッグスタインと同じく，キューリンガーの居城だった。

英国王リチヤード 1世（RichardI，リチヤー ド獅子心王）は第3回の十字

軍に加わり，アッコン（Acre）でオーストリアのレオポルド 5世（Leopold

V）の軍と合流したが，至るところで戦果をあげ， 両軍の賞讃尊敬の的だっ

たが， そのためレオボルドと不和になり， それが原因で両人はお互い敵視

し，レオポルドはリチヤードから被った屈辱をいつか晴らさんと していた。

リチヤードは聖地からの帰途アドリア海で難破し，止むなくペニス（Ven-

etia〕を経てオーストリアからイギリスに帰ろう とし，身は敵国レオボルド

の領地にあるので万ーを思って商人に変装した。彼がウィ ーン近郊の宿屋に

いて，夜食に鶏を焼いて喰べていたとこ ろ，彼が指にはめていた指輪が同宿

の人の目に止まり，あんな高{iffiな指輪をしているのはただものでないといっ

て官憲に訴えた。そのことは直ちにレオポルドの耳に入り，彼はリチヤード

を捕えてこのデュルンスタイン城に幽閉した，1192年のことである。

リチヤードが行方不明になったことは直ちにイギリスに知れ渡った。 しか

し彼がどこにいるかはわからない。ここで13世紀のフランスで、出来た詩に明

らかにされたように吟遊詩人ブロンデ／レ（Blonde！〕の登場になる。彼は英
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写真 7 デュ／レスタインの古城

写真 8 山上のデュノレスタイ ン城の廃雄

王室の寵臣で吟遊詩人である。彼は竪琴1つを持って王の探索に出かけ，諸

国の宮廷を遍歴し，竪琴を奏でて人々を喜ばせ，そこに集ま った人々からリ

チヤ ー ドの消息を探り出そ うと していた。

ある日彼はドナウ河岸の諸ー城を歩いてデュルンスタイ ン城下に来た。城は

験 しい山の上にある。そこをよじ登って城の外の“はね橋”のところまで来

た。そして，こんなところでは城内には聞えまいと思いながらも，ほうぼう

の城で歌っている詩を竪琴に合わせて歌い始めた。する と不思議なことに，

一節歌うと間もなくそれが初のように返って来る。それでブロンデ、／レは，今

度はリチヤードが作詞したものを歌い始めた。



“Donna, vos beautas, Elass bellas faissos・・a

と驚いたことには，今度は舗が，
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“Si be! trap affansia, Ta, de vos, non partrai ・ －？＇’ 

と，ブロンデノレが歌った詩の続きの文句が返って来た。

それにカを得たブロンデノレは，もしやと 思って城の，とある窓 ド，その辺

りから筋が返って来ると思ったその窓下まで行って耳をすまして聞くと ，そ

れはまさ しくリチヤ ー ドの声だった。

喜んだブロンデソレは急いでイギリスに帰り，事の一部始終を王室に伝え，

それから英填両国間の外交交渉が始まり ，英国は莫大な身代金（一説には15

万マルク一一それでハイ ンブルクなどの城壁が出来たとし、う）をオーストリ

アに支払ってリ チヤー ドの釈放がえられたという。

I こんな伝説があるので， デュノレンスタインの村には “ブロ ンデノレ”（Zurn

Sanger Blonde!) とい うホテノレと ，今一つ “リチヤ ー ド獅子心王のティリ

ー”（Thieryzum Richard Lりwenherz〕というホテノレがある。後者は昔の

城門を小さ くしたよ うな石のアーチを入るようになっていて，そのアーチの

上に葡街の東が吊してあ った。一時は， レオポノレド王も ここに住んだとか。

私はそれよりも，家具と料理に評判のある，城の麓の“ホテル ・デュノレンスタ

イン城”の庭の 日傘の下で昼食を採った。 ドナウを見下ろ しながら食事を し

ていたら，下流から大きな遊覧船が上って来て，ホテノレの直下の岸．に船体を

つけた。よくみるとハンガリ ーの国旗を立てている。ハンガリ ーからのツー

リス トらしい。 上甲板に腹這いになって，また甲板椅子に女性たちがビキニ

姿で日向ぼっこしている。そのうちに男たちがホテルに通ずる道を登って来

た。給仕の男に何かと 聞いたら，葡萄酒を買いに来たのでしょ うといってい

た。今はプーノレもある近代的なホテノレだが，このホテノレは昔のキュー リンガ

ーの幕臣の邸だったとか，食事のあとで内部をみせてもらったら，締麗な寝

室の他，ロビーになっている大広間には昔の飾り 付けや調度品などをそのま

ま残 しであるという，奥床しいたたずまし＼家妻は，こんな室で一夜寝てみ

たいといっていた。食事と評判にたがわず素晴らしかった。

デュノレンスタインの村は， 昔の城壁の外からはみ出さなし、小さなホlであ

る。それでも今日ツーリス トが， あるいはウィ ーンから，あるいはリ ンツか

ら，またはドイツやハンガリ などから殺到するのは，ここがワ ッハウを通
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写真 9 クレムの町

じてもっとも可愛い， 純朴な，

観光ずれのしない村だからであ

ろう。それにこの村には，デュ

ノレンスタイ ン城の廃雄のある山

の麓に，アウグス卜派の壮麗な

寺院がある。 15世紀のも のだ

が， 私は中庭の真中にある古風

な泉庭の前に立つ，数多くの聖

者の像で飾ったバロ ック風の門

にも感心したが，時計台のよう

な塔の美しさに驚いた。オース

トリアでもっとも壮麗な塔の一

つだそう だが，時計のある場所

から上部にある 4人の聖像（マ

タイ ，ノレカ， ヨハネ， マノレコ〕

が青空に浮いているよ うな姿を

今も って忘れ兼ねている。

私が通ったドナウの左岸の道は“ドナウ自動車道路”と いって最近出来た

ものだが，この道路を作る時，村はデュノレンスタインの廃嘘のある岩山の麓

と， ドナウ川の問にこびりついている古風な村，さ りとて岩山を削ってはそ

の歴史的価値が半減すると いうことで， ここを500mの地下道にした。いい

ことをやってくれたと思 う。 この本干には “ケラーシュリョセノレ”（Kellers-

ch!Oss巴I）という大きな酒蔵がある。 この村は有名な葡萄酒の産地だか ら，

それがあっても当然と思ったが，ホテ1レの主人が，ぜひご覧になったらとい

うので行ってみた。 酒蔵と はいえない立派な建物で， 内部には美しい壁 絵

と，花模様の漆喰装飾があった。係の人が，日本人は初めて，だといって，

を勧めてくれたが，酒通でない私にはその古酒がドロリとした濃い古酒もの

なので，と うとうコップを乾すことが出来なかった。

この辺りドナウの水は薄い碧色で比較的締麗だ。ところどころ中洲のよう

なものがあって， そこには柳が生えていた。 ドナウに架かる橋が2つみえ

fこ。
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さていよいよワッハウの中心地クレムス（Krems〕の町に入る。

IUTを入ったところで運転手はちょっとした広場に車を止めて， その広場

（正確にいえばスタインというクレムスの手前の町〕に面した一軒の家を指

し， “ケ ッへ／レの家で・す”といった。突然ケッへ／レといわれて私は戸惑った

が， やがてそれが，モーツアノレトの作品を年代順に番号をつけ， 代ケ ッへ／レ

何番”と今も っていわれているその ケッヘル（／レ ードウィヒ ・タッ ヘノレ

<Kochel＞）だとは，家の壁のプラカードでわかった。あのケッへ／レはクレ

ムスの人とははじめて知った。

クレムスは古い町である。城壁こそ崩れて多くは残っていないが， “スタ

イナートーノレ（SteinerTor）”と いう15世紀の城門があり，そこ から入る

と， 美 しい色で飾ったり，石に彫刻を施して作ったルネサンス風の出窓のあ

る家がたくさんある。

同Tの広場にはまだ朝市の残りがあ って， ちょうど日曜日で町の店が閉まっ

ているため，田舎からやって来た農民の店には町の人が大ぜい買物をしてい

た。そのとき広場の寺院で何か催し物があるらしいので入ってみると，その

主催者が私をみるなりやって来て，その催しの説明を して くれた。彼は郷土

史の学者で，この頃の人が一向に郷土のことを知らないしまた知ろうともし

ない，そしてウィ ーンやその他の都会に行って，そこで逆にそこの人々から

故郷のことを聞いている始末だ。それで彼は，この寺院の好意で場所をえた

ので，ここに数ヵ月かけて蒐めた郷土の文化財をその所有者から借 りて来て

ここ に陳列したのだという。案内される ままに観ると，石や木彫の聖像もあ

る。 ローマ時代の石彫もある。古いステンドグラスから昔の家具，台所道具，

それにこの土地や近郊の人の描いた絵，クレムスの古地図，古い甲宵武具な

ど数限り なく 列べてあった。この主催者の気持はどの固にも共通するものが

あると思って敬意を表しつつ感謝してそこを辞した。

中世H寺代，このクレムスは大変重要な田］だった。12世紀には，バーベンヘ

／レク王朝の諸候はこの町で貨幣を鋳造 したとか，こんな小さな町に， 13世紀

のゴシック作りのドミ ニコ寺院，大寺院，ピア リス ト寺院などがあるが，そ

れらの寺院の天井画や壁画の多くは土 地 の画家ヨハネス ・シュミッド

(Joh. Mart. Schmidt. 1718～1801年）の作で，土地の人の誇りである。

この辺り，町の背後の山いっぱいに葡萄畑がある。もちろんローマ人の残
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した産業だが，後世になってその葡萄酒製法がますます洗練されて，ここで

出来る白葡萄酒はヨ ーロッパ各国やアメリカにも輸出されている。香高いノ

イブ、／レガー，ミュラート／レガウアー（N巴uburger,Mi.iller-Thurgauer）など

もっとも人々に好かれている。ナポレオンはここで初めて土地の葡鈎酒を飲

んですっかり 気に入り， 1809年の彼の誕生日には100個の桶の葡萄酒を注文

したそうである。1955年オーストリアが米ソ英仏の 4ヵ国からの占領解放の

とき，ウィーンのベルベデー／レ宮で、の記念式典に， 4ヵ国代表がオーストリ

ア政府の人々とともに杯を挙げてオーストリアの独立解放を祝ったが，その

ときにのんだ葡萄酒は，クレムスのノ イブ）レガーだった。ここの葡萄祭は有

名だ。晩秋の一日訪れたことがあったが，その 日は町に入ると葡萄酒の匂がい

っぱい，広場にはバー（葡萄酒の立ち飲み所＝stehweinhalle，略して Spezi

と呼ぶ）が設けられ，また酒蔵や農家でも，誰となく振舞酒をのませてい

る。家の軒先には木の棒の先きに葡萄の束をぶらさげているのは，ウィ ーン

のホイリゲ（Heurige）で松の校を飾るのとまた違っていて面白し、。 この頃

の人々の服装が，男女ともそれぞれの郷土服であることもこ の葡萄祭り の装

いを飾っている。

クレムス辺りに杏や梨が植えられたのは前世紀の末だそうだ。今日春どき

そこを訪れると， ドナウの両岸は桜桃，杏，梨の花が咲き競い，青い山腹は

白や薄紅の花が満ち，その聞を青いドナウの大河がゆるく流れる。山の麓に

は絡代色の屋根の農家や高い寺院の塔が点在し，山の頂には古城やその廃JJ上

がみえる，まさにー幅の絵，桃源郷 ・夢幻郷である。

クレムスの郷土美術品として麦藁細工がある。 レストランや酒場に行く

と，白い壁にいろいろ麦藁で作ヮた装飾品がかかっている。その図案が実に

素朴である。また店など，鍛鉄製の獅子やかもしかなどの看板も吊しである

が，また藁で作った細工物を看板に しているところもあ った。

s. ウィーンまで

クレムスを過ぎ，対岸（右岸〉のゴットワイク (Gottweig）僧院が（春

はこの僧院はマロニエに囲まれ，紅白の幕の上から僧院の高い搭が突き抜け

ているように見える〉見える辺りから両岸の山がグー ッと下って，広い平野

の中をドナウは右に左に曲がりながら流れて行く。私たちの通る道も進むに
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従って流れから遠さかり， だいたい8～10kmのと ころを走っている。行

手右岸にウィーンの森が見え始めた。牧場さえみえるが，その平野の流れに

近いと ころには鵜ら しいのや灰色の鷺がみえる。そういえばクレムスの町の

塔にこうのとりの巣がたくさんあった。

クレムスの町を離れると道の両側に小屋みたいなものが列んでいた。それ

は付近の農家が葡萄をとってそこに暫らく貯蔵して置くのだそうだ。

やがて右岸にトルン（Tulln）の町がみえる。 1950年だったが，戦後はじ

めてウィーンを訪れようと してミュンへンから飛行機に乗った。機上からは

るか向うに懐かしいステファン（Stephans）の塔がみえたから，ゃれ嬉し

ゃ， 1939年に訪れて以来のウィーン， 戦争でだいぶ痛めつけられたそうだ

が，どんなになっているかなどと考えていたら，飛行機は妙なと ころに向っ

て下降している。ついぞみたこともないところだと思ったら代トルンに着き

ます。ソ連占領区域ですから，急いでパスに乗って下さい”とのアナウンス

があ った。ソ連占領地区と 聞いて私は首筋にスーツという冷たさを感じた。

乗客も何もいわずに顔を見合わせてばかり，それほど当時は，ソ連区域にい

ることは恐ろしいものだった。だからパスでウィーンの市内に入った途端，

乗客の 1人が“ウィーンだ，もう安心だ”といったときは，乗客一同の顔に
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写真10 グライフェンスタイン－i1_i・城

は安堵と喜びの色が溢れた。

ニーベノレンゲンの歌によると ，クリームヒ／レトはここで上陸した。アッチ

ラ王の諸臣， 4,000に余る兵は， クリ ームヒルトをみると その国の憤いに従

って高く関の声を挙げて歓迎し，その中をアッチラ王は乗馬から下 りて欣然

とクリ ームヒ Fレトの方に歩いて行った。クリ ームヒノレ トが面紗を上に押し上
かんばせ

げて，黄金の飾りから艶やかな顔容を出したとき，居合わせた人々はその美

しさに打たれたと いうことだ。アッ チラはそれからクリ ームヒノレトの腕をと

って天幕の中に案内し，楽人の奏する音楽の中にクリ ームヒノレトは王冠を戴

き，国王ア ッチラと相並んで，改めて高貴な使臣たちに会ったそうだ。

ト／レンの正面から 8kmほど進むと ， 真向いにグライフェンスタイン

(Greifenstein）の廃域がみえる。 かつてここはリヒテ ンスタイン公（Li”

chtenstein）の居城であ った。 公の夫人は年若く ，美貌のほかに，わけでも

その丈なす黄金色の髪が人々の讃嘆の的だった。あるときリヒテンスタイン

公は主命によ って異国の戦場に行くことになったので，彼は近習の 1人に，

愛妻の話相手になるよ う託した。 彼は数次の激戦にいくどか死線をさ まよっ

たが，そのつど同行の1人の近臣に救われていたので，彼はその近臣をこ よ

なく 愛した。主君の信頼をえたその近臣は，あると き主公に対し，居城に残
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っている奥様のことが心配でならないといった。当時はそれを聞き流してい

たリヒテンスタイン公も，自分はいくどか血の河を渡ったが，あるいは妻は

城中で，自分が万事を委かせたかの近習と親しくなっているのではないか，

そのことを彼に話した近臣は，誰かから聞いて何かを知っているのではない

かと疑り始め，矢も楯も堪まらず主命を待たず帰城した。

愛妻は突然の夫の帰りに喜びの余り声も出ず夫の胸に顔を埋めたところ，

リヒテンスクイン公は突然妻を突き放し，その美しい髪を握って銅で切り落

としてしまった。そして城に残し，妻の話相手をたのんだ近習を地下牢に入

れ7 また妻を一室に閉じ込めてしまった。日が経つにつれ，彼の激情も収ま

ったのか，ある日彼は地下牢の近習の様子をみに行こうとしたところ，石の

階段を滑べり死んでしまった。その右手には欄干の一つの石を握っていたと

かで，爾来その城は “石をつかむ”（Greifan Stein=Greifenstein）城と呼

ばれるようになったとか。

道はそこから急角度でドナウの流れに沿って右に曲る。私たちの道とコノレ

ノイブノレク（Korn巴uburg）の古い塔， 対岸のウィーンの森の中のクロスタ

ー・ノイブ、ノレク（Klost巴r-neuburg) の僧院をみ， “帝国橋”（Reichsbrilc-

ke）をくぐってウィーン市内に着く。この橋はソ連軍占領当時は代赤軍橋”

(Roten Armee Brilcke）と呼ばれていたものである。

7. ウィーンから国境まで

ドナウはウィーンの市中の北橋（Nord-Brilcke），フロリヅ橋（Floridsd-

Brilcke，正確にはフロリヅトノレフ〉， ノノレドプ橋（Nordb-Br ti eke), 帝国橋

(Reichs-Brilcke), プラータ一橋（Praterbril eke〕の 5つの矯をくぐって南

下する。ウィーン市内でよくこれがドナウかと思われる人があるが，それは

ドナウの本流でなく，郊外の， ウィ ーン市の北にあるヌスドルフ（Nuss・

dorf〕，ハイリゲンスタット（Heiligenstadt〕辺りから作られた運河（Donau

kanal）である。また今のドナウは昔の本流ではない。昔のドナウ（Alte

Donau）はフロリヅ橋から今のドナウを底辺とすると，半円に弧を画いたよ

うになって，その弧がプラータ一橋のはるか下流で消えている。そ して，今

のドナウと昔のドナウに狭まれた半円形がドナウ公園となり， そこに 252m

のタワーが立っていて，そこからウィーン市を見下ろす眺望に，多くの人主
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呼んでいる。 ドナウ の右岸は昔から有名なプラ ーター （Prat巴r）という，ウ

ィーン市民の行楽地，シェニッツラ一（Schnitzler） の名作にしは．しば出て

来る公園だ。昔は宮廷の御料地で，盛んに狩猟が行なわれたが， 1766年ヨセ

フ2世はこれを市民に開放した。映I凶 “第三の男”に出て来る観覧車もここ

にある。

ウィーン郊外をドナウ の流れに沿って走る と左岸にマ ーハフェノレド

(Marchfeld〕がみえる。昔からウィーン攻防のためドイツ， ハンガ リー，

スラブ， トノレコの軍隊がいく 度かこ こで激戦を繰りひろげたこと か。 その対

岸すなわち右岸の ドイ ツチ ・アノレテンブノレク （Deutsch-Altenburg〕に着 く。

温泉地だが，温泉といっても日本式の温泉と違うから，われわれ日本人には

魅力がない。ローマ人が開妬した温泉だそうで，そのためか付近にたくさん

のローマの遺跡がある。その時代のカノレヌ ントム (Carnuntum) という 町

だったのだ。円形劇場やハイ デン トール（Heidentor) という名の霊酬のよ

うなものがある。

そこから間も なく，ウィ ーンから45kmのところで河畔の山上に城がみえ

た。ハインブノレク（Hainburg）だ。

アッチラ王はトノレンでクリ ームヒ ノレトを迎えて新婚の一夜を天幕の内に送

ったのち， トルンを出発，ア ッチラ王の領国フ ンに向ったが，彼らはこのハ

インブノレクで一夜を過ごした。ニーベルンゲンの歌によると ，天幕を張った

舟，兵と馬が溢れるほど‘乗っている舟がドナウの流れいっぱいになって， ド

ナワの流れはみえず， まるで陸地のようだったと語っている。

城壁に固まれた町で，城門もた くさんあるが，その内でも“ウィー ン門”

(Wienertor），“ノ、ンガリ 一門”（Ungartor），“漁夫の門” （Fishertor） な

どよく保存されている。町の後は森がテラスのようになっていて“シュロス

ベ／レク”（Schossberg〕を作り （290m〕， 111上には12世紀の古城の廃祉があ

る。

ドナウの流れはそこからオーストリアとチェコ スロバキアの国境線とな っ

て北から流れて来るマノレ ヒ（March）をと合せ， 15km のと ころでエンゲラ

ウ （Engerau）の村を右岸にみる。これがドナウ のオーストリア圏内最後の

村で， それからドナウはいったんチェ コスロパキア国内に入ってブラチスラ

バ（Bratislara，昔の Pr巴ssbuq5）を通ってチェコスロバキア ・ハンガリー
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の国境線となって，その名もドナ（Duna）となる。

a. 美しく碧いドナウに寄せて

こんな話を聞いた。ヨハン ・ストラウス (JohanStrauss) がこの曲を作

ったのは1867年だ。その前年の1866年は，オーストリアがパバリアと組んで

プロシアと戦った年である。そしてその戦争はわずかの 6週間で，オース ト

リアの徹底的敗北に終った。プロシア軍はビスマノレクの作戦どおり，比較的

手強いパバリア軍との接触をひとまず避け，プロシアから一路南下してオー

スト リア軍と戦火を交え， ついにケーニヒスグラツ（Kbnigogratz，今のチ

エコスロパキアの HradecKralove.プラハの東約100km）でオーストリア

軍を撃滅したのである。当時ウィ ーンの鉄道駅には毎日何千と いう負傷者が
る つ ぼ

戦場から運ばれ，そのための救護，留守家族の接待などで駅は狂乱の地渦と

化した。エリザべー卜皇后が連日！釈に来て負傷兵の看護に当たったのは有名

なt.Iiである。

国民はこの敗戦に悲l責，煩悶の結果，自暴自棄から無気力になりかけた。

このとき，ストラウスの頭の中に浮んだのは，いつの日か読んだカーノレ ・ベ

ック （KarlBeck〕と いう 無名詩人の詩だった。

“われ苦しみにII市ぐ汝をみた

われ若く芳ばしい汝をみた

恰も黄金のごとく

ドナウの上に

美しい碧いドナウの上に

まことのよみがえるさまを

ス トラ ウスは，気力を失い，視国愛が打ちくだかれ，敵の軍靴の響にも無

抵抗でいようと いう国民の気持に慨嘆し，ウィーンの人々にも一度“ドナウ

の美しい流れはおまえのものだ”ということを想い起こさせよ うとしてこの

作を作った，ということだ。

ス トラウスがこの曲で表現しようとしたのは，その当時あるいは“碧いド

ナウ”だったかも知れない，その河の姿ではなかった。むしろオーストリ ア

の領土内を悠々と流れるドナウの流れに対する普からのオース トリアの人々



52 

の持っていた感情を今の人々に訴えることだった。 ドナウの魂を再認識さ

せ， ドナウ を芸術の殿堂にのせて，ウィーンの誇りと名誉を歌ったものであ

る。

この曲は作曲完成と同時にウィーン男声合唱団，ヨハン ・へ／レベ ノレ ク

(Joham Herberg）の指揮の下に初演奏され，たちまちとのワルツはウィ ー

ン全市に響き渡った。そしてス トラウスが祈願したように，この曲によって

ウィ ーンの人々，オース トリアの国民の心の中に祖国愛が復活 した の で あ

る。

（国家公安委員，元アルゼンチン大使〉

（注） 筆者には『チロノレ案内』 （暮しの手il1M上'fiJ〕の著書かある。
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