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ドイツのソネット

古桧貞

Strengstes Mas ist zugleich hochste Freiheit. 

S. George 

ドイツ語でソネットをつくった最初の詩人は ChristophWirsungσ15∞ 
文は1505-1571)である乙とは， Wilhelm Koschの DeutschesLiteratur. 

Lexikon 1[.出ているし， Andreas Heusler の DeutscheVersgeschichte. 

の第 3巻に1556年(但し M0nch1こよれば1555年)に作のあるととが審かれて

いるが，それがどのようなものであるかは分らない。 Kosch!こは 8穣， Heus・

ler には heimischerViertakterであると，説明されているので， おおよそ

の見営はつくものの，是非質物を見たいものと， Heusler !乙 Wackernagelの

Deutsches Lesebuch第2巻所牧の旨が註記しであるとき，しらべて見たが，

版が異るのか出ていない。幸い高原君がドイツへ留撃するとき，あちらでしら

べてもらったらと，お願いしたが，遂に判明しなかった。と乙ろが高原君の留

撃中lζWalterMonchの大作 DasSonett. Gestalt und Geschichteが出

版され，つづいて Karl Theodor Buschの Sonetteder Volkerも手lζ入

ったので，早速しらべて見ると，やっと Monchの147買に Wirsungの賓物

を見ることが出来た。しかし尚硬念なことは，全詩が載っていないで，第一節

のみである。やっとしらべあげたので，その記念lζ寓しておきたい。

o zeit fur andere torecht， to11 

o welt on witz， blind， viehisch und 

Die gantz und gar in finstern Schlund 

Versenkt， verstrickt， und mangels vo11. 
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以下押韻の順序はイタリヤのソネットにならって abbajabbajcdejcdeとふ

んでいるとある。とれで Jambus の4脚であった乙とが，新しくわかったわ

けである。第2行の blindが弱になる乙とも， Barock時代の作詩法において

は十分許される乙とである。その上 Monchのおかげで，今までは不明だった

が，乙のソネブトが原作ではなくて， Lutherと同時代のイタリア人 Bernar.

dino Ochini (Herderの百科事典によれば Ochino，1487 -1564)の作の醗

語であるととも同時に判明した。

Mδnch の本が出たからよいようなものの，今まで日本でソネットの乙とを

少し詳しくしらべようとすると，文献の名のみ聞くだけで，現物は見嘗らず，

困ることが多かった。そのような文献に次のようなものがあるので，同撃の士

のなかでもし御所戒の向きがあれば，御同情にうったえて，是非奔見させてい

TこTごきTこし〉。

H. Welti: Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. 

1884. 

Th. Frδberg: Beitrage zur Geschichte und Charakteristik des 

deutschen Sonetts im 19. Jahrhundert. 1904. 

F. Rasmann: Sonette der Deutschen. 3 Bde. 1817. 

K. Vi邑tor:Deutsche Sonette aus vier Jahrhunderten. 1926. 

Heuslerが文献に Vietorをあげていないと乙ろを見ると， Wirsungのは

載っていないのであろう。 わたくしは乙れを不思議に思っていたが， Monch 

によって醗語であることが明らかになって見れば，なるほど文句はいえないも

のと納得した。
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In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister. 

Goethe 

それではなぜ Wirsungはいまわたくしたちがソネットの定形と考えている

11緩の詩行を用いなかったのであろうか。原詩が Wirsungのと同じく 8綴で
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あったのか，或は原詩は11綴であったのに，醗謹で 8綴にしたのか，乙の何れ

かをたしかめる材料はないが，押績を正しく移しているととろから察して，お

そらく原詩も 8績であったと想像する方が買に近いであろう。一鐙にドイツ語

への詩の醗謹は原詩の詩形を尊重して，みだりがましいことをしないのが侮統

である。この態度が醜諜を通して，やがてドイツ語で;或は原詩を原語で譲ん

で，その詩形をドイツiζ採り入れるようになるのであろう。事の成否はーにか

くして得られた新しい詩形にドイツ諮の生命をふき込む詩人が現われるか否か

にかかっている。鶴諜に於ける原詩形尊重の意義はまさ lζζ 乙にあるので，た

だ讃者に原詩のもつ内容を忠賞l乙侮えようとする努力のみでは十分でないと恩

つ。

話は飛ぶが，日本詩の濁講の場合にも， Gundertの語詩を一つあげると:

ゃくもたつ U ms achtwolkige 

いづもやへがき Izumoachtfach Wande ! 

つまごみに Der Braut zum Schutze 

やへがきつくる AchtfacheWand erbaut' ich ! 

そのやへがきを Hierdie achtfache Wand da ! 

と訴している。 その他最近のものでは CarlHanser書庖から出版されてい

る Lyrikdes Ostens の日本の部なり，中国の部を原詩と劃照して讃みくら

べて見れば，詩の醗講の意義と限界とを知る乙とが出来て興味深いものがある。

話をソネットにもどせば， 今日ソネ y トのー詩行を11讃の Jambusにする

ことは，はじめからそうなっていたものか，どうかの問題に賜るわけである。

Merker.Stammlerの Reallexikonder deutschen Literaturgeschichteの

Sonettの項は P.Habermannの執筆にかかるもので，イタリア語のsonetto

"kleiner Tonsatz“を語原として拳げており， C. Beyerの DeutschePo. 

etikでは，イタリア語 sonetto，フランス語 sonnet=， ，Klinggedicht" と説

明している。賓際ドイツでソネットのことを Klinggedichtと稽していた時代

もあるし，その他ラテン語の sonare= klingen， tδnenからとする事者や，イ
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タDア語の sono= "Klang， Schall， Gesang， Lied“， ラテン語 sonus=

"Klang， Ton“を採る撃者もある。 それとははっきり書いてはないが，イタ

リア語の sonettoを起源とするらしく見える傾きがある乙とはわかる。たしか

に今日のソネットの源泉はイ夕日アにあり，しかも Petrarca(1304-1374)， 

Ariosto (1474-1533)， Michelangelo (1475-1564) などのすぐれたソネッ

トが，各圏i乙強い影響を奥えて以来， ソヰ、 y トをイタリアで護達した詩形と見

なすのも無理でなく，乙の詩形がゆるぎなきものと尊重されるに至った経路も

十分察しられるのではあるが， ソネ y トの起源は賓はイタ Pアではなく，フラ

ンスであって，その詩形は今日のそれのように巌密なものではなかった。従っ

てソネァトの語原論も KarlVossler に従ってフランス語 sonの縮少語と解

する方が望ましい乙とになる。すなわち sonet=， ，kleines Lied“であり，も

との sonは "Lied，Musik'‘であるとするわけである。従って今日の如き巌

格な詩形は要求されていず， イタ Pアへ移植されてから， 主として Petrarca

のおかげという ζ とになる。イタリアでもはじめは第 3，4節の cdcjcdc の

ほかに cdjcdjcd と3行になっているのもある有様であった。 イタリアへ行

ってからのソネットの異種や混合形については Vossler Ir.詳しいから，つい

て見られたいが，そのうちで一つ Schwei f sonett といって，第3，4節の各3

行のあとに尚 1行添加されて， Terzineの形をもっているものや， Codaが3

行になっているもの， Terzettenの中聞に 1行 Codaを入れているものなどが

ある。以下その例をドイツのソネ yトについてひとつづつあげれば， Haupt-

mannの Sonette1， rr， 1[はいずれも Terzine型のもので， 1を採ると:

Aus Mittagsgluten klagen Windesklagen 

um heise Mauern und in schwule Raume. 

Ich hりresie im Schlummer meiner Traume: 

ruhlose Stimmen， die am Herzen nagen. 

Gleich wie Verdammte， aus gestorbnen Tagen， 
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die etwas suchen und nicht konnen finden， 

um ihrer Schanden Male zu verbinden， 

und， ohne Antwort， immer wieder fragen. 

Die heife Luft aus Sud， die finstre Wolke， 

die schweigend uber den Gebirgen turmet， 

erscheinet uberfullt mit diesem Volke ! 

Wo starrt der Fels， den dieses Heer besturmet， 

von Kriegern， die mit bosen Stimmen greinen 

wie Kinder， die ein Vater nicht beschirmet 

und， statt zu kampfen， Regentropfen weinen? 
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Codaが 3行になっているものには Goetheの B.und K.や Triumvirat

があるが， ζ 乙lζは B.und K.をあげる。

Ihr mechtet gern den bruderlichen Schlegeln 

Mit Beil und Axt den Reisekahn zerstucken; 

Allein sie lassen euch schon weit im Rucken 

Und ziehen fort mit Rudern und mit Segeln. 

Zwar war' es billig， diesen frechen Vogeln 

Auch tuchtig was am bunten Zeug zu flicken; 

Doch euch， ihr Musenlosen， wird's nicht glucken-

Drum， Flegel， bleibt zu Haus mit euern Flegeln. 

Dramatisch tanzt ein Esel vor Apollen 

Und reichet traulich seinem Freund die Pratschen， 
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Dem Ha剖ichzerrerbesserer ~aturen. 

Der liefert Hexen， jener liefert Huren， 

Und beide horen sich aus einer vollen 

Parterrekloak' bejubeln und beklatschen. 

Schamt euch， ihr Bessern， auch mit einzupatschen! 

Die Muh'， uns zu vernichten， ist verloren: 

Wir kommen neugebarend， neugeboren. 

Xenien風な内容から見て，尻尾を 3行くっつけたと乙ろ，なかなか味があ

る。

Terzettenのなかに 1行入れたものの例としては RilkeのDieagyptische 

Mariaがある。

Seit sie damals， bettheis， als die Hure 

ubern Jordan floh und， wie ein Grab 

gebend， stark und unvermischt das pure 

Herz der Ewigkeit zu trinken gab， 

wuchs ihr fruhes Hingegebensein 

unaufhaltsam an zu solcher Grose， 

das sie endlich， wie die ewige Blose 

aller， aus vergilbtem Elfenbein 

dalag in der durren Haare Schelfe. 

U nd ein Lowe kreiste; und ein Alter 

rief ihn winkend an， das er ihm helfe: 
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(und so grub~n sie zu zwein.) 

U nd der Alte neigte sie hinein. 

Und der Lowe， wie ein Wappenhalter， 

saB dabei und hielt den Stein. 

3 

Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 

7 

Goethe 

上記の Rilkeのソネットを見てもわかるように， Trochausを用いること

は， ドイツでは古くから行われているもので， Burger (1748-1794)のソネッ

トなどにも既に見られるととろである。

ドイツのソネットは元来イタリアから詩形を移植したのではなくて，はじめ

はブラシスから借りたととは既に述べた。 Fischart(1547-1589又は1590)，

Schede (1539-1602)， Opitz (1597-1639)，特に Weckherlin(1584-1653)

では Alexandrinerで書かれたソネットが多いが，乙れはブラシスのRonsard

(1524-1585)を範とした結果である。イタ Pア形をそのまま採用すれば，す

べてが女性韻になってしまって， ドイツの語尾の聞係上，寧調になり勝ちであ

るので， Ronsardのやったように，ととろどとろ男性韻を混えるととによっ

て，理化i乙富ませるようにしたのである。 Becherが最近， 1956年の雑誌 Sinn

und Forml乙護表したソネット論で， ドイツのめでたいソネット作者として推

賞している Platen(1796-1835)のものや， A. W. Schlegel (1767-1841号)

のものには，すべて女性韻で貫ぬかれているソネットがある。 [Becherは詩形

のみならず，内容から見ても， 一貫した方針一一 Satz+ Gegensatz + A uflo. 

sung又は Schlussatz-ーにまとめられていなければ，ソネットではない。

乙れがなければただの14行詩に過ぎないと，きびしい主張をしているが， 4.4・

3・3を中園の詩にいう起承輔結にまとめなければならぬととろに， ソネット

のむつかしさと面白さがあるわけである。]
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Rilkeの Sonettean Orpheusの第1部，第2部合わせて55のソネットはー

詩行が Jambusあり， Trochausあり， Daktylusあり， Hexameterあり，

Pentameterあり， archilochischer Versあり， Choriambusありで，目も

あゃな欣態である。 これは Daktylusが特に多い乙とからも， 主題が古典の

.Orpheus である黙に留意すれば， 十分納得の行く乙とである。 更に Reim-.

schema I乙至っては次に示すような複雑なものになっている。

第 部

1. abab cddc efg gfe 2. abba cddc efg gfe 

3. abba cddc efe gfg 4. abab abab cdc ede 

5. abab cdcd efe gfg 6. abab cdcd eef ggf 

7. abab cdcd eef ggf 8. abab cdcd eef gfg 

9. abab cdcd efg efg 10. abba cdcd efe gfg 

11. abab cdcd efe gfg 12. abba cdcd eef ggf 

13. abab cddc eef ghh 14. abba cddc efe ghh 

15. abba cdcd efg efg 16. abba cddc eff geg 

17. abab abab cdc eed 18. abab cdcd eff gge 

19. abab cdcd eff geg 20. abab cdcd efe fgg 

21. abab cdcd efg efg 22. abba cddc efg efg 

23. abba cdcd efg efg 24. abab cddc efe fgg 

25. abab cdcd eef ggf 26. abab cddc efe gfg 

第 2 部

1. abab cdcd efe gfg 2. abab cddc efg efg 

3. abab cdcd efe gfg 4. abba cdcd efg efg 

5. abab cdcd efe gfg 6. abab cdcd efe gfg 

7. abab cdcd efe gfg 8. abab cdcd efg efg 

9. abab cddc efe gfg 10. abab cdcd efe gfg 

11. abab cdcd efg efg 12. abab cdcd efg efg 



ドイ ツのソネット 9 

13. abab cdcd eef ggf 14. abab cdcd efe gfg 

15. abba cdcd eef ggf 16. abab cdcd efg gfe 

17. aabb cdcd eef ggf 18. abab cdcd efe gfg 

19. abba cdcd efg efg 20. abab cdcd efg efg 

21. abab cddc efe gfg 22. abab cdcd eef ggf 

23. abab cdcd eef ggf 24. abba cdcd efe gfg 

25. abab cdcd efe gfg 26. abba cdcd eff efe 

27. abab cdcd eef ggf 28. abab cdcd efg gfe 

29_ abab cdcd efg efg 

診らしいものを特に拾い出せば， 1の 1.13，15; 1Iの17の4行 2組の部分や， 1の1，5，
6，8，9，13，14，16などの 3行 2組の部分である。その上，定形のものはひとつもない。

しかも詩行の長さもまちまちであって，乙れがソネッ トかと疑われるものち

たくさんある。短いものの例はI，9:

Nur wer die Leier schon hob 

auch unter Schatten， 

darf das unendliche Lob 

ahnend erstatten. 

Nur wer mit Toten vom Mohn 

as， von dem ihren， 

wird nicht den leisesten Ton 

wieder verlieren. 

Mag auch die Spieglung im Teich 

oft uns verschwimmen: 

Wisse das Bild. 
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Erst in dem Doppelbereich 

werden die Stimmen 

ewig und mild. 

長短が入りまじり，その上 Pentameterと archilochischerVersが用いられ

ている珍らしいものの例としてはII.ll: 

Manche. des Todes. entstand ruhig geordnete Regel. 

weiterbezwingender Mensch. seit du im Jagen beharrst; 

mehr doch als Falle und Netz. weis ich dich. Streifen von 

Segel， 
-円

den man hinuntergehangt in den hohligen Karst. 

Leise lies man dich ein. als warst du Zeichen. 

Frieden zu feiern. Doch dann: rang dich am Rande der 

Knecht. 

- und. aus den Hohlen. die Nacht warf eine Handvoll von 

bleichen 

taumelnden Tauben ins Licht… 
Aber auch das ist im Recht. 

Fern von dem Schauenden sei jeglicher Hauch des Bedauerns. 

nicht nur vom Jager allein. der， was sich zeitig erweist， 

wachsam und handelnd vollzieht. 

Toten ist eine Gestalt unseres wandernden Trauerns… 

Rein ist im heiteren Geist， 

was an uns selber geschieht. 
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4 

Alsdann erscheint， in seiner schweren Strenge， 

Und wie das Sinnbild einer Ordnungsmacht 

Als Rettung vor dem Chaos - das Sonett. 

Becher 
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Rilkeのとれらのソネットを見れば，置格な詩行も所定の押韻のないのを不

思議l乙思うとともあるが，古くソネットがドイツで作られはじめた頃を回顧し

て見ると，さほど驚くに嘗らない乙とを知るのである。 Gryphius(1616-166 

めには次のようなソネット (DieHolle)がある。

Ach und Weh! 

Mord! Zeter! Jammer! Angst! Kreuz! Marter! Wurmer! Plagen. 

Pech! Folter! Henker! Flamm! Stank! Geister! Kalte! Zagen! 

Ach vergeh! 

Tief und Hoh! 

Meer! Hugel! Berge! Fels! wer kann die Pein ertragen? 

Schluck Abgrund! ach schluck'ein! die nichts denn ewig 

klagen. 

Je und eh! 

Schreckliche Geister der dunkelen Hohlen， ihr die ihr martert 

und Marter erduldet， 

Kann denn der ewigen Ewigkeit Feuer nimmermehr busen dies 

was ihr verschuldet? 

o grausam Angst! stets sterben sonder Sterben! 

Dies ist die Flamme der grimmigen Rache， die der' erhitzete 
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Zorn angeblasen: 

Hier ist der Fluch der unendlichen Strafen， hier ist das 

immerdar wachsende Rasen: 

o Mensch! verdirb， um hier nicht zu verderben. 

第 2行の Mord，Kreuz;第 3行の Pech，Stank その他今日から見ればお

かしいが，弱i乙譲む乙とは，あの頃としては異様ではなかった。

Monchはしかし最密な立場から Rilkeのソネットをドイツのソネットの歴

史の Gefahrzoneformaler Auflosungとなげいて， Weinheber によって再

びドイツのソネットが正しい形にもどされたことを蹴幅している。

しかし Rilke は初期には定形のソネットも書いているので(全集1， An 

Julius Zeyer)，後期の定形無蹴には， それにはそれだけの理由が十分にある

乙とは認められるが，何分 Rilke模倣者が多すぎるため， ソネット形式にとっ

ては， Rilkeはやはり危機であったといわねばなるまい。

イギリスで用いられるソネットの定形に Spenser.Sonett(abab bcbc cdcd 

ee) と Shakespeare.Sonett(abab cdcd efef gg)の2種があって， 特l乙

Shakepeareのソネ y トには濁謹が多くあるので， 乙れらの詩形にも一陣習熟

してお4必要がある乙とは，次のような異種がドイツ語で書かれている乙とも

あるから明らかであろう。

Konrad Weis: Verheisung uber die Schlange 

Bewegter Geist in uns， da ihn noch ziert 

von Gotterschein ein Glanz uns zugemessen， 

den wir in einem Abbild unvergessen 

als Sinn erfinden， der uns nicht verliert， 

die wir alsdann， weil uns nach Schutze friert， 

Begegnung oder weilend unterdessen 



ドイツのソネット

ein Pfand nur suchen und von Erde essen， 

erwahlend selbst， was uns hinausgebiert， 

was unser Ratsel wird und ausgestiert 

ein Opfer， und wir tun， von ihm besessen 

den Glanz des Bildes， die vom Staube fressen 

und also dich， bewegter Geist， vertiert.一

Und essend Menschen， die mit uns gewahren 

das (.Tleiche， miissen wir zum Bilde fahren. 
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Odeの諸形式が衰微して以来，きびしい詩形として今日まで生命を持ちつづ

けているものはソネット位である。鞍後もドイツですぐれたソネット集がいく

つか出版されている上に，方向は形式打破でなく，むしろ尊重に向っているよ

うに見受けられる。

(1953・3月-1957・10月補筆〉
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