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「イベリア語　エスペラント」  
－ ’ジャン・有馬の襲撃’のはなし 

　7月号に記してあったようなことで、思いがけなく、わたしもこの映画に協力することになった。作品
は、予定より早く7月12日全国の主要館で封切された；出来ばえがどうか、ということでは、それぞれ意見
もわかれるであろう；わたしとしては、ただ、製作中ずっと関係していたので、多少ともその間の事情につ
いて説明、いいわけをしておきたいと思っている。 
　普通の映画なら、まずエスペラントに用はないから、この場合のように、やむを得ぬ理由がなくては、出
る幕はないけれども、これも、はじめからエスペラントに決められていたのではなかった。 
　伊藤大輔監督のオリジナル脚本は、ポルトガル領マカオにおいて、1609年に起った日本人虐殺、御朱印船
焼打ち事件などの史実によってはいるけれど、やはり創作であるから、国名は「イベリヤ王国」、マカオも
「珠江市（チュウキャン）」となっている。 
　それはいいとして、総督、士官、船長などのセリフは、いまとなってはしかし、ポルトガル語にすること
はできない；近似のものとして、スペイン、イタリヤなどの言葉も考えられた；この際、英語はふさわしく
ない。 
　三浦信夫・大映京都撮影所所長は、それではエスペラントにしよう、と本ョミしながらこの問題で大困り
のスタッフに提案した；伊藤監督は、自分でもそう思ったところだったので、もとより賛成した。けれど
も、これはいかにもなじみのないことだから、片コト英語を使っておいては、といって大反対する人が多
かったという。 
　三浦所長が、エスペラントをこの時思いつくについては、やはりわけがあって、若いころ、当時評判の「プ
ロ・エス講座」を、買わされたりして、知っていたのだそうである。 
　それから、同作品担当の宣伝課員・徳田勝紀氏から偶然、梅棹忠夫助教授の耳にはいり、結局、わたしな
どが「イベリャ語」なるエスペラントの指導をすることになってしまった。 

固有名詞を変えること 
　5月15日夜、きよう刷りあがったばかりという脚本を、梅棹氏の手を通じて貰い、読んで見ると、冒頭か
らエスペラントでセリフのやりとりがあるらしいとわかった。 
　16日午後、梅棹氏と二人で同撮影所へ、打合わせに行った。話にきくばかりで、まだ見たこともないスタ
ジオへ入るというので、おおいにかしこまって、わたしはいたかも知れない。この日は、伊藤監督や、その
ほかのスタッフに初対面で、「監督室」は、みなさんが準備で忙しいらしく、基本的なことだけ話し合った。 
　脚本にある、「ラ・マードレ・デ・デウス号」とか、「ミランダ」「マットス」などの固有名は、どうす
るかということである：日本語の中に出て来る時は、「ラ・マードレ」でもいいでしようが、ただ、船名板
が写る時に、やはり困ると思うから、何とかした方がいいのではないか、という意見をわたしは述べた。す
でに脚本に書いてあることなので、面どうだけれども、伊藤監督は、それではみんな変えましょう、といわ
れ、つぎのような訂正が出された；’ポーロ→パウロ・王’；’総督ドン・セバスチアン・デ・マットス→ドン・
セバスティアーノ・デ・マトーソ’：’船長アントニオ・ド・カストロ→アントニーオ・デ・カストロ’；’ドン・
ミランダ→士官ドン・ミランド’；’混血児クララ→クラ→ラ’；’ラ・マードレー・デ・デウス号→ラ・パトリー
ノ・デ・ディーオ号’…等々。 
　（ただし、実際には、役者がみんな正確に発音できるとは限らないので、Dio号は、一様に「デーオ号」
になった。もともと、patrinoだって、パトリーノというのだから、これも当然かも知れない。また、わたし
が立合ってなかったので、かえってよかったかと後で思われたものは――；長崎奉行が、晴信に対し、「達」
を読みあげるところで、もっともらしい書体で「ら・ぱとりいぬ・で・でいを号に対し」と書いてあって、
同じく、ぱとりいぬと読まれていたことである；いれば、のに直して、味がなくなるところ、これは一例で、
ほかにも、そういうことはあった。） 
　脚本には、イベリヤ語のセリフなんかは、『　』に入れてあったが、まだわからないところは、単に『断
罪書』を読み上げる、とか、桂、船長側と『問答』を交し、とか、『相談』するなどとだけ書いてあった。 
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　それで、この日は帰り、18日に、今度はわたし一人で行って、スタッフと一緒に、シナリオを初めから読
んで、エスペラントに訳すべきところをひろい上げた。 
　映画は、いままで見るばかりで、それも、日本のは、あまりみてない方だから、脚本を読んでも、あまり
ピンと来ない、「イベリヤ兵、所定の位置に整列し、小銃に装填する」とあっても、それが、写されてどん
な場面になるものやら、想像ができないのだから、案外簡単な気がするのだった。 
　ところが、上記の作業を、数時間やっていると、なかなか、エスペラントが多く出てくることになってし
まった。これは、しかし、まだいい方で、この時書き出したセリフなどは、宮本正男、藤本の二人で訳して
おいたけれども、まだそれだけではすまなかったのである。 

一夜づけもはだし 
　はじめ、撮影現場にも10日から14日ぐらいは、立ち合って指導する必要がある、と聞いていた；それも、
いざ撮影が始まって見ると、時間はかかるし、エスペラントの出る場面は意外にあるというわけで、実際に
は、数日の休みはあったが、約50日は、スタジオ通いをした。 
　わたしは、いわばイベリャ王国の秘書官のごとき役目であるから、ことイベリヤ語に関しては、何でも
知っている筈だけれども、この際使用されるイベリャ語は、ボーナン・ターゴン・エスペラントだけでは足
りない。あまりなじみのない事がらに関しているため、相当に苦労したのであった。ところが、かんじんの
「イベリヤ人」になる外人は、エスペラントの何たるかも聞いたことがない人ばかりのようであったから、
より以上の苦心がいるのであった。 
　それに、映画は初めてではなく、もう何度か出演しているとはいえ、これらの外人役者は、日本人のベテ
ラン俳優、山茶花究、山村聡（滝沢修が事故のため）などより、セリフをおぼえたりするのに弱いところが
あって、しかも、本国語（？）たるイベリヤ語を使う立場にあるから余計につらい思いをした。 
　朝初めて習って、午後には早速、エスペ・セリフをいわされるのだから、おぼえたつもりで、いざシバイ
をしながらでは、やはり口に出て来ないので、やむを得ず、紙に大きく書いて、それを読んでもらったこと
が、二度程あった；いかにも、ギコチナイところは、読んでいたものと思ってよい。 
　ハラキリに、三郎兵衛が乗り込んで、これについて、マトーソ、カストロ、ミランドの三人が、話してい
るところがあるが、ここでも、一番長いセリフは、これ以上はダメだ、というところまでウシロの方をチョ
ン切ったりした。そのほか、予定が狂って、撮影できず、場面もろとも、エスペ・セリフのなくなったとこ
ろもあるが、そのかわり、というわけでもないが、思わぬところで、急に増えたこともあった。そのために、
つぎのようなことは、何度もあった：初めは、わたしも、監督のうしろあたりにいて、何でも見ていたけれ
ど、長くかかるうちには疲れるので、その辺で息ぬきをしていると、名前を呼ばれる：えーと、ここで、こ
ういうセリフが増えまし 
た…、というわけだ。 
　こういう時は、どうもロクなことはない；つまり、イベリヤ対有馬勢が、'LA PATRINO DE DIO'上にお
いて、乱戦の最中、といった場面なのであるから、「退れッ！退れッ！」「銃兵と交替！」；「各個にう
てッ！」といったセリフをすぐ訳して、イベリヤ軍の隊長に教える必要があるのである。それぞれ、これに
限らず、適当な文句があるとは思うが、みんな知っているわけではないし、まさか字引を持っていて、あけ
て見るわけにも行かず、また、こちらが欲しいコトバは、あまり出てないことでもあり、現場では、困るこ
とがしょっ中であった。もちろん、意味もはっきり分らぬセリフを、数回のケイコだけで、大声にいわされ
る方よりは楽であったが。（以下次号） 
[ La Revuo Orienta 1959年9月号 ] 

「イベリア語　エスペラント」」 （つづき） 
－ ’ジャン・有馬の襲撃’のはなし 

小道具さん泣かせのこと 
　撮影は、予定どおりに進行することは、まずないので、明日、どれだけ撮るかは、前日でもほんとにはわ
からない。前の晩、明日は（エスペ・関係は）ありません、というのでゆっくりしていたら、朝から連絡が
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あって、ちよっとあることになった、という。クラーラと父の三郎兵衛が、話しているところでクラーラの
セリフ：「それで、お葬いは？」というのがあって、伊藤監督の意向で、その、オトムライハというのを、
オトムぐらいまでエスペラントでいいかけて、やはり日本語でおとむらいは？とつづけることになったので
ある。その結果、Funebraを使って、前だけいってもらうことにしたので、この時、クラーラは、「それで、
Funeb、お葬いは？」といった。しかし、ある人によると、フネ（舟）と聞こえたそうである。いずれにし
ても、このように芸のこまかいことまでしてあるので、一事が万事、この日も別の用事ができた。 
　カストロが小寿々の後を追って出ていく社交室で、背景でわいわいと酒など飲んでいるところがある。映
画になって見れば写ってもいなかったけれど、その辺にいくつもおいてあったタルにも、ブドー酒やらなん
やらの名前を書いておくというので、この時はまだ撮影の前であるから、しかるべき名を考えたのである。
この作品ほど、シンドイ映画はないと、関係者がこぼしていたけれども、次郎長などのマタタビ物と違い、
何が要るやらわからず、おまけに、それにいちいちエスペラントで名前など書くので、小道具の人は大へん
であった。「操舵室」でも、航海日誌だの操舵手交替心得だの、何冊も、表紙に書いたのが机上に置いてあ
り、壁にかかっている地図や海流図なども、何やら書いてあった。各部屋のトビラも、やはり同様であっ
た。「書類」も、みんな読むわけではないが、一応全部書いてあった。タイトル・バックの船の絵も、表題
はエスペラントで書かれている。 

ロケーションとアフ・レコと 
　巻頭の処刑場のシーンは、白浜にロケしてできたが、このほか、イベリャ側は、全巻を通して、ヒンパン
に出てくるため、屋外シーンも多く、それに少しずつセリフがあるのでわたしも、何日もロケにお伴した。
何しろ、製作日数も普通作品の倍はかかった上に、伊藤監督の他に、チーフ助監督によるB斑というのもあ
り、更に特殊撮影も別にやっていたほどの、これは大作であったので、わたしも忙しい思いをしたことがあ
る。セットで午前中、A班についていて、その間B斑には、あらかじめわたしが吹き込んでいたテープがつい
て行っていて、午後は自分で行ったりしたのだった。しかも、ロケの場合、マイクが通用しないため、セリ
フなどはまた改めて、アフ・レコの時、映写幕を見ながら、いうのであるから、手数のかかる話である。 
　このアフレコというのが、また非常にむずかしく、ことに、勝手に写してある群衆シーンに、何とか合わ
せて、効果音としてのザワメキなどを入れるのに大汗をかいた。京都の同志に、二度ほど応援してもらった
けれども、人数が不足であるから大映の俳優さんの中から、イベリヤ人になってもらって、大部分をやった
ため、しまいには、イベリヤ専門家まで出来たほどであった。paf'! などは大いに"やったので、わたしなし
でもやれた。 
　音楽などが入って、そのため音を調節してあるため、ほとんど聞こえなくなっているけれども、ドレイを
ムチで打つところや、社交室で飲んだり踊ったりしているのや、最後の襲撃のところや、わあわあとだけ
いっているようでも、やはり録音したときは、それぞれ、意味のあることをいってある。 

わからぬ道理 
　この映画を見て、お祈りのところなど、何やらサッパリ分らん、といった人がある。それも当然、ことわっ
てはないが、あれは、ラテン語で、王がちょっといったのにはギリシヤ語もはいっていたのである！ しか
し、それ以外の、セリフはみんな、正真正銘（！）の’イベリア語’であった筈だが、何分にも、イベリヤ側
の事情もあって、お聞きのごとく、モハン的な発音とはなりかねたので、純エスペラント派の人びとには理
解のしにくい点があっても、それもやむを得ないことかも知れない。 
　わたしは、ドロナワ的な事情を知っているから、みなさんがよくやってくださったものと思っている。 
　伊藤大輔監督も、やはり英語など使わずによかった、エスペラントは、イベリヤ語らしい、といって、満
足しておられたようなので、協力したものとして、うれしく思ったことであった。ただ、わたしが心配した
のは、一般の、何も知らない客が聞いて、エスペ・セリフをおかしく感じないか、ということであった。全
然なじみのない言葉であるから、この「イベリヤ語」のセリフの最中にでも、笑い出したりされたら、困る
からであるが、どうも、そういうことはなさそうであった。 
　なお、長崎奉行所とか、御朱印船などは、そのまま使ってあるけれども、これは監督の意向にしたがった
までである。 
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スーパー・インポーズのことなど 
　映画が、どうして作られるかを知らないときは、何となくひとりでに出来ているかのごとく思えていたけ
れど、この作品では、ほとんど最初から完成まで、ずっとついていたようなことになり、映画は、うつされ
るまでが大へんなことがわかった。 
　詳しくは書き得ないけれど、カメラが回り出すと、ストップ・ウオッチで時間をはかり、そのほか、その
カットでいったセリフや、アクションなど、一切のことを記録する人、つまりスクリプターは、木村恵美さ
んといってその道のベテランだが、こん度ばかりは余分の仕事まであって、大弱りであった。エスペラント
のセリフも、やはり記録しておく必要があるからである。わたしにきいたり、カナをうったりの苦心であっ
たが、これは、あとで編集の人がカットしたりする場合、何といってるかわからねば仕事ができぬからであ
る。これには、おまけに、字幕がはいるので、わたしも、手伝いをした、編集室で、声だけきく仕かけがあっ
て、例えば、小寿々（弓恵子）のNe! という声がきこえると、そのきこえている間だけ、フィルムに記しを
つけるのだが、これに対するスーパーは、「厭です！」という。フィルムは、一秒に24コマまわるのに、
Ne! というのは、とてもみじかい時間である。そこで、スーパーが読める程度に、上か下にコマをずらかす
のである。これも手間のかかる作業であった。 
　そのほか、この作品ができるまでには、実にいろいろの問題があったけれども、いまここにそれらについ
て要領よくまとめるのは、とてもわたしの手におえない。そこで、この映画を見た・聴いた・人びとの意見
について2～3 わたしの感想を書いてみたい。 

関西弁エスペラントだから？ 
　一般的に、これらのエスペラントは、わからない、あるいは、わからない所が多い、といわれている。わ
たしも、それはもっともだと思う。いろいろと、明きらかな間違いもあるし、それはわたしが一番知ってい
るので、文句はいえぬけれども、わからないのは、果して、映画のせいばかりであろうか？ また、東京には
あれは関西弁エスペラント（！）だから、という説もある。大阪では、しかし、みんな藤本みたいなしゃべ
り方をしている、という意見が聞かれた。自分では分らぬので、何ともいえない。 
　ただ、あれのセリフには、わたしたちが日常使ってないようないい回しも入っているから、例えモハン的
に発音されていたとしてもイキナリ聞いたのでは、わからない場合も考えられるのではないだろうか。映画
で、エスペラントなどきくことに、みんななれていないから、みんな聞き分け得なくても、それであたり前
ではなかろうか。ときにはスラスラ行った部分もあったように、わたしは思っている。力が足らずに、ご期
待にそむいた点は、申し訳ないと思います。ご批判いただければ、ありがたいです。 
（30.7.’59） 
[ La Revuo Orienta 1959年10月号 ] 

KREDU MIN, SINJORINO! 

　この本を読んで、スラッと分り、充分に楽しむことができれば、その人のエスペラントにおける読書力
は、相当のものである。これは、いわば「挑戦の書」であろう。といっても、著者にはそんなつもりはなかっ
たし、別にむずかしいことを書いてあるわけでもない。 
　わたしは、しかし、これを読むと、どうだ、エスペラント原作でも、こんなに書けるんだよ、くやしかっ
たら書いてみな、とでもいわれるような気がするのだ。エスペラントを、これほどに使いこなして書いてあ
ると、読むほうが、それについていけなくて、シャレた表現なども、ピンとこないくらいである。 
　いわゆる「エスペラント文学」には、翻訳と原作がある。これは原作で、著者の体験を書いたものだが、
このCEZARO ROSSETTIという人は、これを書いてしばらくすると死んだので、唯一の作品となった。 
　1950年5月8日のことで、48歳であった。RETO ROSSETTIは、かれの弟で、いま盛んに仕事をしている
作家。この本も、かれがはげまして書かせたもので、かれにdediĉiされている。「ヘロルド」社1951年刊の
この本が、10年たったいまでも、売り切れてないのだから、エスペランティストはいったい何を読んでるん
だろうかといいたいところだ。つまらぬ本なら、何年たったところで売れなくてもかまわないが、これは、
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じつにユニークな本で、だれが読んでも、それこそ面白くてためになるものだと思うから、ふしぎな気がす
るのだろうか。 
　どこをとっても、引用したくなるので困るが、話のはじまるところからとると: 

　Mi estis kuiristo en Edinburgo. En tiu tempo mi eĉ ne vidis komercan foiron. Mi ŝatis la kuiran 
laboron, forte laboris en granda hotelo kaj havis nenian ĝenon. Sed iun tagon venis perturba penso 
al mi... tre malkvietiga penso. Ĉu mia pago estas tiel alta kiel mi kredis? -- 

　それからĉu、ĉuと自問していって、結局、コックをやめ、職さがしをすることになるが、このときは1928
年で、このあと、10年間ぐらいに起ったことから、エピソードをいろいろ書いてできたのが、この本である。 
　百貨店などへ行くと、「実演販売」というのをやっている。とにかく「便利な」品物などの、使用法を実
演するあれだが、このことを、この本では、eksponiといってある。そのとき、説明というか、口上をのべ
るけれど、それはdeklamiという。 
　著者は、最初、行商からはじめて、自分で独立し、のちには何人ものeksponistojをやとって手広く商売す
るようになる。舞台はイギリス（スコットランドをふくむ）である。さきに引用したなかに、komerca 
foiroというのがあったが、イギリス各地である定期市をさしていて、主人公は、それがあるところをまわ
り、スタンドをかりて商売をするのである。その間のエピソードをつづったものだから、筋書きはどうでも
よい。 
　そういう商人の生態というか、ウラオモテを、おもしろく書いてあるが、著者もエスペランティストの友
だちにさそわれて講習会をのぞき、前に一度かじったことのあるエスペラントを見直したため、それをきっ
かけに熱心なエスペランティストになったので、この方面のことも、ときどき出てくる。というより、章の
見出しが、コトワザ集とか、「エスペーロ」のversoとかからとってあるので、その点から見ても、これは
非常にエスペラント原作的であるともいえよう。 
　つぎに、ポツンと引用してみると: 

　"Ĉu vi ŝatas mian apartamenton?" ŝi demandis. 
　"Treege," mi respondis."Kaj ĝi estas ĝuste aranĝita. Mia loĝejo estas aĉa kaj neoportuna. Mi 
intencas serĉi alian. Mi ŝatus trovi apartamenton kiel ĉi tiu, kie dommastrino  ne kontrolas ĉiam ĉiun 
movon. Vi ne konas okaze tian apartamenton, ĉu? Ju pli simila al ĉi tiu, des pli bone." 
　"Ŝajnas, ke estas io familiara en la direkto de ĉi tiu konversacio," ŝi koketis. 
　"Ne necese," mi diris. "Sed la ideo ne estas malplaĉa al mi." 
　"Nu-nu," ŝi diris admone. "Mi ja ŝatus vian societon, sed mankas loko ĉi tie, kaj cetere ĉi tie estas 
nur unu lito." 
　"Do?" mi demandis sugestie. 
　"Do?" ŝi eĥis ĉarm-hontete. 
　"Do!" mi diris decide. 
　Ni ne iris al la kino tiu nvesperon. 

　というのがあるかと思えば、別れ話もあるし、ぐれん隊がインネンをつけるところもあるし（そこへ通り
かかった男が、ポカンと一発くらわせて："Ĉu iu el vi havas ion por diri"というところなんかも、おもし
ろい）、いかにゴマカシて品物を売るかというところや、サアお立ち合いをやった場合、それを見ている人
たちの群衆心理についてとか、要するに、話はつぎつぎと変化し、おもしろいものであることはたしかであ
る。 
　しかも、それを書く著者の文章（Lingvo）が、いかにも達者であって、語り口のうまさは、やはり商売が
らdeklamiになれているせいかもしれないが、でも、これは、相当の苦心をして、書いたものとおもわれる。 
　イギリスの話で、しかも登場する人物たちの生きている社会が特殊なものだから、もともとは英語のスラ
ングで話されたわけだが、この本では、そのスラングやナマリも、エスペラントで、それらしく写されてい
る。こんなところにも大いに苦心のあとが見られる。 
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　この一書は、エスペラントの散文作品として、きわめて貴重なもので、この言語の文学史においても、も
はや何もいわずにすますことのできないものとなっている。戦前には、エスペラントによる表現の可能性を
極度に追求したものとして、Rotkvićの訳した"Cezaro"という大作が出ている。 
　この"Kredu..."には、会話をするところが、たくさんあって、そのままをマネしたらいいというものでは
ないけれど、わたしたちの重大関心事たる「会話」に強くなるためにも、参考になるところが多いようだ。
つまり、「文学」はニガテという向きにも、気楽な読みかたができて、いろんな利用価値があるということ
である。 
　ただ、これを読むにあたって、知らない単語をしらべるのに、「新撰ェス和」の訳語だけを頼りにすると、
分りにくいところや、おもしろ味が充分に味わえないことが多いかも知れない。いまの、Suplementoつき
のPlena Vortaroを見るといい。というのは、この補遺は、本書よりあとに出たので、これには、本書に使
用されている新しい単語、ないし、表現が採用してあるからだ。といっても、新語はすくないし、それより
も合成語には、なかなかアザヤカなのが多い。「エスペラント」を本気でやりたい人にとって、これは、か
くことのできない、いわば、「ものさし」みたいな文献であるとおもう。 
[ La Revuo Orienta 1961年11月号 ] 

名著鑑賞 － KREDU, MIN, SINJORINO! 
Cezaro Rossetti著、Heroldo de Esperanto 1951年刊、B-6判 260ページ 

　この小説のことは、ちょうど10年まえ、本誌に書いた。売れ行きがよくなるようなものを…書いたつもり
だった。このあいだ聞いたところでは、この本は版元でも売り切れたそうである。とすれば、日本での販売
促進については、わがチョウチン記事も、すこしは役に立ったものと思いたい。 
　売れたからといって、すぐに再版が出ないのが、エスペラントの本の悲しくもうるわしい伝統である。今
回は、だから、売るために書くのではない。「名著」の鑑賞である。 
　そのために読みかえしながら、気が重くなった。これは細部にいちいち値うちがある作品で、充分に鑑賞
しつつ全体をあつかうことなど、とてもできないからである。 
　話の「あらすじ」は、主人公（=著者）が脱サラリーマンを決行し、行商人になって「無水ナベ」を売る
くらしに入り、苦労をかさねながら商売も拡張し、うまく行ったり行かなかったり…という、10年ぐらいに
わたる生活をエピソードをあつめて物語ったものだ。そんなことは、おもしろくもなんともない、と言われ
る方は別として、たいていのひとなら、おもしろいと思うだろう。いわゆる「ケッサクなハナシ」というこ
とがあるが、まさにそれだ。 
　そこで、そういう内容が、どういうコトバで書かれているかを見て行こう。 

　Malrapide mi piediris al la loĝejo. Mi preskaŭ ne konsciis pri la vojo, kaj marŝis aŭtomate, 
pensante, repensante. Ĉu mi eraris, forlasante mian laboron? Oni ja juĝus tiel, oni ja taksus mian 
forlason kiel stultegan, sed malgraŭ ĉio mi ne sentis tion. Mi sentis nur malpezon. Mia libereco 
ankoraŭ valoris pli ol ĉio. Antaŭ miaj okuloj venis bildo pri tiu vaporplena kuirejo kaj la blanke 
uniformitaj homoj, kun vakskoloraj vizaĝoj, ĉirkaŭitaj de ĉiuspecaj manĝaĵoj, sed sen la apetito ĝui 
ilin. Ne! malgraŭ mia senmoneco, mi sentis min sen atentinda zorgo.  
　Sed nun mi pensis: kiel enspezi iom da mono? Jen butikoj plenaj de frandaj manĝaĵoj, jen en 
luksaj aŭtomobiloj sinjorinoj kaj sinjoroj, kiuj eĉ aŭtomate fordonas trinkmone sumon, kiu havigus al 
mi plurtagan manĝon. Mi alproksimiĝis al la tre ordinara kvartalo kie mi loĝis kiam mi vidis ion, kio 
haltigis min abrupte. Stultulo, kreteno! -- mi riproĉis al mi; kial mi ne pensis pri ĉi tio antaŭe? Tie 
iom antaŭ mi estis la kaŭzo de mia sinriproĉo; la emblemo de lombardisto, tri latvuaj globoj.  

　引用が長くなったが、じつはこのさき、質屋へ行く場面が出したかったのである。身におぼえのない方が
たには、ピンとこないかも知れないが、筆者などは、やはり！と思うので、その先を見ていただく。 
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　Mi rapidigis mian paŝon, eniris mian loĝejon kaj baldaŭ elvenis kun brunpapera volvaĵo, kaŝe 
ĉirkaŭrigardante, kvazaŭ mi kulpus pro delikto. En la pakaĵo, kiun mi tenis malparade, ripozis 
kostumo, pluvpalto kaj paro da ŝuoj. Mi proksimiĝis lombardejon per rapidaj paŝoj, kvazaŭ mi 
intencus preterpasi ĝin; sed kiam mi alvenis al la pordo, mi orte turniĝis kaj rapide eniris. Ĉi tiun 
manovron mi faris pro honto, ke iu eble rimarkus, ke mi celas eniri tiun butikon, kvankam mi estis 
preskaŭ nekonata en la urbego.  
　Mi supreniris ŝtuparon, eniris kontoron kaj troviĝis ĉe servotablo kun interspacitaj vandoj antaŭ ĝi, 
tiel, ke oni ne povis esti vidata de najbaraj klientoj. La lombardisto malvolvis mian pakaĵon, rigardis 
miajn vestojn malŝate, kvazaŭ ili estus aĉaj ĉifonoj, kaj bojis: "Dek-ok silingoj!" Mi atendis multe pli, 
sed pro ia hontemo mi nur kapjesis.  

　美文、あるいはコッた文章というのは、それがもてはやされた時代がすぎると、古くさくなりがちであ
る。その点、これは、そういうたぐいの美文ではない。普通人が、いわばマネしても通用する、達意の文章
ということができよう。まねをするといっても、そのまま引き写すのではなく、何度も読んだりしているう
ちに、全体の感じをつかむ、ということである。読んで楽しい文章というのは、なかなか書けないものだ。
何もいうことがないのに文章だけ楽しく・・・というのはムリであろう。しかし、この作には、語るべき内
容があり、それを物語るにふさわしい文体がある。 

　"Ho, ĉu vi konas iun, kiu povos helpi al mi vendi?" mi demandis.  
　"Bonŝance mi konas lertan bazarulinon. Ŝi demandis min, ĉu mi povas trovi laboron por ŝi. Mi 
sendos ŝin al vi morgaŭ; Ŝi nomiĝas Anne. Mi ne forgesos."  
　"Ĉu ŝi scias ion pri kuirado?" mi demandis.  
　"Laŭ mia scio, nenion; sed tio tute ne gravas."  
　"Al mi ŝajnas, ke tio ja gravas."  
　"Ne, tute ne, lasu al ŝi. Ŝi vendos," asertis Frank; kaj subite ĵetante la rigardon preter mi, li ekkriis:  
　"Ha, jen venas du el la embuskuloj. Hola! Mark -- Bert -- el kiu foiro vi estis forpelitaj? Venu ĉi tien, 
filoj de hunjo!" 
　"Je Kristo, Frank!" respondis unu el la du. "Oni diris, ke vi mortis de malsato."  
　La du alproksimiĝis.  
　"Jen -- embria bazarulo, kiu ankoraŭ kredas, ke la cikonio alportas la bebojn." Kaj al mi: "Jock, mi 
prezentas du friponojn: Mark kaj Bert, du embuskuloj." Sed konstatante, ke mi ne komprenas, Frank 
klarigis:  
　"Ili ne 'sponas, ili atendas kiel embuskaj rabobestoj ĉe la stando, ekster la servotablo, kaj kaptas 
sensuspektajn preterpasantojn. Ili neniam perlaboris honestan groŝon dum sia vivo. Mark murdis 
siajn gepatrojn, kiam li estas trijara infano, kaj Bert iniciatis la perfortan fieksporton de virgulinoj."  
　Bert kaj Mark tute ne ofendiĝis, kaj Bert diris:  
　"Ne kredu lin, li estas eĉ pli granda mensogulo ol ni mem, kaj insulto vene de li estas vera 
komplimento."  

　ここに出てきた'sponiはeksponiのこと。では、その場面をのぞいてみよう。 

　Estis kvarono post la dua horo. Vizitantoj jam trapaŝis malrapide, rigardante tion kaj tion. Mi estis 
prete vestita en kuirista uniformo. Anne komencis krianonci: 
　"Gesinjoroj, venu ĉi tien kaj vidu la plej mirindan kuirilon, kiu kuiras ĉion sen atento kaj sen akvo! 
Venu, venu -- tuj la eksponado komenciĝos."  
　Mi staris preta por komenci. La preterpasantoj rigardis sed ne haltigis la paŝojn. Ŝi kriis denove kaj 
denove, sed la vizitantoj ne haltis. Anne kaj mi rigardis unu la alian.  
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　"Ni provu alian manieron," mi diris. "Anne, vestu vian surtuton kaj ĉapelon, kaj staru antaŭ la 
servotablo, rigardante atente, kaj mi ŝajnigos komenci." Ŝi tion faris. Mi fandis la grason en la kuirilo 
kaj komencis rosti kokidon. Du personoj haltis, rigardante scivoleme. Mi ne rigardis al ili, sed tenis 
miajn okulojn ĉe mia laboro. Aliaj vizitantoj venis. Ĉiuj rigardadis. Mi ne parolis. De sub la palpebroj 
mi vidis Anne, kiu pograde moviĝis flanken por doni vidon sen malkvietigi la areton da personoj.  
　Mi prenis la kokidon el la kuirilo kaj tenis ĝin klare videbla en la mano, por stimuli la intereson. Mi 
remetis ĝin, levis montre teleron da terpomoj, unuafoje alrigardis la ĉeestantaron, kaj komencis 
paroli per intima tono. Mi enmetis la terpomojn sur la fundon por ilin rosti. La aro pligrandiĝis, kaj 
mi laŭtigis la voĉon. Sinsekve mi enmetis cepojn, bol-terpomojn, poreon, pudindon, brasikon, poste 
mi prenis alian kuirilon kaj komencis klarigi. Necesis unu horo, ĝis la tuta manĝo estos preta. Ju pli 
mi parolis, des pli mi entuziasmiĝis. Mi enmiksis humoraĵojn, por ke la tempo pasu sentede. Neniu 
moviĝis. La homoj amasiĝis. Tiuj ĉe la ekstera rando de la amaso streĉis la kolon por vidi. Miaflanke, 
mi tenis la kuirilon alte, por ke ankaŭ ili povu vidi. La manĝaĵo finkuiriĝis. Mi deprenis la kovrilon, 
montris pladon post plado, entuziasme priskribante la bonecon, belecon, perfektecon de la kuiraĵo, 
kaj ĉe la perfektaj, orkoloraj, rostitaj terpomoj mi tiom fervoriĝis, ke mankis al mi vortoj kaj mia buŝo 
nevole etendiĝis je larga rideto.  

　エスペラントは「人工語」だというと、きこえがわるい。いっそ「手つくりの言葉」といってはどうか。
なんだか、味がありそうにひびく。本紙の書評（1951年10月号）で三宅史平氏の言ったコトバで、おしま
いにするが、著者が命がけで書いた作品のなかから、いくつかの用語が辞書にもはいった。まさに手づくり
の文学である： 
　Ni povas senhezite diri, "Jen estas esperanta literaturo." 
[ La Revuo Orienta 1971年12月号 ] 

Fragmente pri Zamenhof － ザメンホフ断想 

1. Mi parolas pri Ludoviko. 
　ほかの国では、どうなっているか知らないけれど、Zは日本では「世界の偉人」のひとりと認められてい
るように思われる。ときどき出る「偉人物語」にも入ることが多い。Z生誕百年の1959年には、たしかユネ
スコあたりにも「偉人」として登録せられたようであったから、おそらく外国でも事情は大してちがわない
のであろう。Zが偉人になったのは「国際語」の創始者だからであろう。 
　かれは、もともと、小さいときから、「家庭の偉人」ともいうべき人物で、学校でも、「将来、出世する
ことは確実」と見られていたらしい。のちに、「この予言は当らず」長年にわたって、金には苦労しました…
と、自分でも告白しているところをみると、出世というのは、裕福に暮らせるだけの金もうけができる人物
になることであったようだ。ところが、「一にも金、二にも金、三にも金の世の中」が現実であり、その意
味では、かれは「出世」したとは言えなかった。 
　なるほど、Zは、出世こそしなかったかも知れないけれど、「不世出」の天才ということにかけては、世
に偉人多しといえども、Zの右に出るものはあるまい。アルファベット順でも、文字どおり、そうだけれ
ど、Zが、人と生まれて、だれもかれの右に出るものがないほどの人間であるというのは、次のような理由
による。 
　このところ、「言語論ブーム」といってもいいような現象が世界にあるらしいが、要するに、いずれの論
者も、すでにある言語、つまり「国語」をしらべて、論文を書いている点では同じである。人並の仕事といっ
てよろしい。「はじめにコトバありき」ということがあって、次にくる作業なのである。それからすると、
早合点してもらっては困るが、Zは「神サマ」みたいなものであった。あるいは、「わたしはコトバをつくっ
た、だから神である！」と言ってもいい立場にいた。しかし、事実は、「わたしは神ではない」と言いつづ
けたのが、Zの一生であったように思われる。人間は、だれしも、アマノジャクであるから、たとえ神さま
といえども、「神である！」と宣言したのでは、みんな反対するにきまっている。自分が一番よく知ってい
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るのに、「こうしなさい」という命令は出さず、だれでも、自分の「出る幕」があると思えるように、「み
なさんのちから」を頼りにしているようなことばかり言って、Zは、いわゆる"nia afero"に、初期の人びと
を、引っぱりこんでしまった。これは神技にちかい。 
　空前絶後とも思われるコト、つまり、E運動を興し、リードして行くについては、Zの家庭生活の影響が大
きかったように思う。例の"Unu granda rondo familia"のプラモデル［ただし、ここでは、pramodeloのこ
と！］は、Z一家のrondo familiaにあったと見るわけである。 
　律義者の子だくさん…というが、Zの父のマルコには9人の子があり、Zは一家の長男として修業したかい
あって、ついには、人類家族を引っぱって行こうと試みるまでにいたる。しかし、少年時代、弟妹たちや学
友に敬愛せられ、遊び仲間の中心人物として、いわば台風の眼のごとき生活を送っていたときはいざ知ら
ず、やがて世間の風にふれ出すと、かれのすることなすことが、裏目に出るようになる。だんだん、悲喜劇
的様相を呈するようになったわけだが、「長男」たるZとしては、当然のことであったかも知れない。他を
リードして行くと言えば、聞こえはいいが、「総領の甚六」ともいうように、多少ともコッケイ感がつきま
とうのは、長男としては、やむを得ないことであったと思われる。 
　さて、「人類の統一」というのが、Zの大理想であって、この「本来の目的」にいたる「手段」のひとつ
がEという「国際語」であった。かれの一生は、外面的にも内面的にも「たたかい」の連続であったが、と
くにこの最後のたたかい、すなわち「人類人」第一号としてのbataloにおいては、かれは敗れたのであろう
か。この点は、あらためて考えてみるべき大問題であろう。さらに、もともとは手段であったコトバの創案
者としては、かれは勝ったのであろうか。かれは、結局、世界の偉人にはなったが、どのようにしてZはZに
なり得たのか、すこしふりかえって見たいと思う。 

2. Leono parolas pri Ludoviko.  
　おさないころから、Zは空想が好きで、考え深く、感じやすいたちの子であったと、かれの弟の有名な
Leonoが書いている。 
　Zは、ひとなみ以上によくできる子として知られていた。四つのとき、上手に読み書きができたらしい。
しかし、からだは弱かったほうで、病気がちであった。 
　学校では、生まれた土地のビャリストクでも、父の仕事の関係で移転した先のワルシャワでも、クラスで
いちばんよくできる生徒であった。かれは、級友にも好かれ、敵はひとりもいなかった。「勉強はできる
が、人気はサッパリ…」というタイプの秀才ではなく、歌やダンスを愛する「話せるやつ」だったらしく、
人望があったのである。ことあるごとに、かれの意見は、やや古風にいうと、もっとも「オーソリチー」が
あると見られていたのだった。 
　ギムナジウムに入ってからは、各種の社会問題に、熱烈な関心をいだくようになった。さまざまの問題を
解決することを空想したというのである。とくに、民族間の問題は、最大の関心事であった。これが、結
局、かれの生涯をかけた仕事になったと言ってもいい。とはいえ、すぐに、Zが「だから、人類一家は仲よ
くしましょう！」と言って、homaranoになったわけではない。［このあたりのことは、どなたかが別に書
かれるものと思うから、深入りしないことにする。］ 
　さて、社会問題のうち、自分の手におえないものからは手を引いて行き、最後に残った「わがこと」は、
「人間の言葉」であった。 
　そして、1878年の12月には、「世界語」の誕生を仲間たちと祝ったのだが、やがて、かれらの熱はさめ
てしまった。これまでもっとも権威のあった「ほかならぬザメンホフ」のやることではあるが、この「言語
の創造」というやつは、もはや「おとな」になったかれらにはふさわしくない「子どもだまし」だと思われ
たらしい。 
　しかも、父が息子のしていることを話したところ、ギムナジウムの校長だかが、Zの仕事は救いがたい狂
気のあらわれだと言い、Zもこれでおしまいだということになってしまった。かれは、また、ひとりになっ
た。 
　モスクワへ行き、医学部に入学した。モスクワ大学の学生には、さまざまな民族のものがいた。そのなか
でくらしながら、Zは、あの「人類家族」の統一という夢をいっそうかきたてられることになった。自分の
世界語にも改良をおこたらなかった。家の経済がもたなくなり、2年ばかりいてワルシャワに戻ってきた。
ここの大学に入り、1885年1月のはじめ、Zはワルシャワ大学を卒業した。それからベィセーエという所へ
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行き、ふつうの医者になったが、4か月ばかりいて、やめた。ひとが死ぬことにたえられなかったからだ。
自分の手当がまずかったせいだと、とがめられてならなかった。それで、専門医になる決心をした。ワル
シャワにもどって眼科の勉強にはげみ、85年の末には当時眼科医のいないというPlockの町へ行った。眼科
医としてやって行けるだけの力があるかどうか、実地にためしてみるためであった。5か月いて、まだまだ
不十分だとわかり、86年の5月ウィーンへ出かけた。眼科の専門講座で数か月、熱心に研究したのち、86年
の秋、ワルシャワの実家で開業した。 
　最初に出来た「世界語」以後も、78年から85年にかけて、Zは自分のコトバにみがきをかけてきた。ベィ
セーエにはZの妹ファニーが嫁いでいて、Zはここで「国際語」の仕上げをしたらしい。85年には、最初の
学習書を出版する決心がつき、出版社をさがしたが、だれも引きうけてくれなかった。 
　86年の冬、Zはクララ・ジルベルニクという娘さんと知りあいになった。 

3. Adamo Zamenhof. 
さて、Galerio de Zamenhofojという本がある。Edvardo Wiesenfeldが書いたもので、まえがきには、1924
年12月16日という日付があるから、翌年の発行であろう。版元はHeroldo de E.社。「まえがき」に、Z家
の人びと、とくにFeliksoとLeonoの両氏には原稿の主要な部分に目を通してもらったとあり、いわば「信用
できる」資料集という感じの本である。しかし、これにも、まちがいはあるらしい。かりに「本当」のこと
ばかり書いても、その「全部」を出すとはかぎらないわけで、これは、おたがいの身に引き寄せてみても分
ることであります。［この本については、いつか「ザメンホフ」の著者、いとうかんじ氏が書くつもりらし
いが、いまのところ、わたしとしてはあまり疑わずに、以下しばらく、この本をたよりにして書くことにす
る。］ 
　1888年6月11日、ルドビコ・ザメンホフ博士に息子が生まれ、アダムと名づけられた。この本にはAdamo
とあるが、どう書くべきか。ルドビコと書くのなら、アダモか。 
　この子は、最初の教育は家で受けた、という。のちに、1897年、"II-a Varsovia filologia gimnazio"の生
徒になった…とあるが「小学校」については、何も書かれていない。1905年、かれは、ユヴノのギムナジウ
ムを出た。翌年、大学で勉強するためにスイス（ローザンヌ）へ行き、11年に卒業、眼科医になる。14年
まで、そこの大学の眼科でEperon教授の助手として働き、ワルシャワへ帰ってきた。その後、キエフでの国
家試験に合格し、ロシアならどこででも開業できる権利を得た。 
　はじめは、父の助手になったが、父が病気で思うにまかせなくなると、あとをついで、立派にやって行っ
たという。同じ眼科の医者としては、ちゃんと父の代役をつとめているのだから、父なきあとは（1924年
当時）、E運動においても、中心としてやってもらえないものだろうかと、Wiesenfeldは、ねだるように書
く。父の患者たちも、自然、引きついだかたちとなり、Adamo博士は、母と妹をかかえて、暮しがたつだ
けのかせぎはあったらしい。 
　1919年には動員され、22年まで軍医であったが、復員後は元の開業医にもどり、Królewska 41の診療所
とDzika 9の自宅の医院で眼病患者たちの治療にたずさわっている。 
　Adamoは23年結婚、夫人はWandaといい、やはり眼科医であるが、このひとのことは、あとで、スペー
スがあれば書く。かれは本職に没頭し、眼科の論文も、たくさんあるという。また、若いころは音楽が大好
きであり、チェロをひくのが上手で、ワルシャワ音楽クラブの催すクワルテットに出ることも多かった。 
　Eは流暢にこなし、完全に出来るが、運動には参加していない。Eを学んだのは少年のころで、当時は熱心
な同志であり、ブーシキンの詩をいろいろ訳したこともあった。中学生のときは、父の出す「住所録」
"Adresaro"の編集をした。かれが（コヴノへだろうが）行ってしまうと、だれもかわるものがなく、出なく
なった。 
"Fundamenta Krestomatio"の初校にも目を通した。ほかにも、通信や本の発送などで、大いに父をたすけ
た。さらに、ワルシャワの会"Konkordo"は、かれのおかげで、タダで会場（ジッカ街 9）が使ている ktp。
アダモ博士は、Eをあまりやっていないのは、時間が足りないからだと言うが、このような言い訳はわれわ
れーー 
E-istaroーーを満足させるものであろうかと、最後に、Wiesenfeldは問いかけている。 

4. Patro kaj filo. 
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　熱心な同志であるW氏としては、そう問いたくもなるだろうが、同じZ姓を名乗る眼科医とはいえ、
Adamoは息子であって、父のLudovikoではない。Aは時間不足を理由Eにはさほど熱心にならなくても仕方
ない。それどころか、本職はそっちのけで、「国際語」なんぞに打ち込んだ父を見て、かれはコリていたの
かも知れぬ。 
　88年にアダモが生まれたころまでは、まだよかった。Z家には、金があったのである。いや、そういって
も、Ludovikoが稼いだわけでなく、アダモの母にして、わがザメンホフの夫人Klaraの持参金があっただけ
なのだが、それも、89年のなかごろには底をついていた。クララは、アダモをつれて実家へ帰り、Z自身は、
パンを求めて都落ちをし、うまく行かずに、90年にはワルシャワへ舞いもどり、やっぱりダメで、93年の秋
には、89年生まれの妹Sofiaともども一家4人でGrodnoへ…と、Adamoの育ち盛りには、安定した家庭生活
はなかっのだ。 
　伊東三郎の「ザメンホフ」（岩波新書、1950年初版、いまは絶版）には、このあたりのところが、次の
ように書かれている。ーー 
　グロドウノ時代のザメンホフを訪ねたチェヴィヤトニンは思い出の中に書いています。 
　「…あいそのいい親切なZ博士のところで二時間以上も話した。博士は私を夫人に紹介して下さった。そ
してそのあとで『妻はEにたいしては熱心でないのです。Eのおかげで、患者がだんだんよりつかなくなるの
でね。大方、患者さんたちは私がそんなバカゲたことに熱心なのをみて、気ちがいだと思って心配してこな
いんですよ。』と笑いながら説明するのだった。」ーー 
　Zは、なにしろ当人のことだから、笑ってみせたってかまわないが、奥さんのクララとしては、そういい
顔ばかりもしておれなかったろうし、息子のアダモにも、グチぐらいはこぼすこともあったかも知れぬ。 

5. Ludoviko, donu al mi panon. 
　87年7月に出たとされる「第一書」以後、次つぎに出した本の出版費と、生活費で、クララの持参金は、
食いつぶした…と、Zも自分で言っていた。ところが、それ以外にも、金のいることがあったのが第2次大戦
後になって、知られるようになった。もちろん、だから、このことは"Galerio"には書いてない。つまり、Z
の父マルコ（Marko、Markus、Mardka、Mordeĥaj...というように言語によって、ちがうが、ここはE式採
用）にまつわる事件である。 
　M. Boultonの"ZAMENHOF"によると（STAFETO、1962年刊、同書61p.～）、1888年の9月か10月のあ
る日、マルコが息子のルドビコを訪ね、じつはエライことになったと言った。 
　マルコは検閲係をしていたのだが、ワインはあまり飲みすぎないほうがいいといったような、新聞記事を
許可したところ、これが、<<ofendo al la caro>>ということになって、職を失い、教師のポストもあぶなく
なった…というのだった。もしそうなったら、早速食えなくなるし、罰金でもくらったらどうしよう。ひ
よっとすると、シベリア送りになるかも知れないという。ルドビコの母ロザリアの健康もすぐれず、Zの弟
妹たちも、小さいのはまだ13、11、9歳にしかなっていなかった。マルコは、もともと、きっちりした性格
の男で、ヘマなことをするはずはないのだが、これは、かれの上にいた検閲官の仕組んだことらしかった。 
　結局、クララの持参金は10,000ルーブリあったのだけれど、すでに半分ばかりは使ってしまっていたか
ら、このとき、Zは父に5,000ルーブリやってしまった。この金で、どうやら教師の職からは追放されずにす
んだけれど、わがZとしては、眼科医としては患者も充分になくて、収入もないときだし、いよいよ金に困っ
てきた。 
　それからあとは、4.で書いたように、苦難の時代がつづき、97年の末には「これが最後のチャンス」と、
いわばZ旗をあげてワルシャワへもどってきた。のちに有名になった「ジッカ街 9」の眼医者として、貧民
街に住み、背水の陣をしいたわけである。 

6. Tra densa mallumo... 
　いくらがんばっても、ないものはないのだから、クララとしては生活ができないし、何度も、ジルベルニ
クの世話になった。Zも、そうして義父の仕送りをうけることは重荷になっていて、最初の一年は絶望で気
もくるいそうな毎日であった。19世紀も末で、自分の一生も、これでおしまいかという思いがしていた。
やっと、一家の収支にバランスがとれるようになったのは20世紀になって、1901年のころからである。 
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　しかし、生活苦にあえいでいるからといって、「人類」のことを忘れるZではない。しかし、「こどもど
ころではなかった」のか、貧乏時代には、ひとりも生まれていないのである。末娘のLidjaは、Zが「自分で
パンがかせげる」ようになってホッとしたころ、1904年の1月に生まれている。 
　父のマルコは、語学教師のかたわら、家に20人もの寄宿生をおいたり、それでも足りずに、検閲官にまで
なって子どもたちを育てあげた。Zのすぐ下の妹Saraは早く死んだけれど、ほかの弟たち、Felikso、
Leono、Henriko、Aleksandroや妹たち、Fania、Aùgusta、Ida、と、いずれも立派に成長し、医師とか薬
剤師になった。 
　さて、これは、シリキレトンボで終らざるを得ないが、ZがZになり得た理由など、なにも解明はできな
いままである。 
　自分がもしゲットーに生まれたユダヤ人でなかったら、人類の統一というようなことは考えなかったろう
し、たとえ思いついたとしても、生涯をかけてしつこくやり通すことはなかったろうと、本人が言っている
けれど、それだけでは理由の全部にはなるまい。あとは、各自において、さまざまな解釈をして行くだけで
あろうが、これをキッカケに、これから、わたしも考えてみたいと思っている。 
　「天才は時代の子」であろうが、Zというひとは、19世紀にしか生まれなかったのも事実なら、「人類人」
として見れば、すこし早く生まれすぎた感もあるように思われる。 
[ La Revuo Orienta 1972年12月号 ] 

Mi estis en Sanfrancisko 

　Unu monaton de la 27a de junio ĝis la 26a de julio, 1975, mi restis en Sanfrancisko, Kalifornio. 
Mia tasko, oficiale, estis tie ĉe la Sanfranciska Ŝtata Universitato instrui kaj prelegi pri esperanto kaj 
japana kulturo, de la 14a ĝis 25a de julio. Mi tamen private promesis al s-ro William Auld kunlabori 
de la 30a de junio ĝis la fino, nome dum kvar semajnoj. Mi skribis supre oficiale, ĉar oni dungis min 
por la nomitaj du semajnoj.  
　S-ro Auld estis jam kvin fojojn en Sanfrancisko kaj ĉisomere li estis invitita por la 6a fojo kiel 
profesoro de esperanto ĉe la Sanfranciska Ŝtata Universitato.  
　Pro cirkonstancoj oni ekideis inviti, por la someraj kursoj de esperanto 1975, iun neangle 
parolantan esperantiston, por ke tiu ĉi helpu la profesoron kiel lia kunlaboranto. Okazis, ke mi 
hazarde estis en tia situacio, ke la koncernaj personoj decidis akcepti min por tiu afero. Mi ne scias, 
ĉu oni invitos denove iun neangleparolanton en alia jaro, do ĉiujare iun alian.  
　Kiam oni vidis min post la kursoj, kelkaj demandis, ĉu la kursoj sukcesis. Iuj eĉ jam antaŭe 
bonvolis deziri al mi sukceson en mia afero. Pro tio ne eblis ne sukcesi. Plej malgranda sukceso estis 
nombro de la kursanoj, nome aliĝis entute nur dudeko da personoj. El la tuta nombro, 4 estis en la 
elementa, 8 mezgrada, kaj 8 supera, kvankam la lasta 8 ne estis tro ekzakte sama, ĉar vespere, kiam 
okazis la supera, ni havis ankaŭ vizitantojn aŭ aŭskultantojn.  
　Unuopa kursano registriĝis almenaŭ ĉe unu klaso, ekzemple mezgrada, kaj tiu rajtis libere ĉeesti 
ankaŭ en la aliaj klasoj, se restis energio kaj intereso por tio, kiel kelkaj fakte faris. Ĉiu leciono aŭ 
prelego daŭris 2,45 horojn kun 15 minutoj da paŭzo. Kelkaj el la proksimaj urboj vizitis posttagmeze 
aŭ vespere por sia klaso, do ne loĝante en la studenta domo. Laŭbezone oni preparis sin en liberaj 
horoj por efike partopreni la lecionojn kaj ofte devis fari hejmtaskojn, tial oni ne devus kredi, ke tie 
estis nepre malpli severe, ol en niaj kunloĝadoj en Japanujo.  
　Se temas pri la nombro de aliĝintoj, plej grandan sukceson oni spertis en la jaro 1974, ĉar tiam 
partoprenis eĉ pli ol kvindeko da personoj. Pro la impona nombro ni devis ĉijare timi, ankoraŭ 
lastmomente antaŭ la komenciĝo, pri eventuala nuligo de la kursoj, ni do estis certe feliĉaj, kiam la 
30an vespere oni anoncis al ni tamen malfermi la kursojn. Krom s-ro Auld kaj mi estis ankoraŭ unu 
gvidanto, s-ro Charles R. L. Power aŭ Karl Pov kiu de tempo al tempo nin helpis.  
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　Auld gvidis ĉefe la elementan kaj superan, Huĝimoto la mezgradan kaj superan (en kies kadro 
temis ankaŭ pri la japanaĵo) kaj Pov ĉiun el la tri klasoj en okazo de bezono. Uzitaj libroj (tute aŭ 
parte): a FIRST course in ESPERANTO, 15 KOMEDIETOJ (elementa); PAŜOJ AL PLENA POSEDO, 
japana kvodlibeto (mezgrada): ARĈOJ, ni laboru kaj esperu, Historieto de la japana esperanto-
movado (supera). Krom tio okazis serie prelegoj de Auld pri "kulturo" laŭ lia manuskripto. 
Kompreneble nun mi ne povas ĉiun eron citi el la tuta instruprogramo.  
　Koncerne min tamen necesus ion diri: post ĝenerala enkonduko pri japana kulturo mi parolis 
precipe pri la japana esperanto-movado laŭ jena maniero: mi laŭte legis el la supre menciita 
"historieto" (de Miyamoto masao) kaj kiam mi sentis emon aŭ bezonon laŭ mia scio kaj sperto 
komenti aŭ rakonti pli detale, mi faris tion. Se mi elčerpiĝis en tia devio, simple mi povis reveni al la 
instrua kaj fojfoje amuza teksto.  
　Ankaŭ nia movado en Japanujo ne povas esti io tute alia ol kultura fenomeno karakterizita de la 
japana civilizacio, tial por plenumi mian taskon pri la koncerna subjekto tre konvena estis la nova 
broŝuro de Miyamoto. Kvankam en gi abundas propraj nomoj de japanoj kaj tio iom tedas la orelojn 
de publiko ne inicita je la japana movado, la libro estis tre interesa kaj oportuna por uzi en tia okazo.  
　Mi ne scias, kion oni opinias pri la someraj kursoj el la vidpunkto de la kursanoj, mi ja povas skribi 
ion sole kiel unu el la homoj, kiuj estis tie por instrui. Mi ne estas do sur la ĝusta loko por rekomendi 
al vi, ke vi iru ekzemple en la venonta somero al Sanfrancisko por lerni tie. Mia tasko ĉi tie estos nun 
raporti al vi kiel eble kompreneble pri kaj ĉirkaŭ la kursoj. En tiu ĉi somero en la kursoj estis krom 
mi nur unu el Japanujo, nome f-ino Humiko Nakano. Ŝi tamen ne vojaĝis por la kursoj speciale, sed 
jam antaŭ monatoj ekloĝis en Kalifornio ĉe ges-roj Harmon, same kiel en Tokio. Pro la kursoj de 
neniu veturis tien.  
　En iuj el la antaŭaj jaroj ankaŭ el Japanujo ĉeestis almenaŭ kelkaj, kiom mi scias, ekzemple f-ino 
Nezu kaj s-ro Harada, sed ŝajnas al mi, ke de neniu en tiu ĉi revuo aperis raporto pri la kursoj.  
　Kelkaj scivolus, kian sumon da salajro mi ricevis por la laboro. Por pagi mem ĉiujn kostojn, nome 
aviadile flugi tien-reen, loĝi, manĝi kaj foje trinki, mi ricevis sumon de mil ducent dolaroj en la lasta 
tago. Mi akceptis tiukondiĉe, opiniante veturi per malmultekosta bileto, mi tamen devus nun aldoni, 
ke post mia decido tiel iri al la kursoj prosperis al mi ricevi subvencion de "La Japana Fondaĵo" pri 
ekzakte neta sumo kovri aviadilan bileton por flugoj inter Tokio kaj Sanfrancisko en la ekonomia 
klaso.  
　Dank' al tio kaj cetero, mi estis dum unu monato en Kalifornio, precipe en la universitata regiono. 
Malgraŭ la imagebla oniatendo pri la forta kalifornia suno, tie en la regiono de nia lernejo estis 
preskaŭ ĉiam nebulo tede venenanta nian humoron. Laŭ tia klimata vidpunkto mi ne kuraĝas 
rekomendi la universitatan kampuson al amanto de agrablaj sunradioj. Sed kontraŭe en la urbo mem, 
etendiĝanta sur sep montetoj, oni ĝuis ofte belan sunon, kiu varmigas la korpon kaj koron de la 
rifuĝintoj el la nebulejo.  
　Konforme al la usona kutimo ne okazis lecionoj sabate kaj dimanĉe, nek funkciis nia studenta 
kantino, do ni devus esti liberaj kaj de la laboro kaj de la manĝoj semajnfine..., sed fakte, dank' al la 
usona moro ankaŭ la esperantistoj fervoris ofte kunveni en iu restoracio aŭ hejmo, kaj volonte ni 
estis invititaj al tia kunveno. Krom tia ĉarma renkontiĝo kun pluraj en- kaj ĉirkaŭsanfranciskaj 
esperantistoj kaj societa plezuro en tiu kalifornie varma kaj vigla etoso, mi ankaŭ sola ekster la 
rondoj iam trovis tagon, en kiu mi ĝuis iom tede ripetatan sinsekvon de tiaj scenoj sur la ekrano en 
malkomforta kinejeto, kiuj tamen en Japanujo prezentiĝus nur ege cenzurtranĉite. Estis delonge mia 
kronika ŝokiĝo, ke la japana cenzuro ĉiam ankoraŭ fortamane fortranĉas tiajn scenojn, de kiuj neniu 
serioze sokiĝas.  
　Revenante ankoraŭfoje al la afero, mi ŝatus diri, ke ĉijare la plej granda sukceso estis pli en la 
kvalito ol en la kvanto de la kursanoj. Interesis min ankaŭ partopreno de unu kameruna studento en 
la elementa, ĉar jam antaŭ la lasta semajno mi povis iel konversacii kun la tie nove bakita 
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esperantisto. Alia, laŭprofesie hispanlingva instruisto, estis fenomena homo, kiu sukcesis fari jam en 
la elementa klaso prelegon dum 30 minutoj pri iu temo.  
　Iu alia en la supera klaso montriĝis promesplena tradukanto de poezio kaj ni atendas de li baldaŭ 
valoran kontribuon al la esperanta literaturo.  
　La kursoj somere de la jaro 1976 okazos, kiel oni jam decidis, tial interesitoj bonvolu esti atentaj 
pri la datoj, kostoj ktp., kvankam siatempe ankaŭ JEI anoncos pri tio.  
　Mi dankas al ĉiuj afablaj personoj, kiuj ĝustatempe helpis min diversmaniere, mi tamen permesas 
al mi esprimi mian koran dankon al s-ro William Harmon kiel la precipa reprezentanto de ĉiuj 
dankindaj geamikoj.  
　Ne mankis epizodoj por mi interesaj, sed ilin rakonti jam apartenos al alia artikolo. (1975 10 04)  
[ La Revuo Orienta 1975年11月号 ] 

La Kaŝita Vivo de Zamenhof － 著者のN. Z. マイモンさん 

　この本については「やっと出た！」という思いで一杯で、まだ自分で読んだり感想をのべたりする気がし
ない。すでに3月号に栗栖継氏の文章が出たはずだし（いまは2月の下旬で、わたしはまだ読んでいない
が…）、このあとにも、何人かの方がたの論評が出ることになっているらしい。そこで、内容については、
そちらで見ていただくことにして、わたしは個人的なことを中心に勝手なことを書かせていただくことにす
る。 
　本書に"Ĥibat-cion"というのが入っている。これは、もとの題をLa cionista periodo en la vivo de 
Zamenhofと言い、マイモンさんのデビュー作である。ちょうど20年ほどまえ、1958年のことであった。
当時、フランスのニースで出ていた文芸雑誌にla nica literatura revuoというのがあり、その16号と17号に
わたって出たのであるが、いったいマイモンとは「ナニモノだろう？」と思ったのが著者とのツキアイの始
まりである。といっても、すぐに文通をしたというわけではない。59年になって、La Movadoが100号に達
し、記念号を出すことになり、それにのせるのに先の文章を訳してのせたのが最初で、訳といっても全訳で
はなく、主なところを紹介したものだが、モバードとしてはかなり長い読み物になった。 
　マイモンというひとは、その後もnicaだけでなく、いくつかの雑誌にザメンホフについての研究をときど
き発表して行った。そのうちに宮本正男さんから、マイモンはサンフランシスコにいるということをきい
た。数年まえ、どういうことからか（多分、U. リンスの世話によるのであろう）JEIがマイモンのこれまで
の文章を集めて本を出すことを決めてしまった。当時の図書部の関係者、福田正男、東海林信行両氏を知っ
ていることから、また印刷を亀岡の天声社ですることになったことなどから、わたしも本書の出版にたずさ
わることになった。編集・印刷にまつわる雑務について手紙のやりとりが始まり、本が出たことによって一
段落はしたものの、まだ終ったわけではない。 
　本書に入っている文章は、一度はどこかの雑誌に出たことがあるのがほとんどである。著者からJEIに
送って来た「原稿」は、雑誌をコピーしたものが中心となっていて、それに手書きの書き込みがしてあった。
大体はそのまま印刷所に渡すのはちょっとヒドイと思われるようなわかりにくいところもあった。そこで東
海林さんは、タイプで清書をすこしばかりやりかけたりしたが、予定した分全体はできなかった。マイモン
さんの依頼で、京都在住のakademianoである中村陽宇氏に原稿を見ていただくことも決まった。結局、本
になるまでに校正刷も含めて、何度か眼を通していただいた。ほかに、原稿をそろえてコピーしたりする段
階では伊東幹治さんにもご協力ねがったし、とくに索引をつくるときには、もっぱら辰巳慶樹さんにお世話
になった。 
　はじめに「やっと出た！」と書いたが、75年の6月、まず組見本として最初の8ページを天声社にたのん
でゲラ刷にしてもらってからでも、本が出来るまでに丸2年半はたっている。8ページ…というのは、わたし
がサンフランシスコへ行くことになったので、著者に会う予定をたて、その手みやげにしようというわけで
あった。多分、あれは東海林さんとわたしがコピー原稿をニラんで見当をつけたのだったと思うが、「A5
判、約200ページ」ということで出発したのは、さらに何ヵ月もまえのことになる。ともかく、数年越しで
「やっと出来た！」のであった。ヒマがかかった原因は、わたしが愚図のせいでもあったが、それは始めの
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話で、途中からは、著者マイモンさんのせいでもあった。かれは、研究をやめたわけではないから、次つぎ
に新しいことを書いてくる。なかには、3度書き直してきたのもあって、2度目のときは組み直してもらった
が、さすがに3度目のときは、最小限の加筆訂正にしてもらわざるを得なかった。わたしは仲介者であるか
ら、なるべく著者の意向は尊重しようと努力した。ゲラ刷も3度は著者に送って見てもらった。こちらは赤
エンピツで指示するだけだが、植字担当の土本晃生さんには、その間終始ご迷惑をかけたが、同氏はいつも
心よく仕事をすすめてくれたので助かった。もちろん、すべては土居重夫社長のご好意がなければ、とても
できないことであった。大辞典ならともかく、200ページばかりの単行本のために、2年半も組み置きにし
た部分もあったのだから、なかなかのことではなかった。 
　サンフランシスコでは、三度ばかりマイモンさんに会って話をした。最初は、わたしがハガキを出すと電
話がかかってきた。寮の部屋で会い、別の日にはお宅へ訪ねて行った。夫人は数年前に亡くなったとのこと
で目下ひとり暮らしである。住居は平家で木造、道路から一歩入ったところで一段あがる感じで、入ったと
ころに質素な応接セットがあった。右の壁面には本棚があり、奥へ進むと、中の間の左側の壁にも本がいっ
ぱいあった。一番奥は小さな台所兼食堂というのか、食卓があるだけで、その先は草のはえた裏庭がある。
氏はvegetaranoである。わたしも、ミルクとチーズ、トマト、パンなどをいただいた。 
　中の部屋の本棚の前に小さな机があって、「ははあん、ここでザメンホフものを…」と思ったが、わざわ
ざきいてはみなかった。さきに渡してあったゲラ刷は、もう見てあって返してもらう。それをチラと見る
と、いっぱい直してあった。これでは先が思いやられるという感じであった。マイモンさんは、サンフラン
シスコのエスペランチストたちとも行き来はなく、毎年来ているオールドさんもこれまで会っていなかっ
た。たしかに社交的なひとではないから、自分からひとに会いに行ったりはしないだろう。それにしても、
他のひとたちが、かれがいるのは知っていて、訪ねていないのはなぜだろう。やはり、ヘンクツじいさんと
思われていて、敬遠されているのかも知れない。 
　「会ってみると、すこしオドオドした感じもするが、それほど気むづかしい老人ではなかった。エスペラ
ントは、書く文章ほど達者ではないけれど、日常的にしゃべっていないだけのことで、もちろん話はちゃん
とできる。 
　今回とりよせた写真は「近影」ではなく何年も前のもの、1905年7月5日生まれで当時は69歳だったが、
写真よりずっと老人くさかった。背丈もあまりなく、実直なお人柄のひとのように見受けられた。本の出来
については、著者にもまずはお気に召したようであり、関係者のひとりとしてはホッとしているところであ
る。中味についてはご自分で読んでいただくほかはなさそうだ。 
[ La Revuo Orienta 1978年4月号 ] 

Unua etapo de esperanto 
1878 - 1895 
L. L. Zamenhof著 
Ludovikito編 
（eldonejo ludovikito、1989、A5判、895 + xxix + 24ページ、7,000円） 

　本書はiom reviziita plena verkaro de l. l. zamenhofのoriginalaro 1として出た。ザメンホフの著作を年
代順に並べ、巻末にludovikitoの解説が付く著作全集（以下、PVZ）の第1巻、unuaj libroj por 
esperantistoj（Kajero 1）が出たのは1973年であった。 
　今回のは従来のPVZとは別に3巻本の第1巻として新しく編集したものだが、実質的にはKajero1、2、3お
よび5の内容とほぼ一致している。後に入手した資料が年代順に収めてあるのがPVZとは違う点である。
PVZはiam kompletigotaとしてスタートしたが、年代順に刊行をつづけてザメンホフの最期までカバーした
あたりから、広告にはiel tiel kompletigitaと出るようになった。予告されてはいるが未刊の部分にはiam...
とある。 
　本書にはザメンホフがエスペラント発表以前に書いた文章も、エスペラントに訳して入れてある。原作と
いうのは、ザメンホフが書いた文という意味で全てがエスペラントで書かれたわけではない。年代的には
'78年から'95年までだが、'87年の第1書以後はKajero 1、 2、3（ni laboru kaj esperu!およびantŭen al la 
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laboro!）に 、それ以前のは、5（hebreo el la geto）の計4巻分に 、ほぼ相当する。5からは、"pri jida 
gramatiko kaj reformo en la jida lingvo"や'82年のシオニスト時代の論文が'87年以前のものとして、また 
"praesperantoj"、"promenado tra la komenctempaj vortaretoj"等がaldonoとして収録してある。 
　ただし、PVZの4冊と本書は全く同一内容のものとは言えない。たとえば、Kajero 1のうち、"Dua Libro"
と"Aldono"は本書では1からでなく、元の本からそのまま語間のsignetoつきで再録してあり、初期の様子が
よく分かる。 
　各年代のうち、'84、'85、'86年の日付のある文献は入っていない。'87年の第1書の内容はこの時代に用意
されていたし、また医者、そして眼科医になるのに忙しい時期でもあった。このあたりの動きは年表式に出
ている。マイモンによれば'84年の冬にはクララと知り合ってもいるから、'85から'86年あたりはクララへの
手紙が書かれていたはずだが、これは見つからないものと思われる。 
　シオニスト時代の手紙では'83年のanoj de "Bilu"宛のものが1通あって、これが実に勇ましい。青年ザメン
ホフの血気さかんな様子がうかがえる貴重な資料である。このあたりの年代はprahistorioで、'78年は例の
有名な"Malamikete de las nacjes"ひとつだが、この詩はザメンホフの生涯にわたるモットーとして誠にふ
さわしいものである。 
　「宇宙はビッグバンに始まると言われる。エスペラント宇宙のビッグバンは第1書であるが、その前後、
とくに最初の雑誌"(La) Esperantisto"が廃刊に追い込まれた'95年までをあつかったUnua etapoは心あるエ
スペランチストには欠かせない本と言えよう。ちなみに、今回の3巻にはそれぞれ、printempo、somero、
aŭtunoと名前が付けてある。これを買わなくても、別に心ない人ということにはならないが、このような
春ならば、買っても差し障りはなさそうだ。 
　とはいえ、一般読者の場合、すでにKajeroの1、2、3、そして5を持っていれば、ludovikitoの詳しい解説
がついている分だけ、役に立つことと思われる。PVZ全体としては、ことしも何冊か出るので、30冊には達
しそうだが、どうして、このようなオソロシイことになったのであろうか。 
　それは編者ludovikito氏が、きわめて勤勉な人であるという理由による。本職は歯科学関係の専門書の編
集出版だが、その他の自由時間はすべて余念なくPVZのために費される。月から金までの5日間は毎晩、夕
食後の8時から11時の3時間ずつ、2階にこもる。土日は日中から仕事にかかれるから、すくなくとも2日で
20時間ぐらいにはなる。合計すれば週に35時間前後の実働時間となる。月にすれば、年にすれば何時間に
なるか、それが何年もつづくのである。 
　余念なく、と言ったが、カラオケでうたったり、パチンコをしたりしないばかりか、氏がひとりで在宅中
は電話が鳴っても出ない。わたしは自転車で10分ぐらいで行ける所に住んでいるが、途中に吉田山の東側に
ある坂道を通る。体調おとろえたる時は登りがきつい。週日であれば夜、8時ごろ着くように見はからって
訪ねることにしている。 
　時に8時半ごろとか、やや遅れることがあると、氏は書斎ですでに仕事中である。昔はタイプ、いまは
ワープロが相手で、わたしが現れると、それを傍らに押しやって共同のスペースを作る。窓際の長椅子（あ
るいはdivanoらしきもの）に腰かけ、わたしは持参した袋から校正刷をとり出す。それぞれが見ておいたコ
ピーをつき合わせ照合するが、2人とも同じ誤植を見つけていることもあり、どちらか1人しか気がついてい
ないこともある。ということは、2人とも見過した個所もあるのは当然のことで、やむなくそれらは誤植と
して印刷されてしまう。 
　PVZは概して誤植がすくない出版物だとは思っているが、何しろ量が多いので、全巻では相当の量にな
る。途中の巻で、それまでの訂正が出されたりもしているが、中には読者から知らせていただいたものもあ
る。 
　校正刷と言えば、PVZの第2部（RO誌、12月号の図書目録参照）翻訳編の7として、ことしはアンデルセ
ンが全1冊本として出る予定である。11月の初旬、久しぶりに訪ねた時、氏はドカッと全部で800ページ余
りのコピーを手渡したのであった。ludovikito氏と違って、こちらは余念のかたまり、余白の多い人生を
送っている人間なので、「なるべく早くよみます」と、力弱く言って帰ってきたのであるが、このように、
手ぶらで帰ることはまずなくて、何かしら宿題が待っている。 
　1時間前後、校正に関する共同作業をしていると、本日の仕事は終了した、という雰囲気になる。それ以
上いて、おしゃべりをしていると、余分な感じになるので、なるべく長居はしないように心がけている。途
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中、奥さまによって、わたしには紅茶、氏には牛乳が運ばれてきているので、氏はそのお盆を持って階下ま
で見送りに降りてくる。わたしが帰ったあと、その日の仕事が本格的に再開されるはずである。 
　もちろん、校正刷を見るだけではなく、時にはヴァランギャンその他の海外の協力者たちから来た手紙を
見せてもらうこともあり、次の本の相談をすることもある。そういうわけで、ちょうど本稿の締め切りを前
にして、かのFabeloj de Andersen4冊分を抱え込んでしまった。 
　ところが、すこしでもと思って読み始めてみると、これが面白いのである。余念はまじえながらも、これ
を中心に読みすすめ、ザメンホフ生誕130周年記念日ごろまでに一応読みあげることができた。 
　さて、本書だが、エスペラント100周年を数年後にひかえていたころ、最初は全1巻本として計画されたの
がもとになっている。PVZ各巻で見つかった誤植は訂正し、その後入手した資料は新しく年代順に並べ直
し、さらにPVZ本にあるludovikitoの文章は付けずに、ザメンホフ本人の文章だけを集成したバイブル然と
した本にしたらどうか、というプランであった。（その場合、日本語では、それこそ『ザ・メンホフ』と呼
べるわけだ）。 
　100周年も過ぎ、1冊本の話は立ち消えになっていたかと思うと、そうではなく、氏は新しい構想のもと
に仕事をすすめ、全3巻本として出す用意をしていたのであった。なお、本書の索引は、いわばiom版の3巻
はもちろん、iam版にも通用するように出来ている。(Kajero 1から10のpostrikoltoまでの分）。 
　PVZは、わたしの場合、ひとりの読者として、じっくりと読んだことがない。いつも校正刷として、ある
いはそれ以前の原稿としてコピーでは読んでも、本になったものをきっちり読むところまでは行っていな
い。この、出直し版が出た今度こそ、それにとりかかるチャンスだったのに、アンデルセンに気をとられて
いた。（じつは、清水孝一さんも、校正に熱中した1人で、その分、氏自身のオノマトペーオ本が、更に遅
れる原因ともなっている。海外ではヴァランギャン大先生も校閲にたずさわっていらっしゃるのでありま
す。） 
　大論文ととりくむ余裕はないので、DuaのIII、すなわち：La venontajn apartajn pecojn mi donas, ke 
la lernantoj povu ripeti praktike la regulojn de l' gramatiko internacia kaj kompreni bone la signifon 
kaj la uzon de l' sufiksoj kaj prefiksojから、いくつかの文例を引いておくことにする。1から16までが後の
"Ekzercaro"の前身、いわば"praekzercaro"で、17は、"La Ombro"（mirrakonto de Andersen'）。18、19、
20はコトワザやハイネの詩となっている。 
　Tio ĉi okazis antaŭ cent jaroj. ー Se vi venos al li triope, li redonos, kion li prenis; ĉar unue li timos 
vian forton, kaj due li ne povos sin pravigi. ー Li ne esperu pardonon! ー Libro instruanta estas tre 
utila. ー Li diras, ke mi estus pli feliĉa, se mi estus pli diligenta. ー Sidigu la fraton, ĉar sidigi sin mem 
li ne volas; se li ne povas esti sidigata, submovu seĝon sub liajn piedojn, kaj li kontraŭvole sidiĝos. ー 
Mia onklo ekkantis kaj tuj ĉesis, sed mia frato kantadis la tutan vesperon. ー Ho, kiel mi estas laca! 
ー Fi, kia malkonvena esprimo! ー Mi vin ne komprenas, sinjoro. ー Vi estas tre obstina, mia amiko. 
ー Vi ĉiuj estas tro fieraj. ー La historio de la civilizado estas tre interesa. ー La lingvo internacia 
esperas fariĝi ian lingvo tutmonda.（ianはいまのiamである）。 
[ La Revuo Orienta 1990年2月号 ] 

"FAME"受賞報告記 
エスペラント文化賞 － 「ザメンホフ著作全集」編さんのいとう・かんじ氏にー 

　いとう・かんじさんがLudovikitoとして「エスペラント文化賞」を受賞したことは本誌でも伝えられた
（10月号参照）。受賞者は同氏個人だが、Eldonejo Ludovikitoの代表者（いわゆるs-ro Fenestro）でもあ
るわたしとしては、これを機会に、これまで資料の提供や出版物の取り次ぎ販売等にご協力くださった方が
たに厚く御礼申し上げたい。とくに、いつまでつづくかも分からないシリーズに、根気よくおつきあいいた
だいている読者の皆さまにも感謝したい。 
　授賞伝達式はベルゲンのUKも後半に入った8月1日、12時半から始まった。会場はグリーク・ホールの舞
台後方、Hodlerと名づけられた所。併行番組は多ないが、何しろ昼食の時間帯である。どのくらい人が集
まってくれるかと心配だったが、まずはさみしくない程度の出席者であった。 
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　UEA副会長U. リンス氏（FAME財団の役員でもある）の司会で始まり、財団副会長R. ヘックハウゼン氏
による同財団の紹介、アーレン市のエスペラント会会長K. シェーファー氏による同会の活動報告とアーレン
市U. プハイフレ首席市長の祝辞代読とつづく。受賞者Ludovikitoの仕事をたたえるのはM. ボールトン女史
であった。ゆっくりと、心をこめた語り方で、なるほど、このようにして話すものなのかと、まずは話し方
に心を打たれた。（内容については、いつかテープから全文を起して記録しておくべきものと思うが、ここ
では省略する。） 
　イギリスのR. スコット氏のピアノ伴奏によるアメリカのサラ・スー・ジョーンズさんのヴァイオリン演奏
も入るなど、式は格調たかく国際的雰囲気を盛り上げながら進んで行く。財団会長のA. マイナース氏は、
「'87年の夏、スイスのラ・ショードフォンに滞在中、日本人のグループと会いましたが、その中にいたの
が…」と、フジモト氏の話をする。その時は名前もおぼえなかったが、今回受賞者代理人のFenestroが同氏
のことと分かり、おどろいていること、また、その中のひとり、矢野啓子さんと文通を始め、財団設立の意
向を打ち明けたところ、早速、共同設立者の一人になる旨賛同してもらえたこと等、これまでのいきさつを
話されるマイナース氏を見ながら、わたしはすまないことをしたなあと思っていた。この賞とは直接の関係
はないが、じつは同氏の訳された本の書評を某誌に頼まれていながら、まだ書いていないのである。 
　やがて名前を呼ばれ、前へ進み、小さな賞状と小切手の入った封筒をマイナース氏の手からいただく。わ
たしが謝辞をのべる番である。京都を出る前、原稿を書いていただけたら代読してきますが、と言ってはみ
たのだが、いとうさんは、まかせる、と一任された。自分で書くつもりで資料もそろえ、ベルゲンへ出発す
るまでいたグレジヨンでも、26日に着いてからはベルゲンでも書こうとはしたのだが、ついに書けなかっ
た。が、何を言おうかと、毎日考えてはいた。余談ながら、ホテルではs-ro Saionjiと相部屋だったので、こ
の日も早朝から、マッサージをお願いし、体調もととのえてあった。 
　とりあえず、「ご出席のみなさん…」という、敬意を表する以外には実質的な意味のない言葉から始めた
ところが、印刷すればそれこそ2行ばかりのことを言ったとたん、ぐっとこみあげてきた。それは胸という
より腹の底からくる波のような感じのもので、ヒューという音も聞こえたように思う。わたしはうろたえ、
同時に涙があふれ、体がふるえてしまい前を向いていられなくなった。演壇に顔を伏せていたのは数秒のこ
とであろうが、その間に奇妙なことが頭に浮かんだ。女性歌手が新人賞をもらい、涙ながらに歌おうとする
光景である。おじんが泣きながらスピーチをするのはサマにならないなと思い、話をつづけることは断念し
た。顔をあげつつ、とにかく「いとうさんは、心から感謝している旨伝えてほしいと言われました」という
ことだけ、やっと言って席へ戻った。 
　次は東海林敬子さんで、協力者の立場から、たんたんと短い話をした。学者としてはベルリンのD. ブラン
ケ、モスクワのS. クズネツォフの両氏が受賞者の仕事を大いに評価しているということを述べた。とくに後
者はUEAのEsperanto誌9月号、大会特集記事中にもあるように、"Jen homo, kiu sola sukcesis superi la 
tutan Instituton pri Marksismo-Leninismo"とまで言った。それは誠にありがたい言葉であったが、氏の話
は終わるかと思うと、また次へと展開し、かなり長かった。わたしは、自分が泣き伏してしまったことは失
態であったが、時間の節約にはなったかと、自らをなぐさめながらLudovikito賛歌を聞いていた. 
　式が終了し、やれやれと思って立ち上がると、最前列の席までやってきたウェルズUEA会長が何も言わず
にいきなり肩を抱いて祝福してくれた。また、あとで聞くと、マイナース氏は、もっと多くの人が来てくれ
るかと期待していたので、出席者の少ないことにはガッカリしたという。その氏にも、本人ならぬ代理人の
わたしが泣いてしまったことで、謝意は充分に伝わったようであった。 
　同日の夕方には、UK会場近くのレストランで、マイナースご夫妻をはじめ、リンス氏、サラ・スー・ジョー
ンズとお母さん、その他数名の関係者と共に、財団によるタ食の接待を受けた。 
　ちなみに、「文化賞」は、同財団としては「大賞」にあたるもので、そのほか、中・小の助成金による支
援は、これまでも各種の団体あるいは個人に対してなされてきた。 
　国際理解の促進に役立つ活動をしている人や団体で、助成金に関心のある方は、直接同財団にお問い合わ
せ願いたい。また基金の増額のため寄付をしようという方も同様である。（FAME-fondaĵo、Im 
Asemwald 62・/9 D-W 7000 Stuttgart 70）なお、本誌10月号にあった「アーレン市の」というのは、「～

●

と同財団」が正しい。第1回めの受賞者はラ・ショードフォンのKultura Centro Esperantistaであったが、
●

6月30日、 アーレン市で伝達式があり、これに要した費用は同市が持ち、1万ドイツマルクという賞金は財
団が持つ、という協力関係のようで ある。 
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わたしも7月10日には同市庁舎を表敬訪問し、市長さんによるレセプションならびに昼食の接待を受けた。
この前後の、アーレンエスペラント会の人たちとの交流についても記したいが、スペースがない。11日、朝
刊2紙に写真入りの記事が出たが、姓がHudschimotoと綴ってあり、驚いた。 
[ La Revuo Orienta 1992年1月号 ] 

Neklogo pri Juan Régulo Pérez 
Juan Régulo Pérez追悼記 

　この人に会ったことのある日本人は、何人ぐらいいるのだろうか。わたしは会ったというより、近くで見
たことがある、という程度なので、個人的に語るべき思い出はない。87年、ワルシャワでの世界大会では写
真をとらせてもらったし、88年ロッテルダムでの世界大会のときはホテルが一緒だった。レグロ=ペレスの
ほかに、ヴァランギャン、ロセッティそれにベルナールがいて、仲よくそろって朝食を食べていた。あいさ
つはしたが、大物4人組の会話に入っていくことはなかった。ときに背中ごしに楽しそうな会話が聞こえて
きた。そこにいない、やはり有名なエスペラント詩人についての話題もあったが、ややプライバシーに触れ
ることなので公開はしないほうがよかろうかと思われる。この人たちにとっては、この時が最後の楽しい語
らいとなった。レグロ=ペレスは大会が終わった直後の8月、病に倒れ、闘病生活が今日までつづいていた。 
　1月28日（か29日）の夜中、UEAのシモから電話が入った。いい知らせではない、とシモは予告した。レ
グロ=ペレスが27日に亡くなった、それをLudovikitoに知らせ、追悼号に半ページほど何か書いてほしい、
という。前回はヴァランギャンが亡くなったときで、文通していたLudovikitoはすぐに書いたが、今回はど
うかわからないよ、とわたしは言った。 
　いとうさんは、やはり「何も思いつかない」といって執筆はことわった。このところ遅れていたUEAの
Esperanto誌3月号には12ページの特集が組んであり、これは3月中に届いた。10名のしかるべき人たちが追
悼文を寄せているが、Edwin de Kockのは長文で、レグロ=ペレスの生涯をよく伝えている。これには73に
も及ぶ注がついているが、各種文献のほかに私信からも引用され、その分内容が具体的になっている。 
　私信といえば、日本には宮本正男あての手紙が何通かある。じつは宮本さんから私が借り出してコピーさ
せてもらうことになり、途中までしたところで中断したまま現在にいたっている、レグロ=ペレスだけでな
く、オールドその他、有名人の手紙がかなりたくさんあって、一度にコピーしきれなかったのであった。
失ったわけではないけれど、目下、家の中で行方不明という申し訳ないことになっている。 
　ところで、スペインでは、「レグロ」が姓だというのは後にわかったことで、わたしたちはずっと「ペレ
ス」と呼んでいた。KLEGの事務所が中津にあった50年代の後半から60年代の初めにかけて、わたしはよく
宮本さんとペレスやStafetoの本の話をした。 
　書評用に送られてくる新刊書には、その本について出版者レグロ=ペレスが書いた紹介文が一枚、はさみ
込んであった。本は宮本さんが読んだあと、時どきは借りて読んだのだけれど、本にはさまっている紹介文
を読むのがわたしは好きだった。出版人レグロ=ペレスのその本についての思いが書いてあって、これはい
ずれ一冊にまとめてほしいと思っていたほどである。そのころ読んだ本ではヴァランギャンのEseojがいち
ばん印象に残っている。 
　レグロ=ペレスがラグナルソンのŜtupoi sen nomoに寄せたプロローグも忘れがたい。サワリの部分を引
用しようと思い、本棚を見に行ったが見つからなかった。借りて読んだだけで、その後も買わなかったのか
もしれない。Jozefoの巻末に出ている"Babilo pri Stafeto"は当時（57年ごろ？）楽しく読んだものである。 
　早くからBelliteratura Eldon-serioの13として予告が出ていたレグロ=ペレス本人の本Rikoltoは、いつま
で待っても出なかった。印刷関係の職人がいなくなり、それも原因のひとつとなってStafetoの全盛時代は終
わり、やっと昨年、待望久しかったRikoltoは、主としてR. Haupenthalの尽力でFontoから刊行された。著
者が生きている間にどうやら間に合ったわけである。それにしてもStafetoの一冊として出なかったのは惜し
まれる。このシリーズは、内容もさることながら、活字の本としての「つくり」がよかったからである。もっ
とも、他人の本を出すことに忙しく、自分の本は常にあとまわしにしてきたという、いかにも愛他精神の人
レグロ=ペレスにふさわしい話ではあるのだが。 
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　52年から四半世紀にわたって93冊のStafeto本を送り出したペレスの仕事がいかに偉大であったかは、こ
のシリーズと著者たちなしのエスペラント界を思えばわかる。 
[ La Revuo Orienta 1993年6月号 ] 

第78回世界エスペラント大会「パエリア大会」 － 参加印象録 

　世界大会（以下、UK）の印象は、プログラム以上に大会場と宿舎のよしあしに影響される。UEAの事務
総長シモさんは、「UKにはどんなプログラムがありますか、とはよくきかれることだけど、じつは、番組
以外の気楽な交流にこそUKのいいところはあるわけで…」と言うが、そのとおりである。が、その部分
は、省略せざるをえない。 
　バレンシア大会の主会場は音楽ホールのせいか、話し声には不向きで聞きとりにくかった。また、入り口
ちかくの、人がいちばん集まるあたりにいすとテーブルが少なかったのも、ぐあいがわるかった。副会場は
学校の校舎で、暑い中を通うのは楽ではなかった。大会の雰囲気を盛り上げる熱気という点では、もうひと
つ…というのが、今大会の印象としては、いちばん大きかった。 
　「ホテルは、大会場に最も近いという条件で選んだので、私の場合は楽だった。途中で、すこし遠いホテ
ルから移ってきたひともあった。歩いて数分という近さは、やはりありがたい。もっとも、午後1時から4時
までシエスタができることになっていたが、これは一度も実行できなかった。 
　いま、Kongreslibroで自分が出席したプログラムを調べてみたが、じつに少ないということがわかった。
大会テーマ「21世紀への啓発」についても、開会式でDuncan Chartersのスピーチはきいたが、関連番組に
は出ていない。ただし、このスピーチは、「エスペランチストが、まず、みずからの文化を愛し、相互啓発
につとめるべきだ」という内容にふさわしいもので、私の知るかぎり、最高の出来ばえであった。 
　開会式で日本代表として出た石野良夫さんのsalutoは、"… invitas al nia najbara lando"とやって、韓国
のソ兄弟も関心するほどの場外ホームランであった。J. ウェルズUEA会長は、前夜の巨大パエリヤが呼び物
であったInterkona Vesperoにちなみ、「エスペラントの理想はパエリヤに似たところがあります。米だ
け、肉だけではおいしいパエリヤは出来ません。数多くの具をあんばいよくとり合わせてこそ、微妙なパエ
リヤが…」と、まことにうまいたとえをとり入れていた。が、世界の情勢は、民族浄化に見られるように、
パエリヤ風の理想とは程遠い。"…ni ĝojas pri la paelja riĉeco de lingvoj, etnoj, kulturoj kaj religioj, 
kiujn ni reprezentas inter ni." (el la kongresa kuriero Valencia Suno)  
　本の日、学校の日、平和の日、その他、アジア関係のものも含めて、一切、出ていない。ウィーン大会か
らは、komitatano Cなので、評議員会に出ることを中心にしていたら、そうなってしまった。バレンシア市
長（女性）招待のAkcepto、音楽とダンスが楽しめたNacia Vespero、パエリヤとサングリアがタダでいた
だけたInterkona Vespero、BankedoとBalo、自分の出番もあったOomoto分科会とKvizo、それにTuttaga 
Ekskursoに参加したぐらいであろうか。Esperantologia Konferencoは、途中で、ほんの一部のぞいただけ
だった。も っとも、この時は、ちょうどNikola Rašicが、マイモン著La Kaŝita Vivo de Zamenhofを専門
の立場から、きわめて高く評価している最中だったので、いい気分であった（JEIの刊行物ですぞ！）。 
　大会大学も、ひとつだけしか聞けなかったが、これは堪能した。Miguel Fernándezの"Sur la spuroj de 
Federico García Lorca"で、話の内容もよく、時どき入る詩の朗読と、とりわけ本格的な歌が、ききもので
あった。身をふるわせて歌いおさめると、毎回、拍手が沸き起こった。最後は会場のほとんど全員が立ち上
がってのovacioとなった。これはめったにないことで、それを本人に言うと、「UKは何しろ初めてなの
で…」とのこと。訳者として、また詩人として知られる人だが、UKにとっては、まったくもって得がたいタ
レントがデビューしたものである。 
　ところで、今大会で発売された本が何冊もあり、本の日以外にも著者たちが30分ずつ自作を語る時間も
あった。ひとつだけ紹介すると、Ibere libereという。これは、Gonçalo Neves、Georgo Kamaĉov、
Liven Dek、Miguel Fernándezによる詩集だが、Nevesがポルトガル人であとはスペイン人、全体ではイベ
リア半島人の共著本である。文芸コンクールでも、このイベリア勢がそろって入選し、実力の程を示してい
た。さらにカタルニア人のAbel Montagutが Poemo de Utnoaという力作でデビューしたが、このモンタ
グートは数年前スイスのKCEで会ったアベルという知人だったので、うれしかった。 
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[ La Revuo Orienta 1993年10月号 ] 

ザメンホフは、やっぱりすごい人だ 

　何年か前に、「いままでエスペラントでいちばんたくさん書いた人はだれ」と家人にたずねられたことが
あった。深く考えもせず、「それはやはりザメンホフだと思う」と答えたのだが、果たしてどであろうか。
一番かどうかはさておき、ザメンホフが原作・翻訳両面にわたって最も多く書いた人のひとりであったこと
は事実であった。 
　ザメンホフはまた多く読んだ人でもあり、編集したり人の文を直したりした人でもあった。要するに、こ
の人がエスペラントを実際に使いこなしていたことは認めざるをえまい。 
　ただし「ザメンホフとエスペラント」（JEI新刊）で、渡辺克義氏が言われるように「エスペランティス
トの中にはいまだにザメンホフの文を絶対視している者がいるが、著者はこうした傾向に批判的である」と
いう人もあるに違いない。 
　私自身は、別に絶対視はしていないけれど、本年はザメンホフ没後80年になるが、やはり「いまだにザメ
ンホフはすごい人だ」と考えている。PVZ（ザメンホフ著作集）刊行関係者のひとりである私が、この場で
なお、ザメンホフを読むことをおすすめしなければならないことには、多少の情けなさを感じてもいる。こ
れだけの本が出ているのだから、だれか他の人が読み、すすめてくださってもよさそうなものだからであ
る。 
　ところで昔は（1950年代から60年代あたりまでのこと）、手頃なザメンホフ入門書として城戸崎益敏編
『ザメンホフ読本』（JEI）があり、初級から中級に向かうあたりで一度はこれを読むことになっていたの
だった。いわばザメンホフの文章見本市のような本で、アンデルセンの童話やハムレット等の他に"El 
kongresaj paroladoj"など、ザメンホフ自身の考えの一端にも触れることができるようにできていた。私な
どはこの本でコトワザもいくつかおぼえた（Inter lupoj kriu lupe; Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu; For de 
l'okuloj, for de la koroなど）。 
　この本で味をしめた（？）人はOriginala verkaro de L. L. Zumenhof（1929年、J. Ditterle編；現在は1983年
のOriental-Libro版が入手可能）にとりかかった。私はその前にParoladoj（「演説集」）なども読んだが、
さて、昔はともかく、現在の学習者はどうすればいいのであろうか。 
　この「演説集」は、本年刊行の予定で 編集が進行中であると聞いている。この川西徹郎氏編の新著が出
れば、まずはそれをお読みくださるように。いまからおすすめしておきたい。たとえば、"En la plej 
malproksima antikveco, kiu jam de longe elvisiĝis el la memoro de la homaro kaj pri kiu nenia 
historio konservis al ni eĉ la plej malgrandan dokumenton, la homa familio disigis kaj ĝiaj membroj 
ĉesis kompreni unu la alian." 
　といった、息の長い文を音読しておくことは、学習のある段階ではやはり必要なことだと思うからであ
る。もっとも、上記の文を見ても、何のことかサッパリ意味が分からないようでは、読むのがすこし早すぎ
るが…。その先となると、語学的なことが好きな人はLingvaj respondoj（Eldonejo Ludovikito: G. 
Waringhien編）、思想面あるいは国際語の将来についても関心のある人は"Esenco kaj estonteco de la 
ideo de Lingvo Internacia" (上記Originala verkaro等に所収。単行本としてはTEKo）あたりから入るのがい
いという。まことに常識的なことしか言えない。 
　ところで、これらのことは、すでにエスペラントを何らかの理由で学び始めた人たちに向かって言ってい
る、が、ほんとうは、日本語で読めるザメンホフ著の本がないことを問題にすべきではなかろうか。つま
り、「エスペラントの父」あるいは、国際語の創始者として知られるザメンホフとは、いったい何が世界に
向かって言いたい人だったのかが分かる本がない、という事実である。伝記は数種あるし、それぞれの著者
たちの目を通して語られる限りのことは分かるが、やはりザメンホフ本人の著作物としての「ザメンホフ論
文集」が新書本一冊もないというのは、やはりよいことではない（どなたか、それなら私が編者になりま
しょう、と言い出されることを期待して言っているのである。そのまま日本語に訳すればそういう本になる
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というのをまずはエスペラント文で編集し、『新・ザメンホフ読本』として、JEIから出したいものであ
る。） 
　話はまた勉強のことに戻るが、何が一番ザメンホフの凄いところかと言うと、手紙をたくさん書いたこと
ではないか。翻訳をする気も詩や論文を書くつもりもない一般のエスペランティストでも、手紙のひとつや
ふたつは書くこともあるはずだ。その際、やはりモハン文になる手紙を一番たくさん書いたのは、この人だ
と言ってもよかろう。論文や演説は敬遠したい人でも、手紙ならもうすこし気楽に読めるのではないかと思
う。たとえば"Kara sinjoro! -- Akceptu mian plej koran dankon por la amika alsendo de via fotografaĵo 
kiu estas al mi tre kara kaj kiun mi ricevis kun vera ĝojo" (N-ro 230、Originala verkaro)といった、ごく
短い手紙なども、ザメンホフはたくさん 書いている。  
　別のところで以前に書いたのでここでは簡単にしておくが、もしこれだけひとつとなると、私が一番すご
いと思うのは"Ekzercoj"（Fundamenta krestomatio所収）なのである。この内容には何かタネ本があるのか、
全くザメンホフ自身の原作なのか、いずれにせよ、世の中のあらゆることが出てくるといいたいぐらい多様
な文章が入った本である。 
--- 
Originala verkaro de L. L. Zamenhof、J. Ditterle編、大阪：Oriental-Libro、1983復刻、604p. 主要な論
文、演説、雑誌記事、手紙などを集成　4,000円  
[ La Revuo Orienta 1997年2月号 ] 

UEA委員会報告 
21世紀に臨む執行部の新布陣決まる 
̶任期2001年7月まで 

　93年のバレンシア大会でElekto-Komisionoの3人のひとりになって以来、世界エスペラント協会（UEA）
役員の人事に深くかかわるようになった。本来、これは「選挙管理委員会」で、評議員たち（komitatanoj）
が次の理事会にはこの人を…と言ってくるのを待ち、規程どおりかどうかチェックするはずの委員会であ
る。が、現実にはこの委員会が次期会長をはじめとする理事たちをさがし求め、候補者のおぜん立てをする
のである。 

　8月1日（土）午後2時、Lee会長による開会の辞で委員会が始まる。A委員は国別・専門団体、TEJOなど
加盟団体の指名によって選出されている。先ごろ行われた個人会員の投票で選ばれたB委員8名が得票数とと
もに発表された。 

　　LEE Chong-Yeong (1436) 
　　Atilio ORELLANA ROJAS (1384) 
　　Amri WANDEL(1384) 
　　Michela LIPARI (1356) 
　　Andrzej PETTYN (1356) 
　　YAMASAKI Seiko (1181) 
　　Katinjo FETTES-TOSEGI (1133) 
　　Aleksander KORĴENKOV (1129) 

　ヤマサキセイコー氏は大会不参加のため欠席。日本からはA委員の東海林敬子、佐藤勝一両氏がJEI代表と
して出席。藤本は選挙委員会の一員としては最初から出ていたが、C委員に選ばれたのは後半からで、それ
まで投票には参加していない。A、B委員によって3度に分けて選出されたC委員は13名。全体では74名、う
ち出席委員は58名であった。 
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　決まったことのいくつかを報告すれば、基本会費が現行の103ギルダーから105ギルダーに「改定」され
た。これはオランダのインフレ率に見合う数字の由。もっと値上げして、増収分で事務局員を1人増やして
はどうか、という発言もあったが、イヤ、それはかえって逆効果になる、ということで105という事務局原
案どおりに決まった。 
　60番目のUEA加盟団体としてSlovakia Esperanta Federacioが認められ、ほかには協力団体として
Esperantista Internacia Centro de la Civitanoj de la MondoとInternacia Komunista Esperantista 
Kolektivoが承認された。なお、香港からも加盟申請が来たが、Ĉina Esperanto-Ligoの内部でまだこの件に
ついては議論がなされていない、ということで今回は見送られた。 
　次はうれしいニュースで、6人の優秀なエスペラント活動家がUEAの名誉会員として承認された。André 
ALBAULT氏、Pierre BABIN氏（以上、フランス）、Ignat BOCIORT氏（ルーマニア）、William R. 
HARMON氏（アメリカ）、Claude PIRON氏（スイス）、そして山添三郎氏（日本）である。それぞれの
人が選ばれた理由とともに、開会式で発表された。それはいいのだが、名誉会員で出席している人はその場
で起立してくださいというのはどうか。せめて舞台に上っていただくことぐらいはできないものか、と前か
ら思ってはいるのだが。 
　ところで、委員会の会合はすべて公開されていて、傍聴席からの発言も（議長が認めた場合は）可能であ
る。それどころか、投票用紙を回収して点検する役は、会場に居合わせた人の中から指名された3人に頼む
ことになっているので、いわゆるpublikoがいないと困るのである。 
　新理事会は、結局、次のように決まったのだが、すんなりとは行かなかった。 

　　会　長：Kep ENDERBY氏（オーストラリア）、対外関係等を担当。 
　　副会長：Renato CORSETTI氏（イタリア）、Kampanjo 2000、国別活動、財務担当。 
　　書記長：Michela LIPARI氏（イタリア）、この人だけが前理事会からただひとりだけ残った。 
　　理　事：Petro CHRDLE氏（チェコ）、専門および学術・教育担当； 
　　　　　　Kalle KNIIVILA氏（スウェーデン）、広報担当； 
　　　　　　Gbeglo KOFFI氏（トーゴ）、アフリカ活動担当。 

　このように、アフリカのエスペランティストがUEAの役員に選出されたのは歴史的だと言われている。 
　選挙委員会が当初考えていた理事会は上記6名のほかAmri WANDEL、Fred DE GEUS両氏を含む8名で
あった。が、委員会では7名とすることが決まった。リパリ氏が、「選ばれても、私としては一緒に仕事が
できない人がいる」と言い出したことから混乱が始まり、感情的なやりとりがつづく。それはワンデル氏の
ことで、理事会で決めたことを守らず独走しがちであると言う。対応を迫られた選挙委員会としては、代案
も出したが、「それでは未熟であるから出直すように」となり、二転三転したが、結局、投票は月曜日まで
延ばされた。本会議後、別室で両氏の言い分も聞いたが、見解の相違で調整ができないまま投票へ。ワンデ
ル氏には2000年UKのLKKでお働き願うことにして、選挙委員会は同氏が入らない7名案を提案した。する
と、今度はde Geus氏が、「選ばれてもすぐ辞任する」と言い出し、そのとおりになった。 
　そのような混乱はあったが、新理事会は、Lee前会長が打ち出したKampanjo 2000を中心とするUEAの
方針は変更することなく、継承して行くはずである。そのために副会長が2000年キャンペーンを担当する。
また、Enderby会長はアジアを重視する意向で、日本大会などチャンスがあれば、近いうちに訪日したいと
いうことも私は聞いている。 
　なお、日本の八木日出雄会長の後30年ぶりにアジアから選出されたLee前会長は、1期3年間の任期中に新
しい方針を示し、展開したことで、UEA委員会でも高く評価され、惜しまれての退任となった。それはB委
員としてトップ当選、委員会での盛大な拍手等で示されたことである。 
[ La Revuo Orienta 1998年10月号 ] 

いとうかんじとludovikito 
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　いとうかんじさんは『ザメンホフ』（1967年刊）でデビューした。全7巻（+余滴）が完結したときは大
河小説とも言われた。小説らしかったのは、始めの方、特に第1巻ぐらいで、巻が進むにつれてザメンホフ
文献資料集の観を呈してきた。時と共に資料が増えてきたからである。また、第5巻が出た1973年には並行
してエスペラント文によるザメンホフ著作集の刊行が始まっている。これはおそらく、いとうさんが、自分
でよく理解するために翻訳していたものを日本語の作品として刊行し、後に同じものをエスペラント文の原
文のまま著作集に取り入れていくからであろう。 
　著作集（国際的に通用するので、以下PVZ = plena verkaro de zamenhof）は、とりあえず第1刊を出
し、後は様子を見ながら、ということで始まった。結局、いもづる式に展開し、ザメンホフが書いたものか
ら、次にはザメンホフが翻訳したもの、さらにはザメンホフが出していた他人の作まで拡がっていった。こ

ひろ

のような「全集」は世界的に見ても、ほかには存在しないものと思われる。しかし約60巻（私も正確に数え
たことはない）というのは人びとの常識を超える巻数であって、始めのうちは出ていた書評すら出なくなっ
てしまった。 
　中心となるPVZは、iam kompletigota plena verkaro de zamenhofと名乗っていた。私のつもりでは、
いつかは他人（学者や専門家）によって完成されるであろうが、とりあえず発刊する、ぐらいの気持ちで
あった。いとうさんご自身は、いつの日にか自分の手で完成されるはず…と考えていたらしい。全3冊
（春、夏、秋版）に編み直した時はiel-tiel kompletigitaと直してあった。これと翻訳編あたりまでならまだ
巻数もそれほど多くはなかった。次にLDことludovikologia dokumentaroが始まり、巻数が増えてしまう
ことになった。 
　PVZのほかにもいとうさんの仕事はある。戦前のE. PrivatやE. Drezen、戦後の伊東三郎（1950）やM. 
Boulton（1962）そのほかのザメンホフ伝のあと、いとうさんには「ザメンホフ」以外にも「実録　ザメン
ホフ伝」等の伝記がある。「ザメンホフ」は全部で8000枚くらいの大作だが、「実録」はPVZ等を経て、
たどり着いた結論を中心にまとめられたもので、「とりあえず1冊」と思う人にはおすすめできよう。本書
はきわめて実証的なザメンホフ伝である。 
　(resumo) ito kanzi, alinome ludovikito, debutis en 1967 per zamenhof, kiu estas ok-voluma biografio 
pri la aŭtoro de Esperanto. Poste li eldonadis sinsekve ĉ. 60 volumojn, kiuj enhavas zamenhofajn 
verkojn, tradukaĵojn, eldonaĵojn, dokumentaron ktp. Inter ili zituroku zamenhof-den estas zamenhofa 
biografio kompilita simple kaj pozitive sur ĝisnunaj liaj studoj. 
[ La Revuo Orienta 2003年7月号 ] 

追悼　いとうかんじ 
しあわせな人 
1918-01-15/2005-04-25　享年87歳 

　伊東幹治さんは、美弥子夫人によると、神戸は元町界隈で生まれ、育った。下町の子としては初めて神戸
かいわい

一中に進学。四年で三高に入学した。この時代は剣道に熱中し、選手であったらしい。 
　一方、同人雑誌の『三人』にも加入し、特に冨士正晴（編注：後に小説家・詩人）とは親しくした。38年
には京都帝国大学文学部に入学し、国文学を専攻した。卒論は冨士正晴が代筆し、41年に卒業。しばらくは
中学校の教師をした。 
　42年には幹部候補生として応召、中国大陸に渡った。暗号係をしながら松花江の近くなどにいた。45年
の終戦で、捕虜生活のあと、46年には帰国した。当時は敗戦後の事情のせいか、自由に京都に来て住むこと
は出来なかった。伊東さんは再び京大生になり、入洛を果した。だが、それでは食えなかった。ここに永末

にゅうらく

英一という人が登場する。氏は後に代議士になったが、当時は世論研究所を持っており、伊東さんはそこに
ころがりこみ、永末家に下宿もしていた。 
　世論研究所はそのうちに永末書店となり、歯科医師向けの専門出版社になった。年代は不明だが、伊東さ
んは編集の仕事をするようになった。また、冨士正晴の紹介で結婚し、同人誌VIKINGの創刊同人にもなっ
た。 
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　それから数年間あるいはもっと長く、同誌に作品を発表している。伊東さんは、自分の書く日本語に不満
があった。そういう時、1959年、高杉一郎訳のエロシェンコに出あった。その簡明さに感銘を受け、工ス
ペラントからの訳文であるというところに注目した。それから数年間は同僚の前田喜美子さんとエスペラン
トの共同学習がつづく。この間、出張で上京の折には本郷元町のJEIを訪ね、三宅史平さんともやりとりが
あったらしい。進み出したらコトは速かった。おそらく1964年の初冬には、小説『ザメンホフ』の第1巻分
が完成していたと思われる。 
　65年の5月ごろ、私は梅棹忠夫先生のお宅を訪ねた。居間のソファーにVIKINGがあった。中にザメンホフ
があった。作者のいとうかんじとは知らぬ人である。同人の住所録によれば京都の住人ではないか。これか
ら1年ぐらいの間に、私の問いかけに対して少なくとも3通の長い返信を下さった。タイプで打ったエスペラ
ント文である。いま、それらが行方不明なのが惜しまれる。 
　65年の12月、私はいとうさんに電話をかけた。大阪のザメンホフ祭で『ザメンホフ』のことを話してもよ
ろしいか、という内容だった。この頃では、いとうさんが人には会いたがらない人らしいということが分

ころ

かっていたので、古い資料なども、例えば福井県金津町の伊藤己西三氏から借り出しては、日通で送り届け
き う ぞう

たりしていた。 
　66年5月、VIKING誌の月例合評会が京都で開かれた。会場が京都だからいとうさんも出席するのでは…と
思い、私どもは夫婦で参加した。いとうさんは来ていない。私たちのお目あてはいとうさんだと知り、冨士
正時さんが、人に命じて伊東を呼べと電話をかけさせた。やがていとうさんはやって来、会が終わると二人
を連れて自宅へ向かった。 
　あれから40年になる。日本語の『ザメンホフ』は67年に第1巻が出たが、刊行が完結しないうち、73年に
は後年PVZとして知られるようになったエスペラント版ザメンホフ全集が出始めた。これから、いとうさん
の仕事は、ludovikitoとして国際的に展開することになる。ちなみにこの名前は私がつけたもので、他にイ

ほか

ラスト担当の日中早知子さんもfruscievaとして気にいってもらった。 
　ところで、PVZには巻末にludovikitoによる、いわば解説がついている。これが文頭から全部小文字だけ
なのである。私などは、宮本正男さんに「おい、あれは読みにくいぞ」と何度も言われた。かと思うと74年
に持参して渡した時、カルロ・ミナヤなどは、「これがいいんだ」と満足気であった。 
　PVZには iam kompletigotaとあったが、いとうさんのつもりはともかく、私としては「いつかは、だれ
か他の人たちによって」完成する筈ぐらいのつもりであった。いとうさんの仕事は拡大し、ザメンホフが書

はず

いたり話したりした著書ばかりか、ザメンホフが行した図書の出版にまで及んだ。 
　年がたつにつれて内外の協力者が現れた。全部は書けないが、ヴァランギャン、マイモン（この二人との
書簡集あり）、デルクール、アムルー、ヨアンシー、リンス、そして大の功労者ハウペンタール、ウィーン
の博物館や英国の図書館、それにUEAの協力もあって、かなりの資料が集められた。 
　いとうさんは夕食後3時間はザメンホフと遊び、退職後はそれが毎日になった。4月8日、久しぶりにお見
舞いに行き、ホルヘ・カマチョに託されたLazaroという時と、関連のある私あての手紙を渡した。元気そう
に見えた。 
　いとうさんは最期までパソコンに向かい、し残した仕事をしようとしていた。4月25日早朝急変し、午前
に亡くなった。通夜はなく、家族と近親者のみで、27日お別れ会が無宗教で営まれた。さみしいのはいやだ
ろうからと言う夫人の意向で花はふんだんに入れられた。いとうさんは幸せな人だったと思いますが…と私
が言うと、「しあわせ、しあわよ！」と夫人が言われた。国内協力者のひとり清水孝一さんのことは「こう
いったん！」と呼んでいた。東京の東海林家他には残された本がたくさん頂けてある。これをどうするかは

ほか

大問題である。 
　(resumo) itô kanzi (1918.01.15 - 2005. 04.25) aŭ ludovikito estis feliĉa kun la iel kompletigita PVZ 
kaj aliaj aldonaj partoj, danke al la fervora kunlaboro de diverslandaj kunlaborantoj. Li plenumis 
gigantan laboron, tamen post li restas amaso da libroj, kiuj atendas ĉies interesiĝon.  
(Tacuo HUĜIMOTO)  
[ La Revuo Orienta 2005年8月号 ] 
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W. A. kiel Vilĉjo － ウィリアム　オールドさんのこと 

　オールドさんは、イラチ（編注：関西弁で「いらだちやすい人」）だった。自分で巻いて、しょっちゅう
タバコをすう人だった。仕事は、バスの中でも、副校長をしていた学校（スコットランドの中等学校）で
も、昼食後、少しでも時間があると、何か書いていた。あれだけ大量の仕事（それについては、ほかの人た
ちの記事を読んでください）ができたのは、そういう生まれついての勤勉さがあったためであろうか。破顔
一笑という感じで、よく笑う人でもあったが…。 
　ひとり残された未亡人はミータさんという。このひとが、詩人オールドの詩の女神（Muzo）だった。
1975年夏、サンフランシスコ州立大学の夏季エスペラント・ワークショップには、70年の第1回以来、講師
（＝教授）をしてきたオールドさんと、初めてよばれた私は、そこで親しくなった。もっとも、初めてお目
にかかったのは、73年の夏、亀岡での日本大会の時だから、すでに面識はあった。また、大会後、京都にも
数日滞在されたが、北白川にあった旅館を私ども（藤本ますみと私）が紹介したのだった。この時は、ウィ
リアム　ハーモンさんの夫人、ルーシィさんも一緒で、夜、近くの児童公園を4人で散歩したことを覚えて
いる。オールドさんは、＜ユーゾラハレテ　アキカゼフキー＞ 
　と、日本語で歌ってみせた。 
　サンフランシスコには、オールドさんは、キルトをはいてやってきた。 
　「だあれも、見てくれなかった」と言う。 
　花森安治は、女の人がはく普通のスカートを着用したので、勇気が要ったであろうが、伝統衣装であるキ

い

ルトでは、迫力がなかったものと見える。 
　「それにしても、手紙が来ないのは、どうしてか」と、大学の宿舎の受付で、よくそんなことを言ってい
た。ミータ夫人から来る筈の便りが、なかなか来ない、と言って待ちきれないでいたのである。私も、同じ

はず

思いだった。しばらくして分かったのは、名前がHuĝimotoないしHuzimotoとして手紙が来るのに、私はパ
スポート通りに、ここではFujimotoとして登録されていたからである。つまり、別のファイルに入ってい
た。 
　これもやがて解決し、私もオールドさんも、数日ごとに手紙を受け取るようになった。ふたりは、それぞ
れ、妻からの手紙を支えとして、4週間という長丁場を生き抜いた、という感が強い。オールドさんは初級
と上級、私は中級と上級を担当した。週末（土と日）には授業がなく、学内食堂も開かれない。この時は、
シュルツ夫妻が中心となってパーティーを開き、みんなをなぐさめてくださった。 
　その他の日は、夜の講座が終わると、キャンパスのわりに近くにあった、レッドチムニーという、バーと
いうか、パブというのか、ともかく飲める店に行くことが多かった。ハーモンさんも時おりやってきた。こ
の人は名前も同じウィリアムなので、おたがいVilĉjo（英語ならビルというのは、皆さんご存じのとお
り）、短くしたいときはVilĉj'と呼び合っていた。手紙も、だいぶ書き合った仲らしい。 
　たしか、予定されていた講師のダンカン・チャーターズの都合がつかなくなり、やむを得ず（？）、だれ
かアジアないし日本からという話になった時、小西岳さんと私が対象になったらしい。ハンブルグUK

がく

（1974年）のあと、10月の下旬に帰国した私が11月初旬にあった福岡での日本大会に出たところ。ほかの
人たちがその話をしてくれた。私には、初めてきく話だった。小西岳さんは、諾否の手紙をなかなか出さな
かったようで、結局、私に…となった時は、かなり遅かった。国際交流基金に申請して旅費の補助金をも
らったのだが、すでに5月、一般の締め切りは過ぎていたように思う。基金の役員であった梅棹忠夫先生が
直接書類を持参してくださり、かろうじて間に合った。 
　75年の夏、コペンハーゲンUKのあと、UEAの本部があるロッテルダムに行き、その夜、マルカリアン君
枝さんが住むイギリス（ロンドンその他）を訪ねた私たちは、フライイング　スコッチマンという夜行急行
でスコットランドに行った。オールドさんのお宅に着くと、そこにミータ夫人がいらしゃった。この時はま
だ中年女性だったミータさんは、それとなく、はにかむようにしていらして、私はなんと優雅な女性だろう
と思った。声もよく、話し方も落ち着いて、心地よく響いたのだった。2泊したように思うが、一緒に近所
を散歩したり、街へ買い物に出かけたりした。Vilĉjoとは、パブにも行った。 
　後年、家内が、『我が輩は猫である』にも出てくる画家、アンドレア　デルサルトに関心があると言うと、
全訳ではなかったが、この人に関する詩を訳して送ってくださった。 
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　1996年のプラハUKの時、オールド、f-ino Barlaston、それに藤本両人でお茶を飲んだか、昼食を一緒に
食べたことがあった。私が何か言うと、ふたりが大いに笑うのだった。先に書いた＜破顔一笑＞というのに
は、そういう事実の裏づけがある。 
　インタヴューをして出来たオールドさんについての本の中で、わざわざ私の名を引き、amikoだと言って
くださった。Vilĉjoは、誠に人間らしい男で、おまけに偉大な詩人でもあった。結語：ノーベル文学賞は、
大江健三郎はともかく、William AULDには値しない、というのが私の説である。 
　(resumo) Tacuo Huĝimoto estis, laŭ propra diro de la poeto mem, amiko de W. Auld, kaj ili kolege 
kunlaboris sanfranciske en 1975; tiun jaron somere la Huĝimotoj (Masumi kaj Tacuo) gastis hejme ĉe 
Auld kaj konatiĝis ankaŭ kun sinjorino Auld (Meta), kiun ili ambaŭ trovis ĉarme eleganta kun 
trankvila voĉo kaj bona intonacio. Konklude la aŭtoro asertis, ke la nobel-premio por literaturo ne 
indas je William Auld. (Tacuo HUĜIMOTO) 
[ La Revuo Orienta 2007年2月号 ] 

UEA委員会の話 

　委員がA、B、Cの3種あることは、拙著『エスペラントはこうして話す』で、すでに紹介した。それは、
選出方法にかかわることで、委員になれば、条件は同じである。ただし、Aは、加盟団体（日本はJEI）が選
出あるいは指名すれば決まるので、UEAは関知しないし、A委員が欠席する時は、代理出席が可能である。
B（個人会員の投票で決まる）とC（AとB委員総数の4分の1をこえない人数まで）には、それはできない。
ともに、個人の資格で委員をつとめる。 
　AとBはUKのInterkona Vesperoがある最初の土曜日、ヨコハマでは8月4日の午後（おそらくは1～5時、
ないし2～6時）開かれる第1回のKomitata Kunsidoまでに、決まっている。Bの選出は、UEAの事務局長
（現在はOsmo BULLER）の担当で決まる。C委員は、いわば「学識経験者」である。 
　Elekto-komisiono（JEIの選挙管理委員会に相当する）というのがあり、これの責任でC委員の候補者が
立てられる。本来なら、委員たちは、だまって待っていて、候補者に資格があるかどうかをチェックしてい
ればいいのだが、実際には自ら候補者をさがし出し、3人以上の提案・賛同を得た人を有資格者と見なし、
第1回の委員会にかける。AとB委員の選挙（人事にかかわることなので、無記名投票）によって、C委員が
選出される。この時、定数が15名だとすると、例えば12～13名まで選び、補充選挙の余地を残しておくと
いう慣例がある。 
　投票が終わると、その場に居あわせた人の中から有志3名程を選び、得票の結果を数えてもらう。結果が
報告されると、黒板とか模造紙にだれが何票とったかが書き出される。上から、例えば12位までの人がC委
員として選出され、新人の委員は、即座に自ら席に着く。辞令などは、もちろん、出ない。 
　選挙委員会（3～4名）は、C委員のほかに、理事会（Estraro）の候補者もとりまとめ、やはり委員会に
かける。この際、会長、副会長、事務総長（Ĝenerala sekretario）の三役は、この3人と指名した上で、委
員会が投票で決める。他の理事たち（estraranoj）の役割分担は理事会の内部で決めればよい。 
　なお、elekto-komisionoの任期は3年で、年数は、委員一般と同じだが、選挙年（ヨコハマ、2007年）の
次の年に選び出される。なぜかと言うと、せっかく理事に選ばれても、都合（健康上の理由、等）で、辞任
する人があるからだ。そういう場合は、次の年に、また候補者を探し出し、委員会にかける必要がある。
Elekto-komisionoの候補者は、その場（委員会の席）で、口頭で指名され、やはり投票で決まる。私は92
年に初めてC委員になり、翌年バレンシアUKでelekto-komisionoに入った。この時の委員は、ウィリアム・
ハーモン、レナート・コルセッティ、それにフジモトの3人だった。選ばれたUEAの会長は、次の人たちで
あった。 
　1995年。（89年から2期6年つとめたジョン・ウェルズの後任）イー・チョンヨン。 
　1998年。ケップ・エンダビー。 
　2001年。レナート・コルセッティ。 
　（ただし、私は選挙委員としては、1期3年 × 3期 = 9年間在任したが、その間、2000年のテルアビブUK
で倒れたので、最後の2年間は開店休業となった。） 
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　なお、日本人ということで言えば、私の前任者はヤマサキ・セイコーさん、私の次は東海林敬子さんだっ
た。現在は、日本からは入っていない。私は、なるべくなら、日本から一人は入っていた方がいいと考えて
いる。入ってくる情報量が違うからである。 
　UEAの会長、その他の役員になっても役得はない。で、そのためかどうか、事実として言えるのは、会長
に立候補する人が、なかなか見つからないことである。 
　イー・チョンヨンさんが会長に…と依頼されるまでには、約10人の人たちから断られている。委員会は国
会に、理事会は内閣に相当しているが、UEAの会員、あるいは一般のエスペランチストたちには、だれが
UEAの会長であろうが、どうでもよいことであろう。 
　ハーモンさんがまず考え、私も、なるほどと思った人事は「八木日出雄会長からもう30年ぐらいたった
し、そろそろまた、アジアから出てもらってはどうか…」ということだった。私は、同氏はFAO（国連食編
農業機関）のローマ事務所の所長を、何年間もしていたと聞いていたので、ヨーロッパの人たちとも、うま
くやって行けるはずだと見た。また、たまたま来日していたイー・チュンギさんにも、どう思うかときいて
みた。それは、本人次第だけれど、いいと思う、とのことだった。 
　ちょうど、イー・チョンヨンさんは神戸に滞在中だった（で、阪神大震災にもあった）。ハーモンさんは、
電話をかけたが通じず、東京のヤマサキ・セイコーさんを介して連絡がとれたという。イーさんは、「会長
になったら、年に何回ロッテルダムに行くことになりますか」と、私にたずねた。「まあ、3回ぐらいでしょ
うか」と言うと、それなら大丈夫です、と彼は言った。自費で行く場合のことを考えてのことであろうか。 
　ロッテルダムのUEA本部での理事会は春（4月末～5月初め頃）開かれるのが定例で、時に秋（例えば10
月）にもう一度開かれることもある。UKの時は、これに理事が出席しても、交通費は出ない。ロッテルダ
ムでの理事会出席者には出る。これは3日間、歴代の会長の写真がかかげられている部屋で、行われる。 
　いずれにせよ、理事は委員の中から選出されるので、まずはA、B、C、いずれかの委員になっておかなく
てはならない。統計をとったわけではないが、どうも、理事や三役（会長、副会長、事務総長）に選ばれる
のは、A委員より。BかC委員の方が多いようである。A委員はLanda Asocio（日本ではJEI）の代表者であ
るから、時に（例えば会費の値上げ）UEA側と利害関係が対立することがある。その点、BとCは個人の資
格で出ているので、いわばUEA第一主義で働けるからであろうか。 
　「アジアのエスペラント大国 （？）である中国、韓国、日本のうち、少なくとも一ヵ国からはいつの理
事会にも、せめて一人は入ってほしい、というのが私の願いである。そ のためには先ず委員になること
だ。  
　(resumo) Tacuo HUĜIMOTO, iama komitatano C, elekto-komisiono, estrarano de UEA, dezirus ke 
en ĉiu estraro almenaŭ unu estu el la tri aziaj ĉefesperantujoj: Ĉinujo, Koreujo kaj Japanujo; krome, 
li diras, ke estas tre malfacile trovi kandidatojn por estraraneco, precipe, por la prezidanto de UEA.  
[ La Revuo Orienta 2007年6月号 ] 

UEA委員会の話 (続き） 

　今回はestraro（理事会）及び、その会合である理事会（の会合）estrara kunsidoの話になる。 
　1997年のアデレードのUKの時。バンケードが始まった。この席には多くの人が出ているので、当時
elekto-komisionoの一員だった私は、動き出した。他の委員、ハーモン、コルセッティも。まず、来年（98
年）のモンペリエ大会で、理事等の選挙があるため、会長候補者にも当たっておく必要がある。その時会長
であった、イー・チョンヨンには、当然、次期会長になる用意があるかどうかが問われた。その役に、ハー
モン、コルセッティ両氏があたった。で、「再出馬はしたくない」と、言う。私は、そうかなと思い、自分
でも直接チョンヨンさんにたずねてみた。すると案の定、「健康上の理由もあり、思案している（つまり、
たってどうしても…と頼まれれば、引き受けても…）」というような、きわめて東洋的な態度であった。こ
れでは、西洋人から見れば、「再登場しない」と、とられても仕方のない返事なのだった。で、すぐさま、
ハーモン、コルセッティ両氏は、次期会長として、ケップ・エンダビー氏に、交渉を始め、内諾を得ていた。
私も話をしたが、ケップは「こんなに英語国民ばかりが会長になってもいいのか」と言った。チョンヨンさ
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んは別として、そういえば、トンキン、ウェルズ、エンダビーと三人は英語国民である。その点、現会長（横
浜の開会式まで）はイタリア人のコルセッティなので、バランスはとれたかも知れない。 
　私は、1999年、ベルリン大会で、補充選挙で理事会に入った。会場の片隅の、小さい部屋で、早速、理
事会が、いわば、なしくずし的に始まった。ミケラ、ペトロ、グベグロ…といった理事たちがいたが、誰も

だれ

忙しく、昼食もとっていなかった。なぜか、テーブルの上にひとつ、板チョコがあった。それに、何人もの
手が伸び、とりあえず口をなぐさめた。お茶もない。ミケラが、ハガキの束を回し、「話しながら、署名し
て」と言う。宛先は、UEAの名誉会員、Societo Zamenhof会員などで、約200枚あった。 

あてさき

　新委員、理事、会長などは、第1日（土曜日）の委員会で決まっている。前会長等は、開会式までで、そ
の後は、新会長が引き継ぐ。 
　私は、文化担当理事になった。で、2000年のテルアビブUKでは、Belartaj Konkursojの入選者に渡す
diplomoに、選考委員長のヴィルモシ・ベンチクとともに署名した。 
　その前、2000年の春、ロッテルダムのUEA本部で3日間にわたって開かれた理事会に出席した。この会
で、UKその他、重要事項が決定された。理事たちは、UEA近くのホテルと、Simoteloとも言われるシモ・
ミロイェヴィッチのマンションに分宿し、毎日、何時間も議論し、決定して行く。この時、議事録作成にあ
たったのは、ステファン・マクギルとイシトヴァン・エルトルだった。昼食、夕食は近くのレストランでと
る。費用はUEAが持つ。また、UKには、各自、自費で出席するが、本部での理事会に出るときは、往復の
交通費はUEAが負担する。ただし、飛行機代はエコノミーである。ケップは、かつてオーストラリアの大臣
もつとめた人で、有名人である。（インターナショナル・フーズフーという紳士録にも名前が出ている）。
かれは、ビジネスクラスを使ったが、その差額は自己負担である。 
　このロッテルダムでの理事会が、UEAの費用でまかなわれることを、役得と言えば言えなくもないが、そ
れ以外には、これという役得はない。そのせいかどうか、理事、特に会長になろうかという人が、ほとんど
いないのが実情である。会長は、とりわけ、いそがしい。 
　ここで、余談のような、本題に入る。イ・チョンヨン氏を会長に、と言う話が出る前、例えば、どういう
（欧米の）人たちが、Elekto-komisionoの要請を断ったか、ということを書いておく。カルロ・ミナヤ（が、
何者か、ご存じない会員もいらっしやるかと思い、少しだけ、注を入れる。イタリア人。'65年の東京UKの
時、ラペンナ会長が欠席のため、代理にFestparolado（演説）をした人。パドヴァ大学の数学教授。
denaska esperantisto）。ダンカン・チャーターズ（アメリカ人。但し、元はイギリス人のように思う。筆
者は、個人的に話したことがない。大変な才人。昔出て、今でもCDが買える物マネ（各国人のエスペラン
トお国なまりを再現していて、多いに笑わせる。大学教授）。ジェーン・エドワース（この人物が、出た時、
私には、この名は初耳だったが、UEAの元会長ハンフリー・トンキン氏の現夫人。その他のことは、筆者に
は不明）。ここでは、三人だけにしておく。これらの人たちは、それぞれの国・社会で、名声があったり、
地位があったりする、エリートである。分かりやすい例で言えば、ウェルズやトンキン等は、ケンブリッジ
大の出。おまけに、トンキンは、アメリカの大学の学長を2校で務めている。 
　人には、事情があり、会長職を引き受けられないと言われたら、他の人に当たる他はない。さいわい、横

ほか

浜のUKで決まる次期会長は、すでに候補者が見つかったと、聞いている。なお、できれば、せめて会長は、
二人の候補者がいれば、選挙で選ぶことができて、いいとは思っている。しかし、一人でも立てるのが困難
な現状では、実際には無理のようである。トンキンは一人説である。 
　2000年、イー・チョンヨンUEA会長が、言い出したことがある。"Kampanjo 2000"ある。後藤三男さん
は、それに応じて、JEIとUEAに1億円ずつ、合計2億円という大口の寄付をした。2月初旬のことである。 
　5月の3日間、ロッテルダムのUEA本部で開かれた理事会に出てみると、何と、パソコンを見て、朝いちば
んに知ったシモ、事務局長のオスモ、財務担当職員のスタンレーは、1億円の寄付のことは知っていたが、
他の人、例えば、当時編集長であったイシトヴァン等は知らされていなかったのである。これはJEIでは考
えられないことではないか。2月から5月まで、いわば「関係者」以外は知らなかった。文化の違いか？ 
　横浜のUKでは、8月4日、土曜日の午後、1時か2時から4時間にわたって開かれる第1回の委員会で、
komitatano C、それに新理事会、会長等、今後3年間その任にあたる陣営が決まる。どうぞ、ご見学を。 
　(resumo) Temas pri inica rakonto pri la konsisto kaj funkcio de la UEA-estraro laŭ propraj spertoj 
de Tacuo HUĜIMOTO. En la Jokohama UK oni decidos novan estraron de UEA! 
[ La Revuo Orienta 2007年7月号 ] 
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Parolas ricevintoj de Ossaka-Premio 
Esperantisto de 55 Jaroj 

Naskiĝis libro el babiladoj inter s-ro Joŝitaka MINE kaj mi  
　"Kial vi ne eldonis tiun libron antaŭ tridek jaroj?" Demandis min unu sinjorino.  
　"Ĉar neniu petis min pri tio."  
　Mi povis respondi ŝin nur tiel. Tiam temis pri unu el la du libroj, kiuj kune donis al mi okazon kaj 
honoron ricevi Osska-Premion 2008, nome Enkonduko al Esperanto - Gramatiko laŭ Tacuo Huĝimoto. Laŭ ŝia 
opinio, la interparola nivelo de japanaj esperantistoj estus nun pli alta, se la libro aperus antaŭ tridek 
jaroj. Mi mem ne povas juĝi, ĉu ŝi estas prava aŭ ne, mi tamen dankis ŝin pro la komplimento.  
　Tiu libro aperis en aŭtuno 2006, kaj la alia libro eliris printempe de la sama jaro, nome: Esperanto 

tiel parolata. Dum kelkaj jaroj s-ro Joŝitaka MINE kaj mi havis kutimon babili dum unu-du horoj 
ĉiufoje en unu monato. El tio iel rezultis, ke mi verkis la libron pri interparolo. Mi simple ĝojas, ke s-
ro Mine kaj mi ricevis la premion respektive en la sama jaro. Oni trovis ambaŭ librojn praktike utilaj 
kaj foje eĉ amuzaj.  
　Nu, la redakcio de tiu ĉi organo donis al ĉiu el ambaŭ premiitoj po kvar paĝoj da spaco. Almenaŭ 
laŭ mia memoro, oni ne ricevis tiom da longeco por unu artikolo, kaj mi dankas ĝin por tia grand-
animeco. Mi permesas al mi skribi iom detale pri la unua tempo de mia esperantisteco, ĉar ŝajnas al 
mi, ke en la komenco kuŝas potenco. Ĉi-okaze, mi esprimas mian elkoran dankon al la tiamaj 
esperantistoj.  

Kiamaniere mi komencis lerni Esperanton?  
　Esperanton mi eklernis en la 22a de junio 1953, kaj unu semajnon poste mi iĝis plene 18-jara. 
Tiam mi havis multe da tempo, estante junulo sen profesio. Krom la lernado de Esperanto mi legis 
japane librojn kaj gazetojn en bibliotekoj. Al Japana Esperanto-Instituto mi aliĝis en januaro de 1954. 
Dum pluraj jaroj post tio mi fervore legadis ĉiumonate ĝian organon: La Revuo Orienta. Somere de la 
sama jaro mi membriĝis ankaŭ ĉe la Verdstela Societo en Kioto, kaj ricevadis la komunan organon de 
la okcidentjapanaj Esperanto-ligoj: La Movado; ties redaktoro mi estis poste dum 3 jaroj (1959-1962).  
　La unua lernolibro por mi estis: Es peranto en kvar semajnoj de Jukio ONODA; mi trovis ĝin utila libro 
kaj ankoraŭ nun mi opinias, ke ĝi estis tre bona libro por memlernantoj aŭ aŭtodidaktoj.  
　Dum mi estis komencanto, mi legis ankaŭ aliajn lerno- aŭ legolibrojn, kiel: Nova kurso de Esperanto de 

Joŝicugu OKAMOTO; Kie estas amo, tie estas Dio de Naokazu KAŬASAKI; Esuperanto-Ŝoukei de Kenĵi OSSAKA.  
　Krom la tralernado per tiaj libroj, mi renkontiĝis kun vivanta esperantisto; okaze, kiam mi 
promenis sola sur strato en Kioto, mi trovis junulon kun kelke da ekzempleroj de la Nova Vortaro Es 

peranto-Japana de J. Okamoto, kaj mi alparolis japane. Montriĝis, ke li estas studento de la ĉina 
lingvo, nomata s-ro Hideo SAKAGUĈI. Laŭ lia afableco mi interŝanĝis la adresojn.  

Mia mentoro: S-ro Sakaguĉi 
　Post nia interkonsento, mi komencis unu fojon semajne lin viziti hejme por komuna lernado de 
Esperanto; tamen en la lernado li estis mentoro kiel antaŭulo por mi posteulo. Ni kune legis: Paroladoj 

de L. L. Zamenhof, mimeografie eldonita. Tio daŭris ĉ. ses monatojn ĝis junio 1954. Laŭ mia memoro, 
intertempe mi prunteprenis de s-ro Sakaguĉi. ekzemple: Karlo de E. Privat; Hamleto de W. 
Shakespeare, trad. de L. L. Zamenhof. Mi havas nebulan impreson, ke mi povis pli-malpli bone 
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kompreni tiujn librojn. Kun s-ro Sakaguĉi mi faris neniom da interparola ekzercado. Junie aŭ 
komence de julio okazis en la konata kafejo Ŝinŝindo en Kioto "Bonveniga kunveno por s-ro Samuel 
E. MARTIN". Ke tio okazos, mi unuafoje aŭdis en rondo de studentoj, nome s-roj Sakaguĉi, Hiroŝi 
Huĵii kaj Huĵio Jagi. Tiuj intencis havi legrondon je la Fundamenta Krestomatio, ankaŭ mi estis invitita al 
ĝi aliĝi. Tiu ĉi interkonsiliĝa kunveno okazis en Esperanto, kaj mi mem ne povis kompreni jenajn 
vortojn: broŝuro: bindita.  
　Ni tiam kunvenis en la pensiono de s-ro Huĵii, kaj kiam mi estis jam ekster la pordo, mi demandis 
pri la bonveniga kunveno: "EN kie ĝi okazos?" Tiam s-ro Jagi korektis min: "EN ne necesas; sufiĉas 
kie".  
　En alia tago, sur strato proksime de Universitato Kioto, mi aŭdis el la buŝo de s-ro Huĵii: "la japana 
registraro", kaj mi ne komprenis tiun ĉi registaron.  

La nokto, kiam mi naskiĝis kiel uzanto de Esperanto  
　En la kafejo Ŝinŝindo ĉeestis ĉirkaŭ dek personoj, el kiuj ĉirkaŭ kvin estis studentinoj de 
universitato aŭ virina universitato Doŭŝiŝa. La gasto, s-ro Martin, parolis nian lingvon sen usona 
akĉento; lia prononco estis sufiĉe modela, kaj mi povis kompreni lin praktike ĉiom; kaj ankaŭ li 
komprenis min bone.  
　En la nokto de tiu tago, kiam mi kuŝis por endormiĝi, mi sentis min ekscitita, en la kapo kvazaŭ 
ŝajnis bobeli, eferveskis Esperantaj sonoj kaj frazoj senorde, iel fermentis.........; poste, mi pensis, ke 
tiunokte mi naskiĝis kiel praktikanta uzanto de Esperanto; tiel, unu jaro da lernado faris por mi 
bazon de mia esperantisteco, kiu ankoraŭ daŭras en la jaro 2008.  
　La semajna kunsido de la Societo Kioto-Verdstela okazis cn ĵaŭdo ĉe la iama librejo Kanija en 
Teramaĉi-Ebisugaŭa. De la somero 1954 ĝis aŭgusto 1962, dum plenaj 8 jaroj, mi ĉeestadis tie 
preskaŭ ĉiuĵaŭde. Kelke da ĉeestantoj faris tiel nomatan "rondlegadon", nome ĉiu post voĉlego de 
unu aŭ du alineoj de legolibro, tradukas la parton japanen; tio per si mem ne estis ekscite interesa, 
tamen, sen alia pli bona ideo, la rondlegado estis ĉie farata. Mi estis, por tiel diri, ortodokse trejnita 
por esti esperantisto inter kelke da gesamideanoj de la socicto en Kioto.  

Mi komencis esti nomata: "arogantulo, impertinentulo"  
　En la jaro 1955 somere okazis Japana Esperanto-Kongreso ĉe Universitato Kansai en Suita, la 
gubernio Osaka. En la "Oratora Konkurso" mi partoprenis kiel unu el 8 parolantoj. Sen preparo, mi 
improvize parolis antaŭ publiko, kaj mi estis neniel premiita. Kelkajn jarojn ankaŭ poste mi 
partoprenadis plurfoje, kaj ricevis iukongrese apenaŭ la duan lokon; foje oni diris, ke mia parolo ne 
estis oratoraĵo, sed nur babilado.  
　En Suita oni aranĝis komunan tagmanĝon kun eminentuloj ekzemple kun s-ro J. Okamoto, kiu en 
la jaro 1956 forpasis pro kancero. Por mi tamen estis honoro kaj ĝojo vidi kaj aŭdi la aŭtoron de la 
vortaroj Esperanto-Japana, kaj Japana-Esperanta.  
　Sen enspezoj, kiel mi kreis necesan monon veturi al Tokio, mi ne memoras, tamen mi ĉeestis en la 
jaro 1956 en la Japana Esperanto-Kongreso aranĝita en Tokio okaze de la 50-jara jubileo de la 
organizita Esperanto-movado en Japanujo. Mi alvenis unu tagon antaŭ la Kongreso kaj vizitis 
unuafoje la sidejon de Japana Esperanto-Instituto. Tie mi renkontiĝis almenaŭ kun s-ro Ŝihej MIJAKE 
kaj ankaŭ kun s-ro Masao HUKUTA. Tiutage alvenis disko kun la parolado de Ivo LAPENNA: Kultura 

valoro de Esperanio. S-ro Hukuta aŭdigis la diskon; tiam mi diris naive: "Ĉu oni ne povus paroli 
alimaniere?" Nome, mi ne estis kontenta pri la tono de Lapenna; kial? ĉar lia parolo ne estis eldirita 
antaŭ publiko, sed voĉlegita antaŭ mikrofono, do mankis al la intonacio natura viveco.  
　S-ro Hukuta, tre probable, estis ŝokita de mia eldiro, kaj letere demandis s-ron Masao MIJAMOTO, 
kolego kaj kamarado en Esperantujo: "Kio estas iu Huĝimoto, kiu aŭdacis kritikaĉi doktoron Ivo 
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LAPENNA?" Pro tio kaj iuj aliaj kaŭzoj, mi komencis esti nomata: "arogantulo, impertinentulo". Tiam 
mi estis flavbekulo en Esperantujo, do oni pravis tiel min nomi; tamen, intertempe pasis jam 
duonjarcento. Espereble, oni nun ne trovos min impertinenta arogantulo, eĉ se mi ricevis Ossaka-
Premion en 2008.  

Mencioj pri miaj agadoj en la postaj jaroj  
　Inter 1956 kaj 2008 okazis vere diversaj eventoj kaj travivaĵoj al kaj preter mi; sekvas nur mencioj 
pri pluraj el ili:  
　1958: mi akompanis kiel gvidanto s-ron W. L. Simpkins, angla pensiulo, de Kioto al Sapporo kaj 
reen dum 73 tagoj; tiam mi renkontiĝis kun samideanoj ĉie.  
　1959: kunlaboris por la filmo: Sturmo de Johano Arima.  
　1961: somere en Nobejama funkciis dum semajno kiel t.n. "Kerno" por levi konversacian kapablon.  
　1963: edziĝis kun Masumi MIJAUĈI, partopreninio en Nobejama.  
　1967: eliris kolekto de escoj japane: Kio lin interesas, tio li estas.  
　1968: de decembro ĝis aŭgusto ’69, travojaĝis ĉefe en orient-eŭropaj landoj: la tasko estis aĉeti 
etnografiajn objektojn por ekspozicii en la "Ekspozicio '70 en Osaka".  
　1969: komencis kolekti materialojn por La Plana Verkaro de Zamenhof de la eldonejo ludovikito.  
　1974: en Hamburga UK, unuafoje gvidis "Konversacian rondon"; kaj ankaŭ en Kopenhaga UK, 
1975, kvar foje en unu semajno kun multegaj partoprenantoj.  
　1975: laŭ invito rolis lektore ĉe la San-franciska Ŝtata Universitato dum 4 semajnoj kun William 
Aulo, kiu la sesan fojon profesoris tie.  
　1987: post 11-jara interrompo ĉeestis denove en UK (la jubilea) en Varsovio kune kun karavano 
organizita de mi kun mia edzino.  
　1988: UK en Roterdamo; 1989: Brajtono; 1991: Bergeno  
　1991-2000: estrarano de JEI  
　1992-1999: komitatano C de UEA  
　1999-2001: estrarano pri kulturo de UEA  
　2000: pro malsaniĝo ĉesis esti ofic-havanto ĉe respektive UlEA kaj JEI; tamen post tri monatoj 
rekomencis publici en revuoj, ekzemple Nova Vojo de EPA.  
　2005: post kelkjara interrompo, denove ĉeestis en UK en Vilno, kaj poste; 2006: Florenco: 2007: 
Jokohamo: 2008: Roterdamo. Kun Masumi HUĜIMOTO lanĉis: "Rondo Ukn pripensi" cele al pli 
bonigoj de UK-programeroj kunlabore kun alilandaj samcelantoj.  
　2008-2009: konsiliano de JEI.  
　En 2008, mi komencis traduki Esperanten la faman klasikan romanon: Rakontaro Genĵi (de la maja 
numero de La Movado, kies fintradukon mi esperas atingi post ses jaroj (en 2014).  
　(要約)　わたしは19531年にエスペラントを勉強し始め、1954年にJEIと京都練星会に加入。1959年から
1962年までは西日本の地方連盟の機関誌La Movadoの編集をした。  
　最初は独学で勉強していたが、エスベラントの友人たちとも知り合い, 一緒に本を読んだ。アメリカのエ
スペランチストと話したことにより、わたしはエスペラントの使用者として目覚めた。このようにして工 ス
ペラントを始めて1年でエスペランチストとしての基礎を得たと思う。  
　エスペラントの話し方に関してわたしなりの意見を持っていたので、若い時には「生意気だ」などと言わ
れた。2008年に小坂賞を受賞したが、今はそう言われないといいのだが。その後は合宿の講師をしたり.、
いとうかんじさんと本を作ったり、JEIやUEAの役員をしたり、今は「 源氏物語」の翻訳に取り組んでい
る。  
[ La Revuo Orienta 2009年1月号 ] 
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追悼　梅棹忠夫さん（nekrologo） 
用意周到なひと 

　「ウメサオさんて、どんなひと？」と宮内ますみさんがたずねた。私が、「いま、梅棹忠夫さんと、『ザ
メンホフの生涯』という本を、いっしょに翻訳している」と言ったからである。ほとんど即座に、私は、「ひ
とことで言えば、＜用意周到なひと＞ですね」と答えた。 
　1961年7月10日から1週間にわたって開催された、「JEI主催」の、いわゆる＜野辺山合宿＞のひとこまで
ある。さらに、つけくわえて、私は、「知る人ぞ知る、という存在でしょうね」とも言った。つまり、梅棹
さんは、日本人なら、だれもが知っている、というような＜有名人＞ではない、という意味である。 
　梅棹さんは、「もう、病院は、イヤや…」と言っていた由であるが、2010年7月3日、自宅で90年の天寿
をまっとうして、なくなった。生前の希望どおり、4日に通夜、5日に葬儀が、約30名程の肉親や、ごく身近
にいたひとたちのみで、いとなまれた、という。 
　6日になって、やっと、マスコミに知らされ、全国的にテレビや新聞が報道した。私も、それで初めて知っ
た。本稿では、皆さんがマスコミを通じてお知りになった類のことは、省略させていただくほかはない（ス
ペースの都合で…）。 
　9月になって、『梅棹忠夫　語る』という新書判の本が出版された。聞き手、小山修三さんと梅棹さんが、
何回も対談を重ねて出来た本である（日本経済新聞出版社刊）。10月の中旬、日経の<ベストセラー>欄に、
本書も並んでいた。梅棹忠夫入門書として面白い本である。 

おもしろ

　10月20日、＜梅棹忠夫先生をしのぶ会＞が、民族学博物館で行われた。JEIを代表して、硲大福理事と評
はざまひろとみ

議員の私が参列した。午後1時30分から4時30分まで、到着順に献花をするだけで、セレモニーは一切な
かった。エントランスに宗教色が感じられない祭壇があり、植物の鉢が12ほど飾られていた。その上に、ほ
ほえむ梅棹さんの写真があった。午後1時25分、淳子夫人ほか5～6名が、まず献花台に進み、白菊を1本ず
つ献じて手を合わせた。 
　しばらくのち、1時30分から、その他の参列者が5～6名ずつ並んで献花をした。私は口の中で「ナムアミ
ダブツ」と2度となえ、"Adiaŭ Sinjoro!"と言った。館内では、3ヵ所で、梅棹先生の講演中の姿などがDVD
で繰り返し上映され、毎回、かなりたくさんの人たちが、静かに見ていた。参列者は1200名であった。5時
半から8時ころまでは、近くのホテルで民博OB約150名が出席して、「梅棹忠夫先生をしのぶ夕べ」（有料）
が立食パーティーで行われた。ちなみに、用意周到とは、カメラを買う時も、カタログをとりよせて、じっ
くりと調べてから買う、という意味である。 
　(resumo) Post la forpaso de s-ro Umesao en la hejmo, laŭ sia deziro li estis funebrita kun la ĉeesto 
de nur proksimuloj. Tri monatojn poste okazis la kunsido "Omaĝe al prof. UMESAO Tadao", en kiu ne 
estis ceremonio sed nur oferado de blankaj krizantemoj. 
　Li estis homo, kiu komplete preparas ĉion laŭ sia deziro. Tacuo HUĜIMOTO 
[ La Revuo Orienta 2010年12月号 ] 

わたしのエスペラント人生 
婚活、就活、KTP 

　一般的にいって、エスペラントは生活の役には立たない。しかし、＜人生＞のためには、大なり小なり、
役に立っているのではなかろうか。小坂狷二先生は、「鉄道技師は本職で、エスペラントは天職」とおっ

お さ かけん じ

しゃった。むかし、R. シュヴァルツは、"Esperanto estas edzperanto"と書いた。たしかに、エスペラント
が縁で結婚したひとは多い。最近、私はこれに習って、"Esperanto estas ecperanto"という文句を思いつ
た。"ec"とは、もちろん、"boneco"、"beleco"などの"ec"である。各自のecoがエスペラントを介して、現れ
るからである。 
　初めて読んだ独習書は、小野田幸雄さんの『エスペラント四週間』であった。ほかには、城戸崎益敏さん

ゆ き お き ど さ き ますとし

の『エスペラント第一歩』などもあった。次には、川崎直一さんの『愛あるところ神あり』を熱心に読ん
かわさきなおかず
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だ。おかげで、初級から中級に手がかかったように思われる。定番のKarloも、Ivan, la malsaĝuloも読んだ
し、おなじころにザメンホフ訳のHamletoも読んだ。 
　独習書で勉強しているとき、「この言葉は、会話ができたほうが、面白いだろうな」と思い、音読と作文

おもしろ

の練習をしていた。これは、音読さえすれば、会話ができるようになる、ということではない。音読もしな
いようでは話にならない、ということなのである。が、残念なことに、音読をまじめにしている人は、少な
いような気がする。 
　坂口英夫さんという先輩のご厚意で、週に１回、同氏宅にかよって、Paroladoj de Zamenhofを半年ばか
り、いっしょに読んだ。このときは読解だけで、会話の練習は、一切していない。 
　学習を開始したのは、1953年6月22日であった。これは、そのころ日記をつけていたのでわかったことで
ある。今年は60年目にあたる。その間、いったい、自分は何をしてきたのであろうか。 
　1954年1月JEIに入会し、7月ごろ京都緑星会を通じてKLEGにも入った。それ以来、La Revuo OrientaとLa 

Movadoは読んできたし、後者は1959年4月から1962年8月まで編集者であった。活版以前の謄写版の時代で
ある。 
　1959年5月から7月までの約50日間、大映の京都撮影所に通った。『ジャン・有馬の襲撃』という映画で、
イベリアという架空の国の言葉としてエスペラント語が使われたが、その指導のためである。名目上は梅棹

うめさお

忠夫・藤本達生、両者の仕事であった。映画は7月12日にお盆映画として全国で封切られたが、この仕事を
た つ お

通じて、私は梅棹先生とご縁ができた。1965年には、二人の共訳書として、『ザメンホフの生涯』（角川書
店刊、＜世界の人間像　16＞）が出版された。 
　京都の例会は、毎週木曜日の夜、寺町夷川の旧＜カニヤ書店＞で開かれ、私は8年間、京都にいるかぎり

えびすがわ

毎回、出席した。いつであったか、戦前からの同志、松山利夫さんから、「府立図書館に、エスペラントの
本がある」という、耳よりな話を聞いた。さっそく行ってみると、はたして「あります」とのこと。2階の
書棚の片すみに、文字通り、ホコリをかぶった状態で、エスペラントの本と雑誌の合本が、眠っていた。当

がっぽん

時、ここは朝９時から晩の9時まで開いていたと記憶している。四条大宮から東山二条まで、電車賃がある
ときは電車で、ないときは歩いて通った。早い日は朝一番に入館し、閉館までいてエスペラントの本や
Heroldo de Esperanto誌の合本等に目をさらしつづけた。 
　これらのエスペラント関係の本には、「中野文庫」という朱印がおしてあり、最後のページには、「昭和
九年三月二十六日　中野忠一郎贈」とあった。中野さんは眼科医の同志で、戦前、＜京都のザメンホフ＞と
して知られていた人だという。現在、京都市内のあちこちに、＜ナカノ眼科＞というのがあるが、これらは
中野忠一郎さんの子孫である。 
　当時は無職だったので、お金はないが、時間だけはたっぷりあった。週に何回か通い、本や雑誌を読みつ
づけた。日本語でも読んだ。寄贈された本は、戦前にも読まれたのであろうが、私に関するかぎり約20年ぶ
りに読むひとが現れた、ということになる。この図書館は私にとって、母校ならぬ＜わが母館＞という存在
である。図書館の本は、いつ、だれが読むか、わからない。公共の図書館に本を寄贈するのは、ムダではあ
るまい、と思う。 
　本を読むことを中心に、次つぎに単語を覚えたりしていたのは、1961年ぐらいまでで、それから今日まで
は不勉強だという自覚がある。近年では読書力も落ちて、自分の＜エスペラント度＞は低下したままであ
る。 
　1961年というのは、7月10日から16日まで、JEI主催の＜野辺山合宿＞が開かれた年である。ここで知り
あった宮内ますみさんと、私は20ヵ月後に結婚した。その間、たくさんの手紙を書いたので、エスペラント
の勉強をする時間がなくなったのであった。ケータイはないし、電話も市外通話は高かった。 
　結婚する前、1962年の8月から1965年の3月までは、松原言登彦さんのご厚意で、名古屋市の＜天母学院

こ と ひこ あ も

＞で、通信教育を受け持ったりしていた。1965年の4月からは、宗教法人・大本の嘱託にしていただき、
2007年12月まで、同本部の国際部員や梅松塾常任講師として、42年間、お世話になった。 
　1970年には大阪で万国博覧会が開かれた。太陽の塔の地下に〈根源の世界〉という展示場があった。そ
こで展示する神像や仮面、生活用具などの民族資料を収集するため1968年から’69年にかけて、約20名の収
集団員が世界の各地に出かけて行った。そのひとりとして、私は東ヨーロッパを担当し、ブルガリアやユー
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ゴスラビア（当時）等で収集にあたった。これはエスペランチストたちの協力があったからこそできた仕事
であった。 
　1963年3月17日に結婚したので、来年は金婚式であり、昨年の6月29日には、喜寿となった。私は1935年
に台湾の新竹州で生まれた。これまで、熊本県、兵庫県、京都府、愛知県、福井県で住んだことがあるが、

しんちく

1971年からはずっと、京都市北白川の現住所で暮らしている。 
　追記：eldonejo ludovikito (1973～　) のfenestroにちなみ、自らfenestrido jtacと名のる人が現れ、私
のホームページverkojdetacuoを開設してくれた。日エス両語で見ることができます。 
　(resumo) Tacuo HUĜIMOTO (1935~ ) rakontis pri sia esperantisteco en diversaj sferoj, ekde 
1953.06.22. 
[ La Revuo Orienta 2012年10月号 ] 

第86回SAT大会報告 
オキナワを朗読する 

　おことわり：これは、もとは依頼されたものであったが、昨年8月末の締切までに書けそうになかったの
で、キャンセルしてもらっていたものである。理由は病気であったが、10月2日には、大腸がんの手術をし
た。これで、生きかえったように元気になった。 

ー 協議会が中心のSAT大会* ー 
　さて、昨2013年のSAT（＝Sennacieca Asocio Tutmonda）の大会はスペインのマドリードで開かれた。
UK（世界エスペラント大会）から見ると、いわばミニ・UKであるが、参加者は約100人で、より親密なフ
ンイキであった。 
　昔から、SATの大会の中心は協議会つまりlaborkunsidoである。全日観光の日は別として、他の日には、
ほとんど毎日、これが開かれる。集まった人の中から議長を選出し、数時間にわたって論議するのである。 
　日本のペラント（peranto）は、タニ・ヒロユキさんであるが、なぜか、このところ会費が送られてこな
い、という話になった。で、私は発言して、「なにか理由、たとえば、多忙とか、があるからにちがいない。
タニさんは、きわめて信頼できるkamaradoである、云々」と言ったところ、他の人も、それはそうだ、と

うんぬん

納得していた。 
　期間中、体調がわるく、すべてのプログラムには出ることはできなかった。ある番組で、「お前も出よ！」
と言われ、用意されていた詩の朗読をした。オキナワという、宮本正男さんの作品であった。 
　皆さん、なかなか芸達者で、いろんなダシモノが出てきた。宮沢賢治の『雨にも負けず』を、日本語と英
語から訳したと言って、朗読したひともあった。（これは、コピーをもらっておいたが、家の中で行方不明
になっている）。 
　UKとちがい、こぢんまりした大会なので、親しくなるチャンスは多い。私なんかも、kamaradoのひとり
として対等にあつかってくれる。 
　イタリアのペラントは、昔から知っている人だが、引きつづいて聞かれるイタリア大会の会場（ホテルの
前）まで、トランクを二つ車で運んでくれた。 
　その間、わたしども夫婦は、マドリードからフランスのニースまで、18時間かけてバスで移動した。それ
から大会開催地サン・レモまでは列車を乗りついで行った。 
＊7月28日～8月4日 

ー イタリア大会**にも ー 
　このイタリア大会は、国際的で、外国からの出席者も多い。私がきいた唯一の講演は、ハンフリー・トン
キンの、それが専門である「シェークスピア」についてのもので、興味深くきくことができた。さすがはト
ンキン、というところであろうか。 
＊＊8月3日～8月10日 
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　(resumo) Pri la 86-a SAT-Kongreso en 2014, kies plejparton okupas laborkunsidoj. En iu 
programero mi voĉlegis poemon "Okinavo" de MIYAMOTO Masao. 
(TACUO Huĝimoto) 
[ La Revuo Orienta 2014年3月号 ]  

Pri la dialogoj en la filmo Sturmo de Johano Arima 1959 
『ジャン・有馬の襲撃』のセリフについて 

　長らく行方不明になっていた、ジャン・有馬のシナリオが載っている『時代映画』の旧号が見つかった。
わが家には、段ボールに入ったまま、部屋のあちこちに所せましとつんである。先日、3月に入ってからか
と思うが、上記の雑誌がその辺から出て来た。おまけに、当時使われたたて長のポスターも出てきた。 
　ポスターの裏には、配役等も出ているし、梗概も出ていた。 

こうがい

　これらを見くらべてみると、この映画について情報がかなりそろってきたという思いがする。 
　さて、この作品は、1959月7月12日、お盆の娯楽映画として、全国の大映の封切館で上映されたのだった。
7月12日、河原町四条の大映封切館で、わたしは梅棹忠夫先生と一緒に見た。 

うめさお

　すると、エスペランチスト達から「セリフが聞きとれない、分からない！」という声が寄せられることに
なった。東京の朝明書房主福田正男のごときは、映画館までテープレコーダーを持ち込み、録音してきて、

あ さ け

よくきいてみたが、やっぱりききとれない……で、この映画のセリフは、きいても分からない、いわば欠陥
商品である。三宅史平氏などは、「あれは、関西弁ですよ」などと言った由である。私は、いずれ分かって
もらえる時代が来ると考えて、だまっていることにした。 
　もっとも、名古屋の丹羽正久氏などは、別に分からなかった、ききとれなかったとは言わなかった。映画
館の音声は様々であり、よく聞こえないのもあると思われる。 
　さて、数年前、あるいは10年以上前のことになるが、市川雷蔵さんという、いまだにカッコイイ主役とし
て、特に女性ファンがいるせいか、「VHS」になった。また、ここのところ数年、いわゆる海賊版かも知れ
ないが、ジャン・有馬がDVDでも見られるようになった。私は、このVHSなりDVDなりで、「ジャン・有
馬」のセリフを、特にヘッドフォーンできいてほしいと考えている。それでも分からないですか、とききた
いところである。 

　（編注）本映画では、「ジャン・有馬と戦う架空の国イベリヤ王国の言語」としてエスペラントが用いら
れている。その言語指導を京都在住の藤本達生氏と梅棹忠夫氏が行った。ビデオテープ（VHS）は1997年
に大映から発売された。114分・白黒。 
　なお、映画界の側から見た事情については、市川雷蔵のファンサイト：www.raizofan.net/arima/
arima8.htmも参照。この中で、この映画はキリシタン大名の有馬晴信によるポルトガル船の焼き討ちとい
う史実をもとにしたフィクションだが、伊藤大輔監督が「ポルトガルを刺激しないよう、国名を架空のイベ

だいすけ

リアとし、そのイベリア語にエスペラント語を使う」という発案をした事情が述べられている。 
　(resumo) Temas pro japana filmo en 1959, "Sturmo de Johano Arima". Tie la ŝipanoj de fikcia lando 
Iberio venintaj en Japanion parolas fikcian lingvon, t.e. Esperanton. HUĜIMOTO Tacuo gvidis la 
lingvon al la aktoroj. 
[ La Revuo Orienta 2018年6月号 ] 
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El Verkoj de Tacuo - Kajero 5 
・「イベリア語　エスペラント」  
・「イベリア語　エスペラント」」 （つづき） 
・KREDU MIN, SINJORINO! 
・名著鑑賞 － KREDU, MIN, SINJORINO! 
・Fragmente pri Zamenhof － ザメンホフ断想 
・Mi estis en Sanfrancisko 
・La Kaŝita Vivo de Zamenhof － 著者のN. Z. マイモンさん 
・Unua etapo de esperanto 
・"FAME"受賞報告記 
・Neklogo pri Juan Régulo Pérez 
・第78回世界エスペラント大会「パエリア大会」 － 参加印象録 
・ザメンホフは、やっぱりすごい人だ 
・UEA委員会報告 
・いとうかんじとludovikito 
・追悼　いとうかんじ 
・W. A. kiel Vilĉjo － ウィリアム　オールドさんのこと 
・UEA委員会の話 
・UEA委員会の話 (続き） 
・Parolas ricevintoj de Ossaka-Premio 
・追悼　梅棹忠夫さん（nekrologo） 
・わたしのエスペラント人生 
・第86回SAT大会報告 
・Pri la dialogoj en la filmo Sturmo de Johano Arima 1959 
Tacuo Huĝimoto 
2020-02-25 バージョン1.00（新　版）


