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第 一節

スペ イン駐在 イギリス 大使ベン ジャミン・ キーン
一

イ ギリスの著 名な外交 官ベンジ ャミン ・キーンは、 一七四 五年から 一七四九 年までポル トガル駐 在
イギリス 大使として リスボン に在留し た。専制 君主ジョア ン五世の 晩年、リ スボン大 地震の六年 前で
ある。 一六九七 年イングラ ンド中部 の港町キ ングス・ リンで市長 の子とし て生ま れたキーン は、ケン
ブリ ッジとラ イデンで 法学を修め たのち 、ホイッ グ党の領袖 ロバート ・ウォル ポールの 愛顧を受け 、
一七二三 年南海会 社の代理人 としてス ペインに 派遣され た。おりし も南海泡 沫事件に よって世 論が沸
騰し、 一七二一 年政権の座 に就いた ウォルポ ールの手 腕で収拾 の段階に入 ったの である。 スペインに
おけ るキーン の使命は こうした政 策の一 環と思わ れるが、 まもなくマ ドリッド 駐在イギ リス領事 の兼
務を命じ られた。 一七二七年 同国で全 権大使に 栄進した 彼は、翌々 年セヴィ リア条約 の調印に 携わっ
て英西 戦争の終 結に貢献 し、さらに 中南米で の密輸を めぐるス ペインとイ ギリス の紛争を 解決するた
め、 一七三九 年エル ・パルド協 定の成立 に尽力す る。しか し、スペイ ンの強硬 な態度に 沸騰する 与論
に押され 、同年十 月イギリ ス政府は宣 戦を布告 し、大使 キーンを 本国に召還 した。

帰国 後の彼は エッセク ス選出の国 会議員、 商務省の 幹部、年 金局長官に 就任し たものの 、内政の諸
問題 や議会で の活動 に熱意を 抱くことは なかった 。他方イ ングラン ドの名門貴 族、チャ ールズ・ コン
プトンは ポルトガ ル駐在大 使の職務に あったが 、帰国し て年金局 長官などに 就任する 願望を抱 いてい
た。こ うしてホ イッグ党 の有力政 治家、外務 南方省長 官ニュ ーキャッス ル公爵の もとで人 事は進め ら
れ 、やがて幸 運にも キーンは ポルトガル 駐在大使 の地位を 得た。ス ペインから 退去する 旅路で、 キー
ンはこの 国の情緒 に心惹か れ、親密 な友人アブ ラハム・ カストレ スが一七 四二年から 領事とし てリス
以 後両 者の友誼 は終生続き、 本節の主要な 史料『ベン ジャミン・

ボン に駐在する のである 。かって カストレ スはマドリ ッド駐 在領事と して大使キ ーンを補 佐し、セ ヴ
ィリア 条約の 締結 に関 与した 。

スプリン グ・ガー デン

ルト ガル駐在大 使に任命 された喜 びを、キ ーンはつぎ のよう に伝えた 。
親愛な るカストレ ス殿
一 七四五年五 月七日

ベンジャ ミン・キ ーン
拝 啓 。つい に念願を叶 えたと 、さきの書 簡でそな たに知らせ ましたが 、海外へ 行幸され る前日 、
この木曜 日に全権大 使として 国王陛 下から信 任状授与の 儀式を賜 り、日曜 日には（ フデリック ）
王太 子殿下も同 様の式事 を催され ました。 私への拝命 を殿下に 奏上され 、歓送の 儀を用意さ れた
こ とを、席 上セリエー ル閣下に 感謝を申 し上げま したが、閣 下のご厚 意は終 生心に刻ま れるでし
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①

キーン私 的書簡集 』では、 カストレ ス宛通信が 根幹とな って収録 の過半を 占める。 一七四五年 五月ポ

②

Richard Lodge, Introduction. in Benjamin Keen, The Private Correspondance,

ibid., pp.xii-xiii.

1933, Cambridge. pp.xi-xii.

①
②

ょう。人類 への奉仕 と貢献を 果たすべ く、ため全 力を尽 さねばな りません 。〈中略〉
親愛な る友よ！コ ンプトン 様が邸 宅と必要な 家具すべ てを、私 のため欣 然として譲 渡された の
で すね。三つ のベッド をそちら へ運ばせ ます。大型 のダマス ク織ベッ ド、スペ インで用い た小型
のダマス ク織ベッド 、そして 旅行用 のベッドで す。ダマ スク織ベ ッドも相 応の価格で は処分で き
ず、 任地へ携え て行きま す。親身 な助言を すべて大切 にします 。私のた めコンプ トン様の家 財を
で きるだけ安 く買い取 り、ご自 身の四輪 馬車を改造 されたの です 。〈中略〉
取引や購 入などリス ボンで私 に必要と 思われる 事柄を、大 使の名義 と権限 で行って ください。
敬 具。

なお 、ロンド ンに留まる 間 、定期 便の度毎 に便りを 送るつもり で 、パケ ット船が 出港する ごとに 、
そ なたも書 簡を寄せて ください 。

リス ボン
ベンジ ャミン・キ ーン

れ る 礼 拝 堂 が 付 設 さ れ 、（ 英 国 商 館 教 会 司 祭 ） ニ コ ラ イ 神 父 を は じ め 、 数 ヶ 月 代 り を 勤 め た パ ー

こちら では都塵 から離れた 地に立 派で快適 な邸宅に住 んでいま す。ここ には三百 人の会衆を 容

で、失礼 を重ねてき ました 。〈中略 〉

い ていつも喜 んで読み 入ってい ます。と くに返答 も求められ ず、そち らに依 頼する事柄 もないの

多々お 手紙を頂く ことを、 感謝も 返書もす べきと気に しつつ、 そなたの 精励や身 内の消息に つ

親愛なる 弟よ。

一七四八 年十月九 日

ケン ブリッジ＝ ピーター ズ・カレ ッジの教 官、実弟の エドム ンド・キ ーン神父に 宛てた書 簡に、そ う

れ 、在留イ ギリス人 の礼拝の ため教会 も付設され ていたが 、近郊に設 けた別荘 で寛ぐ余裕 も得られ た 。

ガ ルでの日常 生活は スペイン におけるよ りも一層 快適であ った。リ スボンの屋 敷は公邸 として用 いら

前任 者コンプ トン公爵 の屋敷を領 事カスト レスの尽 力によ って譲り受け たキー ンにとっ て、ポル ト

適である と期待さ れた。

ペイ ン宮廷に 篤く信 頼される 彼こそ、イ ベリア半 島の両国 宮廷とバ ッキンバム を繋ぐ重 要な使命 に最

ポルト ガルを介 して回復 する好機 が、イギリ スに訪れ た時期 である。か ってマド リッドに 駐在し、 ス

バラであ る。こう してキー ンがリスボ ンへの派 遣を任ぜ られたの は、断絶し たスペイ ンとの友 好を、

に連 帯したス ペイン 国王が逝去 した。後 継者フェ ルディナ ンド六世の 王妃は、 ポルトガ ルの王女 バル

擁立し て攻撃を 続けた。 その五年後 イギリス の調停に よって講 和への気運 が芽生 え、フラ ンスと緊密

が勃発し 、イギリ スとオラン ダが女帝 を支援す る一方、 プロシャ、 フランス 、スペイ ンが別の 皇帝を

一 七四〇年 大陸ではマ リア・テ レジア の神聖ロ ーマ皇帝即 位をめぐ って、で オースト リア継承戦 争

①

カー神父 も説教壇 に立つのを 誇りと されます 。ニューパ ークの別 宅と同じ ような山 荘を、王都 か

Benjamin Keene, The Private Correspondance, 1933, Cambridge. pp.60-62.
Lodge, op.cit., p.xiii.
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②

エド ムンド・キ ーン神父 様

した彼の居常 が誌さ れる。

② ①

ら四レガ離 れたシン トラに持 ち、二ヵ 月ほど暮し ました 。これま でに得られ たもっと も素晴ら し
い所有 物で、素 朴な生活 の便宜も すべて備え ています 。池など ではなく 、大洋を眺 望できる ので
す 。故国での 坂道に代 って、こ こには山 稜が連なり 、下方の 家々がし ばしば雲 や霞に覆わ れるた
め、頂上 に聳えるム ーア人の 城砦と いくつかの 修道院は 、あたか も天空に 築かれたよ うに映じ ま
す。 この一帯の 由緒と名 称も浪漫 に満ちて 、ペナ・ベ ルデ（緑 の岸壁） と呼ばれ 、アジア征 服に
尽 くした一族 が、褒賞 として国 王から授 けられたま した。豪 壮な軍人 で、第 四代インド 副王であ
った彼は 、異教徒を 心服させ て公平 無私であり 、邸宅に は一本の 果樹もな かったよ うです。さ ら
に調 べてみると 、この人 物ドン・ ジョン・ デ・カスト ロは、イ ンドで取 得した土 地を築城す るた
め 、頬ひげ を一万ポン ドの抵当 に入れ、 防備を固 めました。

年後 詩人バイ ロンはヨ ーロッパ遍 歴に旅 立ち、イ ベリア半 島を訪れた 。シント ラの絶景 と古蹟は 、風

この 書簡に示 されとおり 、キーン は名勝シ ントラを イギリスに 紹介した ひとり とされる。 その六十

①

光と初期 の代表作 『チャイル ド・ハロ ルドの巡 礼』第一 巻で朗々と 歌われる 。バイロ ンの詩作 は明治
の文学 者に愛読 され、土 井晩翠はこ の大作の 全訳を成 就した。
〈第十八 歌〉
見よ！ シントラ の光栄の エデン！
何等 の腕がよ く筆を導き 、いにし へに

山と 谷との 錯雑の迷 路をなし て横わる。
あゝあゝ ！

二五頁。
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楽園の 戸を驚け る世界の 前に開き たる
その

詩 人の述べ し言葉に まさり、
なかば

人間の眼 を驚かす 其絶妙の 影のうへ

ようちよう

半 を 逐う うて進み得 む？
〈第二十 歌〉
やか てしづかに 羊 腸 の 山路をめ ぐり、
あらた

途すがら足 をとゞめ て目を放 て、
うれい

更に巌 の高きより 新 の風 致ながめ見 よ、
かく て『聖母 のしろしめ す 憂 の 宿』に身を いこへ ！
つゝまし やかの山僧 は其いさ さかの宝 物を
には

示し、 旅ゆく人々 に昔の事 を説きき かす。
神の 非礼のと もがらの罰 うけし 場はこゝ とこそ、
むくい

又見よ、 かなた洞窟 の中にす みたり難 行と
苦行を つみて天 上の 報 得 るべく ホノリアス 。

Keene, op.cit., pp.60-62.

②

バイロン著、土 井晩翠訳『チャイルド・ハロルドの巡礼 』二松堂書店。一九二四年、二三ー

② ①

全権大使と してリ スボンへ 着任したキ ーンは、 多くの在 留イギリ ス人、とく に英国商 館の構成 員と
親交を 結んだ。十 五世紀の 同業組合 を始原と する英国商 館は、ポ ルトガル に在留す るイギリス 人の商
易と 連帯を促 進する組織 であって 、リス ボン、ポル ト、マデ イラに置 かれた。 各地の領事 が商館の 館
長を兼ね て、教会司 祭と専属 の医官を も擁し、 大使キーン はこれら すべてを 統率した のである。 相当
の規模 で取引し、 社会的な 信用を有 すること が会員の資 格とされ 、イング ランド 銀行頭取の メイリッ
ク・ ビュレル や南海会社 副社長の ダイヤ モンド業者 ｀ジョン ・ブリス トウなど 、有力な 実業家も構 成
員として 記録される 。また、 貿易商の 多くは家 族とともに 暮らし、 数世代に わたるポ ルトガル居 住者
も見ら れる。ポ ルトの英国 商館には 豪華な集 会室とク リケットな どの運動 場を備 え、リスボ ンでは親
睦の ため隔週 ごとに舞 踏会も開催 された 。
王命を 奉じる大使 や領事は 、活動的 な貿易商 と立場の相 違からと きに摩擦 を生じた が、寛厚な 人柄
と豊か な心情に よってキー ンはとく に敬愛さ れた。以 後久しく 交誼を続け たのは 、指導的 な貿易商の
ウィ リアム・ モーマン やダヴィッ ド・プ リイ、司 祭ウィリ アムソンと 医家カン トレイ、 さらには コペ
ンダール 夫妻、ヘ イケ夫妻、 ペロセン 夫妻、ス トゥト夫 妻であって 、これら の家長は 英国商館 の幹部
であり 、夫人た ちは社交 界を活気づ ける才媛 であった 。

のた め尽力 する 旨、 一七四 八年八 月二 八日 ニューキャ ッスル公爵宛 書簡で応え た。

快適なポル ト

身 体の 不調も 感じ ていた が、 私情 に流 される彼 ではなかっ た。 光栄にも国王 の勅命を拝 受し、祖国

リスボ ン永住の 願望も抱 き、

爵は 、フ ランスの 介入を牽 制し 、ス ペインとの 提携を緊 密できる のは 、キ ーンしか いないと判 断する 。

れに 抗するた め反ブ ルボン陣 営の再建が 急務とな った。こ うして外 交政策の中 枢ニュー キャッス ル公

も正常 に復する 。しかし 、ナポリ 王国とパル マ公国を 衛星国 としてフラ ンスの勢 力が強大 であり、 こ

なかった 。アーヘ ンの講和 条約によっ てオース トリア継 承戦争が 終結し、断 絶したス ペインと の関係

と はいえ、 深い愛着 を感じるポ ルトガ ルになが く居住する ことを、 イギリス の国策は キーンに許 さ

②

後彼らとふた たび顔 を合わせ ることは なかった。

リスボン総 領事およ び英国商 館各位殿
リスボン
ベ ンジャミン ・キーン

今回陛 下から賜 った信頼と 任命が いかに名 誉であろう とも、ポ ルトガル の国土で イギリス国 民

輩を指名 されたこと を知りま した。 陛下の命 令を早急に 果たすべ く、いま 準備して おります。

英 西両王室の 幸ある和 解により 畏れ多く も国王陛 下が、スペ イン宮廷 へ派遣す る使節と して余

謹白。

一七四 九年一月 十三日

ガル の生活は二 年余に止 まり、多 くの在留 イギリス人 に見送 られ、な お隣国から 文通を重 ねたが、 以

③

-5-

①

L. M. E. Shaw, The Anglo-Portuguese Alliance and The English Merchants in Portugal, 1654-1810.

ibid., pp. xiii-xv.

Lodge, op.cit., pp.xiv-xv.

pp.62-64, 71.

①
③ ②

の保全とわ れらの特 権の擁護 に関与で きた光栄を 消し去 るもので はありませ ん。幸運 にもとも に
暮らし た貴紳の 方々は 、公的な 活動におけ る秩序と 規律 、私的な 生活にお ける品位 、調和 、友愛 、
か つまた商業 取引にお ける精励 および公 正によって 、ポルト ガル人の 尊重と尊 敬の的とな り、彼
らの事業 や商議にも 貢献され ました 。
そのよ うに価値あ る美徳の 正当な 評価とし てなお語る べきは、 国王陛下 に向けて 皆様が絶え ざ
る 愛慕を抱か れること 、王室を 侵害する あらゆる企 て、プロ テスタン 的伝統 の遮断を試 みるあら
ゆる人物 を、皆様が 忌避され ること です。
こうし た証左は 行く先々で いつも 誇り得る ものであり 、貴紳の 方々との 別離を痛 恨の至りに 感
敬具。

じ させます 。ここに成 就された 全般的な 繁栄が持 続し強化さ れること 、また 栄光ある商 館の皆様
が福祉と 幸福を享 受されるこ とを、 心から祈 念するに止 めます。

二
一七 五五年三 月三一日リ スボン遷 都五百年 に因む新 歌劇場の初 日を、遙 かマド リッドの 空の下でキ
ーネ は待ち望 んだ。 その前日彼 はスペイ ンの王立 歌劇場で 、イタリア の有名な カストラ ート歌手 、マ
ンツオー リの来演 に接した ばかりであ る。マン ツオーリ はポルト ガル国王か らも招待 され、ま もなく
リベイ ラ王宮の 舞台に立 つはずで あった。幸 あるリス ボンを キーンが離 れて、早 くも五年 の歳月が 流
れて いた。こ の間に 彼はスペ インの政治 的な自立 と英国と の友好に 尽力し、一 七五〇年 に植民地 での
抗争を緩 和する通 商条約の 締結、また 一七五二 年にはス ペインと オーストリ アの連携 の強化、 アラン
ジュエ ズ条約の 調印を成 功させた 。

個人的な 書簡が交 わされた 。カステ ルス宛キー ンの書簡 は毎週あ るいは隔 週に執筆さ れ、一七 五五年

親愛なる カストレ ス殿
一七 五五年三 月三一日
ベンジャミ ン・キー ン
筆 跡がより鮮 明である ことを念 じつつ、 再度筆を執 ります。 粗悪な用 箋のため 、先回の便 りは
読 み 難 い も の で し た 。 そ の 後 三 月 二 二 日 に 頂 い た お 手 紙 に は 、（ ポ ル ト ガ ル 駐 在 ス ペ イ ン 大 使 ）
ペラ ルダ殿の書 簡を添付 頂きまし た。書簡 の要点は戦 争と平和 に関する 事柄で、 部分的には すで
に 応答致しま した 。戦 争か平和 か 、いず れに傾き かを神なら ぬ身で予 測でき ません 。これまで（ロ
ンドンの 大実業家） ビュレル の見方 が的を得 ていました 。こちら の君主は そちらの 君主ほど平 和
的で ないものの 、充分に情報 を示さ れます 。我ら ふたりは それぞれ然 るべき 立場にい るようです 。
ロ ンドンか らの郵便網 で若い友 人が伝え るところ では、本国 の内情は あまり快 いもので はあり
ません。 名指しす るまでもな く、ひ とりのお 方が全権を 握ってい ます。国 王の権限 や要望の及 ば

Keene, op.cit., pp.91-92.
Lodge, op.cit., pp.xv-xvi.
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①

他 方リスボ ンでは 総領事カス テルスが 、キーン の後任と して全権大 使に昇格 し、両者 の間で頻 繁に

②

の発 送分のみで も三七通 が保存さ れる。

② ①

ぬ領域で、 できれば 同じよう に支配し たい一心で 、他の 方々もこ れに強く反 発する現 状です。
今期の 議会が終 了したの ち、おそ らく一方が 失墜し、 その結果 他方が凱 歌を挙げる でしょう 。
リ オ・デ・ジ ャネイロ からの船 便で、最 近そなたが 知り得た 西インド 情報を、 どうかお知 らせ
ください 。
ここへ は土曜日に 帰りまし た。昨 日（アイ ルランドの 使節）ウ オール殿 と宮廷お よび歌劇場 で
一 緒 に な り 、 水 曜 日 ま で ふ た り の た め 種 々 の 歓 待 が 用 意 さ れ て い ま す 。（ カ ス ト ラ ー ト 歌 手 ） マ
こけら

ン ツ オ ー リ が 来 演 し 、『 エ リ ー ジ 』 を 聞 か せ て く れ ま し た 。 以 前 よ り 彼 は 頑 張 っ て い る よ う で 、
この 曲が 緊張 させた と思 います 。そ ちら の大劇 場は 本日 柿 落 しです ね。 そなたの 知己はみなお
元 気のよう で、お便り のなかで （ポルト ガル駐在 スペイン大 使）ペラ ルダ公 爵について の記述も
嬉しく拝 読しまし た。公爵が 体調を 悪くされ ると、友人 たちの不 安が募り ます。ご 本人の気持 は
判り ませんが 、私もその ひとりで す。カデ ィスへ赴 いた（貿易 商）プリ にも手紙 を書くつ もりで
す が、彼に 委託する事 柄や取引 を頼む事 物はなに もありま せん。なが くここ に滞在し て、今後ど
うなるか 、行く末 は測り知れ ません 。
礼儀を 重んじ る（私の秘 書官）ク ルフト殿 は、お手 紙に添えら れた彼へ の挨拶を 光栄に感 じ、
そ なたに感 謝してい ます。誠実 な彼は多 少浮つい たところ もあります が、必 要な任務 は立派に果
敬 具。

たし、私 の生活 を乱しはし ません。 そなたに そなたに 忠実である 従僕から 、深厚な る敬意を 捧げ
ます 。

一七五 五年十一 月一日、 万聖節の午 前十一時 頃マドリ ッド郊外 のエスコウ リアルで 、キーン は三分
間地震 を感じた 。近くの エスコウ リアル王宮 では震動 がより 強く、若干 の建物が 破壊され 、国王フ ェ
ル ナンド六世 と王妃 バルバラ は屋外に避 難する。 スペイン 南部のア ンダルシア 地方は強 震に襲わ れ、
津波も伴 ってカデ ィス、セ ヴィリア 、グラナダ では甚大 な被害に 至った。 これらスペ インの震 災につ
いて も、近年膨 大な記録 が公刊さ れ、たと えば著者不 詳のあ る古文書 では、マド リッド一 帯の様相 が

分間強 震を惹き 起した。 突然の異 変にすべて の住民、 とくに砂 地の人々 が驚愕し、 揺れ止ま ぬな
か で寺院や自 宅から急 遽脱出し て、広い 空地や辺鄙 な街路へ 震えつつ 避難した 。大きな被 害には
それ 以外にも 若干の建 物が破壊 されて、そ れぞ

至らない ものの、カ プチン会 修道院 の聖堂にお いて正面 先端の十 字架が前 廊に落下し 、王宮に あ
る王 立病院では 子どもふ たりの生 命が奪わ れた

れ に修復を必 要とし、 サン・カ エタノ教 会も相当 の被害を受 けた。大 勢の信 者が寺院か ら脱出し
たので、 不幸が倍加 する恐れ もあっ た。しか し、アトー シャの聖 母マリア が聖都の 慈母かつ守 護
とし て、当地の 全員を護 り給い、 万能の御 業によって 襲いかか る惨劇を 防禦され た。エスコ リア
ル 王宮でも サン・イル デフォン ソ宮と同 じく短時 間緩やかな 震動が発 生し、 その夜王宮 に戻られ
た国王陛 下の勅命 によって、 恩寵を 祈る公式 の儀式が営 まれた。
（『一 七 一 一 年 十 一 月 一 日 午 前 イ ベ リ ア 半 島 で 発 生 し た 劇 烈 な 地 震 の 甚 大 な 被 害 に 関 す る 不 幸

Keene, op.cit., pp.399-400.
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①

十一月一日 十時過ぎ 王都の地 底に全般 的な衝撃が 発生し、 あらゆる 家屋と 多くの大建造 物に八

マド リッド

左記のように 記述さ れる。

①

な記録と惨 事の描写 』
）
や がてポルト ガルより 十一月四 日付の至 急便がエス コウリ アル王宮 に届き、地 震と大火 によるリ ス
ボンの凄 惨な震災と 、スペイ ン大使ペ ララダ公 爵の遭難が 衝撃を与 えた。ポ ルトガル 国王の一家 は難
を免れ 、王妃であ るマリア ナ・ヴィ クトリア 、ほかなら ぬスペイ ン国王フ ェルナ ンド六世の 実妹から
直筆 で同月八 日付書間も 届けられ た。こ のためフェ ルナンド 六世と宰 相リチャ ード・ウ ォールは物 資
と資金の 支援を決断 し、枢密 院議員カ スティラ を救援の総 指揮を命 じた。他 方国内の アンダルシ ア地
方でも 激しい地 震と津波の 襲われ、 スペイン 王権はそ れらの各地 の状況や 被害を 調査すべく 、十一月
八日 各地に回 状を送付 した。
エスコ ウリアルで リスボン からの至 急便に接 したキーン は、把握 した情報 をただち にイギリス 宮廷
に伝達 した。し かし、彼が 得た情報 のなかに 、カステ ルスから の急報も、 英国商 館からの 報告もなか

マ ドリッド

った 。親友の 安否に深 い危惧を抱 きなが ら、十一 月十日震 災後初めて 彼はリス ボンへ書 簡を綴っ た。

親愛 なるカ ストレス 殿
一七五 五年十一 月十日
ベンジ ャミン・ キーン
拝啓。悲 運なペラ ラダ（ス ペイン大使 ）の逝去 を悼み ながら、 ローマ教皇 大使もゲ ヴァラ（ ナ
ポリ 公使）も バチィ（ フランス大 使）もそ なたにつ いては言 及されない ので、知 らせがな いこと
こ そ無事で ある証し と望みを 懸けていま す。地震 には持 ち堪えた建 物も、火 焔で焼尽 したと聞 き
ますが、 そなた の公邸は 安全な地点 に位置す ると思い ます。ご 自身の安否 について 私を安堵 させ
る便 りが近々 頂けるも のと信じ ます。無惨 にも我ら の同胞も 、数多く 死と破滅に 陥ったと の報知
がこちらに 届くのを 、危惧し ています 。スペイン 国王陛 下はみず から凄惨な 災厄に襲 われたか の
ように、 沈痛な ご様子で す。運び うる多額の 現金を託 して、連 日使者を 派遣しつつ 、国王陛 下は
ご令 妹（ポル トガル王 妃）への 親書で、用 意できる すべてを 急送する と仰せら れました。 国境に
置かれた各 税関はす べての生 活物資を 無料で通過 させ、 そなたの 要請を受 ければ、バ ダホース の
税関所 長からも 発送する 手筈です 。悲運なペ ララダの 逝去を陛 下を哀悼 され、彼の 子息に貴 族と
し ての年金三 千クラウ ンを賦与 されまし た。瞼に浮 ぶは、自 宅を焼失 した人々 をそなたが 迎え入
れ、彼ら のため庭園 にテント 小屋を 建てる情景 です。一 言で語れ ば、あの 日に体験さ れ、いま な
お続 くあらゆる 恐怖に、 己も襲わ れたら、 と想像する のです。
リ スボンでの 発生から 半時間弱 ののち、 エスコウ リアルで私 は震動を 感じまし た。三分 間続き
ましたが 、被害はあ りません 。マド リッドで はより強烈 であった ものの、 僅かな実 害に止まり ま
した 。カルタゲ ーネ、マ ラガ、ア リカンテ については 微震にす ぎず、カ タルーナ では平常ど おり

Memoria fenebre, y descripcion tragica de los inauditos formidables estragos. in Agustin Udias

in Cuad. diecioch.,

junio, 2005 .pp.85-87.

Fernando Rodriguez de la Torre, Documentos en el Archivo Historico Nacional (Madrid) sobre el

terremoto del 1 de noviembre de 1755.
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①
②

Vallina, El Terremoto de Lisboa en Espana (testimonios ineditos ), Brenes, 2010. p.94.

①
②

でした。ジ ブラルタ ルは被害 を受けた と聞きます 。カデ ィズでは 地震の約一 時間後高 潮が押し 寄
せ 、被 災の様相 は不明で すが 、な んらかの 犠牲が生じ たようで す 。ポル トでは被 害が軽少 であり 、
ガ リシアは難 を免れた と思いま す。
正餐を私 と共にした ウォール 殿は、今 夕送達吏 を派遣する と申され ます。 そなたが気 がかりで
心配 である、と 書かざる を得ませ ん。ウン ハオ伯爵は ご尊父と ご令嬢を 案じて、 死ぬ想いで おら
れ ます。おふ たりの音 信が届か ないので 、スペイン 国王陛下 が閣僚に 指示さ れ、送達吏 のひとり
は伯爵ご 一家の安否 を確かめ ただけ でも、ただ ちに帰国 するはず です。伯 爵の嗣子 はマフラに お
られ 、無事であ ったと聞 きます。 讃美すべ き神の恵み がここに あります 。
パ ケット便 による公用 便をそな たが送れ ぬ事態を 考え、今回 の震災に ついては 私がイギ リスへ
できるだ け詳しく 報告しまし た。そ なたから の吉報を待 ちつつ、 親愛の情 を送りま す。敬具。
イ ギリス宮 廷に届いた キーンの 書簡は 、リスボ ン大地震に 関する公 用便の第 一報とな った。そこ で
は名誉革 命ののち 立憲君主制 が確立し 、ジョー ジ二世の もとでウォ ポールの 長期政権 を経て、 ニュー
キャッ スル公爵 が宰相の 座を占める 。神聖ロ ーマ帝国 ハノーヴ ァ選帝侯の 子息で ある国王 は、父ジョ
ージ 一世の即 位に伴 って、ドイ ツからイ ギリスへ 移住した のである。 かってオ ーストリ ア継承戦 争デ
ッティン ゲンの戦 いでジョ ージ二世は 、連合軍 の陣頭指 揮に立ち 、フランス 軍を撃破 したが、 絵図に
残るそ の英姿も このとき は七四歳 の高齢にあ った。ロ ンドン における震 災第一報 とこれを 受けたイ ギ
リス 王権の対 応につ いて、月 刊誌『ジェ ントルマ ンズ・マ ガジン』 は一七五五 年十二月 号でつぎ のよ

リ スボンで 今月一日 午前九時 に発生した きわめて 怖るべき 地震につ いて確認の 通信が届 いた。
約八時間 続いた 地震によ って壮麗な 首都の公 共建造物 と家屋居 舘の大半が 破壊され 、十万人 以上
が瓦 礫の下に 生き埋め となった 。こうした 地獄絵に 加えて首 都の数ヵ 所で地底か ら噴出し た火炎
が、残余の 地域を焼 き尽し、 最端から 最端まで、 フラン スとスペ インへの出 発港にま で燃え拡 が
った。国 王、王 妃、王室 全員は王 宮の倒壊直 前に脱出 された。 スペイン 大使と側近 の九名は 瓦礫
の の も と で 死 去 さ れ た （ 七 歳 の ひ と り 息 子 は 無 事 。） ま た 、 有 能 な 貿 易 商 数 名 と と も に イ ギ リ ス
領事が同じ 運命に陥 ったので はないか と憂慮され る。な ぜなら、 宮廷や当 局がこの災 厄に関す る
報告を いまだ受 け取らな いからで ある。
言 語に絶する 災害の報 告に陛下 は強く心 を動かされ 、当初か らの艱苦 を慰藉す るため、持 参可
能 な 金 子 を 携 え た 通 信 使 を 毎 日 ポ ル ト ガ ル 王 宮 へ 派 遣 さ れ た 。 ま た 、（ ス ペ イ ン 国 王 は ） ポ ル ト
ガル との国境に おいてす べての税 関で、い かなる負担 をも免除 し、あら ゆる種類 の必需品の 輸出
を 許可するこ と、また 臣民も能 うかぎり これに協 力すること を命じら れた。
名誉あ るわが下 院にこの時 点で国 王陛下の もとから提 出された 親書をつ ぎに掲げ る。
本月一日 リスボン で地震によ り惹き起 された破 滅的な惨 事に関し、 国王陛 下はマド リッド駐在
大使 から報告 を受け取ら れた。こ の地震は ほぼ全都 を焼尽して 、数千の 住民の命 を奪い、 生き残

Keene, op.cit., pp.434-435.

①
-9-

うに伝え る。

①

った人々を 極度の困 苦と窮乏 に追い込 んでいる。 淳良で 篤実な盟 友、ポルト ガル国王 に深く共 感
される 国王陛下 は、英国 臣民の多 くが居住し 、利害を 持つ王都 ・王国の 艱苦に同情 され、信 仰心
と 人間愛を有 する万人 が断腸の 思いを感 じる怖るべ き震災に ついて、 下院が適 切に配慮す るよう
勧告され 、かくも切 迫した苦 難の事 態に即応し て、可能 なかぎり 迅速で効 果的な救援 を送るよ う
希望 された。
反対意見 なく可決
か くして陛 下が至当と される方 式によっ て、困窮 するポルト ガル国民 に支援を 供するこ と、ま
た凄絶な 災厄に沈 む国民を救 うため 必要な経 費は明年度 の上納金 から充当 すること が、下院に よ
って 承認され た。
国王の 親書は国務 長官フォ ックスを とおし十 一月二六 日上下両院 に提出さ れて、キ ーンの書 簡とと
もに議 場で朗読 され、ポ ルトガルへ の支援が 歓呼して 可決され た。その翌 日宰相 ニューキ ャッスル公
爵の もとで特 別会議 が開かれ、 英国商館 に係りあ る三名の 貿易商を招 いて、支 援の具体 的な細目 も協
議された 。
イギ リスから の援助に 関して、リ スボン古 文書館に はポルト ガル語によ る史料 が保存さ れる。おそ
らく ロンドン に駐在 するポル トガル外交 官によっ て執筆さ れたもの であろう。 その前半 は右記の 親書
および決 議と同じ 内容であ るが、後半 には支援 の趣旨と ともに、 送付する物 資の品目 が列記さ れる。
受 理した悲 惨な報告 を受けて 、国王陛下 が深甚な る悲嘆を 表明する こと、悲運 のポルト ガル国
国王陛下 が適切と 判断さ

民のみな らず、 われらの 艱苦する同 胞、すな わち当地 で在留し たり、商易 するイギ リス国民 を全
面的 に支援す べきこと 、さらに 高遠な人類 愛と深い 憐憫の情 によって

れる規模に おいて 、惨 憺たる震 災による 窮状を緩和 できるよ う 、第一次 の支援物 資を贈るこ とが 、
イギリス 下院に おいて満 場一致で 可決された 。イギ リス国王 陛下がポ ルトガル宮 廷へ寄贈 すべく 、
ポルトガル 通貨
二〇〇デ ィタ

三 〇万クル ザード

リス ボン宛て に船積み した支援 物資の目録 をここに 提示する 。
スペイ ン銀貨
四 千ディタ

六千 バリ

バター
千袋

牛肉
ビスケ ット
千 二〇〇キ ンタ

千二 〇〇ディ タ

小麦粉

三千三三 三モイ ヨ

米
小麦

②

The Gentlemana's Magazine, December 1755. pp.521-522.
Arquivo da Torre de Tombo. Papeis varios, tom. II, no. 229. in Sousa, op.cit., p.534.
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①

この時 点ではポル トガル駐 在大使と リスボン 総領事の死 亡説も流 れ、調査 の使節と して名門貴 族シ

② ①

ャルル・タ ウンゼン トの派遣 も準備さ れた。地震 発生の三 日後に書 かれたカ ストレスの 書簡は、 半月

マドリ ッド

後にキ ーンの手元 に届いた 。マドリ ッドから の通報によ ってイギ リス王室 は、よう やく十二月 初め大
使と 領事の生 存を確認し 、使節の 派遣を 中止する。
親愛な るカストレ ス殿
一七 五五年十 一月二十日
ベンジャ ミン・キー ン
拝 啓。十一 月四日付お よび十一 日付書簡 を、昨日 定期便で受 け取りま した。四 日付を託 された
オランダ 人送達吏 は、先週土 曜日に ようやく こちらへ到 着し、災 害の惨憺 たる報告 を一週後に 手
にし ました。 このように 音信が届 かないな かで、入 手した他の 情報にそ なたの名 前が見当 たらぬ
の を吉兆と 考えたこと 、またそ ちらの悲 運な罹災 の様相、 さらには心 優しい そなたの 人道的な救
援活動や 被災が瞼 に浮かべた ことを 、私の十 日付書簡 でお察し頂 けたと存 じます。 そなたに どう
言え ばよいで しょう。こ うした災 害のとき 人々にど う話せばよ いでしょ う。しか し、同胞 がみな
奇 蹟的に死 を免れ、 多くは現金 さえ持ち 出せたこ とを、喜 びと驚きを 感じて います。 重要な書類
はあまり 失われ ていないと のことで すね。そ なたに庇 護されたオ ランダ大 使の行状 には私も 義憤
を抱 きます。 ブリスト ウの対処は 美事なも のです。 無事であ れば、老練 なレヴィ ウスも然 るべき
役 割を担う でしょう 。国王と 王妃もそな たの安否 や消息 について連 日下問さ れていま す。気の 毒
なウンハ オ公爵 へもよう やく手紙が 届き、今 次の災厄 でアロル ナの違反が 帳消しに なったよ うで
す。 頂いた情 報のなか でカディス について は部分的 に誤報を 含み、サ・ ルカール の状況は それと
ま ったく異 なります 。スペイン 全土の被害 は過大に 伝えられ ており 、リ スボンの震 災に較べ れば 、
無に近い もので す。哀れ なウィリア ムソンと カントレ イにもよ ろしくお伝 えくださ い。危険 な地
帯に 住んでお られたの で、おふ たりの幸運 を私は祝 福したい 気持です 。ご存じと 思います が、ス
ペイン宮廷 からポル トガル宮 廷へ援助 金が送付さ れ、そ の謝意が こちらに届 きました 。送達史 を
ながく待 たせな いよう、 ここで筆 を置きます 。大きな 災厄のな かでどう ぞ健康と忍 耐を保持 して
くだ さい。敬 具。
［追伸］
そなた が無事であ るとの知 らせに 、すべての 旧友が歓 喜したこ とをお伝 えします。

ボル ドーなど の異変を以 後数多く 報じた 。同月二 五日付の記 事はパリ 経由によ るリスボ ン第一報で あ

一月四 日付で知ら せ、それ と連鎖す るヨーロ ッパ各地 、アムステ ルダム、 ハンブ ルグ、マド リッド、

スコット ランドの 定期刊行 物『スコ ット・マガ ジン』も 、まずポ ーツマス における津 波の発生 を十

②

〈 十一月二 九日〉ベン ジャミン ・キーン 卿がロン ドンの貿易 商アーサ ・スチュ ートに宛 てたマ

Paice, op.cit.., pp.146-147.
Lodge, op.cit..p.161-162.
Keene, op.cit., pp.435-436.
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①

るが、こ こではキー ンの書簡 に依拠す るふたつ の報道を訳 出する。

①
②

ド リ ッ ド 発 十 一 月 十 日 付 書 簡 に は つ ぎ の よ う に 書 か れ て い る 。「 リ ス ボ ン で は す べ て が 壊 滅 し ま
した 。王宮 、総大 司教教会 、数 々の豪邸 が五分足ら ずで倒壊 したので す 。残余を大 火が焼き 尽し 、
な すすべもあ りません 。命から がら脱出 した人たち は、田野 で宿も覆 いも食物 もなく、大 抵は着
替えも持 ちません。 ベレンに おられ 、国王ご一 家は無事 でした 。」
〈十二月 二日〉国王 陛下がベ ンジャミ ン・キー ン卿から受 理された 報告の なかに、 ポルトガル
駐 在全権大使 カストロ 殿の書簡 について 言及があっ た。キー ン卿宛十 一月四 日付書簡に よれば、
リスボン 在住のイギ リス人は 極度の 艱苦に曝さ れて、住 居も破壊 され、大 半は帰国 船を待機し て
いる 。また、震 災の様相 に関する 全体的で 詳細な報告 も、カス トロ殿は 船便に託 したとの由 。な
お 、別の書 簡によれば 、イギリ ス総領事 ヘイ殿、 オランダ大 使とその 家族、 およびオラ ンダ領事
は無事で あった。
こ れらキー ンの通信は おおむね リスボ ンからス ペインへ寄 せられた 情報によ っている 。なお、カ ス
トレスの 安否を確 かめるため 、彼は教皇 大使アシ ウエリの 通信も閲読 したと再 三述べて いる 。しか し 、
十一月 四日リス ボン発送 の公用便は ついにロ ーマ教皇 庁へは届 かず、他の 通信も 十二月十 一日によう

マドリッド

やく 受理され たはず である。ヴ ァチカン 宛四日付 公用便の 閲読をキー ンが許さ れ、それ が中継地 マド

親愛 なるカス トレス 殿
一七五五 年十一月 二三日
ベンジ ャミン・ キーン
拝啓。只 今そなた の十八日 付書簡を 受理し、つ ぎの送 達便に託 すべく、感 謝の意を 籠めて返 信
を綴 ります。
お便りが私 を安堵さ せました 。十六日 に発生した 強烈な余 震の情報 をスペイ ン宮廷で耳 にし、
憂慮した ところ です。そ なたの公 邸がなお脆 弱な状態 にあり、 敢えて屋 内で就寝さ れるのを 知っ
てい る私は、 不安が増 すばかり でした。地 震にはも う慣れた のか、余 震につい て書かれて いない
ので、そな たの身の 安全、凄 絶な災害 では最高の 幸せを 確信しま した。当 地の状況と 苦労を把 握
するの は至難の 業ですが 、それな りの良識も 持たぬの か、オラ ンダ大使 ご一族が貴 邸の世話 にな
ら ず、よそに 移るとは 到底思わ れません 。彼らには 私も辛抱 できませ ん。無理 矢理は許せ ないの
です。オ ランダ領事 は数百人 に食糧 を支給し、 その偉業 を称讃さ れました 。上司であ る大使を 、
なぜ そのように 世話しな いのでし ょうか 。〈中略〉
コ ペンダル様 のご不幸 は残念で した。不 慮のご逝 去を衷心か ら哀悼申 し上げま す。優雅 な生活
を始めた ばかりのジ ャスト様 とご一 家に関し ても悲しく 思います 。惜しま れると奥 様について お
書き ですが、ほ かの女性 も同様に 感じます 。〈中略 〉
親 密なポル トガル国王 陛下への 厚意とし てスペイ ン国王陛下 は 、
弔 意を表 わす特別 大使として 、
コンデ・ デ・アラ ンダ殿を任 命され ました。 駐在される のは六ヵ 月足らず でしょう が、私と親 し
いこ とをそな たに伝えて ほしいと の由です 。熱烈か つ勤勉なス ペイン人 である彼 は、ご専 門の軍

Scots Magazines, November 1755, Volume XII, p.555.
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①

リッドを 経たのち 、どこか で紛失した のであろ うか。

①

事にとりわ け該博な 知識を持 ち、国政 に早晩大い に貢献 されるで しょう。彼 のご尊父 を憶えて い
るかも 知れませ ん。ご尊 母はなお 健在で、ブ モヴェル 老の従妹 に当たり ます。故人 はもはや なに
も 語りません が、アラ ンダ殿は 前任者に 勝るとも、 劣らない でしょう 。

室で帰国 の日を待 機する。
親愛 なるカス トレス殿
マ ドリッド

簡はスペ イン人 送達史が 届けます。 アランダ 殿はほぼ 九日後に リスボンへ 着くはず です。

ア ラン ダ殿 に随行 する 若手将 校、 ラ・ トーレ 侯爵 から そなた への紹介を 望まれました 。この書

［追伸 ］

たが守護 される ことを！ つねに親密 である友 より。敬 具。

う に、また とりわけ 暖かな寝 室におられ るように 祈りま す。怖るべ き災厄か ら天恵に よってそ な

を彼 に託しま す。ささ やかな品で すが、自 分の食卓 で一片を 眺めるとき 、そなた が喫煙さ れるよ

拝啓。宮 廷で今朝 コンデ・ デ・アラン ダ殿の歓 送をし ました。そ なた宛て 二ポンド の嗅ぎ煙 草

ベンジ ャミン・ キーン

一七五五 年十一月 二四日

伯爵 はカステ ルスの配 慮で医家ス ケルト ンの診察 を受け、夜 間の寒気 を避けて 港湾の船 舶に移り、 船

建物の 内部はな お危険とさ れ、彼ら の大半は 広い庭園 に野宿した 。まもな く病身 のドラムラ ンリッグ

大使は英 国商館の神 父ウィリ アムソン やオラン ダ大使一族 など 、多数 の被災者 を受け入 れた 。しかし 、

細で ある。サ ント・アン タオ市門 の北、 高台のサン タ・マル タ街に位 置する公 邸は破壊 を免れ、即 日

震災 直後のカス トレスと 大使館公 邸につい ては、そこ に避難し たドラム ランリッ グ伯爵の書 簡が詳

①

Keene, op.cit., pp.436-438.
ドラムランリッグ伯爵 とクインズベリー公爵夫妻

ウ ンへ行 くと 、メ リシ ュ夫人 から 手紙が （ 親 友）サ リー のもとに 届いていまし た。昨日訪 ねた

・・・ リス ボンの暗い 運命が私 たちの気 分を沈滞 させ、いま も元気に なれませ ん。火曜 日にタ

一 七五五年十 一月二九 日

ニュー・ ストリート 、スプリング ・ガーデンにて

メアリイ ・グラン ヴィル・ デラング 夫人からデ ヴェス夫 人へ

女はつ ぎのように 述べる。

トガル貿易 に係わる ふたりに ついて、 一七五五年 十一月二 九日親友 のデヴェ ス夫人に宛 てた書簡 で彼

ンブ ルグの実業 家ジョン ・ゴアや ロンドン の大手貿易 商ウィ リアム・ メリシュ と親密であ った。ポ ル

されるブ ルースト ッキング 、いわゆ る青鞜のひ とり、メ アリイ・ グランヴ ィル・デ ラング夫人 は、ハ

イギリスに おける リスボン 大地震の震 撼は、宮 廷や政界 のみに止 まらなかっ た。女権 運動の先 駆と

③
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②

第五論文第二節

Keene, op.cit., p.438.

〈参照〉本稿

③ ② ①

らよかった 、震災で 傷ついた 身に慰め が得られた のに、 と書いて あります。 地震によ るメリッ シ
ュ様の 損害は莫 大と思わ れます。 彼は際立っ て裕福な 人でした 。共同経 営者がイギ リスに帰 りま
し たが 、
〈友人も財 産も家 族も 、生 きる手立 は 〉す べて喪失 したのです 。親 愛なる栗 毛の女性が 、
ただ一日 でどれだけ 失ったで しょう 。ゴア様の 損害はす くなくと も三万ポ ンド、貿易 商ブリス ト
ウ様 の損害は十 万ポンド 、奥様の 遺産を合 わせ、セン ト・アザ フ主教の 損害は七 千ポンドで す。
夜 が明ける毎 に、新た な凶報に 接するの を怖れてい ます。力 と富しか 求めぬ 人たちを、 覚醒する
光景が、 これなので しょうか 。立ち 直れる人た ちは、不 滅の幸福 を真剣に 追求する ものと期待 し
ます 。眼前の災 厄に打ち 砕かれ、 いまはこ れだけしか 念頭に浮 びません 。

親愛 なるカス トレス殿

親愛 なるカスト レス殿

マドリ ッド

敬 具。

マド リッド
ベンジャ ミン・キ ーン

一 七五五年十 二月十六 日

体調を 崩した私 ですが、 どうやら 恢復しまし た。そな たの忠実 な従僕よ り。

当方に特筆 すべきこ とはあり ません 。す べての知己 はお元気 で 、そなた の無事を 喜んでいま す 。

をお 待ちしつ つ、ご自 愛を祈り ます。

ろしくお 伝えく ささい。 そなたの ご家族につ いても同 様です。 寒気が厳 しくなりま した。お 便り

（ 商 館 専 属 の 牧 師 ） ウ ィ リ ア ム ソ ン 殿 、（ 医 官 ） カ ン テ ィ イ 殿 、（ 大 使 秘 書 ） ゴ ー ド ン 殿 に よ

頂い た錬金薬 をまた所 望したい ものです。 ランギア 殿はどう なったで しょうか。

ょう。薬 種商テ イラー殿 が薬瓶とと もに必死 に逃げえ たか否か を知りたく 、無事で あれば以 前に

は 火災も及 ばないで しょう。 ワインを送 ってくれ るゴー ドン殿につ いては、 消息を掴 めないで し

くだ さい。タ ヴォラ家 の人々はど こにいて 、どう逃 れたでし ょうか。彼 らが住む ピケノ緑 地まで

が歿した ものの 、他はみ な難を免れ ましたね 。ふたり の伯爵に 会われたら 、無事を 祝すとお 伝え

リ スボンの 惨状がス ペイン宮 廷で毎日話 題になり ます。身 近なとこ ろでは哀れ にも二名 の婦人

ベンジャ ミン・キ ーン

一 七五五年 十二月六 日

ストレ ス宛書簡 は、二ヵ月 で計六通 に及ぶが 、被災地 リスボン からの返信 は、残 念ながら 保存の有無

マドリ ッドでキー ンは震災 前にも増 して、頻 繁にリスボ ンへ便り を送った 。この時 期に書かれ たカ

①

Keene, op.cit., pp.438-439.

volume II, pp.378-379.

Mary Granville Delany, The Autobiography and Correspondanse, London, 1861.

拝 啓。昨夜 十一時か十 二時頃フ ランスを 経由した ロンドンか らの送達 史に起さ れました 。そな

②
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を確 認できな い。

①
②

たへの至急 便も携え ていて 、私 も読ませ て頂き 、スペ イン国王 にも内容 をお伝え するつもり です 。
十一月 十日付で 送付した 地震の報 告が、イギ リスに届 いた最初 の通信と の由です。 そして十 七日
付 書簡によっ てそなた の無事と いう吉報 が得られ、 タウンシ ェンド殿 のポルト ガル派遣が 中止さ
れました 。なぜ応急 の措置が 用意さ れたかを理 解頂くた めに、私 の十日付 報告からそ なたに関 す
る記 述を抜粋し ます。ど うそお読 みくださ い。
「 閲読できた ローマ教 皇大使の 書簡には 〈かってリ スボンが 存立した 地点から 〉と発信 地が書
かれてお ります。ナ ポリ公使 の書簡 も読ませて 頂きまし たが、カ ストレス 殿への言 及は見当り ま
せん 。しかし、 無事であ ると私は 信じます 。著名であ り、敬愛 される彼 が遭難し たのに、教 皇大
使 もナポリ 公使も（フ ランス大 使）バッ シイも言 及せぬこと はありえ ないか らです 。」
さきに述 べたとお り、十七日 にそなた の四日付 書簡が届 いて、リス ボン壊 滅の状況 を詳細に知
り、 在留者の 大半がイギ リスへ出 航したこ とに安堵 しました。 そなたに 関する対 処はやが て直接
聞 かれるこ とで、ここ では繰り 返しませ ん。しか し、十二 月三日に至 るも、 ご自身の 書簡はイギ
リスに届 いていな いのです。
国王陛 下の偉 大にして寛 仁なご配 慮、さら にはイギ リス議会の 決断に感 銘を受け ました。 悲哀
の 最中にあ ってこう した支援を 欣然と執 行され、 心を癒や されるよう に祈り ます 。〈中略〉
今朝宮廷 での会談 に先立っ て、ポルト ガルへの 援助に ついてスペ イン国王 ご一家に 説明し、 今
回の 博愛的な 施策によ ってイギリ スの国王 と国民は 、これ らの方々に 深い感 銘を与え たようです 。
フ ランスは バッシイ 自身に約 二万五千ル ーブルを 支援し ただけで、 ポルトガ ル宮廷へ はクリー ム
・ コ ヒ ー を 贈 る 程 度 の お 見 舞 で し た 。（ ス ペ イ ン 宰 相 ） ウ ォ ー ル 殿 は そ な た か ら 十 二 月 二 日 付 書
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簡を 受け取ら れ、私に 謝意を示さ れました 。
そ なたに関 して（国 務大臣） ヘンリ・フ ォクスが 語ること を、早晩 聞かれるで しょう。 励まし
になると 思いま す 。想像を絶 する苦難 に曝され 、博 愛的な救 助を続け るそなた に支援がな ければ 、
栄誉 も自愛も 人道も敬 意も地に 墜ちるとし か言えま せん。

で 、リスボン 大地震に関す

一 七五五年 十二月四日

スプ リング・ガ ーデン

メアリ・ グランヴ ィル・デ ラニィ夫 人からデ ヴェス夫人 へ

Keene, op.cit., pp.440-442.
Delany, op.cit., volume I, pp. 4, 194.

②

諷刺した 劇詩人ジョ ン・ゲイ を擁護し て 、宮 廷から追 放されたと き 、
「彼女の 讃美者が みな仰天 した 」

爵夫 人、リス ボン大地震 に遭遇し たドラ ムランリッ グ伯爵の 母である 。一七二 八年公爵夫 人が政界 を

ティと 愛称される 少女と親 しくなっ た。楚々 たるこの親 友が、の ちのカト リーヌ・ クインズベ リー公

そこにも注 目すべき 記述がい くつか見 出される。 八歳のと き叔母の 家に養女 に出された メアリは 、キ

る個 所はわずか 四ページ に過ぎな い 。し かし 、作曲 家ヘンデ ルをはじ め 、多彩 な交友関 係を反映し て 、

メア リ・ グラン ヴィ ル・ デラニ ィ夫 人の膨 大な著作 『自伝と 書簡』

①

ことに 「先例のな い処分が なされた 」
、 とデ ラ ニ ィ 夫 人 は こ れ を 批 判 し た 。

② ①

地震による リスボン の惨状に ついてさ きの書簡で 述べたあ と、よい 情報を届 けたいと待 機しま
したが 、なかな か得られ ずにおり ました。イ ギリス人 の死者は 少数、六 名か七名と の知らせ に安
堵 しましたが 、王都リ スボンは 完全に破 壊され、貿 易商の財 産と書類 はすべて 消え失せま した。
ゴア様と メリシュ様 は甚大な 被害を 受けつつも 、毅然と して対処 され、メ リシュ夫人 は気高く 行
動 さ れ て い ま す 。 昨 日 彼 女 の も と に お 邪 魔 し た サ リ ー に よ れ ば 、、 不 幸 な ポ ル ト ガ ル 人 に 送 る べ
く 、裁縫用具 をはじめ あらゆる 種類の道 具を箱に詰 めるため 、とくに 多忙で おられまし た。メリ
シュ様の 共同経営者 は、リス ボンの 経理事務所 にいて、 小部屋で 凄まじい 震動を感 じ、上の階 で
住民 の乱暴が、 と思った そうです 。しかし 、ただちに 事態を悟 り、慌て て屋外に 駆け出ると 、街
路 の両側が 木柱のよう に倒壊し ました。 辛うじて 道の真中へ 踏み込み 、脱出 したものの 、すぐさ
ま無一文 の自分に 気づいて引 き返す と、まだ 事務所はそ のままで した。金 庫を開き 、両手に貨 幣
を握 って、門 口を離れた 瞬間、建 物が倒壊 したので す。岸辺へ 辿り着く と、避難 する群衆 が船に
溢 れていま した 。乗 せろと叫 ぶや 、割増を 要求しま す 。通貨を持 ち出さな ければ 、避難も できず 、
餓死した でしょう 。彼が話さ れるに は、群衆 の凄まじ い悲鳴と苦 悶は見る だに耐え 難く、教 会で
は数 千の人々 は圧死し、 生ける者 も不幸な 屍が累々 とする荒墟 に留まっ ています 。このお 手紙は
五 日付で 、その日も 軽震を数度 感じた由 。以後は 便りが なく 、八 日に起きた 地震が気 掛かりで す 。
・・・ヘ イ様ご 一家は無事 でしたが 、ドラム ランリッ グ伯爵の消 息は不明 です。ル シー様の 出発
に先 立ってリ スボンに 行かれ、地 震のとき 当地に滞 在された はずです。 リスボン から一マ イル離
れ たところ にいて、 我が子は 大丈夫と、 クインズ ベリー 公爵ご夫妻 は確言さ れました 。大地が 炸

こ の書 簡はか なり の長文に 及び、イギ リス政界の 内情にも言及 されるが、こ こ

命の年一七 五五年も 暮れた。
ア ブラハム・ カストレ ス殿
マドリッ ド、一七五 五年十二 月十九日
ベン ジャミン・ キーン
さきに今 月二日付書 簡を頂き 、いま十 一日付書 簡を受け取 りました 。いつ またいか にして脅威
が消 えるかと、 苦慮され るのも当 然でしょ う。丹誠に も友人た ちの安否 を知らせ て頂きまし た。
ご 家族全員 とともに奇 蹟的に脱 出された タヴォラ 侯爵を祝福 し、その 他生存 者の方々に もお喜び
申し上げ ます。震 災の全体状 況から すれば、 在留民の犠 牲者が少 数であっ たことは 、奇蹟のよ う
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裂しない までも 、地震の 衝撃で建物 は倒壊し 、閃光と ともに大 火が全市を 焼き尽し 、漆喰の 床だ
けが 残る家屋 は、真っ 暗とのこと です。神 よ、我ら にはより よい警報を お恵みく ださい。

慨を 誌し ている 。

トレス宛十二 月十九 日付書簡 でキーン は、ドラム ランリッ グ伯爵と クインズ ベリー公爵 家につい て感

し、 マドリッド 駐在のキ ーンに書 面で助力 を懇請した 。すで に本稿論 文第五で引 用したと おり、カ ス

我が子 の生存を 知ったク インズベリ ー公爵は 、パケッ ト定期便 の難渋とス ペイン経 由の帰国 も想定

①

では 震災をめぐ る他の記 述も加え て再録す る。これが リスボ ンに送ら れた年度 最後の送信 となり、 運

②

Delany, op.cit., volume II, pp.380-381.

〈参照〉本稿

② ①

①

に思われま すが、不 幸にも伴 侶を亡く されたヘイ ク殿へ どのよう に弔意を伝 えるべき か判りま せ
ん〈中 略 〉。
悲 しい手紙の ひとつと してクイ ンズベリ ー公爵から 書簡を頂 きました がその文 面を拝読し 、い
まだ落涙 を押え切れ ません。 事情は ご存知かと 思います 。ご子息 の安否が 判らぬまま 、公爵は 生
き抜 く気力みず からを支 え、郊外 に避難さ れました。 この若い 貴族に関 しては、 あなたに下 した
推 断を同じよ うに抱き ます。同 じような 事態で同じ ような方 の音信が 途絶え たことを、 多くの事
例は示し ています。 彼があな たに宛 てた手紙に は、ふた つの称号 が付され 、公爵か らお聞きし た
その 理由は、感 銘深いも のでした （長男の 急死という ）家庭的 な不幸が あって、 ドラムラン リグ
伯 爵家を弟 が相続した のです。 カントレ イ医学博 士と一緒に いま彼が 船上に いることを 、私はク
インズベ リー公爵 にお伝えし ます。 ご子息が 怖るべき惨 憺たる状 況から脱 出できた か否かを、 明
らか に公爵は 知らず、マ ドリッド へ寄る場 合には、 必要な支援 が得られ るよう、 私に懇請 される
の です。若 きドラムラ ンリグ伯 爵に知ら せてくだ さい。マ ドリッドに 寄られ る場合に は、必要な
ものすべ てを提供 するのみな らず、 私のもと や宮廷に おいてあら ゆる歓待 が用意さ れる、と 。遺
憾に も公爵の 書簡は（ポ ルトガル への使者 ）ビュロ ックの出発 より遅く 届きまし た 。〈中略〉
親 愛なる友 よ！わが 身が暖かで 快適であ るのを感 じるとき 、こうした 安楽を奪 われたそ なたを
き よう だ

思わずに はおれ ません。ま た、卓上 の高級品 を眺める とき、必需 品すら欠 くそなた を考えず には
さん ぜん

お れませ ん。 しかし 、 怯 懦な 者を 勇気づ ける そなた の気 概を 知って 、心 を明るく します。震 災
しゆ じよう

に よっても 行路を変 えること なく、博愛 の精神を 不撓不 屈に発揮さ れて、そ なたの名 声は燦然 と
輝き 、衆 生 の 祝福を 受ける でし ょう 。だ が、そ うし た援助 を踏 みにじ る人 たちを、 私は忘れも
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赦し もしない のです。
こ れを書き 続けるの に、一時 間以上は耐 えられま せん。そ なたの悲 痛を聞いて わが心も 沈み、
そなたの 堅忍を 知ってわ が身も引き 締まる思 いです。 気の毒な ウイリアム 神父によ ろしくお 伝え
くだ さい。と りわけご 老体のメ ディナ・セ リ老公爵 夫人はそ なたにつ いて心配さ れ、無事 であっ
たのに歓喜 されまし た。アリ ザ、ベジ ャール、ス ルフェ リノ。そ なたの男友 達も数人 もそうで す
が、ヴァ ルパラ イソの名 だけ挙げ ておきます 。

初出

便り が届いた と聞いて 不幸なパ ーカーもや はり喜び 、そなた への書簡 を私に託 しました。

Benjamin Keene, op. cit., pp.442-444.

①

