Ｊ

カスパル・シヤムベ ル ゲ ル の
﹁弔辞﹂について

ヴオルフガング・ミヒェル
トイッのライラッィヒ出身で︑カスパル流外科の元祖︑カス・︿

ル・シャムベルゲル︵一六二三コ一七○六年︶の生涯については
これまでにも色々と紹介してきたが︑研究を進めるうちに︑彼の
葬儀に際しての﹁弔辞﹂等︑新しい資料を発見した︒

シャム︑ヘルゲルの弔辞の場合も今日ではドイツ︑ヴォルフェン

瞬職騨識撫溌蕊瞬騨癖離職蕊臘蕊職溌購膳臘畷驚憾隠畷畷職驚臘臘僅聡臘ＥＳ

ビュッテルのヘルッォーク・アウグスト図書館に保存されている

同旨①ロ⑦忘昌冨鴨口旨のの旨①昌巳﹂ｇ巴庁鴨賃○黒のご夛自巨昏①︼
鱒巴﹈訂ず巴⑦旨蔚匡ざぽⅡ︑○一①ロ旨胃Ｆ①甘一︺①旨由のの富＃Ｅ目的ロ①︑づざ匡Ⅱ

函○号画易呂己ご︺の旨く閏︑閏自己Ｅ侭旨号門シ８号冒涜巳︺①旨弔四二︲

読詮上げても二時間半前後はかかったと思われる︒聖書から多く

リヒマン神父の六十六頁にも及ぶ説教で︑これは︑普通の早さで

シャムベルゲルに関する資料は数部に分けられる︒冒頭はゼー

いないようである︒

﹁シュトルゞヘルク・シュトルゞヘルグの弔辞集﹂の一編しか残って

で笛吋の︒毒四国号の儲ｍ切辿蜀唇境唇巴︺旨のロ︑鉾門媚①厨戸冒邑ご日韓匪冒芹①旨

同旨①冒ぐの黒①ロ︾く日ⅡＰ号筈自昌目ロ﹄二ざ匡Ⅱ句胃冒①胃目の冒国①員旨
○ｍ

一宮号ＨⅡ〆胃号①騨易帝印．瞬Ｆ日︾干少国白す①貢画ｏ胃①旨旦胃ロ．

出たシャム︑ヘルゲルが若い頃二万マイルを超える束インドへの旅

を引用し︑遺族や悲しみにくれる人達を慰めている︒死出の旅に

国画且の房Ⅱご色ロロの巴一ご閂︺ロ①旨皆．シ冒罠シ︐巨己○○ぐ閂．ロ臼

園ロ切目彦○冒國め勺四異日．㈲①巷圃碕︾鳴号巨○再ずの︼﹈巳甚口冒の色冒巨①一

をしたことについては幾度となく触れられており︑二度の難破を

⑦○三号甸臥①号旨﹈﹈の堅侭目角口冒・詞詞○○画曾異．シ閉①閉○吋℃巨旨旦

︵一一︶

また同時に神のシャム︽ヘルゲルヘの寛大な慈悲の顕われであると

生き延びたのは彼が神に限りなく信頼を寄せていたからであり︑

句帝騎◎ずのＨ画．

このような特に重要な人物の場合にのみ印刷された弔辞は︑ラ

出席者に色々と気を配りながら故人の生涯︑業績などを紹介して

している︒さらに神父は十六頁にわたる﹁履歴﹂の中で︑葬儀の

イプッィヒ市民社会に於けるシャム︑︑ヘルゲルの地位の高さを明確

に示している︒記念のために配られる部数の少ない弔辞は殆どが
時代と共に消えていく︒

(
1
4
3
）
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図1弔辞の第1面 (
Stolbergの弔辞集， 19803号より）

鱗︾鐙

ティァン・・コットフリート合胃冨冒︺の○蚤風＆︶が流した﹁悲

︵一二︶

ゼーリヒマン神父が書いたと思われる短い﹁履歴﹂︵図２︶は

ここでは︑若いシャムベルゲルの職業養成や東インド商会での彼

特に貴重な参考資料であり︑ドイツ語の本文はすでに発表した︒

の活動に関する不明な点について紹介し︑これまで知られている

した三頁には︑︒﹁一ツトフリート・オレアーリウス教授︵の○詐箇＆

はなく︑理髪外科医だったと主張してきたが︑このことは以下の

私見ではあるが︑以前からシャムゞヘルゲルは大学出身の医師で

経歴を補いたいと思う︒

ｇの胃旨の︶による﹁即興の追悼詩﹂が承られる︒シャム︒ヘルゲル

﹁当初彼の愛すべき両親は︑息子の成長期に彼を商業へ向かわ

チャゥＣＯ富国目Ｐ且Ｈの閉騨︒冨巨︶に依頼している︒文集の最後

ったミヒェリスの外科学を修めさせるようにという忠告に神を信

ばせるのは賢明ではないと判断し︑むしろ特に当時著名な医師だ

せようとしたが︑当時ドイツは戦時不安で︑この職業を子供に選

には孫のカス・ハル・フリードリヒ︵○四名胃甸昌の号巨︺︶とクリス

く冨園︶も自分の﹁感想﹂の印刷をヨーハン・アンドレーアス・

のいとこヨーハン・シュテファン・フリッッＣＯ冨昌口繋ｇ宮口

文でようやく証明される︒

さらにクリスティァン・ゲッェン︵○言冒酎旨⑦ｇｇ︶が出版

︑

一①Ｈ︶Ｏ

てクリスティアン・ヤーコプ・ザイレル︵○胃一里酎旨嵜８ずの①浄

静篦①鼻︶︑ヨーハン・グラウプネルＱｏ宮口目⑦国巨もロの門︶︑そし

ン・エーレンフリー卜・ザイフェルト︵○胃房註四口同旨①罠己＆

困○目︶︑ロ↓︑−ヌス・テレル︵罰○日四目扇目①二日︶︑クリスティア

の○房煙①儲︶︑ヨーハネス・ドルソフェルト︵百面四邑冒ののロ○日庁丘︶︑ザ

図2シャムベルケルの「履歴」
(Stolberg‑Stolbergの弔辞集

19803号より）

いる︒短い﹁しめくくり﹂と﹁主の祈り﹂で弔辞は終わる︒その

後には六頁の﹁謝辞﹂が続くが︑これは﹁黒い葬儀の大広間﹂で
の○三号国①霞①門︶によるものであった︒

述べられ︑ヨーハン・ゴットローブ・プファイフニルＣＯ冒冒﹈

また︑ヨーハン・ヴィルヘルム・クリューゲル︵旨冨己昌ご冨一︲

庸冒〆叶眉①周︶が出版した以下の九人の﹁後援者︑親族と友人﹂

シユプリアーヌスＣＯ医四口口○︺胃旨巳巨︑︶︑クリストフ・シュライテ

による﹁最後の名誉の追憶﹂も興味深いものであるｌヨーハン．

ル︵○ず国の８三︺の巳肖巴討民︶︑ヨーハン・クリストフ・シヤッヘル

曙
'
･
'空
‑
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'
'
号
器
棋
ﾆ
ﾆ
則
,
#
,
,
I
'
,

椴診

し象の涙﹂で綴った三頁が残っている︒

；

ンクト・トーマス教会の助祭イマーヌ〒一ル・ホルン色日日四日巨①一

ＣＯ寄凹ご冒○胃厨さも写の○ず四︒壷閂︶︑ゞコットリープ・シェア︵の○＃屋呂

識蕊；鐸
鰯
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劇

しかし︑十六歳のシャム︑ヘルゲルは﹁愛する家族の承認と同意を

間勤めれば十分で︑修業の旅に出る必要もなかったようである︒

得て﹂︑三十年戦争のさ中で身に危険の及ぶことも多かったが︑

じて従い︑結局一六三七年三月十六日︑息子を当地の経験豊かな
問の基礎をよく学び︑一六四○年︑恩師に別れを告げたときには

た︒﹁履歴﹂にはさらにハンブルク︑リューベック︑プロイセン

旅に出た︒まず︑ハレとナウムブルグで二年間︑腕に磨きをかけ

外科医クリストフ・バッヘル︲ｒに託した︒そこで三年間︑この学

め︑彼はまもなくハレとナウムブルクヘ行き︑さらに九二年この

もこの点に妙にこだわり︑シャム︑ヘルゲルがライブッィヒのよき

のお導き﹂と職業への熱意を挙げる︒故人を賛える他のテキスト

東インド行きの動機や決心について︑ゼーリヒマン神父は﹁神

そして最後にオランダが並ぶ︒

︵七︶

のケーニヒス︑ヘルク︑ダンッィヒ︑スウェーデン︑デンマーク︑

名声と栄誉を得るほどになっていたが︑ｎ分の腕をさらに磨くた
︵四︶

学問に没頭した︒﹂

クリストフ・バッヘルト︵○言冒○昌国：胃鼻︶については残
念ながら何もわかっていない︒

︵﹈・冨巨冨巨届①房︶はヴィッテン︒ヘルクを初めとして︑ドイツ︑

は︑彼がどうしてこれほどまで旅行を広げたのか︑理解に苦しん

市民として何十年も共に生活してきたにもかかわらず人々の多く

︵五︶

ヴェストファーレン︑ゾーストのヨーハン・ミヒャエリス

一六三一年に博士号を取得し︑まもなく教授になっている︒その

艦弓ウリーッィウス号﹂︵冨色員冨口の︶に乗船した︒艦隊は一六

彼は三年間の期限付きで︑外科医長一人と外科医二人と共に旗

た︒

︵九︶

るが︑私がすでに記したように外科医には厳しい試験を課してい

︵八︶

でいた︒シャム｜︑ヘルゲルはアムステルダムの商会所に応募してい

オランダの大学で学業を修め︑一六三○年ライプッィヒで修士︑
経歴のうち︑﹁終身学の部長﹂︵己①２国扁月ｇの言扁︶になったこ

とや︑一六四一年からはヴィルヘルム・フォン・アルテンブルク
帝侯の侍医を勤めたこと等が注目に値する︒彼はライプッィヒで

公爵の侍医になり︑一六六二年からはヨーハン・ゲオルクニ世選
初めて化学薬を紹介し︑自らも調合薬を多数開発したが︑その中

の外科医﹂だったと思われる︒外科医たちは士官と一緒に食事を

四三年十月二十四日に出港した︒おそらく彼はいわゆる﹁三番目

病人の世話と一定の衛生上の消毒︑つまり火薬への点火︑及び船

取り︑乗組員よりはいくらかよい寝床が与えられていた︒彼らは

︵一○︶

でも﹁ｇ①ｏ氏︒巨目︒①吾農２日﹂は大いに用いられたようである︒

一六八八年に出版され︑一六九八年に再版された︒一六三七年シ

リスは一六六七年に死去した︒彼の著作全集は一一ユルン︑ヘルクで

での長い航海では死亡率も極めて高かった︒船出してまもなく新

長室で酢を気化させたりしていた︒ヨーロッパから東南アジアま

︵一ハ︶

また︑重要な著作を再版し︑前書きも多数書いている︒ミヒャエ

ャムベルゲルの両親に外科医としての養成を勧めたとき︑彼は三

鮮な食料品と飲料水が不足し︑船は通気が悪く︑乗組員の体調は

十歳代の初めですでに正教授になっていた︒

見習を終えた外科医がライプッィヒで資格を取るためには二年
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日左に悪化していたに違いない︒南緯度地方の様登な伝染病に対

︵一二一︶

いずれにしても何もできなかった︒往路では喜望峰に補給基地が

の大部分は西海岸のネゴンボに向かった︒ここはポルトガル人が

っている︒ゴア近郊での交渉を成功させた後︑十一月半ばに艦隊

シャムベルゲルの履歴書によれば次の滞在地はセイロン島にな

的を交渉の承によって達成した︒

まだなく︑ここで水の十分な補給ができたかどうかもわからない︒

一月四日︑東インド商会に明け渡していた︒さらにそこからスラ

して︑陸上ではこのような病気の治療を禁止されていた外科医は

喜望峰から出て︑シャムベルゲルは二度︑嵐に遭い︑﹁船を失い︑

︵一四︶

野蛮な住民のために生命の危険に﹂さらされた︒オランダの記録

ス・コルネリス・ブロック︵Ｑ画のの○○目の房国国○且︶の下︑船員

タヘ・ヘルシァヘ向かった︒・ヘルシア湾︑ホルムズの沖合でクラー

々な攻撃や交渉にもかかわらず︑ガムロンとキス︑︑︑スではそれほ

五○七名と兵士四五二名を擁する大艦隊が集結した︒しかし︑様

︵一五︶

によればマウリッィウス号は一六四四年二月七日レーウヴェンベ
ルヒ島の付近で座礁し︑沈没したが︑積み荷も乗組員も伴走のう

どの成果は挙げられなかった︒シャム︑ヘルゲルが記した地名から

︵一一︶

レーデ号とテーゲル号に助けられた︒この航海は長く続き︑つい
に﹁船上での危険な反乱﹂が起こったが︑それは挫折したか︑あ

ようだ︒︒ヘルシァでの冒険は一六四五年八月半ばに中断された︒

推測すれば︑彼はシェルフィス号︵粋胃互の︶に乗り込んでいた

︵一七︶

シャムベルゲルの船はモルッカ諸島のテルナテ島に向かい︑一六

︵一一︿︶

にも面倒が多くて﹂赤道付近で彼は二度も重い熱病にかかり︑床

るいは鎮圧されたかのどちらかである︒﹁新鮮な水が不足し︑他
︵一一一︶

に伏した︒九ヶ月たってやっとシャム︒ヘルゲルは一六四四年七月

三十一日︑﹁運良く無事に﹂東インド商会帝国の中心地バタビア

一六四六年八月二十三日︑シャムゞヘルゲルは﹁フォルモーサ島︑

四六年一月五日︑再びバビタビアヘ帰った︒次の作戦までの間を
彼はおそらく町の病院か要塞の医局で過ごしたのであろう︒

中国や日本の王国﹂へ旅立つよう命令を受けた︒つまり彼には勤

の地におり立った︒彼の頑丈な体質ばこの航海で初めて証明され

務期間の延長が課せられたことになる︒中国への旅に関しても詳

た︒彼はゆっくりもしていられなかった︒直ちに戦艦に乗船しな
ければならなかった︒商会はちょうどポルトガル人に対する九度

に関しては狂っている可能性が大きい︒一六四四年に明朝が崩壊

細がわからない︒ゼーリヒマン神父が述べた旅行先の順番は中国

艦隊のうちの一隻にライプッィヒの同郷人ヨーハン・フォン・デ

してから中国南部では明朝の支持者が清軍に対してかなりの抵抗

て偉大な業績を挙げたヤン・マーッイヶル︵甘の口冒い①苗昌鼻①馬︶︒

ル．︒ヘールＣＯ言冒昌ぐ○口号耗呼言︶が同船しており︑彼がこの

ていくなかで︑中国との貿易を安定させるため北京の新しい政権

を続けていた︒台湾のオランダ商館と明朝の関係が次第に悪化し

目の海上封鎖を準術していた︒司令官は後ほどバタビァ総督とし

作戦を詳細に記している︒シャムゞヘルゲルは軍に配属されて四日

と関係を結ぶ必要性がますます高まったのである︒そこで商会は

後の一六四四年八月八日︑乗船した︒十日に艦隊は出港し︑八月
二十八日に・コアの沖合に着いた︒連かよく一︑ｌツイヶルは彼のⅡ
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年︶やツァハリァス・ワーゲネル︵一六五三年︶を広東へ派遣し

調査をかねた使節としてフレデリック・スヘーデル︵一六五二

は外科医︑つまりシャムベルゲルに紹介された︒有名な江戸での

衛門からこの四名に外科の教授を依頼されていたのである︒彼ら

が剃髪した人四名を同伴して商館にやってきた︒奉行馬場三郎左

︵一九︶

た︒もしかしたらシャムベルゲルはどちらかの使節団の団員だっ

十ヵ月に及ぶ滞在は︑シャム︑ヘルゲルにとってかなり長引いてい

ばかりか︑最終目的地で四名の日本人医師に技術を試され︑彼の

にと言われたとき︑彼はこの命令に従順に従い︑すぐに乗船した

とともに台湾島︑中国︑日本へ行き︑最後には江戸にも行くよう

﹁八月二十三日に新たな命令を受け︑東インド商会の大使節団

ャム︽ヘルゲルは十三度も赤道を通り︑二万マイル程の旅をしたこ

コーチンとモルッカ諸島が挙げられている︒ながい年月の間にシ

ン・ゴットロープ・プア一ノイフェルが述べた﹁謝辞﹂にはさらに

はおそらく長崎へも行っていることになる︒葬儀に際してヨーハ

ム︑トンキン︵東京︶ヘの旅という形で触れられており︑彼の船

インドで何をしていたのかについては︑﹁履歴﹂には日本︑シャ

日木を後にして一六五五年までの四年間シャルム︽ヘルゲルが東

たようである︒

たかも知れない︒

シャム︑ヘルゲルの日本滞在はよく研究されている︒ここでは

外科医学が確かなものであると象なされるや︑その医術によって

とになる︒一六五五年九月︑彼は無事にオランダに入港し︑二︑

﹁履歴﹂の記述を紹介するに留めよう︒

日本の皇帝の宮廷や高位の君主や貴族にいろいろな病気に対する

︵一一一︶

︵二○︶

助言を求められるという名誉を得た︒しばしば順調に治療が成功

三週間後には十二年ぶりにライプッィヒに戻っている︒彼を特に

にはさらに︑彼が東インド商会で﹁商取引について多くを学び︑

喜ばせたのは母方の祖父かまだ健在だったことだった︒﹁履歴﹂

︵一二一︶

したおかげで多くの特権や自由を得︑東インド商会全体も優遇さ
れた︒ついにはその地に長く滞在せざるを得なくなった︒彼はつ
︵一八︶

いには辞めて元のヨーロッパの会社に戻りたいと切望し︑許可を

象を得た﹂と記している︒つまりシャムゞヘルゲルは︑私がすでに

経験し﹂︑このことで外科医としての技量と同様︑﹁神の特別な恵

ヒの同郷人たちはこの類の﹁陸上︑水上での幸︑不幸﹂について

推測したように︑裕福になって帰って来たのである︒ライプッィ

この記述によると︑彼はアンドリース・フリージウスではなく︑

得たが︑翌年新たな商館長と共に再び日本の幕府に招かれた︒﹂

に来たことになる︒ブルックホルストのフロイト船マースランド

はさんざん耳にしており︑﹁皆が飽きるほど十分に﹂知っていた

次期の出島商館長アントニオ・ファン・ブルックホルストととも
号は台湾を経由して日本に来ており︑一六四九年八月七日に長崎

は﹁体中が衰弱している﹂と嘆いてはいたが︑それでもまだ﹁礼

弔辞は彼の晩年に焦点を移す︒シャム︑ヘルゲルは最後の二年間

︵一二二︶

港に入っている︒四人の日本人医師による﹁検査﹂のエピソード

ため︑神父は葬儀のとき︑もう触れたくはなかった︒

は商館長ブルックホルストの日記にも一六四九年十一月七日付け
で記されている︒それによれば︑通詞猪股伝兵衛と中村八左衛門

（147）

619

拝には習慣に従って出かけ︑彼の年齢での唯一の娯楽︑とりわけ

ースター三日目の夕食時に突然脳卒中を起こし︑水曜日の午前︑

ときどき彼を煩わせていた足の捕風も少し良くなっていたが︑イ

十時から十一時の間に︑それまでよりも強い発作で起こり︑右半

︵二五︶

彼自身でしつらえた庭園で︑夏も冬も時間を過ごす﹂ことができ
た︒この庭園はシャムゞヘルゲル関係の訴状に何度も現われ︑一通

て︑この思いがけない発作に︑全力で対処したが︑一度弱ってし

身が麻蝉し︑全身の力がなくなった︒よく効く薬や強壮剤を使っ

司祭も準術の式を行い︑近い剃類や教会の友人も皆︑できる限り

く︑キリスト教徒の習慣に則り︑敬鹿な歌と祈りを捧げ︑同様に

時が近いことを悟り︑聖シメオンの時を辛抱強く待っただけでな

︵二七︶

そのため︑故人は命が尽き︑人々に別れを告げて︑天へ旅立つ

まった体は二度と立ち上がることはできなかった︒

には略図まで添付してある︵図３︶︒死者の棺のそばでは︑﹁高官
︵一一一ハ︶

れた︒もしかすると日本から持ち帰った種も蒔いていたかも知れ
ない︒家の紋章の保謹天使︵？︶の下半分が三本の花になってい
シャムゞヘルゲルが死ぬ数週間前に彼の﹁昔からの親愛なる友﹂

立ち会った︒彼らの敬度で真熱な涙の祈りを神様が温情をもって

るのも偶然ではなかろう︒

であったピピング︵国弓旨巴が死に︑それを予感するかのように

すぐにお聞き届けになり︑故人は二日経たないうちに︑長患いと

申し立てられている︒

家屋の譲渡に対する異議﹂が一七○六年から一七五○年にかけて

︵三○︶

加えた︒ライプッィヒの公文書館の文書には様々な﹁彼の庭園︑

○宵騎冒旨︶が一七○六年八月四日に死に︑争いはさらに激しさを

まり︑続いてまもなく長男ヨーハン・クリスティアン︵﹈○冨口旨

盛大な葬儀の後︑しばらくすると膨大な遺産をめぐる争いが始

た︒﹂

︵二九︶

−ゼの定める期限を超え︑歳は八十三に五ヵ月を残すだけだっ

︵二八︶

を終えた︒彼は︑神から類まれな恵象を得て︑その命の日数はモ

五分︑見守る人たちの敬虚な祈りと欧の中︑安らかにこの世の生

く︑救世主の到来を待ちながら︑ついに前の木雌日︑夜八時四十

臨終の床でこのように用意万端ととのえられ︑ほとんど痛象もな

彼はその葬鮫で次は自分の番だろうと告げている︒彼の臨終につ

シャムベルケルの庭園
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や著名人﹂も訪れたというこの庭園の貴重な︑珍しい花が称賛さ

（
3
0
）

いてはゼーリヒマン神父が次のように述べている︒
﹁しかしこの前のイースターの時︑枝の主日にはまだ元気で︑
皆の前に︑神にふさわしい客として晩餐会に出席できるほどで︑

図3ライプツィヒ郊外の

文献
﹈○言旨﹈ぐ○旨号埼国①胃︵ごｇ︶
①肘①ずのｍ巳晨のぎ巨冒＆

詞①厨のロ画巳︺嵜冨︶く○己閏︲旨︲

合の旨︾弔の吋曾の目色ロｇｏの甦○旨昌⑤今昌Ｉ﹄⑦︑Ｐ胃貝

ぬ①ロぐ○冒号員のｏ胃口団の自昌①ロロロニ嵐働①鴨︸①貝のロ昌昌口苛国降

ぬ目①巨届ｇｌミョ．国の国屋拾侭呂①旨く○口い嗣炉国○口○恩ｚ号①託．

号汽ｚ篇号ユ野︺島留胃ロヨミの胃︲ロ冒旦○黒︲旨昌︑︒言目尻○日富︲

閃四国旦娼ロ①ロ．困口画的こぎ．

ロ四噸胃の四鼻９号の○○日冒○員のｚ四口鳴困ｏ巨昌一国＆の貝Ｐロ⑦ｏの日︲

津痘①旨①の冒口の昌罰ご嚴胃ｏ巨臥．出陣画巴

冨ＨＰＯ冨岳さ骨肝ｚｏ蔚日ず①ＨＰＯｇお①ロ．扇９．︵函２

口角哩月⑦唱呉日号ｍｏＯ冒冒○貝︑ｚ四日魑麗昌巨﹈隣且⑦再静ｚｏぐの︲

○四ので四円のｏ屋四日ご曾蝿①厨︽︽Ｆ①ウの口︑Ⅱ

冒号①ＨＰＣ岳おさ骨鵠①○ｇ○ず自鈩○忌呂．︵国典シ街①目⑦⑦旨
︼房︑胃○匡瓜・ロ２．函四四巴
ダさ一碕四口ぬい巨旨﹈昂一︵岳ｇＰ︶

出島関節医カス・ハル・シャム︒ヘル

屈匡電﹄﹃言語文化論究﹄︑第一号︑福岡︑一九九○年︑四十一
五十一頁︒

弓︒侍四晨巨巨邑︵己豊︺︶

ロ①嘱口①①︑戸巨ロ﹂①旨旦の昌昌①巨黒・閂○○里︲

二一○頁︒

ゲルの生涯について︒﹁日本医史学雑誌﹄第三十六巻第三号︑
二○一
ロ胃穴のａ５員①

旨昌い＆︺①○○日で凹四旨①旨ｚ＆①ユロロ号呂︲旨昌の．シ目鼻①己閏巨

犀一．﹄ｌ吟伊臼胃侭

ロ⑦嘱口①Ｈ思弓ｌ忌誤．シャムベルゲルの弔

辞資料の登録番号は一九八○三である︒

︵一一二︶

弔辞︑七○頁︒

珀を加える︒

ジカのひづめ︑人間の頭蓋骨︑赤サン・﹃一︑鹿角︑真珠︑琉

主成分の辰砂と勺薬末に少量の紛末状の︸一メラルド︑ヘラ

Ｆの凶ｏｏｐ弓巴︵復刻版国三色昌冒ご臼︶

○胃厨は臼︺の２蚤：志ｏ冨罵﹄二嘱冒⑦旨の︑⑦①一①胃討冒Ⅱ

弔辞︑六八六九頁︒

グ

︵夛自ざぽ⑦﹂へ﹄ややつ卸︶．

グ︑

聾○房①侭︲め８弓の侭の弔辞雄一九八○三号︒

三角﹈○﹈冑①一︵胃④やつ﹂︶︺︵﹂やや○一︶︶

注釈

〃︽〆闇

︑一︑ダ
ーユ〆︑

︵一四︶

︵一二︶

︑二言﹈胃の８弓⑦託噂の８号①崎鮠︑︒毒①ごＦ①旨彦①旨宅境のＳｍ討旨ｍ画日日宮日脆

昌①い①︒

四 ＝ 二 二 一
而 今

国①愚畠シ巨媚色黒国亘旨昏鼻昇ごＣ宝⑦旨ワ貸討﹈叩穴昌巳品号民﹇胃︲

冨旨冨兵ごこ︺︶．二○五頁︒

弔辞︑六九頁︒

四局

﹈．宛．切院巨讐ロ︺詞砂⑦畠異国︾胃．陣−５臣の旨口昌巳︺︐少巴胃旨

弔辞︑七○頁︒

冒号①弓吾画口旦尻昏○①巨冨己の︑︑弓彦の国

后己．ぐ９．目でｇ上騨与弓．国﹈︑○○○房目の︵＆・︶釦⑦①ロ①︲

の匡己冒冒

五○頁︒

Ｈ巳①巨尉巴ぐの目．﹀の○国ぐ①己邑的①届霞．ロ①①一目︶や鴎鰐

弔辞︑七一頁︒
国①言．︑四六

国の言．五一頁︒

(149）

621

へ へ へ へ へ

二二／ 、／ 、／ 、
一つプL ﾉｰLｲﾆ2

ゼ ー ン ン ー

シ … … シ シ

︵三︶弔辞︑七一頁︒

︵宍︶呼胃．七○頁︒
︵石︶弔辞︑七一頁︒

宍の浄吋の﹃︺竺両吋匿ロゴ口一画のＨ﹈︼巴耐口電さ四吋﹄①時︵ざ︒扉︵一四ｍ四口生の時の﹈画津時

旨冨昌のｏ彦①旨胃侭預①ユ．雷旦蝉口頭︑旨２①胃昌索目．ご

﹄四国ロ龍﹈昌斤Ｑ①冒巨①ロのロ○ず閂Ⅱ函四匡冒乏房号昌冒四己号画

︵舌︶弔辞︑七二頁︒

︵完︶ロ四四①哩鼻巾踊一六四九年十一月七日︒

ヘヘシ一ｍ⑦門口員己屋①圖昌烏鳥目鴎黒①ロンロ

︵三︶弔辞︑﹁謝辞﹂︑頁数記載なし︒

︵六︶弔辞︑七一︑七二頁︒

目津竺禺四○牙巨○の了冒島国己胃彦①言の①閻旨号ｇ津具洋己．四の彦竺①房

︵三︶弔辞︑七三頁︒

巨黒一○昌尾のず①岸○日目の旨ゞ

冒ｍ巳蜀日冒○圏・冒哩の旨与①昌竺⑦ロズ今昌唱里○房目︒匡日印︺百℃四目︾

︵茜︶弔辞︑七七頁︒

︵三︶弔辞︑七六

に信仰深いシメオンという名の人がいた︒この人は聖霊に

︵毛︶ルカの福音書︵二︑二十平ｌ三十三︶によれば︑エルサレム

︵三︿︶弔辞︑付記︒

辞烏頁数記載なし︒

︵三︶弔辞︑ヨーハン．︑コットロープ・プファイファーの﹁謝

七七頁︒

ロ旨旦の旨昌旨﹈︺ぬ四時ｐｍｏ〆帝○の○︶旨のず鼻四目二日匡○茸彦のロ︾画ご画匡儲臼︲

﹈のず①↓︾匡口この﹄︒﹈胃画一の○ず四﹈回圃巨の○ケ藍︷①ずの顕⑦丘①国︒い○巨旦⑦尉邑色色○︸︼

ぬのＰ﹈︺翼自己巳︺芹巴庁冒︑○一巳冒のＨＯ嶽旦５ｍ里︼○厨四日降昌画○ず︑の︲

巴印①門四国一①厨了鴨堅ｍｏ匡①昌○鼻①ぐ○旨ぐ﹄①尉諒で画昌︑ｏ医①ロン房昌︲

ぬ勝巳︺の屋昇ご︼のｍの固め○ず四庫拝む儲○ず幽詐の計︷匡旨聖①ご呈昌○時﹄の口画旦芦のケ○ずの

より︑﹁主のつかわす救い主に合うまでは死ぬことはない﹂

ｇのの田口のＨも吋○庁の里○口三ぐ①的の﹈︼のｘ四日﹄目鼻︾ロロ堅叩の旨の境○冨吋口儲︲

○目画旦①⑦尉︸︺巳庁①画・ロ四面①吋尋の噸①旨助の旨①託︻自己黒自営﹄○胃Ｈ画︐

２

當○︼Ｅ冒○匡昌侭局員匡日ぐＯごＱの冒冒で画昌の︒ずのロ扇酔くいの匡旨医の旨

国○帝ののぎ鷲①ロ︑色屋呂︑冒号目鳴○閉９国①胃ｇ巨目邑曼日己呂目⑦旨

の子を腕に抱いて言った︒﹁いまこそ私を安らかに去らせ

と告げられていた︒その後︑彼は幼子イエスに出会い︑そ
①

く安らかな死を意味するものと思われる︒

扇冒８目印の甚口巳⑦言﹂とは救い主との出会いと︑それに続

ら﹂︒

て下さいます︑私の目が今あなたの救いを見たのですか

の言ご回①︑Ⅱ勺①筋○口の﹈︼﹀冒旨畠巨四画ｏ彦の︼︼の罠の︺四︺①討旨甸竺庁ご願昌吋禺ずの

閲①国○ぬの画︾四戸︒犀言①的①ロ．乱①庁壗姫冨ｏ匡旨ずの罧○口蔚旨日淳毒○ずのロ

弔国昌庁唱涜自国﹄蜀峰の望毎①津①ロ︾の○冨○﹈﹈一ぐ○門ｍの﹄画①勺①時ｍ○国
の①弓ｍ計︾巴︑Ｓ①の腎具︸旨げの○ｍＴ旨昌︑昌勿巳胄⑦○○日己四噸日①ずの叩
園巨ぐの時ケ﹈巴︐

︵天︶ここで言っているのは﹁モーゼの祈り﹂︵詩締九十篇︶のこ

セ

ヮ①ご館①旨黛﹈︺蒟鼻尋○ａ①巳．ご昌旦言房尋○匡①局四匡庫ｍ①旨旨︑融戸︐

旨Ｐ﹂︼ぬの芹︺屋目今⑦画竺﹈旨ぽい画詫二四のユゴ黒①﹈ロの圃臥芹毎口

臼砲巾の豊︒辱の己ゞの昌昌旨﹈胃尋尉旦禺色目島①ｐご己ｍ巴○旨口唇﹂圃匡

です︒われわれのよわいは七十年にすぎません︒あるいは
？

とで︑そこには﹁われらの年の尽きるのは︑ひと息のよう

●

の①昌国ご○壗伝の旨同ｐＨ○も︑①肘◎ず①ロ○○ヨ壱四ｍ目①園巨局陣ｏ岸⑦園巨
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七九頁︒

健やかであっても八十年でしょう︒﹂とある︒
︵元︶弔辞︑七七

︵九州大学言語文化部︶

︵ 三 ︶ 旧 の 君 国 侭 市 議 会 文 書 目．の①宮旨目⑱ｚ瞬司巴．
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