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『アルフレッド・ジェラール―-横濱のシャンパーニュ人』 

ユゲット・ギュイヤール 著・成田良幹 訳／梅澤一江 校閲 

 
＜扉書＞ 

アルフレッド・ジェラール――これは彼の伝記であり、それは、書き留めておくに値するロマンチックな

生涯であった。彼に関する記録は数多いとは言い難いが、皆無というわけではない。われわれの知りうる、

この興味深い人物に関する事物が、これほど大勢のレモアの子孫たちに共鳴を与えるものとは…、市民的節

度、道徳観をもちながら、逆らわない人柄と性格とは全く異なるその風貌が。 

――ウジェーヌ・デュポン著「アルフレッド・ジェラール／レモアの博愛主義者」1931 年より（訳注：「レモ

ア」とはシャンパーニュ人の精神的愛称） 

 
＜献辞＞ 

1837年にランスに生まれたアルフレッド・ジェラールは、他のランス人に違わず慈しみ深く、その強運と類い稀なる

生涯にも拘わらず、朴訥で、寛大な男だった。 

 1860年代、その冒険心にそそられて日本に渡り、明治維新を経験した。そして、彼は、その技術的知識と夢想家魂

を活かして他人のために尽くし、横濱の都市建設に一役買ったのである。 

 その名声も成功もそして富も、彼の飾り気のなさを損なうことはなかった。その尋常とはいいがたい日本文化への傾

倒は結果的に彼の心を豊かなものとし、例えば、シャンパーニュのひとびとに楽しんでもらうために 2,400点もの収集

品をサン・レミ博物館に寄贈してしまうほどであった。1915年の第一次世界大戦の空襲の最中に彼が亡くなるまで、彼

はいかんなく異文化趣味を体現し、これを他人との友情の糧としていた。 

 このようにして、ひとは、時にただ周りを見回すだけで、歴史の大河の中で眠っていたり忘れ去られていた素晴らしき

人の一生に向き合うことがある。 

 アルフレッド・ジェラールは、控え目で聡明なシャンパーニュ・アルデンヌ人の一人であるが、結果的には、われわれ

シャンパーニュ人を、あらゆる文化の地平との接触と交流へと導いてくれることに、大いなる貢献を果たしてくれた、と

いえよう。 

 ユゲット・ギュイヤール女史の手になる、彼女の情熱に支えられたこの作品において、純朴で才能豊かな活力ある一

人の男が、今日のわれわれ全員に誇りを抱かせてくれることを、発見し、また再発見することを、ひそかな喜びとしてこ

ころの中だけに留めておくことなどはできない。 

       シャンパーニュ・アルデンヌ地域議会議長 

       ジャン・クロード・エティエンヌ教授 

 

（本文） 

 

第一章 ベールを脱いだアルフレッド・ジェラールの実像 

 

 アルフレッド・ジェラールは、1837 年 3 月 23 日、ランスの両親の家で生まれた。この家は、

後年、サン・ドゥニの市場街１５番、更にはシャンズィ通り１５番、へと地番を変えることになる、

アルトア通り１３番にあった。 

 すなわち、アルフレッド・ジェラールは、レモアの人間であることは明確ではあるが、ランスに

生を受けた彼にとって二つの重要な意味を持つ別の村がある。そのひとつは、彼の父、ジャン・ジ

ェラールの故郷であったブザンヌであり、もうひとつは、彼の母、マリー・テレーズ・シェリュイ

の故郷、ラヴァンヌであった。 

 ブザンヌのバトワール通りには至るところに彼の親戚たちが住んでいた。古城通りもまた然りで

ある。大通りとプレソア通りに囲まれた区域の住民たちも、全て彼の親族であるジェラール姓とク

ーロン姓であった。そんな中で、彼の父は、プレソア通りと交差するガゼッタ通りの交差点に相続

した一軒目の家を持ち（隠居後、この家に住んだのであるが）、もう一つ、クロワゼ通りとノー橋

通りに面した庭園を持っていた。流浪の人生を送ったジェラールにとって、ブザンヌの持つ意味は

大きい。日本の記憶に裏打ちされた彼の墓石がブザンヌにあることも、親族への彼の愛の偽らざる

証であろう。 

 ジェラールにとって大切なもうひとつの親族に視点を移してみよう。彼の母、マリー・テレーズ・

シェリュイは、ジェラールが 22 歳の時に若くしてこの世を去っているが、ジェラールは、この母

とは疎遠だった。それは、ジェラールの父方の祖父母である、ニコラ・ジェラールとマルグリット・
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クーロンのもとに、彼らが亡くなる 13 歳の頃まで頻繁に出入りしていたからである。 

 彼の祖母はクーロン家の一員であり、17 世紀まで辿れるブザンヌの名家である。アントワーヌ・

クーロンはブザンヌに 1693 年に生まれ、その息子ティエリーは 1721 年に生を受けている。 

 ティエリーには二人の子供があり、それがニコールとアントワーヌであった。このニコールが、

レモアの男やもめであったジャン・ジェラールと結婚して親族に招きいれ、そして 1782 年に生ま

れた息子がニコラであった。 

 マルグリット・ジョセフィーヌ・クーロンは、1808 年に、従兄弟にあたるニコラと結婚し、以

下に掲げる多くの子供を設けたが、多くは年少で没した。 

・ ジャン・ニコラ・ジョゼフ・ジェラール（アルフレッドの父） 

・ ニコラ・ユベール・ジェラール：ジョセフィーヌ・オーギュスト・ピスタの夫 

彼らには、クラリス・オーギュストとニコラ・シャルルの二人の子供がいた。 

  ニコラ・シャルル・ジェラール：年少で没す 

  クラリス・オーギュスト：アルフレッドの最初の従兄弟、オーギュスト・フロナンと結

婚し、アドリーヌとジョセフ・シャルルの二児を設ける。 

 ジョセフ・シャルル・フロナン：後年没す 

以下はマルグリットの子孫たちである。 

・ ジャック・クーロン：マリー・アンヌ・ポムレと結婚した、アルフレッドの大叔父 

彼らには以下の子供たちがいた。 

  ピエール・ニコラ・オーギュスタン：ジャン・マリー・ジェラールと結婚 

  ユベール・アトナス・クーロン：年少で没す 

  ニコラス・ショゼフ：グリフォンとラミーの二児を設ける 

  マリー・カトリーヌ：フランソワ・ピスタと結婚（グリフォンとラミーとピスタは、ブ

ザンヌの三大家族として広く知られている。） 

 アントワーヌには、ジャック・クーロンのもう一人の息子がいる。 

  

 アルフレッド・ジェラールが、ジェラール一家とクーロン一家というブザンヌの大農家の家族に

囲まれて育った一方で、ラヴァンヌには「シェリュイ一族」があって、未だにそこでは近親結婚に

よる親類関係が根強く残り、その中にはマンジャール一族、ルクレール一族、後にガルノーテル一

族などが知られている。1808 年から 1818 年までの間に、（アルフレッドの母親と同じ）シェリュ

イ姓で、58 もの出生届けがラヴァンヌで提出されたことが確認されている。1850 年代、ブザンヌ

は 300 人の住人を数えるだけの小さな村落で、村には 2 つのカフェと行商人の店しかなかった。

一方、ラヴァンヌには 968 名の住人と然るべき商圏があった。 

 ラヴァンヌに目を移してみると、そこにはかつてカルム大農場があって、「プティ・カルム」と

呼ばれた祖父ピエール・シェリュイと祖母のマリー・アドリエンヌ・ポンサンが経営していた。ピ

エール・シェリュイは、大きな農園主であるばかりではなく酒場を経営していたこともあり、アル

フレッドが生まれた頃には、ラヴァンヌの村長をしていた。 

 1846 年から 1856 年まで、この一帯には、近隣のアメー通り、ミニヨン通り、ブーリーズ通り、

袋小路ローヌワに 8 つの民家があった。 

・ ニコラ・トーマス・ルクレールとメラニー・シェリュイ：肉屋 

・ ジャン・ランベールとオルタンス・ルクレール：食料雑貨屋（仕出屋） 

・ ジャン・ニコラ・マルタン・ルクレールとマリー・アンヌ・マンジャール：パン屋 

 この時期にガルノーテル一族が発足している。 

・ プリンシパル・ガルノーテルとマリー・アンジェリーク・ガルノーテル：パン屋 

・ オーギュスト・ルクレールとロイーズ・シェリュイ・ルクレール：パン屋、食料店、居酒屋 

・ オネジム・ガルノーテルとマリー・セリーヌ・ポンサール：パン屋、耕作人 

 

 アルフレッド・ジェラールの確実に長けた商才はラヴァンヌにその源泉を辿ることができるのだ

ろうか。こうしたスケールの大きな家族環境に身をおいたことが、ジェラールに影響を与えたのだ

ろうか。 
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 スイップ島の粉挽きで、アルフレッドの従兄弟にあたる、レミー・シェリュイの娘、マリー・ジ

ェラール・シェリュイと結婚したアルマン・ドゥモーグについてこれは当てはまるかもしれない。

また、ピエール・シェリュイの娘、マリー・フランソワーズと結婚した、ガブリエル・ナポレオン・

ルフェーヴルは、もともとはキュミエールの葡萄園の出身であったが、結婚した時にはアニエール

に住んでおり、マリー・フランソワーズはアルフレッドの叔母であったこともあり、彼に影響を与

えたといえよう。この夫婦は結婚後、キュミエールに戻り、一族が所有するジオッツ森通りとジャ

ール通りにある屋敷街―そこには住居、農家、倉庫、貯蔵庫などがあったが―に移り住んだ。そし

て最も重要なことだが、パン屋の息子でアルフレッドと同い年であった、コンスタンタン・ルクレ

ール・マンジャールの存在は忘るべからざるものである。彼は、アルフレッドの「竹馬の友」とし

て傑出した将来の計画をともに練り上げたからである。 

 アルフレッドにとって、ブザンヌがいつか自分が土と帰るべき、遠きにありて思う故郷であった

とすれば、ラヴァンヌも彼にとって大切な故郷だった、と言えよう。 

 まさに、このラヴァンヌこそ、アルフレッドの未来を形づくった村であることは疑いの余地はな

い。 

 

 この時代には、しばしば若くして仕事につくケースが多かった。 

 アルフレッド・ジェラールが、マルムーゼ通り５番にあった衣類・羊毛製品製造のフェリックス・

ゴッドベールの職工になったのもこんな理由だった。シャンパンと羊毛はともにランスの産業の柱

であった。これらの工場では多くの労働者を採用していたばかりではなく、仕立て仕事を供給して

いた。ラヴァンヌのアルフレッドの母の実家の一族には夥しい数の職工がいた。 

 こうした工場はドイツ、更にとりわけイギリスとの関係が深く、イギリスではオーストラリアか

らの輸入綿羊商品の販売が盛んだった。工場経営の一族はドイツ出身者が多く、都市の中で重要な

経済的役割を担い始めていたし、近隣諸国との交易を重視していた。 

 ランスにおいて、シャンパン業界とともに羊毛業界では、卸売人は頻繁に近隣諸国とを行き来し

ていた。そしてそんな中、アルフレッドは退屈していた。1850 年当時、彼の父親が買ったサン・

ドゥニ街 15 番の住居と、マルムーゼ通りにある会社との、行ったり来たりの退屈な生活に彼はう

んざりしていた。彼は心の中で反芻した。父親のようなパン屋になるのか？否。衣類工場で一生を

終えるのか？否。 

 彼は、自己実現のために旅をしたかった。そう思ったとき、彼の一族の社会的成功者の中に、彼

の生きる範を求めることは容易かった。彼の叔父にあたるガブリエル・ナポレオン・ルフェーヴル・

シェリュイは、キュミエールのワイン商人であったが、有名なキュミエールの小さな赤ワインを売

る仕事でよく旅に出ていた。特にベルギーに行くことが多かった。また、彼は休暇を取ると「教育

の屋敷」と称してイギリス・ソールズベリに二人の娘を連れていくなど、旅行を楽しんだ。また彼

の従弟で、スイップ島の粉挽きドゥモーグ・シェリュイは、ベルギーやドイツとの間を商用で行き

来していた。 

 1857 年のこと、アルフレッドの父、ジャン・ジェラールは、サン・ドゥニの市場街１５番の「パ

ン屋・酒屋」を閉じて、レモアの商売を止めてしまう。この店はドゥットゥ・ユエのパン屋に、後

にはスィユール・ブドゥソック氏に年間家賃 1,100 フランで貸しに出されることになる。ジャン・

ジェラール自身は、両親から相続したブザンヌの家に妻とともに移り住んだ。これは妻の健康に配

慮して仕事替えをしようとジャンが考えたからであった。こうしてジャンは、「小麦粉小売業」を

はじめた。（因みに、ブザンヌではテオフィール・ブドゥソックが製粉所を一手に牛耳っていた。） 

 19 世紀の家長としてのジャン・ジェラールのこの行動は、彼の息子に仕事を続けさせるための

意思の表明であり、尊敬に値すべきかもしれない。確かにそれは疑いのない事実ではあるが、しか

しこの決意は父子の間に葛藤を生む結果となった。若いアルフレッドがゴッドベールの工場を抜け

出すと、彼を理解し支援してくれるのはキュミエールの叔父ルフェーヴルをおいて他になかった。

アルフレッドの愛する母マリー・テレーズは、妹のマリー・フランソワーズにこう心配事を打ち明

けたことだろう。「あなたのご主人に息子のアルフレッドの面倒をお願いできないかしら。」 

 そして、彼が逃げ出そうとしていた行先は、そのキュミエールであった。彼は、知識欲に燃えて

いた。イギリス方式の、そしてドイツ方式の交易を学んだ。そして彼の吸収力は早かった。イギリ



4 
11/16/2018 

スに 2 年、ザクセンのドレスデンに 1 年、そして再びイギリスに滞在した後、大いなる旅路は始ま

ったのだ。 

 1859 年に劇的な展開が待ち受けていた。彼が家を遥か離れている間に母親がこの世を去り、22

歳のアルフレッドは心に葛藤を抱いた。もはや、彼をフランスに引き止めておくものは何もなかっ

たのだ。 

 1862 年、アルフレッドの父親が、ヴィニョンの未亡人ジャンヌ・ビクトリーヌ・ボーディエと

再婚することになる。彼女はサン・サンフォリアン通りのパン屋の娘であり、ジェラール一族には

好意を持って迎えられ、ジャン・ジェラールの最初の妻の父親である、ラヴァンヌのピエール・シ

ェリュイその人が、この再婚の花婿の証人となったほどである。 

 ジャン・ジェラールは 1866 年にこの世を去った。ジェラールは父親の死に目に戻ってはこなか

った。 

 1858 年、アルフレッドはキュミエールから、彼の叔父の身元保証で、「葡萄酒の卸商人」という

名目で、ドイツ語の習得を目的とした、パスポート取得の申請を出していた。翌年の 1959 年 2 月

18 日には、ランスから、海外渡航のビザ申請をしている。この時には、「ランスの卸売商人」つま

り、貿易商としての渡航目的で、そして彼は、目的地に夢のハンブルクを選択している。そしてそ

のハンブルクこそ、この当時は世界各地にさまざまな運行会社が航路を巡らせていた街であった。 

 これが、冒険への船出であった。 

 

 簡単に当時の日本史を紐解いてみよう。 

 1641 年、西欧社会によるキリスト教伝播と宣教の到来を恐れ、日本は鎖国を開始する。以後、

二世紀に亘って継続する。オランダのみが、長崎近郊に居留地を設営することを許される。 

 1853 年、ペリー提督が、日米通商条約の締結を求めて日本に上陸した。この条約は 1854 年、

下田にて締結・批准される。 

 1855 年、ロシア、フランスに引き続きイギリス、オランダが日本に到来する。フランスの海軍

艦隊長であるゲランが、奈良においてフランス―琉球間の通商条約を締結する。 

 1858 年、外交特使であるグロ男爵が、日仏通商修好条約を締結する。 

 1859 年、日本政府は、フランス、ロシア、イギリス、オランダとの貿易を正式承認する。日仏

通商修好条約が批准される。 

 1861 年、フランスとイギリスの外務大臣が、在日外国人の保護過怠ならびに横濱外国人居留地

への隔離を非難した。この結果、日本人は逆に外国人に対して敵愾心を持つようになる。いくつか

の虐殺事件が勃発する。このうち、1863 年には、横濱で浪人によるカミュ海軍中尉の殺傷事件が

起きた。 

 1863 年、フランス海軍軍艦が長州藩の砲撃を受ける。フランスは下関を砲撃し、開港に即答を

求めたが日本がこれを退けたため、フランス海軍の歩兵隊が横濱に進駐する。 

 1864 年、日本の全権大使が横濱港の閉鎖を求めてヨーロッパに出発した。日本はパリ条約の破

棄を四強に宣言したことから、イギリス、フランス、オランダ、アメリカを刺激し、四強は連合し

て艦隊を出撃させ、下関要塞を壊滅させた。この時点まで、1186 年以来、天皇を差し置いて将軍

が実権を掌握していた。日本が 260 もの封建領地に分かれ、数多くの諸侯に分割されていた封建時

代に、この将軍こそが帝国を実質的に支配してきた。 

 1867 年、孝明天皇没す。息子の睦仁親王が明治天皇として即位する。各地で革命が勃発し、明

治天皇はその武力を天皇側につけることに成功する。この革命勢力の勃発が、市民戦争を引き起こ

し、将軍、徳川慶喜は権力を若い明治天皇に奉還することとなった。 

 1868 年、若くエネルギッシュで近代的な明治天皇は、将軍制を廃止し、天皇政府を樹立した。 

 

 これが、黎明期・明治、光明の政府の時代の始まりであった。 

 こうして、ヨーロッパやアメリカから、学者、技術者、弁護士、軍人、サービス従事者が、実業

上の、法律上の、財務上の、そして軍事上の組織につめこまれながら、日本にやってきた。いくつ

かの港が開放された。この瞬間から、日本は驚くべき進歩を遂げることになるのだ。特に、海上貿

易はこの数年間で飛躍的な進歩を見せる。 
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 当時、横濱には 180 を超える船会社がひしめき合い、江戸（後に東京と改称し日本の東側の首都

となる）の南 30 キロに位置していた小さな漁村は、ヨーロッパやアメリカ向けの日本の中心的な

貿易港として形成されつつあった。更に 1872 年には、横濱―東京間が鉄道で結ばれる。こうして、

横濱は数多くの外国人で占められ、港は、外国人居留地と日本人居住地の中間に位置することにな

った。 

 港には二つの波止場ができて、ひとつは国内交易用、もうひとつは国際貿易用であった。徳川幕

府のもとに日本とイギリス、フランス間で修好通商条約が批准された頃には、うら若きアルフレッ

ド・ジェラールは、英国紅茶会社からの派遣者として横濱に上陸したのである。彼の足跡が横濱で

認められるのは 1863 年になってからである。若い大志を抱いた若者にとっては勿論「夢の国」で

あったに相違ない。 

 

第二章 実業家―アルフレッド・ジェラール 

 

 アルフレッド・ジェラールが名付け親となった、ジェラール・カーデルの話によれば、アルフレ

ッドの横濱滞在の最初の数年は非常に困難を極めたそうである。その時代背景を考えれば、それは

驚くべきことではない。 

 1859 年から 1864 年までの、在日フランス領事デュシエーヌ・ベルクールと、商工務相及び農

務相との間の外交書簡記録を見る限り、貿易の領域において、こうした困難は顕著であったようだ。 

 横濱港が開港となったのは、1859 年の夏であったが、1861 年には試行錯誤のうちに対外貿易が

始まった。最初のうち、日本政府は、外国人が日本に順応することを拒んでいたが、一年目には、

暗殺、誘拐、監禁、火災の脅威、販売禁止、様々な行動制限、配達遅延、保税倉庫の増荷、必要材

の不足、外国人向けの資材が江戸に集中していること、などの多くの課題が山積していた。要する

に、日本人は外国人の存在自体に重荷を感じ、あらゆる機会を通じて、外国人に脅威を感じさせ、

その順応を妨げていたのだ。また、イギリス主体で貿易が動いていたため、イギリス主導のなかで

フランス人は様々な課題を抱えることになった。 

 1861 年に、イギリス商船による輸入額は 1,027,000 ピアストルであった一方で、アメリカ商船

による輸入額は 185,000 ピアストル、フランスに至っては数パーセントの輸入額に過ぎなかった。 

 1861 年の入港商船数では、イギリス 37 隻、アメリカ 27 隻、オランダ 9 隻、フランス 1 隻、出

航商船数では、イギリス 25 隻、アメリカ 8 隻、オランダ 9 隻に対し、フランスは 36 隻であった。

入港より出航商船数が多いのは、イギリスに商船を借りたことによる。 

 また、1862 年において、530 名の外国人、20 の商館が記録されているが、その四分の三はイギ

リス籍である。 

 そして、残された公文書では、輸入原産地を特定することができない。例えば、フランス産のワ

インやリキュールを考えてみよう。これらの商品はロンドン経由で日本に到着する。この結果、税

関における帳簿には原産地はロンドンと記載されることになる。 

 フランス・ワインは輸入が開始されるが、これは主として外国人によって消費された。日本人は

相変わらず「酒」（米を発酵させて作られたアルコール飲料）を好んで飲用していた。また、日本

では 35％の関税がワインに課されるようになっていたことから消費者の購入は進まなかったもの

の、一方でシャンパンについては、「鉄砲酒」と呼ばれて好評を博していた。 

 数々の交渉の結果、フランス人居留地が形成されることとなり、1864 年、フランス政府は、フ

ランス船を使って貿易を行うことが容易になった、と報告している。フランス商人は、特に絹糸貿

易においては、イギリス経由ではなく、リヨンあるいはマルセイユから横濱に直接仕入れに来るよ

うになった、ということが数多くの書簡から判明している。こうして、絹糸と茶の輸出と綿糸と羊

毛の輸入、という日本の貿易の最盛期が訪れることになった。このような横濱の発展は著しく、居

留地外国人家屋が 1859年には皆無だったのが、1862年には 95軒を数えるようになった。一方で、

居留地日本人家屋は 1859 年の 614 軒から、1862 年には 1,821 軒に増加していった。 

 1859 年には 3,297 名の日本人居住者がいたが、1861 年には 8,297 名への増加を遂げている。

一方でフランス人は、1864 年時点において 32 名が数えられており、その半数は絹糸貿易に従事

していた。 
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 こうして開港から数年の内には、横濱は非常にコスモポリタンな街になっていた。イギリス人

928 名、アメリカ人 374 名、フランス人 259 名を数え、これらの居住区は、外国人墓地のある元

町の商店街と、横濱港に突き出た緑の丘に位置しており、それはまるでフランスの市街の様相を呈

していたのであった。 

 しかし、1869 年には、未だにフランス領事館は横濱には存在していなかった。外交代理である

コロー氏から外務大臣を務めていたグラモン公爵に宛てられた数多くの書簡が残っているが、その

中で、コロー氏はこんな嘆きを記している。「封建的な慣習が残っている日本においては、商人は

社会階層の最低層として忌避され、この蔑視の価値観が、当領事館代理人の協力業務を著しく阻害

しております。横濱には領事館がなく、今は暫定的に貿易商がその代理の機能を果たしているため

です。」 

 しかし、そのコロー氏も外務大臣に対して 1870 年 6 月にはこのような書簡を送ることになる。 

「横濱におけるフランス居住者は、222 名の登録に対して実際には 250 名います。この差のうち、

11 名は輸出入に関与している大会社の貿易関係者、10 名は小売商社、医師 1 名、薬剤師 1 名、貿

易従事者数名、関連職工数名であり、更に、郵船会社の輸送担当幹部ならびに銀行関係者でありま

す。この年の上半期、横濱では 487 隻の外国貨物船が登録されていますが、このうち 43 隻はフラ

ンス商船で、24,199 バーレルの商品を輸送しており、また 6 隻の蒸気船については郵船会社の定

期輸送船であります。7 月には新たに 7 隻の船が入港し、これで、横濱には合計 50 隻のフランス

商船が入港したことになります。現在は毎月 13 隻の定期便があり、内 4 隻はヨーロッパから（2

隻はフランス、2 隻はイギリス）、１隻は北米（サンフランシスコ）から、4 隻は中国（上海）から

です。領事館裁判の対象となるような紛争事がこの数週間絶えることはありませんでした。」 

 このような事情から、大阪よりも横濱における領事館開設の必要性が最優先で検討されることに

なり、その実現のために数多くの裏交渉が行われた。 

 明治 22 年の横濱市制施行に際しては、2,299 名の外国人技術者、コンサルタント、弁護士、教

師などが日本の近代化のために参画した。そして、多くの軍人も。 

 1866 年以降、日本が自国の軍隊を組織するにあたって最初に模範としたのはフランスであった。

この時点においては、将軍の要請に従い、海軍士官を養成したのはフランスであった。その後 20

年が経って、日本はドイツにその範を求めるようになったが、軍隊において重要な創設の役割を担

ったのはフランスであった。数々の兵舎、武器工場、士官養成のための陸軍学校、などをフランス

の支援で創設した。このため、日本の下士官達の制服はフランス軍のものをモデルにしたほどであ

る。歩兵、砲兵、騎兵に対して、さまざまな武器使用に関する訓練が施されたが、騎兵の編成には

ヨーロッパおよびアメリカの騎馬の輸入が必要であった。 

 こうしたフランス軍の関与は３つの時期に分けることができる。第一期は 1866 年から 1868 年

まで、第二期は 1872 年から 1874 年まで、第三期は 1874 年から 1880 年まで、にあたる。 

 ところで、初期に入植したアルフレッド・ジェラールは、横濱では、イギリス人として受け入れ

られていたのだろうか、それともフランス人として、だろうか？それは、不明である。 

 しかし、これは横濱では日常茶飯事であった。ジェラールは間違いなく、日本に最初に上陸した

フランス人の一人だった。ジェラールが名付け親となったジェラール・カーデルによれば、ジェラ

ールは領事館で日本へのビザを申請した３２番目のヨーロッパ人であった。思慮深い大胆不敵さで、

そして楽観的に、ジェラールは日本との貿易へと繰り出していった。 

 この横濱という可能性を秘めた土地の優れた条件を活かすために、ジェラールは土地を購入し始

める。そのひとつが、湧き水の水源のある村の土地であった。法務省の司法官ならびに在日フラン

ス総領事の立会いのもとに締結された三通の売買契約書によって得られた土地であった。その三通

の日付は、1863 年 9 月 11 日、1864 年 3 月 31 日、そして 1864 年 5 月 5 日であった。 

 その土地は、外国人居留地とされていた「山手」の丘の近くと、中華街の土地に関するものであ

った。そして、1864 年から「日本ヘラルド名鑑」ならびに「日本ガゼット」にこのような広告が

現れ始める。「良質のアメリカ小麦粉、ケース入りシャンパン、リヨンのソーセージ、粉砂糖のか

かったビスケット、テーブル・ワイン…」。こうしてアルフレッド・ジェラールは横濱でワインと

食品の卸売業者を始めた。 

 さらに驚くべきことに、最初は共同経営で、後に個人で肉屋も開業したのだが、それも決して不
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思議なことではない。1856 年、ジェラールがラヴァンヌの祖父ピエール・シェリュイのもとに通

っていたときに、その隣に住んでいた、メラニー・シェリュイの夫ニコラ・トーマス・ルクレール

は肉屋であった。ジェラールは多分彼らを手伝っていて、横濱の事業を興すにあたってもその知恵

を借りたと想像される。そして、この時代、日本の横濱において、肉食の習慣のない日本で外国人

居留者に肉を食べさせなければならなかった、という事を忘れてはならない。 

 こうしてジェラールは遂に彼の山手脇の広大な土地に井戸を掘り、その水源の湧き水を、出港を

控えた外国航路の船に販売することにした。この天才的なアイディアは非常な利益を生み出すこと

になった。 

 1866 年 2 月 6 日、アルフレッドの父ジャン・ジェラールが死去する。アルフレッドは、日本か

ら、在日フランス領事館の立会いのもとに、ランスの公証人であった親友のコンスタンタン・ルク

レール宛に委任状を作成することになる。この委任状で、アルフレッドは学生であった姪に相続を

供託している。その委任状にはこう頭書きが記されている。 

 「アルフレッド・ジェラール、横濱在住、フランス海軍の出入り商人。」 

 

第三章 建築家―アルフレッド・ジェラール 

 

 ナポレオン三世によって日本に派遣された二人目のフランス大使であった、レオン・ロッシュは、

幕府の信任が篤かった。この結果、フランスは、横濱からさほど遠くはない横須賀の海軍工場（「横

須賀製鉄所」）ならびにその横濱作業場の建設を指揮することになった。パリの科学技術大学から

一人の若き造船技術者が抜擢された。その名は、レオンス・ヴェルニー。横須賀工場の周辺で、百

人ものフランス人が彼の指揮の下に入り、灯台、工場設備、導水施設などのその他設備の建設に携

わることになった。またヴェルニーは、技術者の養成を目的に、横須賀の海軍軍需工場内に技術者

養成学校を作り、一方横濱には 1865 年、日仏中学校を設立し、横須賀工場の建設に携わる技術者

や高級官吏を教師とした。後に、海軍技術者であるフランセ・ベルタンのもとで、日本で最初の大

型軍艦が建造されたのも、この横須賀海軍工場においてであった。この横須賀海軍工場の落成まで

には 10 年の歳月が費やされた。 

 同時に日本では、絹糸の紡績工場施設が急速に建設されようとしていた。これに加え、フランス

では蚕の病気の蔓延によって、絹糸産業は下り坂の勢いであった。フランスは日本に技術者を派遣

して、西欧の紡績加工技術を伝授し始めた。新しい紡績工場が建設された。そしてそれらには、煉

瓦が使われることになったのだ。 

 ここに、この時代を刻む一枚の黄色く変色した写真がある（横須賀海軍工場におけるフランス人

と日本人官吏の写真）。そこにはフランス人の一群が写っており、彼らは一様に顎鬚を蓄えており

（彼らの中にアルフレッド・ジェラールがいたら、と考えてみると興味は尽きないが）、その背景

には壁がある、そう、煉瓦でできた壁が。 

 この新しくできた横濱の外国人居留地では、家屋、工場、外国商館、そして歩道までの、すべて

が煉瓦で建設されつつあった。 

 この煉瓦作りの様式を日本で普及させ、そして製品自体を供給していたのが、アルフレッド・ジ

ェラールその人であった。それまで、日本の伝統的家屋というのは、木材と漆喰で作られ、屋根は

「萱葺き」と呼ばれる稲科の植物の茎で覆われていた。ジェラールは、山手の脇に購入した広大な

土地に、彼自身の工場を建設し始めた。その工場は、西洋瓦と煉瓦で建造され、その建築様式は手

作り感溢れるものであって、横濱の地元住人たちを魅了してやまなかった。煉瓦・瓦工の発注が殺

到し、それらの製造が盛んになった。既に成功を収めていた、湧き水の販売事業に加えて、この煉

瓦・瓦製造販売の成功が加わることになる。 

 ジェラールの工場が製造した瓦には５期の製造モデルが存在しており、その製造年は、1873 年、

1875 年、1876 年、1881 年、1886 年となっている。これらは、日本で始めて製造・販売された

フランス型の瓦であり、「フランス瓦」と呼ばれていた。 

 当初、外国人住宅と公的な建物のみが、こうした建設材料を用いて建造されていたが、後には、

日本人の家屋でも使用されるようになった。1884 年にパリで第８回美術工芸中央連盟が主催した

博覧会において、アルフレッド・ジェラールは工芸陶器の部門において大賞を獲得した。 
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 この博覧会での大賞は、ジェラールの名を大いに知らしめるものであったとともに、受注を増や

す結果となり、煉瓦・瓦製造事業を軌道に乗せることになった。こうして、ジェラールは、フラン

スから製造機械を輸入して瓦の機械製造を開始し、瓦に「機械製造によるジェラール瓦工場謹製」

という銘を入れた。建築家サルダとともに、ジェラールは横濱の都市建築に参画したことになる。 

 シャンパーニュでは、ジェラールの親しい友人や家族が、給水事業のことを話題にしている。 

 「山手は、静かで単調な村が魅力的な小道や洒落た洋館によって整備されていった。この山手こ

そが、遠く打ち寄せここで終わりとなる海を見下ろす小高い木々に囲まれた場所であった。そして、

政府が海外からの移住者に土地を貸し与えた場所でもあった。公園の周囲に瀟洒な洋館が建ち並び、

ここに彼らは住み、他の国の租界と同じように街にはオフィスや店や倉庫が立ち並んでいた。」（ユ

ーグ・クラフト著「我らが世界周遊」） 

 

第四章 アルフレッド・ジェラール―真心の人 

 

 残念なことにアルフレッド・ジェラールとシャンパーニュの家族との間の書簡は発見されていな

い。われわれは、ただ、ジェラールを虜にした日本の魅力を、彼以外のフランス人がこの 19 世紀

後半に発見し、そして残した文献から想像するしか方法はない。 

 「私はこの夢の国のことをあなたに書き留めておきたい。夢の国、などと言ってしまったが、そ

れが現実に存在していないなどと誰が言えるだろう。それはまるで魔法にかけられた世界のようだ。

すべて輝くような無垢な世界だ。そして人々の服装は多彩な装飾を施された陶器のように美しい。

とにかく全てにおいて素晴しい風景だ。」（フェリックス・レガメ著「文は朋を呼ぶ」） 

 「至る所に、頂と崖でできた丘と谷があり、ただ、桃色、赤、黄色、紅、橙、そして明るい赤の

木々のまとまりが斑に広がっているばかりである。鋭い山の地平線に接した碧空は、永遠を暗示し

ているようだ。こうした森のテーブルクロスから流れ落ちる白い瀑布は、やがて激流となって広が

り、円弧を描いた谷底へと流れていく。この世の一体誰が、この秋の美しさにまさる一幅の眩いば

かりの絵画を堪能することができるというのだろう。」（ユーグ・クラフト著「我らが世界周遊」） 

 「大きなベランダの扉を開くと、そこには喜びに満ちた風景とも形容できるような、素晴しい風

景であった。山林に覆われた山岳が、空の極みへと続いていきその頂上はいつも暗がりに覆われて

いる。」（ピエール・ロティ著「お菊さん」） 

 「ここでは一年間に、夢見るような素晴しい時期が二つやってくる。秋には、広葉樹の葉が無限

の色に紅葉し、針葉樹の暗い色彩に割り込むように広がっていく。とりわけ春には、桜、梅、そし

て躑躅が花盛りとなり、公園の、森の、そして小道の岩場にでさえ、枝々、木々一面にこれらの花

を楽しむことができる。」（ユーグ・クラフト著「我らが世界周遊」） 

 「こうした不思議で生き生きとした人々の中で生活して感じるのは、一風変わった印象である。

われわれが日々時々に感じるのは、かつて陶器や浮世絵に見たような風景に遭遇することであり、

それが現実である証拠に、人々がわれわれに微笑みかけているのは、夢ではない。日本人は儀礼的

な国民と考えられているが、実際に彼らの中に入り、歩き、行動してみると想像に違い、友のよう

にもてなしてくれる。」（エミール・ギメ著「日本散策」） 

 明らかに、この夢の国の魅力は生活の至る所に発現しているのだが、ピエール・ロティのように、

日本および日本人に対して時には批判的な見方をする人々もいる。こうした人々は異口同音に早急

な改革、顕著な近代化に対する失望を語っている。 

 「日本人というのが如何に現実的かということについては、私は以前には、これほど痛感させら

れるとは思ってもみなかった。そして、現在、私が目にしている全てが、固定的ではなく、いつか

再現不可能となる、と思い至ると、決して心地よいものではなかった。また、この素晴しく芸術的

で、詩的な、暖かい世界が、いつしか西欧文明の究極の混乱の中に沈み行くことになるであろうこ

とを憂えた。火焔の花や陽炎の蝶の美しい刺繍が施された着物を纏うことをやめて、オペラ・ハッ

トを被った日本人。これはまるでヘボ絵描きの禿上がった頭の髪の毛を総立ちさせる嫌悪感を催さ

せる。」（フェリックス・レガメ著「弟への手紙」） 

 「こうした恥の文化は、日本人の宗教観に基づくものである。日本人が西欧の思想に放たれ、激

動の最先端にたたされたとすれば、外見だけのその卑劣さに自尊心を痛く傷つけられることになる
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だろう。日本人は未だに流れ作業の工場も技術工科大学も持っていないが、理由もなく貴重なもの

を捨て去ってしまう。」（エミール・ギメ著「日本散策・東京／日光」） 

 「われわれが『文明』という言葉で思い浮かべるものが、正直で倫理的な人々、深い芸術的感覚

と科学的知識、交易や農業に支えられた幸福な生活、子女の健康維持や医療の充実、などであると

すれば、日本人は既に文明を保持しているということを認識する必要がある。というのも、これら

のものは既に全て十分に存在しているからである。しかし、もしも『文明』の意味するものが、電

気、蒸気機関、鉄道、電信電話、高射砲、魚雷艇、潜水艦や飛行船などといったものであるとすれ

ば、日本にはこれらのものは全くなく、文明化から 35 年も遅れていることになる。」（Ａ．Ｂ．ド

ゥゲルビル著「日本」） 

 「文明とか芸術とかが、その独自性で印象深く創造される場合には、人々があえて自己否認する

ことはそれほど残念なことではない。西欧人と同様の中世を見直し、好ましい現代に向かうことで、

古き日本は過去のものとなる。その古き日本を、われわれはかけがえのない記憶をたどりながら、

文献に見出し、廃墟や遺跡から引き出し、また遺された写真や絵画から再構築しようとする。しか

し、消滅した過去の日本は、将来の日本の礎となる余地を残している。こうして西欧化の波は徐々

に広がり、ついには世界中を覆い尽くしてしまうものなのだ。」（ユーグ・クラフト著「我らが世界

周遊」） 

 「前方に、世界の見本市ともいえる様々な商船、貨物船、軍艦が見られ、工場の黒い煙は至ると

ころに蔓延している。陳腐なものごとがあちらこちらで見られ、一旦この波が地球を被ってしまう

と、生活はせわしないものになっていく。こうして全てが画一化されてしまい、ちょっと気晴らし

に旅行など出掛けても飽き飽きしてしまう時代が来る。」（ピエール・ロティ著「お菊さん」） 

 1876 年に日本を訪れたエミール・ギメとフェリックス・レガメ、1882 年に日本旅行に来たユー

グ・クラフト、1885 年に日本に滞在していたピエール・ロティは、やや失望の混じった、この極

東の小国の牧歌的な印象を述べている。想像するに、アルフレッド・ジェラールも彼らとほぼ同様

の印象を日本に持っていて、彼にとって日本は多くの魅力をもった、「単なる外国」のひとつでは

なかった筈だ。 

 エミール・ギメは複数の国の文化や宗教を研究した学者であったし、彼の日本国内旅行に同行し

たフェリックス・レガメは画家であって、日本を紹介する彼らの著作と絵画によってフランス人の

日本理解が深まった。また、仏教における説話や様式美などへの興味が高じてギメ博物館（1879

年にリヨンに設立され 1889 年にはパリに移設された）に展示されることになった。1867 年なら

びに 1878 年のパリ万博において、日本の存在感は際立っていた。ジャポニズムという文化活動が

生まれて、多くの担い手達が集った。彼らの多くは新たな着想を探求しており、日本芸術の完璧さ

と精緻さに魅せられた芸術家であった。 

 多くの異才たちがこの運動に参加した。ボードレール、デュマ、プルースト、マラルメ、ゾラ、

といった人々である。この時代の多くの作家達が日本のヒロインを登場させる一方で、画家たちは、

日本の芸術家に匹敵するものを表現しようとした。マネ、ドガ、モネ、ゴーギャン、ロートレック、

ゴッホたちは、1867 年のパリ万博に発見した日本芸術の魅力を遺憾なく表現した。 

 単なる異国趣味の範囲を超えて、ジャポニズムは、芸術的生活における審美主義を実践し、文明

の洗練化を訴えた。モネは自宅のジヴェルニーの庭園にある有名な睡蓮の池にかかる橋を日本の橋

として表現し、またゴッホは、アルルに日本の外光を求め、そこで、日本の木版画の題材であった、

アヤメとヒマワリを描いた。1884 年、エドモン・ド・ゴンクールは次のように主張している。「全

ての印象主義は、日本の印象を凝視し真似ることから生まれた。」 

 19 世紀末のジャポニズムを語るうえで、レモアの有名人であるユーグ・クラフトの名を想起し

ないわけにはいかない。ユーグ・クラフトは、28 歳で「世界一周旅行」に出かけた偉大な旅行家

であり、博学で審美眼を持ち、そして水彩画家であり写真家でもある、多才な男であった。1882

年夏、日本を訪れ、まさに横濱に滞在し、日本に魅せられてあちらこちらを歩き回った。 

 フランスに帰国すると、彼は日本滞在の記録を一冊の本に著し、これはフランス地理学会に捧げ

られた。日本人のように生活してみたかった彼は 1885 年、ジュイ・アン・ジョザスに日本から呼

び寄せた職人の手によりジャポニズムの家を建設する。建材も職人に日本から運ばせ、建造物、調

度品、湧水のある池、橋、灯篭、など、日本で彼を魅了したすべてを模倣して建造した。彼はこの
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自宅を「緑の郷」と名付け、この時代のジャポニズム愛好者たちに受け入れられたことは、その来

客簿から伺える。 

 この来客簿は、貴重な記録であるに留まらず、この「緑の郷」の水彩画が施されている。また、

ランスのル・ベルジュール館には、彼が撮影した素晴しい日本の写真のガラス原板が保管されてい

て、われわれの２０世紀末の洗練された写真として価値のあるものといえる。 

 アルフレッド・ジェラールも、後年の光明の時代の日本を訪れたこの同胞人たちと同じことを感

じたことは疑いの余地はない。しかし、彼の書いた手紙が発見されないということは致命的である。 

 日本滞在時代のアルフレッド・ジェラールについてわれわれが知りうることは非常に少ない。 

 ジェラールが、横濱の外国人社会で、この成熟した国の中で新しい創造や組織化への情熱を示し

ながら、そのコスモポリタンとしての存在感を示したことが想像できる。ジェラールが、彼の同世

代人たちと同様に、日本文化、芸術作品、美しい風景に心奪われたことも想像できる。ジェラール

が名付け親となった、ジェラール・カーデルによれば、ジェラールには高貴な友人がいて時々素晴

しい贈り物をしてくれたことが分かる。 

 フランス第二帝政時代の同国人の住むこの外国人居留地に、あるいはジェラールは同化できては

いなかったのではないか、つまり、社会的な催事に参加したり、招待に応じたり、球技に興じたり、

優雅を競う婦人方に取り囲まれたり、ということは余り想像できない。寧ろその対極で、彼は書斎

の人であり、この国の農業技術や灌漑、そして土地の肥沃さに関心をもってこれを学んでいたと想

像できる。この自らを磨くことをためらわない若者は、全ての技術者と数トンの石炭にも匹敵する

気の遠くなるような独学を行ったに相違ない。横濱においてもっとも多岐にわたる領域で活躍した

技術者であった、といえる。 

 また、日本滞在時代にジェラールがどのような情緒的生活を送っていたか、についてもわれわれ

が知りうることは非常に少ない。 

 ラヴァンヌでは、声を潜めながら、間違いなくジェラールには日本で女性がいた、と語られてい

る。後にピエール・ロティがそうしたように、ジェラールも延長可能な正式契約のもとに、素晴ら

しい「娘」と結婚したのだろうか。それを証明する文書は残っていない。一方で、ある確実な事実

が残っている。この件は、彼の煉瓦工場の監督者である、「アルフレッド」ハポ・キンとその家族

に関わっており、ジェラールの遺言状が全てを物語っている。 

 「私は、本文書において、以下の修正相続を提起する。 

 …アルフレッド・Hapo-King（ハポ・キン）、すなわち、ハポ・キンは、私の横濱の前工場長で

あったが、病気に侵されてしまった。私の相続人（ジュリアン・シャルトン）への相続より除外し、

3,000 フランを彼に特別相続として与え、彼の二人の息子、一人は中国に住むグレゴワール、そし

て横濱に住むもう一人のアルフレッド・Yukkiou（ユキオ）にそれぞれ 1,000 フランを相続人とし

て受け取る権利を与える。これらの相続財産は、管財され、相続にあたりいかなる経費も相続税も

控除されてはならず、一般相続として扱われる。（遺言付属書１条）」 

 「2,500 フラン、1,000 ピアストレ相当を特別相続とし、相続人への相続より除外し、病気のた

めハポ・キンに相続するものとする。これに加えて、ハポ・キンが死去した場合には、別途その二

人の息子、グレゴリーとユキオに各 2,500 フランずつを相続する。この特別相続は、ドゥヴェーズ

氏への相続から除外するものとし、私の葬儀の前に行われるものとする。」 

 「ハポ・キンとドゥヴェーズに対しては、その３ヶ月分の給与相当分を相続する。また、私の横

濱工場の全ての労働者ならびに従業員に対して利益を供与するため、一部相続を除外し、同様の相

続を行う。また、これらの労働者ならびに従業員は、過日の繁栄を将来は享受することができない

ため、利益を供与するため、１ヶ月分の給与相当額を加えて相続する。」 

 「私は、横濱バンド 188 番地、ならびにブラフ 77、78、79、80、81、91、200 番ならびに浜

浦の丘に関する所有権が、ハポ・キン、あるいはその横濱在住の息子でありまた相続人でもある、

私の名付け子のユキオに偶発的に相続されることを認める。（遺言付属書２条）」 

 そして、1878 年、アルフレッド・ジェラールに一体何が起きたのだろうか。 

 関東地方を襲った地震によってジェラールの家屋が破壊されたことが彼に深い心の傷を与えた

ことは確かであろう。しかし、他の理由はなかったのだろうか。 

 ジェラールの帰国後数年間続いたといわれる、フランスのヴィシー温泉での治療が必要だったと
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言われる気候への不適応による倦怠感によるものだったろうか。 

 あるいは、彼がフランスでの治療を切に望んだといわれる健康上の理由によるものだったのだろ

うか。 

 これらの疑問は、1879 年 10 月 22 日に、在横濱フランス総領事館から外務大臣に送付された一

連の書簡を読むことにより氷解する。 

 「閣下に再度日本にお越し頂く光栄に浴する契機といたしましては、たまたまこの数年来周期的

な活動を見せていますコレラの流行が一段落してから、と考えております。この外国人居留区にお

ける再流行の兆しは、既に数名の感染者の出現により明らかとなっており、閣下のご指示のもとに、

安全確保のための要員を私の配下に従えることにより、再発防止を保障することが危急の課題とな

っております。横濱の都市化の過程で、銀行や航船会社は月ぎめの産業医を抱えているために、そ

の就業者には医療を施す責任を果たしていますが、この日本のように医療施策が極めて貴重な国に

おいて、理由の如何を問わず一回あたりの診療で 5 ドル（25 フラン）を支払えばよい、このよう

な施策は有意義であると考えます。われわれがもっとも憂いているのは、フランス海軍病院が廃止

されてしまったことです。」 

 「フランス領事による医療サービスの設立が必要となっております。それは医療機関をどのよう

に探していいか分からない、領事館付きのエージェントについては特に必要であるといえます。彼

らはどちらかといえば控えめな扱いを受けているので、必要に応じてしかるべき医療技術者を使う

可能性があるからです。」 

 そして、われわれは日付までではないにしろ、ジェラールの帰仏年、1878 年についてより知り

たいと思っている。 

 1878 年、ジェラールは弱冠 41 歳であった。彼にはまだまだやり残したことがあった。日本に

向けられてきた彼の祝福された半生において、彼の全霊を傾け蒐集してきた全てのものを、彼は他

者に捧げることにするのであった。 

 26 歳の時以来、彼をやさしく抱き包んでくれるレモアに戻るまで、ジェラールの目的としてい

たことはただひとつ、「知識の伝道」であった。 

 彼は、自身の日本コレクションを寄贈し、堆肥溜めの発明、科学・農業ライブラリーの設立、レ

モア農業サークルの設立を行った。彼はこれらを着地させ、彼の遺志を継いだ者たちが、その指示

を頑なに守り、これを継続していったのだ。 

 

第五章 シャンパーニュのアルフレッド・ジェラール 

 

 「横濱のアルフレッド・ジェラール」―これが、「われわれの旅人」の帰国後長い期間、公式文

書のみならず公正証書にまで記載されてきた彼の呼称であった。そして彼の人生の最後においてさ

え、彼はそう呼ばれていた。以下の３つの年の日付を記憶に留めておくべきだろう。 

 1859 年、それはハンブルクへのパスポートを取得した日付。1863 年、横濱において土地を取得

した日付。そして、1878 年、フランスに帰国した日付。ただし、彼はこの間何度も日仏間を行き

来している。 

 アルフレッド・ジェラールは、これらの三つの日付をブザンヌの墓にまで持ち込んだ。その墓石

には日本語でこう書かれている。 

 「アルフレッド・ジェラールは、亥の年 1863 年 8 月 9 日に横濱に入り、寅の年 1878 年 7 月 1

日に去っていった。」 

 そして、横濱から送られてきたこの墓石に貼られた小さな真鍮のプレートには（不幸にして数年

前、このプレートは盗まれてしまったが）、こう書かれていた。「…横濱への旅行」。「への」とはど

のような意味なのだろうか。われわれの先人たちは、ジェラールの訪れたもうひとつの都市の名前

と数多くの旅行を忘れてしまったかのようだ。 

 1878 年以降、「われわれの旅人」はランスどころか、ラヴァンヌにもブザンヌにもその足跡を残

していない。 

 それでは、ジェラールはいったいどこで過ごしていたのだろうか。 

 19 世紀末、ブザンヌはランス近郊のミュイール河畔を横切る美しい緑の村であり、とても人気
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が高かった。多くのランス市民は、日曜日になるとブザンヌを訪れ、小さなレストランで音楽とダ

ンスを楽しんだ。そこで彼らは酒を飲み、心機一転し、音楽を聴き、小旅行を楽しんだ。ブザンヌ

の小川であるミュイールもその楽しみの源泉に満ちていた。というのも、この時代にはこの小川は

とても魅力に溢れ、人々は泳いだり、魚を獲ったりすることができたし、ミュイールの「かわかま

す」はそこでとれるクレソンやブザンヌの白ワインとともに「カフェ＜広場＞」で供され、ここを

訪れる者たちを虜にした。 

 ブザンヌへはランスから歩いて行くこともできたが、とりわけ、馬と御者が引く箱型のドア付 2

輪馬車で行くことも多かった。1902 年からは、ローカル鉄道である C.B.R がランスとドルマンを

結び、ブザンヌは郊外の最初の駅となったため、人々は鉄道を利用することができるようになった。 

 ランス市の中産階級、株仲買人、商人などの家族がブザンヌとランスを行き来するうちに、週末

の別荘だったものが通年の住居となっていった。 

ランスの北側の村では、ラヴァンヌと同様この辺りは白亜紀層の低地であったのだが、事情は少

し違っていた。住人たちはお互いに地元に留まり、外出することは多くはなかったが、それでも近

隣の人々が出掛けるとすれば、一番大事な行先の村は、ヴィトリー・レ・ランスであった。 

ヴィトリー・レ・ランスは当時 1,200 人の住人を数える、農耕中心の村であったが、同時に、何

種類かの貿易、小規模事業、醸造所、馬市などで栄えた先進的な村であることがこの地域の人々を

魅了し、公証人、医師、獣医などもいたのでランスまで僅か 8 キロしか離れていないとはいえ、近

隣の村人はヴィトリー・レ・ランスに来れば事足りた。評判の吹奏楽団、人気の図書館、村の名士

の子供たちも含め全員の子供たちが通う小学校などがあってこの村が栄え、自治の発展に貢献した。 

1882 年と 1891 年のヴィトリー・レ・ランス市民の市民台帳に、アルフレッド・ジェラールの

生前没後にかかわらずその身近にいつも存在している、ある人物の名前が登場する。それは、パン

屋であり宿屋経営者であった、ランベール・シェリュイその人であった。 

一方、ピルトン家は獣医であった。父親の代にはシェネーに住んでいたが、メゾン・アルフォー

ルを出て、ヴィトリー・レ・ランスに家を建てた。その息子のフェリックス・ピルトンはジェラー

ルの良き友であり右腕であった。ドゥモーグ家は大農場主であり、シェリュイ家を通じて、ジェラ

ールとは遠戚にあたっていた。フェリックス・ピルトンの妹がドゥモーグ家に嫁ぎ、シェネーに家

を構えた。その息子がルネ・ドゥモーグで、やはり彼もジェラールの生涯に重要な役割を担うこと

になる。 

ルネ・ドゥモーグは、パリで大学の法学部を卒業し、リルで国家法を教える教授となり、1914

年にはパリ大学法学部の教授となる。「彼は、高名なる先生であるブフノア、サベイユ、アンブロ

ワーズ、コランなどとともにソルボンヌの教授に名を連ね、パリ戦時評議会の副議長であった。」

と、伯父のフェリックス・ピルトンをして、ウジェーヌ・デュポンに賞賛せしめた。後に、ルネ・

ドゥモーグはジェラールの遺産管財人となる。 

ジェラールの秘書官であった、ジュリアン・シャルトンは、もともとはヴィトリー・レ・ランス

の出身ではない。1897 年に、ヴィトリー・レ・ランスの住人であったレオニー・ペシャールと結

婚してからその住人となった。夫婦は村の中心、パスツール通りの角に住んでいた。古い住人であ

れば、このシャルトン夫人とその娘、マリー・シャルトンのことをよく覚えている。彼女がまだ若

い娘だった頃、父親が 1906 年に日本に旅行に行った際に買ってきた、華麗な装飾の陶器製の花瓶

のことを半ば夢見心地で覚えていた。 

ルクレール家では、ラヴァンヌのパン屋の息子、コンスタンタン・ルクレールがジェラールの竹

馬の友であり、公証人役場で働きながら 1872 年まで公証人を務め、治安判事として彼もまた成功

を収めた。 

19 世紀末の住民台帳には、このように記載されている。 

「ヴィトリー通り・42／43 番地、コンスタンタン・ルクレール、54 歳：治安判事、アマンディ

ヌ・ブルジョア：妻、トーマス・レオニー：使用人、アルフレッド・ジェラール：金利生活者 54

歳。」 

こうしてわれわれは、アルフレッド・ジェラールを再発見する。 

彼は、写真を見る限り飾り気はないながら進歩的な村、ヴィトリー・レ・ランスに住んでいる。

それは友人たちに囲まれた生活だった。 
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ヴィトリー通り・42／43 番地とはどんなところだろうか。1723 年、ローマ時代からの道を利用

して村に大通りが作られた。この通りは、以前は二つに分かれていて、ひとつはランス通り、もう

ひとつはルテル通りであったが、頻繁にその名前が変った。村の境界線まで続くパリ道、とかニコ

ラ二世大帝通りとか、ナショナル通り、などというように。 

村の中心部は、通りに面して所狭しと軒を重ねて家が建ち並び、道は村の外れまで伸びていた。

この大通りができると、名士たちはそれぞれまとまった葡萄畑の土地を買い、公園や庭園に囲まれ

た邸宅を建て、ときには豪華な庭園さえ持つことができたのである。こうした庭園は、有名な風景

画家、ルドンによって「ヴィラ・ラクワジーヌ」として描かれた。 

ジュリアン・シャルトンやプリンシパル・ガルノーテルの他にも前述した人々は皆この通りに競

って住むようになった。コンスタンタン・ルクレールは、1869 年には古い家が建っていた場所に

1872 年には小さな葡萄畑、観賞用に造成された森、菜園、庭園からなる立派な屋敷をつくった。

彼はこの庭の中央に邸宅を構え、付属の駐車場、馬小屋、物置等が敷地の庭園内に建てられた。1882

年には道に面した古い家は売却した。 

治安判事・ルクレールの邸宅は、当時「ヴィトリーの城」と呼ばれていた公証人のラクワジーヌ・

ケルトー邸程ではなかったが、それはブルジョワ階級の広い邸宅で、シンプルだが魅力に満ち溢れ、

敷地の大きさを活かしたものだった。庭に続く手摺付きの階段があった。 

この二階建ての上階には、心地よい独立した部屋があり、ここにアルフレッド・ジェラールが住

んでいたと考えられる。家の背後には、庭園に面して美しく装飾を施されたテラスがあり、ここで

寛ぐことができた。その庭園は決して洗練されたものとはいえなかったが、昔から住人の心意気の

伝わるような美しい森に連なっていた。 

そういえば、これを下ること 1918 年に、（第一次大戦の戦火で）村の殆どの家屋が破壊された

際に、焼け出された子供たちがお揃いの帽子を被って学校の授業を受けたのは、他でもないこの森

であった。こうして、この「ルクレール公園」は村の子供たちに開放され、冒険の土地となった。 

このヴィトリー・レ・ランスにおいて、アルフレッド・ジェラールはその後半生のあらゆる計画

を練ることになった。まず手始めに、心身をここで癒し、そして、本当は住みたくはなかったラン

スに家を再建することを計画しはじめたのだった。 

アルフレッド・ジェラールの父、ジャン・ジェラールは、アルフレッドの母と死別した後、後添

いと聖サンフォリアン通りでパン屋を営んでいた。彼が死ぬと、ランス北部にある、彼の後添いで

あるジャンヌ・ロイーズ・ビクトリーヌ・ボーディエの家族の墓に埋葬されることになった。以下

は、ジャン・ジェラールの筆頭の甥によって作成された彼の遺言状の一部である。 

・ 年額 400 フランの遺族年金の贈与 

・ 1857 年 11 月 12 日付、ランス市ボーデ公証人立会いのもとで、年額 1,100 フランのリース

代金でブードゥソック氏に貸与されているランス市・サン・ドゥニ市場街 15 番の土地・家

屋を息子と半分づつ贈与 

・ クーロン・ジェラールに家賃 300 フランで貸与しているブザンヌ村交差点通りの土地・家屋

を息子と半分づつ贈与 

・ ルイエ氏に年額 40 フランで口約束にて貸与せるブザンヌ村ノー橋通りに位置する農地の贈

与 

アルフレッド・ジェラールはフランスに帰国後、ブザンヌの家については、アルフォンス・グリ

フォンに売ってしまう。そしてランスの家については、敷地は売ってしまうが、昔父親がパン屋を

営んでいた家屋には愛着を持ち、これを保持し続ける。彼はそこに図書館を設立しようと夢見たの

だ。 

1879 年、有名な建築家であるエルネスト・ルクレールによって、その威風堂々として広い敷地

に硝子屋根と 19 世紀末の装飾を施した家屋が建造された。 

こうして、アルフレッド・ジェラールは、彼の農業技術に向けた情熱とその蔵書をレモアの人々

と共有することができるようになった。また、彼は、科学界・農業界を代表する人々と交流の場を

提供し、その成果を最大多数の人々に伝える手段を講ずることを厭わなかった。 

そして、約 25,000 冊の蔵書を集めることに彼は成功した。この蔵書は、フェリックス・ピルト

ンをして、農業関連の蔵書としては「ベルリン図書館」に継ぐ、ヨーロッパ最大の蔵書、と言わし
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めた。技術書に加えて、われわれは、特に植物学の分野で、フランスの歴史あるいはランス史に関

する重要で貴重な文献を見ることができる。 

この図書館には、各界の有識者がたびたび訪れることになる。たとえば、農学の教授でモウブー

ジュ要塞の軍備を整えた退役軍人、モロー・ベリヨン、海軍士官でロシアにおいて支援船団を指揮

したアルベール・ブルニュオン、市長フェリックス・フォール・ルクレール、ジェラールの支援者

であるヴィトリー・レ・ランスの治安判事ルクレール、後年ジェラールの遺志を継ぎ、「フランス

の羊毛」という技術書を著したルネ・ドゥモーグ教授などである。アルフレッド・ジェラールは、

この図書館を最終的にはランス市に寄贈して公設化しようと考えていたが、よもや、彼の秘書官の

ジュリアン・シャルトンや司書のフェリックス・ピルトンによって、古本屋から稀少本が集められ

徐々に整備され貴重なものになっていき、「科学の家」と称されるに至るとは考えてもいなかった。 

1909 年、マト・ブレーヌの 50 万件の任意団体を収容した名簿に「レモア農業サークル」の名

前が現れることになる。 

二つに区切られた地階を含めて、この建物は３つの階から成立っている。正面の壁面は二階まで

強固な石造りで、上階は隅石と縦溝の柱で構成され、やはり石でできている。二階には彫刻を施さ

れたアーチの小壁があり、壁柱の頭部は、彫刻が施された持ち送りで柔らか味を帯び、彫刻を施さ

れた三角の天窓が、これも石造りで施されている。鉄のバルコニーには、平硝子が埋め込まれ、一

階、二階の鉄の手すりには、ペンダントのように連なるモティーフの鉄細工で縁飾りされている。

鉄と鋼板製の弓形張り出し窓、そしてバルコニーの二段目の縁には硝子が嵌め込まれている。全て

の窓も扉も片開きで、鉛枠のステンドグラスで装飾が施されている。 

このような、硝子の天井で縁取られた天井部屋で、水平線が段階的に仕切られていくような家屋

は過去に類を見ないものだった。室内は大理石、石、オーク材、スタフ塗装、鋳物などの材料が選

定され、心地よい孤独で健康的な生活に必要なもので揃えられていた。 

 

第六章 蒐集家―アルフレッド・ジェラール 

 

話を日本へと戻そう。天皇は神道の神社の総帥である。神道は最も古い宗教のひとつである。624

年に仏教が国教とされたことから神道は一旦放棄されたものの、天皇の古代的な崇拝による国体と

して維持され続けてきた。そして、信者たちは、たびたび天皇の古代の権威の復権を企てた。将軍

の治世の最後にはこの目論見が成功したのだといえる。そして、明治時代の天皇睦仁の出現によっ

て、神道は天皇治世を支える公式な宗教と見做されるようになった。フランス政府により極東の宗

教研究を委嘱されたエミール・ギメの記録を、再び参照してみよう。 

エミール・ギメとフェリックス・レガメは、1876 年日本の土を踏んだ。 

「実際、日本政府によって宣言された仏教と神道の分離によって、仏教は抑圧の対象となってし

まった。そして神道が国教と指定されるや、仏教の寺院は消え、この時代まで大切にされてきた寺

院の宝物は破壊され、興福寺の五重の塔などはこの時危うく消失するところだった。」（ガリマール

著「日本の開国」） 

「神道には偶像崇拝はない。その神殿は木造で自然に作られており、装飾を廃し、物神崇拝を慎

ましくし、定期的に火によってこれを破壊する。」（フェリックス・レガメ著「イメージの日本」） 

フランス人によるこの時代についての記録はこれぐらいである。一方で日本人側の説明はこれと

は少し異なり、曖昧なニュアンスとなる。確かに、明治維新を通じて、日本人は仏教寺院を破壊し、

破棄し、燃やし、その価値を切り崩した。しかし、この時期はそう長くはない。日本人が表面的に

西欧をコピーしながら内面の西欧化を拒否したごとく、これは一時的に起きたことにすぎないので

ある。例えば、明治天皇がそうしたように、髷を落として和装を止め、洋装へと切り替えたように。 

そしてすぐさま、寺院の僧侶たちは、国家による仏教統治と、神道による国体の統合という政府

の方針に反旗を翻すことになる。彼らは、国政と宗教分離の運動を起こし、宗教的自由のために闘

争を起こした。 

こうして明治はつとめて開放的で寛大な時代となった。その上で、現代の日本人は宗教に気楽な

考え方を持つようになり、ひとつの宗教から他の宗教に改宗することに何の矛盾も感じないように

なった。一人の日本人がキリスト教で洗礼を受け、神道で結婚式を挙げ、仏教で葬式を行うことさ
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えも厭わない。 

余りに早く人々はこの混乱の時期を惜しむことになり、またその遺産の喪失を嘆くことになった。

アルフレッド・ジェラールよりほぼ 20 年後日本にやってきたユーグ・クラフトは、日本の博物館

を訪ねた。彼は、日本の貴重な美術品は海外に持ち去られていることに気づき、残念がった。 

「この博物館には瞠目すべき美術品は存在するが、しかしそれらは、絶対に見てみたかったもの

のうちのごく一部に過ぎない。本当に見てみたかったものは、紙幣と引き換えに、あるいはニュー

ヨークに一塊、あるいは、ロンドン、パリに一塊と、今日の日本人の数限られた優れた日本美術史

家よりもはるかに、古き日本美術の専門家と化した物神崇拝の素人の手によって持ち去られていっ

た。しかし、この表現は適切ではないかもしれない。否寧ろ、日本人は貴重な美術品、すなわち、

前世紀において、自らを保護してくれる支配者の存在を的確に示し、穏やかで根気強い職人によっ

て創られた比類なき芸術品を維持管理しようとしないばかりか、既に古き芸術の価値自体を見失っ

てしまっているために、いわば確信的に行われているのだ。」（「我らが世界周遊」） 

では、哀れなわれわれヨーロッパ人は、ここかしこにおいて、日本人が芸術作品を手離してしま

うことにどのように抗したらよいというのであろうか。フェリックス・レガメはこう明言している。 

「1876 年 8 月 7 日。二日間、良心の呵責に苛まれる。偉大な色彩の闘いに満ちた、世界一素晴

しい美術品を、私は手離すことにした。…というのは正確な言い方ではないだろう。美術品の所有

者がそれをたった 10 サンチームで売り払ってしまうだろうことに対する、私自身の言い訳に過ぎ

ない。 

1876 年 8 月 29 日。骨董漁りの悪魔が勝利する。午後、50 サンチームを払い、パリでは 10 フ

ランにも相当する小さな青銅の水差しと水墨画を買い求める。 

1876 年 10 月 9 日。有名な北斎（金の祭壇の前で掃き掃除をする坊主のいる、東本願寺の画）

の水彩画集を買い求める。この亡き北斎の霊は、東本願寺の近郊で画を描いている間、人々が絵描

きの私には余計な関心を払わないよう見守ってくれていた。」 

一方、ピエール・ロティは、この骨董漁りを「日本における最大の娯楽」と茶化した。日本人た

ちは、小さな骨董屋で畳の上に座って主人とお茶を啜りながら、極めて古い骨董品が積み重ねられ

た売り物の山を、食器棚から手箱に至るまで目で調べ上げ、主人と言葉を交わしながら、しかも時

として数日間も、上等な冗談に笑いを交えながらこれは続くのである。まれには非道な行いを演ず

ることさえある。一旦買われた石づくりの五重塔が店に戻されたからといって、これに仕込まれた

一連の 18 の小箱がこれと一緒には戻らずに、戦利品としてバッグの中に残されたまま、外側だけ

が戻ってくるということもなきにしもあらず、である。 

われわれ旅行者が、価値のないものを掴まされるリスクも商売の一部である。「日本散策」の中

でエミール・ギメは、鉄道の駅に通じる広い通り沿いに溢れた露天の骨董屋で、ちょっと安物の香

りのする美術品や、古着、青銅品、象牙、陶器や磁器を、旅行者が物色することをことさら戒めよ

うとはしなかった。 

これがもし開国一年目の日本であったなら、純正な美術品を見つけることもできたろうが、20

年も経つと、明らかに稀少になりつつあった。職人たちは、西洋人が好む美術品の大量生産さえ厭

わずに、多くの模造品を製造した。たとえば「根付」（留め金のついた帯状のもの）などは、その

美しさと多様性によって蒐集家たちを魅了したものである。 

ユーグ・クラフトは、こうして日本で薦められた美術品の純正さに対してはとても用心深く接し

た。勿論、多くの美術品を持ち帰ったが、彼の信頼するパリの東洋美術専門の古美術商から、正真

正銘と確信したものだけを買い、身近におくことを好んだ。1914 年から 1918 年の第一次大戦後

に不幸にして彼はこの蒐集品を手離さざるを得なかった。が、これらは一旦オテルドゥルオーで競

売にかけられ、それで得られた収入と戦争の補償金によって、破壊されたオテル・ベルジュール博

術館を再建し、これを 1909 年に設立された「古きランスの友人」協会の手に委ねたのである。 

彼は、パリの装飾美術博物館に豪華な着物や絹製品を自ら寄贈し（現在マルサン館に展示されて

いるが）、また、コンピエーニュ美術館には、駕籠を寄贈した。 

1863 年に日本に到着して以降、アルフレッド・ジェラールは、日本滞在中に純正な美術品を買

い求める機会に恵まれ続けたことに疑いの余地はない。そして２回にわたる帰国の際に持ち帰り、

蒐集した美術品をリストにしたところ、その数は 2,400 にのぼった。 
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そして、アルフレッド・ジェラールが、ランス市に最初の寄贈を行ったのは、1891 年のことで

あった。1892 年 4 月 30 日、土曜日付の新聞記事。 

「市長、市議会の面々、図書館司書の面々、博物館学芸員の面々が参加し、木曜日に市の公会堂

でふたつの博物館新展示の落成を祝った。そのひとつは、11 月 19 日付の遺言状に基づき、寛大な

心をもったポメリー夫人によって蒐集された、夫人のガラスケース入りの陶器コレクションを、ポ

メリー未亡人の名を冠した博物館の特別室に展示することを条件として、ランス市に寄贈するもの

であった。 

そしてもうひとつの部屋は、1863 年から 1878 年までの間横濱で蒐集された骨董と日本美術工

芸のコレクションに捧げられ、われわれの同郷者ジェラール氏が 1891 年 5 月 1 日にランス市に贅

沢なことにも寄贈したものであった。これらが博物館に搬入された際に付された 7 月 8 日付のジェ

ラール氏の書簡は、寄贈者の寛大さと、虚栄心の欠片もないことを示している。その手紙は、市図

書館の学芸員である E．クルモー氏に宛てられたものである。これほど喜びに満ちた手紙があるだ

ろうか。とてつもない価値をもったこの美術コレクションを市に寄贈した男は、ただひとつのこと

だけを考えていた。すなわち、これらのコレクションを『手造りのものは、本当に素晴しい』とい

うことに喜びを感じる人々に捧げる、ということだ。 

ポメリー夫人の展示室を訪ね終わると、来訪者たちはこれとほぼ同じ大きさの上階の一室へと向

かう。これがジェラール氏の新しい展示室だ。その外観はとても魅力的である。そこには、日本で

一般的によく見られる美術工芸品の、民俗学的に見て完璧なコレクションがあり、しかもよく整理

されて並べられている。主展示室の中央には寺院の大きな水盤が置かれ、陶磁の水差し、石碑、そ

して仏像が並べられている。このコレクションを全て紹介しつくすのは難しい。多種の武器、着物、

神秘的な動物像、漆器の小箱、面、布、写本、古く小さな仏像、などなど。 

博物館の学芸員であるジャダール氏が説明してくれる。宗教的権力に市民権力がとってかわった

時代に、これらの美術工芸品は寺院から売りに出され、ジェラール氏はこの貴重な数々の品物を入

手することができた、と。また、アンロ氏は、この展示室は市民に開放されている、と言って続け

る。この展示品の搬入は僅か七日で完了した。寄贈者の立会いを予定していたが、生憎と彼の病気

で叶わず、その意味では展示室の開館の際はわれわれには十分に満足のいくものではなかった、と。

アンロ氏は、ランスで育ちレモアの心を持ちながら、一方で一定期間、母国の記憶と疎遠となった、

この善良なる市民、ジェラールへの賛辞を惜しまなかった。 

アンロ氏は、同郷者であるジェラール氏への真摯な感謝の意を捧げていた。また同時に、この展

示室の配置に貢献してくれた、彼の同僚のマイエ氏、ヴァルス氏、モリゼ氏への謝辞もつけ加えた。

また、アンロ氏によれば、ジェルボー女史のコレクション展示以外に、これに相当する展示はおそ

らく存在しないであろう、とのことであった。」（「レモア・インディペンデント」紙） 

数ある新聞による紹介の中で、「エクレール・ドゥ・レスト」紙は 1892 年にこのように書いて

いる。 

「この寛大で私心のない寄贈者は、自身の秘宝を市に持ち寄り、市を訪ねるたびに新たな寄贈を

加えていくため、現在では図録に掲げるものだけで 800 種類を超える美術工芸品に上っており、こ

の図録は貴重な作品群となっている。」 

また、ランス市博物館の後援者であり、1892 年に寄贈物の棚卸を行ったアンリ・ジャダールは

こう記している。「博物館の二階のとてもよい展示室が、この骨董品の展示に充てられることにな

り、搬入されたものを開梱しながら 6 ヶ月懸かって整理したものを展示することになった。彼は、

民衆に見せることを厭わなかったので、こうして、一般市民は 1891 年 11 月 1 日からこの展示を

見ることができるようになった。その寄贈者の名前をとってジェラール・コレクションと名付けら

れたこのコレクションの図録は、800 点の品目となっており、彼自身が訪れるたびにそれを検分す

るのを常としている。彼は目録そのものには関心がないようだが。 

この一般向け展示は、フランス人で民俗学に関心があり、パリあたりの店を物色するくらいでは

物足りない、当館の来訪者の関心を十分に惹き付けるものである。この展示品の詳細については

1891 年 12 月 9 日付の博物館報『シャンパーニュ地方便』に掲載されている。」 

新聞を賑わせた、この「レモアの文化イベント」の最中にも、たったひとり物足りない思いに囚

われていた男がいた。それは、慎み深いわれらがアルフレッド・ジェラールその人であった。 
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1897 年、いつものことながら慎重に考慮した挙句、ジェラールは二度目の重要な寄贈をランス

市に行う。このとき、博物館は、市庁舎の一翼にあった。 

1908 年、ランス市は後に新・博物館となる建物を購入することになる。この 18 世紀の立派な

建造物は「サン・ドゥニ修道院」で、革命の地方本部として永年庇護されてきた修道所であり、神

学校となる前は、中学校や陸軍兵舎として使われてきたものであった。1913 年に大掛かりな改修

工事を完了し、美術館として展示可能な状態となった。 

「1913 年 10 月 13 日の開館から、フェリックス・ピルトンが、シャンズィ通りの博物館にある

ジェラール・コレクションの展示を担当していた。」とウジェーヌ・デュポンは書いている。（1921

年「過去のこだまと残影」） 

しかし、アルフレッド・シェラールは、この新しい博物館に彼のコレクションが展示されるのを

見ることはなかった。1914 年から 1918 年の第一次大戦によって全ての計画が中断させられてし

まった。そして、ジェラール・コレクションも他の美術品と同様、戦火の被害を受けることになる。

数年後、彼のコレクションが再展示されるまでには、レモア農業サークルの財団資金による後援を

待たねばならない。1931 年に話を移そう。 

1931 年 9 月 30 日。「アルフレッド・ジェラールによって市に寄贈された、極東における興味深

い民俗学的な一連のコレクションを再構成し蒐集の文脈を蘇らせることができたのは、至上の喜び

である。」と、新博物館の学芸員であるメヌシエ氏がその展示に際して発言している。 

1931 年 2 月 13 日付の、ランス市議会公報。この市議会議長は、ランス市長のマルシャンドー

氏である。 

「現在、公聴を行いましたポリゴンヌの通りの住民たちが、通りの公式の名称を請願しておりま

す。われわれは、この通りを『アルフレッド・ジェラール通り』と称するべきと考えております。 

アルフレッド・ジェラールは、1837 年 3 月 23 日にランスに生まれた実業家でありまして、第

一次大戦中の 1915 年 3 月 19 日に、ランスの養老院で息を引き取りました。彼は、昨年、シャン

ズィ通り 15 番に開設されたレモア農業サークルの創設者であり、1891 年には、1863 年から 1878

年までの間の横濱滞在中に蒐集した日本美術ならびに骨董品のコレクションをランス市に寄贈し

ております。 

1897 年には、ジェラール氏はこのコレクションに追加の寄贈を行い、その総量は、700 以上の

美術品をもつ民俗学博物館に匹敵する収蔵物であり、この中には非常に価値をもったものもいくつ

か散見されます。1891年の調査では、ミカドのものと称される鉢50,000フラン、青銅の仏像25,000

フラン、尾張焼の灯篭 3,000 フラン、金箔の収納棚 10,000 フラン、一連の花瓶の収集でそれぞれ

2,000 フラン、その他非常に貴重な芸術作品の量であります。 

このコレクションは、博物館に展示されておりましたが、博物館は 1914 年、第一次大戦の戦火

に晒され、修繕不可能な損傷を受けました。昨年 12 月から博物館の再建工事が始まりましたが、

再建費用はあっという間に鰻上りとなり、市の財政では賄いきれなくなりました。このため、アル

フレッド・ジェラールの遺産相続者であるレモア農業サークルより寛大な寄付として初回 6,000 フ

ランを有難くも頂戴した次第です。更に、博物館の学芸員のお願いを快くお引き受け頂き、第二回

目として 22,000 フランを頂戴し、そのお蔭をもちまして、ルーブル美術館の東洋コレクションの

学芸員であるシャルル・ドゥレフュス氏を何とか指名することができ、今年の 5、6 月頃には、ジ

ェラール・コレクションを公開できる見通しとなりました。 

古きにつけ新しきにつけ、このような様々なアルフレッド・ジェラールの寛大さを考慮に入れ、

アルフレッド・ジェラールを偲び、また、ランスがフランスの文化の中心であるという名声を全て

の領域において高めるに貢献したレモア農業サークルの設立を記念し、1931 年 1 月 20 日に開催

された博物館委員会において以下を全会一致で可決した。 

『ランス市および博物館に寄贈を行った、アルフレッド・ジェラールの名を、市の街路名に標す』 

本案件を全会一致で可決後、委員会の承認のもとに公報に掲載される。 

可決日、1931 年 2 月 13 日。（公報 35MM23）」 

アルフレッド・ジェラール通りは、ベルギー大通りとアルノー大佐通りの間に位置している。上

記のような経緯から、この近辺の学校関係者がアルフレッド・ジェラールの名をこの地に命名した

のである。 
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1931 年の地元紙には、こんな記事が見られる。 

「日本展間近に。ランス市博物館の非常に素晴しい学芸員と献身的な協力者の支援のおかげで、

長期間に亘って本コレクションと比類なき装飾を公開できることになった。この日本展は過去のも

のにひけをとらないもので、大成功であった。日本展は博物館の左翼の建物の一階展示室で展示さ

れており、寛大な寄贈者の名をとって『ジェラール展示室』と呼ばれている。」 

「日本美術骨董展、1931 年 8 月 2 日より開催。ランス市博物館のジェラール・コレクションに

ご来場あれ！ 

幾度か読者にお知らせした通り、ジェラール・コレクションが一般に公開された。ジェラール・

コレクションには実際、数と種類の豊富さ、蒐集品の美しさ、そして物珍しさにおいて、骨董以上

の価値がある。ランス市博物館の類稀なる学芸員であるメヌシエ氏がその魅力に取り付かれ、博物

館の警備員であるプレ氏を始めとする数多くの身近な協力者に支えられ、非常に感動的な展示とな

った。いまやランス市において、パリのギメ美術館に匹敵する東洋美術の展示館ができたことにな

る。 

1891 年より、ジェラール・コレクションは、われわれの壁中にある。最初は市庁舎の一翼に展

示され、そして、次には 1913 年 10 月 19 日よりサン・ドゥニ博物館での展示が始まり、この時点

でかなりの来訪者を記録することになった。そして（戦火の結果）陶器は破壊されて来訪者の数ほ

ど粉々になった。展示物の多くは残り、常設展示の再開が望まれていたが、この奥行きある日本美

術の美を展示するに相応しい場所がほかに見つからなかったのだ。 

戦争中、ジェラール・コレクションも世の常と同じ運命を辿り、急遽避難することになった。主

展示室では、18 世紀のミカドのものと称されていた鉢が割れてしまい、プレ氏による修復が必要

だった。 

ジェラール・コレクションの修復と復旧、そして博物館の一階左翼の建物への再展示、そして豪

華にして最後の装飾を指揮したメヌシエ氏に感謝したい。」 

「豪華にして最後の装飾」？ 

決してそんなことはない。 

ポメリー展示室の素晴しい陶器の数々の真ん中に、ポメリー夫人の胸像が常に鎮座しており、コ

レクションの知名度がランス中に広がり、あるいはシャンパーニュの世界でも知れ渡るほどである

一方で、20 世紀初頭には賞賛の渦の中にあったアルフレッド・ジェラール・コレクションの知名

度は薄れていった。ジェラール展示室には、改装された現在、コローの作品群が展示されている。 

しかし、これが最後、ということは全てのことにはあてはまらない。 

ジェラールのコレクションのことが再び巷間で取りざたされるのは 1978 年のことである。それ

はサン・レミ博物館の設立の年であり、またランス市文化振興協会の発足の年でもあった。旧サン・

レミ修道院の改修工事が 1968 年より始まったが、この記念碑的な建造物の修復は容易にはすすま

ず、博物館の学芸員は、一旦価値あるサン・レミ博物館の展示物の一部を外部に持ち出し、プラス・

ミュゾーにあるジェズイット会の中学校の青殿の一室を借りて特別展を行うことにしたのだ。 

一連の特別展の最初は、中世イスラムの武器展であったが、これはジェラール・コレクションの

極東のものを含んでいた。図版には以下のように記載されている。 

「アルフレッド・ジェラールが展示の柱なのか？それは勿論のことだが、ひとことで言えば、彼

が驚くべき男だというばかりではなくランス市博物館に対する最も寛大な寄贈者である、というこ

とを記憶に留めておくための展示会だ。」 

「必見の展示会。展示会の最初の２つの展示室は、モロッコからインドにわたる広い範囲の国々

におけるイスラムの武器に充てられている。そこには、彫刻が施された斧などの 18 世紀の『イン

ド製』の刀剣の武器や、マレーシアの口づけと言われる、なかなか侮れないジャワの波状の刀剣、

『エガ』と呼ばれる刀、『カトゥカ』と呼ばれる短剣が見られる。 

アラビアの武器については、『ジャンビア』と呼ばれる、銅を美しく焼き付けた弓状の短剣に特

徴づけられ、一方、トルコは、ダマスカス砲台に置かれたきらびやかに装飾された据え置き銃がこ

れを代表している。 

さらに進むと、サハラの刀剣類、『フリッサ』と呼ばれるアルジェリアの刀剣、北アフリカの『ム

カラリス』と呼ばれる象牙と螺鈿が嵌め込まれた長身の銃がある。 
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そして、次の三展示室は、17 世紀から 19 世紀にかけての日本を主体とした極東の武器を展示し

ている。 

最初の展示室には、17 世紀から 18 世紀にかけての『サムライ』の武器が並んでいる。更に本物

の鎧兜（マスクつきのヘルメットと身体防具）もある。中央の陳列台には、婦人が所持していた小

さな『懐剣』から、『かたな』と呼ばれる『脇差』を伴う大きな『太刀』に至るまでの様々な大き

さの刀剣のサンプルが並べられおり、間近に見ることができる。 

次の部屋には、弓の射手の鎧、弓、箙、矢があり、壁には、いろいろな種類の日本の投槍が展示

されている。騎兵の槍である『曲がり槍』、歩兵が使った鉄の曲がり槍である『薙刀』、起立したま

まの騎兵や、日本の町中で目にする警察が泥棒と闘う際に衣類を捕らえるために使用した、頭部に

鉄のひだ飾りのついた『サスマタ』あるいは『モジリ』などが見られる。 

更に１９世紀に始まる日本の銃砲の素晴しいコレクションが目につく。これらは、火縄で点火す

る装置付の銃として身に着けられていたものである。小銃、火縄銃、２m もある長身のマスケット

銃、砦から投げる手榴弾などがある。 

そして展示の最後は、騎兵の馬具である。鞍の敷物、漆塗りで装飾された鞍、金銀を象眼した鐙、

轡、などなど。 

また、展示を盛り上げるために、入り口では能面が薄笑いを浮かべて訪問者を迎え、出口では真

鍮色の巨大な仏像が神秘的な眼差しを向けるよう演出されていることも付け加えておこう。 

旧ジェズイット会・中学校。プラス・ムゾウ 51100 ランス市において。 

木曜日ならびに土曜日の午前中を除く、毎日 10 時から 12 時、14 時から 18 時まで開催。入場

無料。」 

「ランス市のイスラムの武器展に 4,000 人来場。2 月 28 日に閉会目前。 

昨年 10 月より、プラス・ムゾウの旧ジェズイット会・中学校において、中世イスラムならびに

極東の武器展が開催されている。 

本展示会は、文化センターが開設されてから最も成功した展示会となった。事実、現在に至るま

でこれまで 4,000 人以上の観覧者が訪れ、未曾有のこの展示会に驚嘆している。この展示会は、旧

ジェズイット会・中学校の学芸員、マルク・ブクサン氏の構成になる 150 点の展示品によるもので

ある。展示室のかなりの部分は、19 世紀に極東を旅したレモアの商人であるジェラール氏の寄贈

品からなっている。 

展示会では主にイスラムおよび日本の武器を展示しているが、鎧兜などもある。すぐに目につく

のは、18 世紀のサムライの多彩色の鎧兜であり、足元の展示台には、19 世紀の火縄銃および砲弾、

幻想的な能面、銃や小銃を腰の高さに保つための中国製の小型火縄銃、などが並べられている。ま

た、サムライの本物の刀剣やトルコ製の銃、アラビアやアルジェリアの刀剣なども見ることができ

る。入場無料。2 月末まで開催。」（「ユニオン」紙より） 

さらに、以下は 1980 年 1 月 24 日の「ユニオン」紙である。 

「サン・レミ博物館の４人の日本人専門家。ちょうど 1 年前、サン・レミ博物館主催の中世イス

ラムおよび日本の武器展には 5,000 人以上の来訪者があり、成功を収めた。 

その機会に、日本大使館の文化担当官である佐藤氏がランス市を訪れ、極東コレクションの全て

を閲覧した。この年はこうして日本人の来訪者が増大した、と地域教育素材センターのマネージャ

ーであるルクレール氏は言っている。 

サン・レミ博物館の学芸員であるマルク・ブクサン氏によれば、そのとき寄せられた声で最も多

かったのは、恒久的展示を目的にそのコレクションの価値を問うものであった。こうして、火曜日、

日本人専門家の代表団が博物館を訪ね、博物館側と対談を行うことが決定した。日本人代表団は、

国立東洋博物館の学芸員である加藤氏、武器専門家の鈴木氏、塗り物専門家の小笠原氏、大使館通

訳の小谷氏の４人の使節である。 

これらの代表団を歓迎するのは、マルク・ブクサン氏、ジャン・ルクレール氏、そして、日本の

刀剣武器の専門家であるクリスチャン・プルーリ氏、サン・レミ博物館において武器・考古学研究

を担当しているアラン・ショボー氏、そして文化担当副市長であるピエール・ピノン氏であった。

会談は昼食を挟んで行われた。 

この訪問は二つの目的で行われた。海外から来た品物の特定と、もうひとつは、数多くの日本コ
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レクションの工芸美術品の鑑定であった。殊に、後者については、原産地である日本から専門家が

来てくれることで期待も強かった。そして、毎年パリの美術館に押し寄せる日本人観光客をこのコ

レクションによって、ランス市に誘致できないか、という関心もあった。こうした日本人観光客が

ランス市の地の利を利用して、このシャンパーニュ地域の中心都市に訪れることも、このコレクシ

ョンを市民に公開展示する場合に求められる要件であった。」 

このジェラール・コレクションの鑑定は長い間の不確実を解く作業であったことは以下の「ユニ

オン誌」にも記載されている。「サン・レミ美術館の秘宝コレクション！ ― 陽出づる国の秘宝が

ランス市民の目にやっと触れることができることに仏陀の我慢は要らないことを祈る。」「アルフレ

ッド・ジェラール！ 忘却から蘇るブザンヌ人 ― 彼の亡骸は生前の計画の通りブザンヌの墓地に

移葬された。この墓所はもともと一時期放置されていたのだが、この地方では類を見ない特別な建

造物である。」この確認作業はもともとジェラール・カーデル氏の奔走に端を発している。ジェラ

ール・カーデル氏は当時 90 歳で、何人かいるアルフレッド・シェラールの「名付け子」の一人で

ある。彼は、ジェラールの数ある親戚の一人であり、マリー・エステル・シェリュイの孫にあたる。

ジェラール・カーデル氏は 1900 年生まれで、この有名な尊敬すべき親戚のことを賞賛していた。

ジェラール・カーデル氏は、アルフレッド・ジェラールがマルドゥイユの彼の家を訪ねてきた時の

ことを覚えている。その時、彼はジェラールと一緒に楽しく散歩をし、このとき父のマルドゥイユ

の農家の中庭にジェラールが有名なジェラールの堆肥溜めを作った。 

ジェラール・カーデル氏はまた、彼の名付け親であるジェラールのもとを最後に訪れた時のこと

も覚えている。それは、1914 年 7 月 14 日であった。アルフレッド・ジェラールはこの時既に動

くこともままならなかった。そして、彼は、シモン通りにあった養老院にジェラールを尋ねたので

あった。この日、アルフレッド・ジェラールは、彼の訪問を歓び、彼の金時計をカーデル氏に贈っ

た。 

ジェラール・カーデル氏には永年の夢があった。それは、保管されたままのジェラール・コレク

ションを再度公開したいということであった。1987 年からその実現に向けて幾度か足を運ぶよう

になる。それはランス市の文化局であったり、サン・レミ博物館であったり、そして、1987 年 11

月 28 日から 12 月 3 日までの間、「日本週間」を主催することになった、ファララ氏のもとへ、で

あった。そしてこの期間、ジェラール・コレクションが展示され注目を浴びることが、1987 年 7

月 17 日付の彼宛の書簡に見られる。 

「二振りのサムライの刀がランス市によって見違えるように修復されたばかりです。それにこの

機会に、『ランス市インフォメーション』紙が貴殿の両親に記事を捧げることになるでしょう。」 

しかし、ジェラール・カーデル氏はこの約束に満足しなかった。1990 年、彼は地域のマスメデ

ィアに失望の意を示した。彼が死を前に望んだことは、かつてそうされていたように、ジェラール・

コレクションが完全なかたちで保管から解かれ、公開展示が行われることであった。そしてそれこ

そが、ジェラールが半生をかけたコレクションを市に寄付したその目的そのものに適っているのだ、

と。 

「ユニオン」紙、1990 年 7 月 22 日の記事。 

「一人のランス人が、19 世紀の日本の感動的な美術品の存在を寄贈した。だが、それは市民に

公開されていない。ユニオンはそれに応える、内覧会開催。 

このコレクションのみならず、プレヴェール氏の目録に驚かされる。サン・レミ博物館の日本コ

レクションの収蔵品は実に 2,456 点に及んでいる。伝統的な浮世絵を始めとして美術工芸品として

の武器、将来このようなまとまったコレクションが展示されることはないだろう。ランス市は、日

本において 20 年もの歳月を過ごしたレモア人、すなわちアルフレッド・ジェラールの優美なる富

を誇りに思うべきであろう。 

真の宝。このコレクションは、博物館の保管庫にある。この貴重な遺産の一部は、時代ものの武

器であり、刀剣（16 世紀の記銘の入った刀もある）、火縄銃、槍である。このコレクターは、殊に、

サムライの完全装備に魅入られていたように想像される。鎧兜、鞍、鐙、数十個に及ぶ箙。日本芸

術ならびに日本文化そのものの数多くの要素が、この遺産には含まれており、時代の使用を経て既

に逝った者たちの生きた証左がここにある。黒い木製の駕籠は立派に保存されており、この駕籠で

都落ちをした大名の奥方の記憶が未だにその周囲を彷徨っているかのようだ。 
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百にも及ぶ小立像群は、この時代に既に、日本の美術工芸家達が芸術工芸の各分野において非常

に高度な完成度を追い求めていたことを証明している。象牙で作られたこれらの小立像群は、日常

生活の様々な局面を写し取り、いろいろなテーマで制作されながら、時に好戦的で時には女性的な

神性を示しながら、もっとも目にとまるもののひとつである。 

日本人が残念がることに―。探求者として、アルフレッド・ジェラールは、数多くの旅行地図、

本、そしてフランスではモネやコローが作品を描いていた頃日本で活躍していた、広重や北斎の刻

印の入った人物画などを蒐集していた。 

これらの驚くべき蒐集品を前に、二回に亘ってランスを訪れた日本の学芸員たちは、この展示室

の非常に価値の高いものを日本に持ち帰りたいと、間違いなく考えていた。これは地域遺産として

は幸運なことであり、博物館の学芸員であるマルク・ブクサン氏は『フランス法によれば、公的な

博物館のコレクションは譲渡不可能である旨を定めている』と指摘している。 

翻訳の問題―。時として、文化の相違、とくに翻訳によってとんでもない思い違いが引き起こさ

れることがある。『手描きの浮世絵の大きな本があって、昔の学芸員がその挿画を守るために毛筆

で書かれた紙を差し挟んであった。日本人の学芸員たちはこの付箋の表意文字を翻訳して一様に笑

った。それは、売春宿の帳簿の抜粋だったのです。』とマルク・ブクサン氏は回想している。 

サン・レミ博物館の秘宝―。旧ジェズイット会・中学校の展示室改修の作業が終了し次第、コレ

クションの全てが公開されることになるだろう。『陽出づる国』の秘宝を見るために、仏陀の我慢

をレモア人たちが強いられる必要がないことを祈ろう。」（1990 年 7 月 22 日付、ユニオン紙。ア

ナベル・イジエ、アラン・ハタの報告） 

そして、博物館の主席学芸員であるブクサン氏も大いに失望していることだが、今日、ジェラー

ル・コレクションはサン・レミ博物館の保管庫の中で眠っている。1976 年に若きマルク・ブクサ

ン氏がランス市にやってきて、サン・レミ博物館の学芸員になり、彼は経験したこともない発見を

した。それこそがジェラール・コレクションであり、特に驚異的なその極東コレクションはサン・

ドゥニ博物館のあふれるほど膨大な収蔵品の中で危うく埋もれるところだったのだ。 

1978 年から、サン・レミ博物館に注目を集めるために、ブクサン氏は、これらの美術工芸品の

保管を解いて、公衆に公開することを決意した。こうして、プラス・ムゾウの旧ジェズイット会・

中学校の青殿（壁が青く塗られていたのでこう呼ばれた）において中世イスラム武器展が開催され

ることになった。この展示会の成功によって、ランス市民がこの極東美術コレクションに強い関心

を持っていることがわかった。 

このコレクションの数多くの美術工芸品の価値を鑑定するため、ランス市は日本大使館から招聘

した 4 人の専門家にこれらの年代と分類の特定を依頼した。それによると以下のような結果が出て

いる。 

-四分の一については、日常品であり美術工芸品としての対象にはならないが、19 世紀の日本の

生活様式を非常によく表している。 

-二分の一については、美術工芸品として関心がもたれる。 

-残り四分の一については、日本より流失したことが悔やまれるほどの特別な美術工芸品である。 

これら専門家のお墨付きのお蔭で、恒久展示のための組織づくりが可能となり、恒久展示の材料

は揃ったといえた。あとは、このコレクションを好条件で展示しうるための展示室が必要なだけだ

った。しかし、この展示室が無かったのだ。 

1999 年、コレクションのリストはコンピュータに入力され、展示は確実に可能となった。しか

し展示室不足の状況は変らなかった。この類のコレクション展示には、警備、湿度、美術工芸品の

価値を維持するための環境を考慮に入れた「保護空間」が必要である。そればかりか、その展示に

は人材の問題もからんでくる。実際のところ、中間規模の財務力に適合しその検討を経なければな

らないのである。 

こうして、この比類をみない寄贈品は無視できないことになる。マルク・ブクサン氏は、ジェラ

ールが寄贈した美術工芸品と、もともとは考古学博物館であった、この博物館に保管されている他

の美術工芸品を混在させながら、テーマ展を開催することになる。今日の博物館にこれ以上の役割

を期待することは難しい。 

この 19 世紀後半の「光明の時代」の存在はアルフレッド・ジェラールの功績になるものである
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が、このような状況を果たして彼が想像していたであろうか。このコレクションに相応しい展示室

を提供してくれる寛大な芸術パトロンがどこかに存在しないだろうか。あとは、21 世紀を待つし

かない。 

因みに、マルク・ブクサン氏は、レガメの教え子であった、画家アルマン・ブクサン（1880－

1972）の孫にあたる。 

 

第七章 発明家―アルフレッド・ジェラール 

 

フランスに帰国後、アルフレッド・ジェラールは、家畜の排泄物に常時散水するための（丁度、

コーヒーメーカーと同様の原理で）二槽からなるポンプ付の堆肥溜めを設計した。1889 年にはこ

の発明が印刷物に刷られて公表され、1889 年のパリ万国博では、その模型が紹介されている。こ

れ以降の数年間、この発明を販売し、堆肥溜めの設置を推進した。 

「加工堆肥の故郷にて。1938 年 2 月のランスへの旅行の途中、市の近郊の村々で、われわれは

いくつかのジェラール・システムの堆肥溜めを見学することができた。これらは、自然の排泄物に

手を加え、一般的には牛で運搬した排泄物を溜め込んで加工管理するものである。 

これらの堆肥溜めは加工堆肥の製造に完全に適したものであり、モエ・エ・シャンドンなどエぺ

ルネー周辺の葡萄園でわれわれが目にするものは、まさに、加工堆肥を作るこの堆肥溜めであった。

この堆肥溜めの詳細については、この小冊子の最後に説明してある。この加工堆肥は組成分豊かで

合理的に加工されている。以前より全ての農民から、加工堆肥の名に相応しいものが望まれており、

殊にシャンパーニュ地方においてこれは切実なものだった。だからこそ、この土地でジェラール堆

肥溜めが発明され、シャルル・ラフィットと J.コードロンの尽力によって、加工堆肥の製造は成功

を収めることになった。われわれが会った農民全てが、この堆肥溜めに非常に満足していた。」（「加

工堆肥」シャルル・ラフィット、J.コードロン著、農民協会発行 C.A.R 収蔵） 

「彼（アルフレッド・ジェラール）は現役を退いた後、シャンパーニュの農業に関心を抱き、白

亜紀の地層には非常に多くの腐植土が必要である、という結論に至った。そして当然の帰結として

堆肥に着目し、堆肥溜めの建設を推進した。その技術は単純である。農園の排泄物をもみの木の桶

に入れていくつも並べておく。これを集めて、数メートルの地下に掘った堆肥溜めに溜めていくの

である。彼の叔母であるロイーズ・シェリュイを訪ねた際に、ジェラール氏はよくこなれた良質の

堆肥を作るためには、発酵を促進するため週に二、三回散水することが必要であることに気づいた。

しかし、手動ポンプで水を汲み上げ、農地に出る前に堆肥溜めに散水を行うのはひとつの重労働と

なっていた。 

後に、『電気モーター法』によりポンプは機械的に操作できるようになった。ラヴァンヌでは、

私、ロベール・ラジョワの義父にあたるジャン・バプティスト・ガルノーテルの農園で最初の堆肥

溜めが建設された。そして私の父であるジュール・マンジャール氏が二つ目を建設した。こうして、

ランス地域においては、ジェラール財団の助成を受けて、約 30 基の堆肥溜めが建設された。1940

年から 45 年にかけての第二次大戦以降は、堆肥づくりはその重労働ゆえに廃れていった。」（「アル

フレッド・ジェラール―シャンパーニュ地域の愛しき人」R.マンジャール、ロベール・ラジョワ共

著） 

さて、その堆肥溜めはどのように機能したのだろうか。排泄物には動物の尿が含まれているが、

これは液状の肥料としては十分なものではない。従ってこれに散水し、排泄物の中の微生物が繁殖

するための栄養剤とするのである。表面が広く、堆積した排泄物の発酵により温度が上がるほど、

微生物が増殖することになる。事実、表面の温度より堆肥の内部の方が数度、温度は高くなってい

る。この堆積に散水することによってこの肥料ができるのだ。 

この結果、アルフレッド・ジェラールは堆肥溜めの排泄物の組成を栄養価の高いものにすること

に成功し、窒素を通常の堆肥に対して三分の一ほど増加させ（0.49 に対して 0.74）、カリウムなら

びにリン酸も微量ながら増加させる（それぞれ 0.66 に対して 0.72、0.22 に対して 0.26）ことに成

功した。 

次に、この堆肥溜めの特徴はどのようなものだったろうか。構造は立方体で、できれば車両が周

囲に停車できるような農地の中庭に設置することが望ましい。深さは地表から通常 1.5 メートル。
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幅は、堆肥溜めが塀に囲われている時には、車両による配送を容易にするために、最大で４メート

ル、周囲に遊休地がある場合には 6 メートル以内。 

地表から 20 センチの深さに継ぎ目をつけた塀を並べていく。これは、排泄物をいくつもの小部

屋に分けていく上部共有床での作業を助けるためである。塀の間隔は、上部共有床に使用する床板

の幅が大きくなりすぎないように、最大でも 2 メートルとする。堆肥溜めの内壁を囲む外壁の高さ

は、地表から 60 センチを超えないものとする。これは、車両の車輪のハブが排泄物の移送の邪魔

にならずに、車両を十分に近接させて作業ができる距離を確保するためである。作業は、この塀に

渡した幅 1.15 メートルの通路に排泄物を載せた手押し車を移動させて行う。内壁ならびに、上部

共有床を支える継ぎ目によって、排泄物は上部と隔離される。床は、直径 15～20 センチの松の丸

太を並べ、その先を壁面の継ぎ目に埋め込むことで作られる。その長さは、内壁で支えられた小部

屋の長さと一致することになる。 

それぞれの小部屋の隅には、液体の高さを計測するゲージを設置するために、V 形に設計された

小さな床面で上下が区切られている。これは、排泄物を汲み上げるための導管にもなっている。わ

れわれがこうして提供する経験、図面ならびに写真を参照してもらえば、ジェラールの堆肥溜めに

ついてこれ以上詳細な説明は必要ないだろう。 

ただ、シャンズィ通り 15 番の『レモア農業サークル』は必要に応じて、図面や農民向けの説明

会を開催することを付記しておきたい。最後に以下の数値データを掲げておく。 

       家畜の数  堆肥溜めの表面積 

  ３頭から 4 頭    １３㎡ 

  ５頭から６頭    ２０㎡ 

  １１頭から１２頭   ４０㎡  」 

 

「ジェラールの堆肥溜めの価格の概要。1937 年 10 月にサン・ティレール・ル・プティのギー

ユマン氏が設置した堆肥溜めは、以下のような特性を持っていた。使用表面積 37 ㎡、二槽式、各

槽の縦横深さは、6.90ｍ×2.36ｍ×1.28ｍ。鉄筋コンクリート製で、建設費 4,961 フラン。但し、

コンクリートに使用された、この地域の砂 23 立方メートルと 5 立方メートルの瓦礫、40 本の 5ｍ

37 ㎝の樅の木の丸太は、所有者から提供されたため、この費用には含まれていない。」（「加工堆肥」

シャルル・ラフィット、J.コードロン著、農民協会発行 C.A.R 収蔵） 

「われわれの農業視察を続けるにあたって、モエ・エ・シャンドンの葡萄園のマネージャーをし

ているモロー氏にご登場いただこう。彼は、何年も前にはボーヴェ研究所におけるわれわれの教え

子であった。彼がわれわれを先導してくれる。 

疑う余地もなく、われわれの見る限りの視界に広がる葡萄園には、家屋も殆ど目につかないにも

拘わらず、驚くべきことにここで人造堆肥の製造が行われているのである。シャンパーニュ地方の

モエ・エ・シャンドンの故郷である、この広大な葡萄園の一箇所だけでなく四箇所にもわたってそ

れは存在しているのだ。 

モロー氏はわれわれにこう語る。『この地域は、かつて多くの馬群が飼われており、自然の堆肥

が植物の育成に十分な腐植土を葡萄園にもたらし、豊潤な果樹の育成には非常に適した環境をつく

っていた。今日、環境は大きく変化し、軍事用、民間用の馬群は著しく減少したため、堆肥はでき

ず非常に貴重なものになってしまった。こうして代替手段を追求する必要が出てきたのだ。』モロ

ーはこう付け加えた。『こうして葡萄園の中のあちこちに堆肥溜めを作ることにしたのだ。』 

排泄物を汲み上げるポンプはわれわれの目の前にある。そして、この人造の堆肥は、まったく自

然の堆肥と同様の匂いと見た目をしている。 

ジェラールは、二槽式堆肥溜めという発明によって一時代を築いたことになる。これは、1902

年 2 月 15 日ならびに 1903 年 4 月 7 日に制定された健康法に適合した、公衆衛生の要請に適った

設備であった。当初は藁と動物の排泄物で作られていた自然の堆肥を人造化した最初の試みであっ

た。1930 年代になって、農家における堆肥のストックが著しく減少したことに伴い、人造堆肥の

需要は一段と再評価されるようになった。フランス、殊にランスにおいて、ラフィット氏ならびに

コードロン氏による注目に値する農業調査報告によっても明らかなように、人造堆肥の製造は、作

柄を左右する要因のひとつになっていた。 
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このような調査結果は、工業活動ならびに商業の舵取り役の尖兵であったイギリスの農夫にとっ

ては運命的な農業協働のきっかけとなった。欠乏した食料生産、家畜増産の一方での屠殺作業、作

物の種の製造ならびに販売、ランスにおける野菜の小売り販売など、イギリスとフランスの協働形

成が成就したのだ。」（前ボーヴェ研究所教授・A.D.Ｊ．シャロン著「農業技術者」、シャルル・ラ

フィット、J.コードロン著「加工堆肥」所収） 

最初の二つの堆肥溜めを、ジェラールは、ラヴァンヌとブザンヌに建設していた。 

「私が 20 年間住んでいたこの家に（とはいっても再建される前のことではあるが）、アルフレッ

ド・ジェラールが度々訪れ、納屋に日本の陶器類を仕舞っていたことを知って、さもありなん、と

思ったものだった」（ユゲット・ギュイヤール） 

今日、これらの堆肥溜めは姿を消してしまったか、内側に花が植えられ、農家の中庭を際立たせ

るインテリアとして使われている。 

 

第八章 アルフレッド・ジェラール―寛大なる寄贈者 

 

1904 年、アルフレッド・ジェラールは、67 歳の時に、ランスのシモン通り 26 番地の養老院に

入った。この養老院は 1865 年にヴェルレ市長によって、自宅で生活を営むほどの余禄を持たない

職人、商人、勤め人などのプチ中産階級や、男女を問わず単身者向けに設立されたものだった。原

則的には家具が備えつけられた一室が一年当たり 400 から 900 フランまでの種類があったが、自

分の家具を持ち込むことができるもっと広い部屋を借りられることもでき、水路に続く広大な敷地

の一角に自分の庭園を持つことさえできた。 

アルフレッド・ジェラールは、一階の１３番の部屋を借り、自分で蒐集した家具を並べた。そし

て金庫の中には、彼の事業成功の証である、様々な金融商品の証書が収められていた。彼がフラン

スに帰国してからこの時までの主たる目標は、彼自身の知識の伝道であったが、養老院に入居して

から、彼を腐心させたのは、自身の財産をどう譲渡するか、ということであった。 

1904 年に書かれた彼の意思は、弁護士の手になる遺言状の付属文書の中に公平に配慮しながら

転記されているが、ここには誰も忘れはしまいという意思があり、非常に几帳面に指示を与えるこ

とに何らの躊躇も感じさせない。 

こうして、彼は、戦争までの 10 年間をシモン通りで過ごすことになる。そして 1914 年の第一

次大戦が、ランスにいかに血の雨を降らせたかをわれわれは思い起こす。そしてそのひとつの事例

がここにも存する。1914 年 11 月、シャンズィ通りのビルが空襲によって倒壊する。そして 1914

年ならびに 1915 年の空襲によって、シモン通りの養老院も空爆を受けることになる。フェリック

ス・ピルトンは書いている。 

「哀れなジェラール氏が晩年に見失ってしまったものは、感情ではなく平和な日常であった。養

老院は６～８個の爆弾の被爆を受けて2,000もある窓ガラスは思いがけずに瞬時にして壊れてしま

った。」 

1915 年 1 月 9 日、事態は更に悪化する。ジェラールは、連続砲撃の絶え間ない爆音に疲弊し、

失意のどん底に落ちてしまう。 

「哀れなジェラール氏は、戦火を被ることもなくまたこれに気づくこともなく（と、少なくとも

信じたいが）、病院へと姿を変えた養老院の地下室において、外気も明かりもない小部屋の混乱の

なかに押し込まれた老人たちが心臓麻痺の兆候を見せるなかで、意識を失っていったのであった。」 

彼の棺は、暫定的に、市の南部にある丸天井のついた教会堂の地下納骨所に仮安置される。そし

て、やがて、彼の遺言状が開封された後に明らかとなったその遺志に従って、ブザンヌの墓地に埋

葬される時を待つことになるのだ。そして、ランスにおける葬儀の最中、教会の上空で戦闘機によ

る空中戦が繰り広げられていた。1919 年、第一次大戦直後に、彼の遺体をランス市外に移動する

許可が下り、彼が当初計画していた通り、ブザンヌの分譲墓所に埋葬されることになった。そう、

彼が正確に予想した通り。但し、大戦だけは別だった。 

「1895 年。ヴィトリー・レ・ランス居住のアルフレッド・ジェラールの永住権を認める。これ

は、ブザンヌの墓地の、長さ 7 メートル、幅 4 メートル、面積 28 ㎡の土地の永久所有を含むもの

である。」（ブザンヌ公文書） 
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アルフレッド・ジェラールは、洞察力が鋭く、全てについて計画を企てていたが、戦争だけは想

定外だった。こうして、フェリックス・ピルトンの甥であり、また輝かしきデモーグの管財人、そ

して勿論、ジェラールの竹馬の友であったコンスタンタン・ルクレールの弟、ブルゴーニュ地方の

治安判事であった、ジェラールの秘書シャルトンが、ジェラールの唯一の相続人となった。 

1917 年、コンスタンタン・ルクレールは齢 80 歳となっていたが、彼の忠実な家政婦であった

レオニー・トマを後添えに迎えた。そして彼女は、1891 年の財産目録づくりの間ずっとこれに協

力することになる。 

ラヴァンヌと同じように、ヴィトリー・レ・ランスにおいても、以前と較べて全く生活は変化し

ていた。どの街の中心の一角にもドイツの兵士たちが住むようになって、人々はおびえながら、食

料と燃料の欠乏に喘いでおり、不安と恐怖に満ちていた。千人以上のドイツ軍兵士がヴィトリー・

レ・ランスに進軍してきた。よりによって、1917 年の冬は殊に長くて寒かった。2 月にはマイナ

ス 12 度を記録したほどである。馬鈴薯は倉庫で凍り、市民へのパンの配給は減らされることにな

った。 

人々は疎開を検討しはじめる。こうして、3 月 18 日、住民たちは、一輪車や玩具の車を手で押

しながら徒歩でヴィトリー・レ・ランスを後にした。彼らは、7 キロ離れたバザンクールまで雨の

中を行進した。ヴィトリー・レ・ランスの住人たちは、見知らぬ目的地に向かって足を引き摺りな

がら行進したこのキャラバンの光景を忘れはしない。特に、住人たちが通り過ぎたコーレル、ラヴ

ァンヌ、ベーヌ、エポワ、フレンヌに至る路程については殊更のことであった。バザンクールに向

かうには、電車に乗ってアルデンヌまで行かなくてはならなかった、朝 6 時に起きて、夜の帳の下

りる前にはバザンクールに到着した。住民たちは、4 つの村に分かれ、これらの村人たちの歓迎を

受けた。その村のひとつ、ヴィヴィエ・オ・クールには 164 名の疎開者が到着し、砲弾とガスを逃

れ、20 ヶ月をそこで過ごした。ただし、全員が生還できたわけではなく、8 名が疎開先で命を落と

した。コンスタンタン・ルクレールのような老人の多くは、疎開の疲労に耐えることができなかっ

たのだ。 

1919 年 4 月 17 日、アルフレッド・ジェラールの遺言状の封印が切られ、ティエノ公証人は、

死亡証明書を受理した。コンスタンタン・ルクレールは、初めて、親友ジェラールの誓約に応える

ことができなかった。彼は、遺産相続人とはならなかったのだ。 

ジェラールの死は大きな空虚を生んだ。フェリックス・ピルトンは 1914 年から 1923 年の文通

の中で友人ウジェーヌ・デュポンにこう書いている。この交信は忠実に写しがとられ、この劇的な

時代の証拠として、数多くの書面の記録を残す目的で設立されたカルネジー図書館に収蔵されてい

る。 

ウジェーヌ・デュポンは、フェリックス・ピルトンすなわち「ピルトンおじさん」についてこう

語っている。 

「彼の人生と魂は、レモアの若い中産階級のそれであり、その生涯は公の生活の基幹をなす社会

的なものであった。燕尾服を素敵に着こなし、婦人方に囲まれ、豊かな親族関係と寄付のおかげで、

常に周囲に笑顔を絶やさぬ存在感をつくりあげ、羊毛の服で身を固め、乗馬で生計をたてていた時

には馬を愛し、そして彼には常に至る所に力になってくれる友人の存在があった。とりわけ戦争の

前後には。」 

ウジェーヌ・デュポンが言っている戦争とは、勿論 1914 年から 1918 年の戦争（第一次世界大

戦）のことであるが、1870 年の戦争（普仏戦争）の前後、フェリックス・ピルトンは、発起人、

社長、名誉会員など、ありとあらゆる活動に従事しており、彼はどこにでも登場した。体操協会、

射撃協会、芸術サークル、コーラス、農事共進会、自然サークル、レガッタ、芸術友の会、騎馬行

列運営組織、湖沼スケート協会、そしてまた、保護観察士、水難救助隊、少年保護協会、夜間警備

隊、「一口のパン」協会。 

こうして、フェリックス・ピルトンはいずれかしこでアルフレッド・ジェラールとの邂逅を避け

られなかったことだろうし、彼はこの賞賛すべき男に愛着を抱いていった。ピルトンのジェラール

に対する愛着は政治的視点の近さによるものでもあった。ピルトンは、第二帝政には無関心であっ

たが、第三共和制にはリアリティを感じて共鳴した。これは、この時代の政治的な世界を汚した数

多くの「汚点」を嫌悪する共和主義者であったウジェーヌ・デュポンの嗜好に合うものではなかっ
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た。 

「フェリックス・ピルトンは教養のある、国民参政の意識をもった男であって、これは後年のア

ルフレッド・ジェラールもピルトンの父も同様であった。彼らは、人権平等の立場にたっていた。

しかし、共和主義者のユートピアは嘆かわしい精神という致命的な結果を生んだ。自尊心の高い人

間、無学の者、全てが同じ目標を追随する愚、不労所得者の蔓延。呪わしきは、普遍的な参政権の

亡霊である。」 

ジェラールが 1878 年、フランスに帰国して以降、ピルトンはジェラールを支えてシャンズィ通

りの図書館の設立を助け、かれが秘書官として引き立てたシャルトンの助けを借りて、数多くの稀

少で貴重な本の収集を行った。 

1914 年の第一次大戦が始まるとすぐ、シャルトンはベー近郊のアンドゥスィに動員され、やが

てスムソーで防火壁を作る作業に従事した。こうして、ピルトンはランスに残され、そしてシャン

ズィ通り 15 番地の図書館は失意のうちに爆撃を受けてしまう。 

「1914 年 11 月 20 日、金曜日の夜 10 時半のことであった。305 スコタ型爆弾が、食堂の後方

の小部屋に落ちて炎上した。このため、二階の階段が破壊され、これが一階部分に落ち、ステンド

グラスの窓は粉々に砕け散った。展示してあったガリア式の鋤がダモクレスの剣となって、われわ

れが書を紐解いていた一階の読書室のうえで、宙吊りとなった。何百とある本は、閃光の底へと投

げ出されてしまった。こうして、トゥロンソン・デュクードレー通りの劇場と、パルヴィ広場の間

の一区画は瓦礫の山となってしまった。シャンズィ通りのグランド・ホテルは 32 個もの爆弾に破

壊され、サン・ドゥニ・カフェは影も形も無くなった。」 

「1914 年 12 月 9 日。貴方が私に託した本と原稿の数々は、我が家でただ二つ爆撃の被害を受

けなかった地下室と、倉庫に破損もなく収められているので安心して欲しい。とりわけ、『ダント

ンからアルスィ』の『ニコラ・ダヴィット』の原稿と、デュポンの書いた『ウェルズの概況見込み』

は助かった。」 

「1914 年 12 月 20 日。ジェラール図書館の蔵書の整理を始めて 8 日になる。失われた書籍は

200 冊に上るに違いない。その殆どは瓦礫の下で燃えてしまい、残ったものは救われたものの灰燼

にまみれてしまった。家の裏手のものは殆どが破壊されてしまったが、鍬だけは殆ど無傷で博物館

に収蔵された。」 

この図書館の二階に居住していたフェリックス・ピルトンは、蔵書整理の最初の晩、サン・ドゥ

ニ博物館の守衛室で過ごしたが、その後「樹齢何百年の楡の木」のあるタンコウで心地よいもてな

しを受ける。そして毎日ランスのジェラール図書館に向かい、また同時に爆撃を受けてしまった「古

のランスの郷」を訪ねていた。この博物館は、くだんのクラフト氏がサラン通り 5 番地の屋敷「コ

ックベール館」に住んでいた時に所有していたものだった。この時点では、建築家カラス氏がその

地所を所有していたが、彼はランスより離れたところに住んでいた。建築家のカラス氏は、著名な

建築家のルドン氏がランスに庭園、とりわけすばらしいポメリー公園を造成した時にこれに参画し、

またユーグ・クラフトと一緒に「古きランスの友人」協会の設立に参画した。 

当時、ユーグ・クラフトはパリに住んでおり、また、エルネスト・カラスはアンヌマスに住んで

いた。この二人の蒐集した家具をルデレール通りにあったルドンの避難場所に移したのは、他なら

ぬフェリックス・ピルトンであったが、1916 年の爆撃ではこの避難所も空襲を受けることになり、

結果的にはこれらの家具と車三台分の小間物を、パリとラニーにいるこの二人の所有者に送り届け

ることになった。 

「タンクーからランスまで行く間に 2 通の証明書を提出しなければならず、パリに行くには、4

通の証明書を用意しなければならなかった。」 

実際、クラフト氏に招かれたフェリックス・ピルトンは 4 日間を費やすことになる。「古のラン

スの郷」のコレクションを救ってくれたことに対し、パリの委員会は彼に 500 フランの謝礼金を支

払うことを決定した。 

1915 年から、製本業のコレー氏がジェラールの蔵書を再収蔵する責任を負うことになった。こ

うして戦争が終結する頃には、コレー氏はパリの、ヴェルノイユ通り 56 番地の「マルヌ被災者組

合」にいた。そこには膨大な仕事が待っていた。 

「どうかここにおける信じられないような仕事の山を想像して欲しい。この事務所には 36 名が
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働いているが、それでも十分ではない。私の担当からして、カード整理、備品管理、印刷物、外部

対応の一部、大蔵省との交渉まで含めた銀行取引、詳細な照会への対応、暖房、照明、電話、対応

筆耕などなど。少しは理解してくれ。」 

1919 年には、コレー氏は 70 歳になっていた。彼はパリにいることがうれしくて、セーヌ河畔

で掘り出し物の本を漁っていたが、その中にニコラ・ベルジエの「ランスの歴史デザイン」という

本を見つけて 15 フランで買い求め、ランスに留まって同じように作品（特色ある展示品）の調査

をしている甥のデモーグにこれを吹聴しにいった。 

哀れなジェラールは仮墓地で彼の墓所への移転を待っているのだ。 

1920 年 12 月 2 日。 

「私のランスにおける義務感。それは倫理的な義務である。もしもこれがなければ、ジェラール

図書館の再興のために、シャルトンや甥のデモーグを助けることはなかっただろう。それでは、『古

のランスの郷』から派遣された管理人としての地位を捨てるべきだろうか。否、この仕事は私の老

年の唯一の心の慰め、なのだから。」 

1922 年 1 月。 

「哀れなランスのためにこの考え方を否定することは絶対にするまい。私は『古のランスの郷』

とともにランスに返り咲き、しかるべき資金ができたら、ジェラール図書館の再建のために尽力す

るのだ。早ければ今年末にはこの計画に辿りつくことができそうだし、そのためにはここに踏みと

どまってそのために最善の努力をしよう。そのときのために、私は司書の仕事にもっと没頭するこ

とにしよう。激動の時代が降りかかってきた今、これは容易なことではない。」 

1923 年 3 月 17 日。 

「12 月 1 日に、アレクサンドル・アンリオがパリにやってきて、『マルヌ被災者組合』の全従業

員に休暇を与え、私は安心した。」 

被災した書類と備品の精算調査の責任を負っていたのは、事実、フェリックス・ピルトンであっ

た。彼は老年をこの仕事にその大半を費やすことになった。そして、ランスは再建されることにな

る。再び燃え殻に火を灯すことになるのだ。フェリックス・ピルトンはその生き証人の一人であっ

た。 

1936 年。フェリックス・ピルトンは 87 歳になっていた。「レモア農業サークル」からこれまで

の貢献に対して終身手当を与えられることになったが、彼はこれを全てジェラール財団に寄付した。

これは必要に迫られてという口実のもとに行った。 

「フェリックスは、キャプサン修通りの 91 番地の家屋の 2 階に住み、彼の住居はさながらラン

ス博物館のように立派だった。」と友人のウジェーヌ・デュポンは書いている。それは、二人の間

でいつも交わされる、時代がかった、鋤で掘ったように風刺のきいた、そしてレモアの中産階級が

よくやるまどろっこしい欠点をもった、文体で書かれている（フェリックス・ピルトンとウジェー

ヌ・デュポンの往復書簡より。カルネジー図書館蔵）。 

アルフレッド・ジェラールの遺体がブザンヌの墓地に安置されると同時に、彼の遺言状が開封さ

れることになった。これは、1919 年の 6 月 23 日、28 日、30 日のことであった。公証人のティエ

ノと遺産相続人のシャルトンは、錠前師を伴いシモン通りの一室に収納されていた金庫を開錠しよ

うとした。しかし、金庫の錠はここで歪んでしまった。戦火を逃れて市民がランスを引き払った際

に、この金庫は所有者不明のものとして、その内部を持ち去ろうとした者によって既に破壊されか

けていたのだ。だが、上記の 3 日間、午前 8 時から午後 6 時まで夥しい方法にも拘わらず開くこと

はなく、とうとうこの金庫は、リベルジエのティエノ研究所に移されることになった。こうして、

1919 年 8 月 14 日にようやく金庫は開けられた。 

収容遺産の詳細は以下の通りであった。 

１． （目録）番号 0845526 ならびに 1094140 の、1889 年の万国博への出展者に返還すべき

25 フラン相当の物品。 

２． 番号 313635 の、パリの国立銀行本店により 1908 年 11 月 20 日付で発行された（保管

金庫の）預り証書は、1908 年発行の運用利回り 5％の清国国債 125 枚で、番号 64907 から 65031

を付してある。 

３． パリ・フランス農業協会と表書きされた空の封筒。 
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４． 番号 583 を付した、パリ・アテネ通り 8 番地のフランス農業協会が 1914 年 2 月 1 日に

発行した、使用済みの輸入切手に対して 1 枚あたり 16 フラン 50 を所有者に換金してくれる、封

筒入りのクーポン 22 枚。 

５． ジェラール、シェリュイ家より相続せる、ランス・シャンズィ通りの家屋に関する登記簿

一式。 

６． 当家において 1890 年作成した遺言状一式。 

７． 日本においてジェラール氏に所有権のある物件目録一式。 

８． ブザンヌの永代墓所使用権に関する物件目録一式。 

９． カトリーヌ・コンティエの慰霊碑のためのラヴァンヌの墓所の永代借地権。 

１０． 香港上海銀行ロンドン支店より 1885 年から 1910 年まで発行され、ジェラール氏がこ

の銀行の委託人に口座を保有している旨の、英語で書かれた 50 通の書簡ならびに計算書一式。 

１１． パリ国立銀行のロンドン支店より 1901 年から 1921 年まで発行された、ジェラール氏

がこの銀行に関連口座を有していたことを証する 60 通の書簡ならびに計算書。 

 

ここから引き出された収納箱には、一銭の現金も見つからず、1889 年の記載のある物品以外に

は一切価値のあるものはなかった。こうして、シャティベル通りの鑑定士であるボナール氏が動産

目録を作成することになった。（ティエノ研究所蔵書より） 

こうしてジェラールの遺言状は世間の知るところとなる。 

アルフレッド・ジェラールの遺言状（抜粋）。 

「私こと、ランス市シモン通り 26 番地の養老院在住の財産を保有する年金生活者である、アル

フレッド・ジェラールは、以下の遺言を作成しここに署名するものである。 

私が以下に指名する唯一の遺産相続人は、私の死後６ヶ月以内に、以下に掲げる全ての財産相続

を包括的に負うものとし、ランス市において『レモア農業サークル』という名称のもとに、法に定

める法人格をもった協会を、私の没後一年の内に設立し、私が以下に掲げる主目的の実現に便宜を

図るものとする。『レモア農業サークル』の主目的とは： 

１．ランス郡に住む、農業に関心を持つ全ての人々―農業組合の組員、農学教授、獣医、農業測

量士、首長、司祭、教師、さらには、ランス守備隊の陸軍大佐、シャンパーニュ地域のワイン商人、

ワイン製造業者、醸造業者、砂糖業者、蒸留業者、製粉業者ならびに養蜂家などに供すべく、私の

農業ならびに科学に関する蔵書を維持・発展させていくこと。 

２．私が 1885 年に発明した『二槽式堆肥溜め』を、その固有の価値の実現のみならず、これを

建設する農民に必要な経済的支援を与えるために、また、1902 年 2 月 15 日に制定され 1903 年 4

月 7 日に公布された『保健法』に合致した建設を行うために、その啓蒙を行い、その建築をより分

かりやすくすること。 

『レモア農業サークル』の概要は私が前記に記した通りとするが、ジェラールの堆肥溜めを建設

し所有する最初の 67 の農民の中から抽選で選ばれたメンバーで構成される運営委員会により運営

されるものとする。 

設立者代理（マルデイユ）は、後述に設定する晩餐会に出席することはできるが、運営委員会選

任のための抽選に参加することはできず、マルデイユは、ランス郡の外部より選任されるものとす

る。 

二槽式堆肥溜めの所有者による年次晩餐会を開催し、その開催場所は二槽式肥溜めの建設順に決

定されるものとする、最初の晩餐会の開催場所はラヴァンヌで、1903 年 10 月 6 日に、偶然にも、

二槽式堆肥溜めの着想を得ることになった、私の叔母のロイーズ・シェリュイに捧げられて開催さ

れた。 

私が、このサークルの設立について強調した理由は、それが完全な形で設立され、機能を十全に

発揮できるように、サークルが遅くとも私の死後一年以内に法人格を取得したら唯一の遺言状受取

人によってサークルが以下の遺産を可及的速やかに享受できるようにするためである。 

１． ランス市のシャンズィ通り 15 番地の自宅については、私の死亡時における一切の動産す

なわち、室内装飾用家具、農業ならびに科学関連の蔵書、彫金の蒐集品、精密機器、農業機器、カ

メラ、を含む収蔵物を例外および留保なく。 
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２． 私の死亡時における、家具から保証金に至る私の資産の一切の余剰物でフランスならびに

イギリスに存在しているものについて、相続に必要な経費および相続税を支払った後の全額。 

３． 私が未だに日本に所有している資産について、遺産相続によりその資産を減じあるいは除

却した後に、資産の実現可能なものとして残存しているものについての一切。 

これについては、『レモア農業サークル』の管理委員会はとりわけ、収益の実現可能な再投資を

行うにあたっていずれの収益源がより効果的であるかを判断し、日本における私の所有権を可能な

限り永続するよう進言する。 

また、進歩を望む、ランス郡の栽培者や農民、小作人、地主、ワイン製造者、林業家、庭師や養

蜂家のみならず、農業学会、ワイン学会、園芸学会の会員に開かれたものとして、私の蒐集した本、

ブックレット、証書などで構成される図書館を設立し、必要があれば無償で利用ができるようなも

のにしたい、という遺志を強調したい。但し、研究作業に関する議論は図書館内に限定するものと

して、外部では行わないことを原則とする。 

もしも、私が上記に思い描いた『レモア農業サークル』が、いかなる理由であれ設立できず、あ

るいはその相続許可のために私の死後一年以内に法人格を得ることができない場合には、上記の遺

産総額は、以下の配分を行うべく、唯一の独立遺産相続人のもとに帰属するものとする。 

ランス市のシャンズィ通り 15 番地の自宅の収蔵物、特に農業ならびに科学関連の蔵書について

は、在フランス日本大使の仲介を経て、日本の東京大学農学部に寄付されること。在フランス日本

大使まで、これらの収蔵物を送付するための梱包費、移送費、車両代、保険料は私の相続人が負担

するものとし、その金員について 25,000 フランをこれに充てる。 

一旦『レモア農業サークル』が設立後、いかなる理由であれ消滅あるいは解散する場合には、私

がサークルに相続した上記の全ての遺産ならびにその維持のために確保した金員について、即刻、

東京大学、アルフレッド・ハポ・キン、ジャンブルー農業研究所を相続人として定め、これを寄贈

するものとする。」（1904 年 3 月 22 日、シモン通り 26 番地の養老院にて、アルフレッド・ジェラ

ール署名） 

第一遺言付属書。 

「日本に保有する建物の現金化について重要な進言を申し述べておきたい。それは、どうしても

売却の必要が生じるまでは現有のまま保有し続けるものとし、日本における当該資産が、フランス

における私の相続人ならびにその後任者によって可能な限り永続することを強く望んでいる。 

いろいろな意味で、当該建物を第三者に貸与し、継承権に最大の利益をもたらすべく収益を管理

し、この建物に後日入居する入居者がその収益を最大限としうるという理由により入居できるよう

に、その資産価値を増大させることが望ましい。 

『レモア農業サークル』の設立後、委員会の指名により、サークルの会員 1 名を 10 年に一度日

本に派遣する。最初の派遣は、1907 年に行われ、日本における建物と収益の現状を確認し、横濱

における代理人と接見する使命を与える。派遣期間は 3 ヶ月とし、直近経路である、シベリア、カ

ナダ・バンクーバーの往復の費用を負担する。1 年につき 500 フランを銀行に積み立て、10 年間

で 5,000 フランをその旅費および滞在費とする。」（1908 年 4 月、アルフレッド・ジェラール署名）。 

第二遺言付属書。 

「政府が何らかの文書による『レモア農業サークル』に法人格を認めるに妥当でない、という判

断を行った場合、私は、唯一の遺産相続人かつ動産の執行者に対して、本遺言状の必要部分に限定

した変更を認めることに合意する。 

農業組合に年間 100 フランを寄贈することを加えて明示するために、ここにその使用について付

属書を作成するものである。『横濱のアルフレッド・ジェラール』からシャティヨン・シュール・

マルヌ地方の栽培者を対象に、1,000 単位の窒素を含む堆肥を作り上げた栽培者に、以下の等級に

従い合計 100 フランの褒章を行う。金メッキした銀玉メダルと 50 フラン、銀メダルと 30 フラン、

そして銅メダルと 20 フラン。また、ラヴァンヌのガルノーテル・シェリュイ氏ならびにブザンヌ

のフロマン・ジェラール氏の保有する『二槽式堆肥溜め』と同様のモデルを建設しこれを普及した

栽培者に対して、アルフレッド・ジェラールより各 25 フラン、合計 175 フランの褒章を与える。」

（1908 年 4 月 20 日、ランス養老院にて自署） 

遺言状を開封した後、アルフレッド・ジェラールの誠実なる友人達は、彼の遺志を受け継ぎ、「レ
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モア農業サークル」の設立に向けて心を一つにする。 

1922 年 3 月 25 日、「レモア農業サークル」設立総会。 

唯一の遺産相続人であるジュリアン・シャルトンがランス郡の主要農業団体の会長および代表者

としてジェラールの堆肥溜めの全所有者に召集を行った。 

出席者： 

ジュリアン・シャルトン、ヴィトリー・レ・ランス在住：唯一の代表者 

ティエノ、ランスの公証人：執行官 

レミィ・ブーランジェ・アルフレッド：県会議員 

ガルノーテル・ルイ・ジャン・バティスト：ラヴァンヌの栽培者 

ジェラールの堆肥溜めの所有者たち：ラフィット・シャルル、ボアン・ギュスター、ベルジェ・

オクターヴ、モロー・ベリヨン、ボーフォール・ルシアン。 

マルヌ地域のクレディ・アグリコル銀行の代表者 

農業サークルを以下二つに区分する。 

・カテゴリーＡ 

ジェラールの堆肥システムの所有者である以下の者を運営委員とする。 

ルイナール・バティ（ラヴァンヌ）、ガルノーテル・ポンサール（ラヴァンヌ）、ルイ・プロスペ

ール（ラヴァンヌ）、レミィ・ブーランジェ（マイー・シャンパーニュ）、フロマン・ジェラール（ブ

ザンヌ）、ガルノーテル・モンフュイアール（コーレル）。 

・カテゴリーＢ 

以下の団体の所属員、ランス郡農業組合、シャンパーニュ地域農業労働組合、マルヌ農業ワイン

協会、ランス郡園芸協会。 

ティエノ氏が、パリ法科大学の教授であり執行官であるルネ・ドゥモーグ氏の助けを借りて、「レ

モア農業サークル」の設立状況について説明した。 

1922 年 5 月 10 日、アルフレッド・ジェラール図書館の設立。 

「横濱における所有資産からの収入により、この図書館は新たな存在感を持ち再生して維持・利

用されることになる。これはルネ・ドゥモーグ氏の教養ある慈善により運営され、ジュリアン・シ

ャルトンが事務局を、フェリックス・ピルトンが司書を担当している。」とウジェーヌ・デュポン

は書いている。 

1924 年 5 月 31 日。 

「レモア農業サークル」の設立が公示される。 

1931 年 10 月 23 日。「レモア農業サークル」活動開始。 

「レモア農業サークル」の最初の活動は、戦争の傷跡を負ったシャンズィ通り 15 番地の建物な

らびに図書館の補償金による再建であった。破壊前の 1914 年におけるこの建物の資産価値は

84,190 フランであったが、戦争による損傷の回復には 180,435 フランが必要であった。 

ウジェーヌ・デュポンはこの時、建物の完全なる再建を思い描きながらこう書いている。 

「カルメリット通りの袋小路からシャンズィ通りにかけての通り一帯を見通すと、ヴィトリー洋

装株式会社の建物、リベルジエ通り側に作られた公園の一角、博物館の全面、そして角にあったサ

ン・ドゥニ・カフェがなくなってしまった。」 

「爆撃と火災によって、建物は地面以外、殆どが破壊されてしまった。道側のファサードは、1

階の階段上部の高さ以上は破壊されてしまった。この残された石のファサードの外側は、被爆のあ

とで焼けており、また内側は火災によって焼け爛れていた。」（E.エルべ、M.デフォーによるランス

建築物鑑定より、1920 年 9 月 10 日） 

アルフレッド・ジェラールの遺言状には、この建物は、単純に「レモア農業サークル」（ランス

郡農業協会）に相続されることが想定されていた。しかし、その損失被害額は 175,000 フラン、そ

して実際の修復額は 265,000 フランに上った。 

「市庁舎のランス市役所に、ジェラール図書館ならびに博物館の存続の可能性について打診した

ところ、戦災前の状態に戻して存続させるということになった。2,000 冊の本が煙と粉塵で損傷を

受け、蔵書の救助作業は効を奏さず、蔵書はほぼ完全に損失した。但し、稀少な数冊の本について

は暴力の悲劇から救われたのだが。」（ウジェーヌ・デュポン） 
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1931 年 10 月 23 日。 

さらに、ウジェーヌ・デュポンはこの時代を賞賛するスタイルで誇張した表現で続けるのであっ

た。 

「『レモア農業サークル』の運営委員ならびにシャルトン事務局長はここにジェラール図書館の

新装再建の業務に取り組み始めるとともに、その結果、研究者、道徳者、科学書籍の出版者、国家

の知的国体を豊かにする方法論の布教者、にこの扉が開かれることによって、この時代にアルフレ

ッド・ジェラールとその末裔の栄誉を称え、生活の糧であるパンのかわりに心の糧を人々に与える。」 

「本年 10 月 23 日は、アルフレッド・ジェラールの忘れ形見の恩恵により、われわれの地域の

農業の利益のためにもたらしてくれた『レモア農業サークル』の開業祝いが開催された。この団体

は、われわれフランス人の子孫の農業の進歩に腐心する者たちの集う集会所となり、その情報交換

の場として今日から活動していく。」 

３階建ての建物は、第一次大戦中に完全に破壊されたこの一角の他の建物同様、完全に一新され

た。入り口を入るとすぐのところに、一階に 150 人が収容できる集会や視聴覚を目的とした会議室

が設けられた。その設備には、映画を上映できるスクリーンも含まれている。この会議室には、レ

モアの造形作家であるポール・ルフェーヴル氏の手になる設立者の胸像が置かれている。室内装飾

は、才能ある建築家の近代様式に従っており、レモアの画家 P.H.ルパージェ氏のサインのある、シ

ャンパーニュ地方の調和した明るい 5 つの風景画が飾られている。 

二階の図書室は、いつも閲覧者が来て読み、書き、そしてそれぞれの意見を交換できるようにな

っている。この図書館は特筆に価する。というのも、図書館に収蔵されている蔵書は、農業関連全

般の一級の資料が揃っているばかりでなく、シャンパーニュ地方で最も重要なもの、すなわち葡萄

栽培に関する蔵書が加わっているからである。 

この図書館の専門性は、それぞれの論文の領域から類は友を呼びながら徐々に収集されてきたも

のであり、土壌や家畜の生産に関連した古くから最近に至るまでの著作物である。これらの著作を、

時には購入し、時には寄贈され、日ごとにその蔵書は豊かになっていったのだ。こうして、農業に

関連するどのように難解な疑問でもこれに答えてくれる情報が必ずみつかり、この地域に関するど

のように漠然とした疑問でもこれに迅速かつ確実に答えうる情報が、他のどの場所よりもここにあ

ることが分るだろう。 

著者のアルファベット順のファイルに加え、ブラッセル国際書誌学研究所による秩序だった十進

法の分類システムに従って、検索が容易にできるようになっている。またこの図書館には、主たる

農業新聞が収蔵されており、特にシャンパーニュ地方に関心のあるものにはとりわけ便利である。

また、いくつかの科学関係の雑誌や出版物にもスペースが割かれている。そのうちから例を挙げて

みれば、農業経済調査研究所年報、農業専門大学年報、ローマ国際農業研究所月報、国営ならびに

地方農業サービス部門のまとめた研究報告類などである。 

研究者がもっとも信頼をおくのは、先端情報を先取りした媒体である。なぜならば、農業はいま

だに、発表された実験観察と先祖伝来の経験に基づく、経験的な方法論をとっているし、必要とし

ているからである。多くの高質な科学的発見とその適用による品種改良によって、農業はより産業

らしくなっていく傾向にある。この報告書によって、「レモア農業サークル」の創立者がかねて予

見していた通り、この図書館が議論の余地のないほど明白な役割を果たしていることは自明であろ

う。こうして、「レモア農業サークル」の存在が、一人のレモアの博愛主義者の主導のもとに獲得

されたということを銘記しておくことにしよう。その名は十分に知られていないが、アルフレッ

ド・ジェラールその人である。 

1930 年代、シャンズィ通り 15 番地は、アルフレッド・ジェラールが見ていたら喜んでいただ

ろうという様な活気を見せていた。マト・ブレーヌの住所録の記載の変遷を見てみよう。 

1933 年。「レモア農業サークル」シャンズィ通り 15 番地（管理人：A.ポンサール） 

1935～1936 年。「レモア農業サークル」シャンズィ通り 15 番地、電話番号 33～37、農業団体

（管理人：A.ポンサール） 

1935～1936 年。 

「レモア農業サークル」（「アルフレッド・ジェラール財団」） 

・ 公益団体として設立。 
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・ シャンズィ通り 15 番地、電話番号 33～37 

・ 理事長：シャルル・ラフィット、ランス・セルネィ通り 279 番地 

・ 副理事長：M.ドーフィノ、イル・スュール・スイップ在住 

・ 事務局長：マンジャール・プチフィス、ラヴァンヌ在住 

・ 経理部長：ガルノーテル・ジャン・バピティスト、ラヴァンヌ在住 

 

「ランス郡共同農場」 

・ シャンズィ通り 15 番地、電話番号 33～37 

・ 理事長：G.モンジャルダン、エクェイユ在住 

・ 副理事長：キュロ・シャロン、シュール・ヴェル在住、及び、エ・ガブロー、テスィ在住 

・ 事務局長：R.ボネ、ミュリニー在住 

・ 経理部長：P.ぺラール、セルネィ在住 

・ 監査委員：F.マグニアン、及び、ポパール、ランス在住 

 

「ランス自然科学協会」 

・ シャンズィ通り 15 番地 

・ 理事長：ベタンジェ教授 

・ 副理事長：プランゴ 

・ 事務局長：ヴァティ 

 

1959 年、シャンズィ通り 15 番地の建物は売却され、ジェラール図書館はタレィラン通りにあ

る「農業会館」に再建され、15 年間存続した。 

 

1976 年 2 月、「ユニオン」紙よりの抜粋。 

「『レモア農業サークル』の図書館：2,000 冊の蔵書閲覧可能。農業会館にて各水曜日の午後開放。 

1974 年 7 月にランス市エッシャール地区に開館した『農業会館』は、現在、今は亡きポール・

ベラール氏の後を継いだジェラール・ラプワント氏が理事長を務める『レモア農業サークル』の図

書館としての活動についても注目を集めている。この図書館は、第二次大戦後、特に農業会館がタ

レィラン通りにあった間は「休眠」状態にあったことが知られているが、それ故に価値あるものと

みなされていた。そして、各水曜日の 14 時 30 分から 18 時 30 分まで、学生、教師、歴史家、調

査研究者などの全ての農業および葡萄栽培の専門家に開放されることになった。きちんとした議論

が交わせるように設計された農業会館の広く明るい部屋の中で、2,000 冊の蔵書が開架式閲覧が可

能となっている。 

蔵書目録には、農業、葡萄栽培、林業および家畜耕作関連の明解なテーマに関する技術的・科学

的論考について数多くのタイトルが記載されているが、そればかりでなく、一般的・歴史的なテー

マに関するタイトルも少なからず存在している。17 巻の画集（1912 年ならびに 1929 年版）、シ

ャンパーニュの考古学ニュースレター（1865 年から 1938 年）、マト・ブレーヌ年鑑（1865 年か

ら 1938 年）、ランス・アカデミーの仕事（1865 年から 1938 年）、そして『時代を通してのレモ

アの生活』などがある。 

『美装本』は『レモア農業サークル』が好んで蒐集するものではないが、39 冊に及ぶ『ディド

ロとアランベール共著による百科事典』のジュネーブ版（1777 年）はとりわけ特筆に価する。 

オリヴィエ・ド・セールの『農業技術や耕作の計画』（1675 年）、『1789 年の三部会から提出さ

れたランス地方の陳情書』などもある。現代の人々の欲求に応えるため、図書館というものはいつ

も豊かでなければならない。図書館の代表者は、これを忘れてはならないが、この図書館の最近の

収蔵書の代表的なものは、『世界大百科事典』と『フランスの農村の歴史』全 4 巻であって、これ

は、科学・農業技術の著しい進歩を判断するに相応しいものである、といえる。 

2 月 2８日午後 3 時、農業会館において、国立農業調査研究所の自然と雑草学の教授であるモン

テギュー氏が『雑草の根絶』について講演を行うが、これは多くのマルヌ県の農民や葡萄栽培者の

関心を呼びそうである。この講演会の開催をみても、来年 50 周年を迎える『レモア農業サークル』
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の稀有な歴史に改めて注目せざるを得ない。」（ユニオン紙、1976 年 2 月） 

「『レモア農業サークル』は存在し続けてきた。過去に、その活動が減退したことがあったのは

事実だが、行動と団結の男、有名な農業技術者、マグナン氏によれば、『レモア農業サークル』は

レモアの農業の進歩に大きく貢献してきた、といえる。 

『レモア農業サークル』は、ランス郡の農業学校を主とした学生たちに学資を与えてきたし、農

業関連の問題についての講演者を毎年招聘してきた。 

更にランス農業会館（シャロン通り）にある『レモア農業サークル』のオフィスには素晴しい図

書館があって―こんな狭い場所に甘んじているようには見えるが―そこには、多くの農業関連の著

作、農業団体が過去に発行した雑誌類、言い換えれば歴史と技術に関する非常に貴重な宝物が収蔵

されているが、十分に利用されているとはいえない。 

これらの著作物はブザンクールの農民であったアンドレ・ド・ムーラン氏によって分りやすく分

類されており、来訪者は自分の関心のある著作物をすぐに手にとることができるようになっている。 

ジェラール氏の遺産は、こうして引き継がれ、未だにわが地域に貢献し続けてきれているという

ことは心打たれることであり、忘れてはいけない。」（R.マンジャール、R.ラジョア著、ラヴァンヌ

だより、1991 年前期） 

「レモア農業サークル」は、アルフレッド・ジェラールの壮大な事業であり、作品であり、子供

であるとさえ言える。しかし、彼の遺言は、以下に掲げられた誰をも忘れずに言及している。 

・ 横濱、シャンパーニュにおける友人、共同研究者、付添い人、例えば、シモン通りの養老院

における最後の付添い人である家政婦であったローザ、そして、シェリュイ家の使用人とし

てジェラールの生涯には忘れることのできない、誠実なカトリーヌにはとりわけ栄誉を与え

たい（ジェラールは、ブザンヌに自分自身の墓地を買った同じ年の 1895 年、彼女のために

ラヴァンヌの墓地の永代借地権を購入している）。＜註＞ 

・ 友人であり主治医であった、医師のコルヴィル氏。彼は、シャンズィ通りの隣人でもあった。 

・ パスツール研究所の人々。 

・ 忘れがたく心懐かしい二つの村、ラヴァンヌとブザンヌ、とりわけそれらの慈善院の人々。 

・ ジェラールの物質的な問題を軽減してくれたシモン通りの養老院の人々。5,000 フランを寄

付した。 

・ 勿論、ジェラールの親族。 

 ジェラールは子供のない成功者だったので、彼はたびたび父方、母方の従兄弟、従姉妹の名付け

親を頼まれた。また、その名前は先立たれた何人かの従兄弟、従姉妹たちに因んでつけられている。

例えば、ジェラールの父の姉であるアントワネット・ジェラールの息子のテオドール・モリエはテ

オドールの死に因んだものである。また、母方の親族では、ジェラールの従兄弟であるマイーのレ

ミィ・マンジャールの死に因んで、ロイーズ・モリエを命名した。 

 横濱でもそうだったが、シャンパーニュ地方でも何人かの子供がアルフレッドの名前をもらった。

ブザンヌ、ラヴァンヌ、マイィ、マルディイユ、ベトゥニィ、シェネーにいる、ジェラール姓とシ

ェリュイ姓の従兄弟たちは、遺言状の中では「５」の階級（第五親等に相当）を与えられている。 

 

 ラヴァンヌでは、この寛大な温かい心の男のことを人々は未だに記憶している。彼は毎週決まっ

た日に親族を訪れ、子供たちは馬車に御者を従えたジェラールの来るのを待ちかねた。そして、彼

のために大きな皿に、小さなパイやプリンの小皿をのせてもてなした。ジェラールが従姉妹のジュ

リーの娘にピアノを贈り、彼女がこれを「令嬢のように」弾いていたことは人々の記憶に残ってい

る。 

 ジェルミニィでは、ジェラールの名付け子のジョルジュ・アルフレッド・ジェラールの娘たちや

女性の親戚たちに行った、速記術の講義、という風変わりな贈り物を人々は忘れもしない。 

 マルデイユでは、この恩情深い父親気質の男が、若いジェラール・カーデルをともない、ダムリ

ィ通りで開かれたシャンパーニュの街頭祭りで、彼の冒険物語を聞かせたことを人々は記憶してい

る。 

 ベトゥニィでは、他の名付け子ほど親しくなかったアンドレにでさえ、ジェラールは以下のよう

な相続をしている。一年目：一日あたり 50 サンチーム、二年目：一日あたり 75 サンチーム、三



34 
11/16/2018 

年目：一日あたり 1 フラン。この相続は、1908 年 1 月からアンドレが受けた治療を続けるためだ

った。この三年間、アンドレが必要とした薬代と医者の診療費に充てることを規定したものだった。 

 「この相続は、この子が継続的な治療を必要とした場合に限って適用され、その祖父母に支給さ

れるものであり、この必要がなくなった場合は失効する―寄贈者記。」（ランス市ティエノ研究所収

蔵） 

 ＜註＞ カトリーヌ・コンティアの記念碑（ラヴァンヌ）：（文面）カトリーヌは 15 歳でランベ

ール・シェリュイ（「大カルム」と呼ばれた）に奉公に入り、79 年間の奉公の後、ピエール・シェ

リュイ（息子の「小カルム」）に仕えて 94 歳の生涯を閉じた。 

 

第九章 アルフレッド・ジェラール―偉才の男 

 

 この近代的な都市は、しかし 19 世紀ヨーロッパの面影をどこか残している。この街、横濱の有

名な山下公園―この公園は海岸線に延びている―の裏側に、山下町の街並みがある。ここはその昔、

外国領事館や商館が設けられていたところである。ここに、アルフレッド・ジェラールが 19 世紀

的雰囲気の中で事務所を設けた一区画がある。 

 中華街と呼ばれる中国人街には、昔と変ることなく、小さな商店やレストランが建ち並び、この

一区画に、その昔ジェラール肉店があったことなど、誰が想像できるだろう。元町は、中華街に隣

接し、19 世紀後半の西欧人が好んで居住した地域である山手町（「ブラフ」）の一区画にある、高

級店の並ぶ街である。この元町にはヨーロッパ人たちがゆっくりと散歩を楽しんだ歩道が残ってい

る。そしてまた、数多くのこの時代の立役者や有名人が眠る、風光明媚な外国人墓地が設けられた。

そして、ここにジェラールの煉瓦工場の跡地がある。この場所には、かつて大正活動映画会社の撮

影所が設けられていた。そして、現在は横濱市営の競技用プールが建てられており、ここにはジェ

ラールの井戸を水源とする水が湛えられている。 

 「ジェラール氏の遺産は、幾度もその価値を過小評価されてきた。彼が設立した会社は国家保安

上の目的で保持されることになった。」（R.マンジャール、R.ラジュワ共著、ラヴァンヌだより 1991

年） 

 「ジェラール工場は、大正時代（1912～1926 年）までその活動を続けたが、競合商品が徐々に

出現するに至って消滅することになった。」（西堀昭、1997 年 9 月 21 日のブザンヌでの講演） 

 「1884 年、中央連盟が主催した第８回工業美術博覧会において、アルフレッド・ジェラールは、

これに出展した陶器製煉瓦ならびに様式化瓦によって大賞を獲得した。この結果、知名度も上がり

注文も増えるようになった。彼の煉瓦工場の製造機はフランス製で、1888 年から製造を開始した

ことは、『1888 年機械瓦工場謹製』と瓦に銘があることでも分かる。工場に対する巨額の投資を回

収するために、日本の競合会社が手作りで瓦を製造している最中、ジェラールの瓦工場は増産を続

けた。しかし、他の瓦に比べて、ジェラール瓦は平坦で、湿気の多い日本の気候には馴染まず、日

本家屋の外観にはそぐわないものであったことから、ジェラール商会の財務状況は徐々に悪化しは

じめた。こうして注文は徐々に減り始め、瓦工場は倒産の危機に追い込まれることになった。」（ク

リスチャン・ポロック著、在日フランス商工会議所婦人会会報） 

 こうして二つの疑問が生じる。 

 果たして、アルフレッド・ジェラールの運命になにが起きたか？ 

 横濱における、瓦工場の所有権はどうなったのだろうか？ 

 1908 年に作成された、遺言付属書のひとつに、アルフレッド・ジェラールはこう告白している。

横濱の彼の工場の業績報告は悪化しはじめており、彼が従業員たちに与えようと計画していた遺産

は減少してしまうことになった、と。 

 ジェラールが帰国して不在となってしまったことで、ジェラール商会の健全な経営に陰りができ

たことは事実だろう。一方で、日本人たちの気運も変化していった。例えば、1865 年に幕府のも

とでレオンス・ヴェルニーによって設立された横須賀製鉄所は明治年間を通じて活動を続けたが、

1876 年には、その横濱作業所と一緒に完全に日本人の手に委ねられることになり、これ以降、万

事に亘って日本人が独自でこれを運営していくことになった。 

 日仏修好条約、日仏通商条約の締結は、1858 年ならびに 1866 年に遡るが、これらはいずれも
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フランスに有利になっていた。しかし、1888 年、在京の諸外国の在日大使たちは、これらの見直

しを約束させられた。この見直しの中には、永代借地権、特に個人に対する永代借地権の見直しが

含まれており、これはとりわけフランスにとって頭の痛いことであった。不動産ならびに不動産取

引の根拠がこの永代借地権に負っていたためであった。 

 外国人居留地以外で土地を所有する場合には、その多くは入札によって購入されていたが、建物

の床単価は日本政府によって厳密に定められていた。日本政府はこの施策を変えようとしていた。 

 1898 年、日仏修好通商条約が改定調印され、関税率が定められた。 

 この条約改定の結果、1899 年、横濱外国人居留地は払い下げられることになった。そしてこの

不可避的な改革に、予想もしなかった外的要因が加わることになる。 

 1891 年、大地震によって、百万戸の家屋の殆どが全壊した。そして多くの商館も再建の見込み

もなく消え去っていった。 

 そして、日本は 1894 年から 1895 年にかけて日清戦争に突入する。そして、1904 年から 1905

年にかけては日露戦争、1914 年から 1915 年にかけては第一世界大戦に参戦する。 

 1907 年、最初の密使がシャンパーニュから横濱に出かけ、日本におけるアルフレッド・ジェラ

ールの管財人をしていたスゾール(Suzor)氏と会談を行う。 

 アルフレッド・ジェラールの遺言書に記載された意思により、以下の声明が実施され、10 年ご

とにその実現を確認するための訪問が行われることになった。「派遣期間は 3 ヶ月とし、直近経路

である、シベリア、カナダ・バンクーバーの往復の費用を負担する。1 年につき 500 フランを銀行

に積み立て、10 年間で 5,000 フランをその旅費および滞在費とする…。」 

 しかしこの 10 年後（1917 年）の訪問は、アルフレッド・ジェラールが明言していたにも拘わ

らず、戦争とその後の資産暴落の結果実施されなかった。 

 そして 1921 年、管財人と再度接触が図られ、「レモア農業サークル」は横濱において以下の所

有権を持っていることが明らかとなった。 

 ・ゲラン氏に貸与されている山手町の土地 6,268 坪 

 ・空家となっている山下町の建物の土地 564 坪 

 1923 年、関東大地震によって東京と周辺地域が壊滅的な破壊を受けた。これに引き続いて発生

した火災は居住地区を焼き尽くした。古き江戸の面影は火災によってほぼ跡形もなく破壊された。

14 万人が犠牲になったといわれている。横濱もほぼ同様にこの惨劇に襲われた。 

 1924 年、横濱市は地震からの再建にあたってジェラール所有の土地を収用したい、と申し入れ

てきた。ジェラールの日本における代理人であったスゾール氏は、これらの土地の譲渡を申し入れ

てきた。こうしてスゾール氏と「レモア農業サークル」との間で幾度も交渉が続いた。 

 1926 年、スゾール氏は、最終的に譲渡価格を 2 百万フランと提示してきた。 

1927 年、「レモア農業サークル」の理事長は、山手町の土地の譲渡提案を、坪あたり 27 円の売

価で承認した。しかし山下町の土地は譲渡できなかった。家賃収入は定期的なものではなくなり、

「レモア農業サークル」はこれに不安を感じた。 

1933 年、日本は再び政治危機に入り（国際連盟脱退）、日本との交渉は再び断絶されてしまった。 

1935 年、スゾール氏は、山下町の土地譲渡価格を 150,000 フランと提示してきたが、「レモア

農業サークル」は不足としてこれを拒否した。 

そして日本は再び第二次世界大戦への突入し、接触は途絶えてしまう。1945 年、空襲が横濱を

破壊し、横濱港はアメリカに壊滅されることになる。 

1949 年から、「レモア農業サークル」の理事長であるマルセル・ルメール氏が外務大臣を通じて

ジェラールの所有地の状況について照会を行った。日本側の回答は、はっきりしないものであった。

おそらくは、1948 年に売却されてしまったのではないかと想像される。 

それでは、ジェラールの生命を吹き込まれて残されたものは何だったのだろうか。 

・ 日本の 19 世紀の生活を写し取った芸術品ならびに生活工芸品からなる素晴しいコレクショ

ン。このコレクションは、ランス市のサン・レミ博物館のコンピュータにリスト化されてい

る。 

・ レモア農業サークルの科学・農業関連蔵書。これらもコンピュータに在庫管理され、アルフ

レッド・ジェラールの遺志に従って、いつでも研究者や農業関係者に公開される状態になっ
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ている。 

・ 二つの日本語の記載された記念碑。ひとつは、ラヴァンヌの墓地にあるカトリーヌ・コンテ

ィアの記念碑、もうひとつは、ブザンヌにあるジェラール本人の眠る墓。 

・ ランス市が敬意を表して 1931 年に命名した、ランスのアルフレッド・ジェラール通り 

・ ブザンヌ村が敬意を表して 1997 年に命名した、ブザンヌのアルフレッド・ジェラール通り。

アルフレッド・ジェラールは、神秘的な林と耕地の間をうねり、ミュイール川を渡り、もう

一人のブザンヌの名士であるビクトール・ランベールの名を冠した通りへと続くこの道を、

きっと愛したことだろう。 

・ そして、最後に、この二年間、改めて深められてきた日仏の友好を機にわれわれを幸福に満

たしてくれる数々の思い出、を挙げなければならないだろう。 

その証として、最後に西堀教授の次の言葉でこの章を締めることにしよう。 

「彼は、19 世紀において日本でよく知られた、素晴しいクリエーターであり、驚くべき男であ

った。彼は日本を近代化に導いたフランス人の一人である。日本は日仏の深い友情で結びついた、

この協働を決して忘れることはない。」（1997 年、地域雑誌） 

そして、1997 年は「日本年」であった。ブザンヌで、われわれがアルフレッド・ジェラールの

研究を始めた頃、横濱では、明治期におけるフランスの存在意義を探る研究が進められていた。こ

の研究成果は 2000 年になって現れることになる。ここに、2000 年 2 月から 5 月にかけて、横濱

開港資料館で開催された展覧会の紹介文がある。「フランス人仕官―ルイ・クレットマン が写し

た明治時代の日本」（横濱市中区月報 2000年 1月号ならびに横濱開港資料館ニュース 67号の抜粋） 

 

第十章 アルフレッド・ジェラール礼賛 

 

1997 年の「日本年」を機会に、「ブザンヌに暮す」協会は、アルフレッド・ジェラールの日本に

おける遺構を訪ねることにした。それによって、ブザンヌのジェラールの墓地を訪れ、この謎多き

男に賛辞を与えてくれる人々が増えることを目論んでのことだった。 

ブザンヌでは、老人たちはこぞってアルフレッド・ジェラールのことを語りたがった。或る者に

は、ブザンヌ生まれの者として、また或る者には、ラヴァンヌのパン屋の息子として、また幼少を

ラヴァンヌで過ごしたものとして語り継がれている。ブザンヌには彼の墓があるが、ラヴァンヌに

も日本語の記念碑がある。 

ひとつだけ確かなことは、全ては日本に宿命づけられていることである。彼は、農業技術者と称

され、加えて利水問題の専門家とも称される。いや、そればかりではなく、商人、事業者などなど。

また、特別な堆肥溜めを建設した男としても知られており、そのうち 2 つが未だにブザンヌに残っ

ている。 

農民にとっては、レモア農業サークルに帰属する、アルフレッド・ジェラール蔵書が農業会館に

存在している。 

古い資料を漁ってみると、1990 年にジェラール・カーデル氏がサン・レミ博物館の収蔵庫に眠

っているジェラール・コレクションのことを思い起こしている記事を見つけることができる。この

記事を読むと、様々な事を考えさせられ、コレクションの魅力の虜になる。 

こうして、ランスやシャロンの、そしてブザンヌやラヴァンヌの古文書を虱潰しに調べつくして、

時には矛盾する記述を明らかにすることで調査を前進させることを強いられる。更に長期的で詳細

に亘る調査を手掛けることにより、ナント、マルセイユ、パリ、ロンドンそして横濱の各地域の古

文書を超えて、時代をまたいで伝えられた情報の数々の矛盾が明らかにされることだろう。 

そして、数々の人々との邂逅が行われる。これらの邂逅は決して偶然もたらされたものではない。

というのも、それが宿命の象徴的出来事のように思われるからだ。 

ランス市のブザンヌ通りの墓地でのジャン・イブ・スュローとの邂逅。これは、アルフレッド・

ジェラールの墓地を研究していた西堀氏によってもたらされた、ただひとつの邂逅に過ぎない。西

堀氏は横濱においてジェラール研究を協働して行いたと申し入れてくれている。それは、ウジェー

ヌ・デュポンの記憶による回想録『レモアの生活』（彼の同時代のレモア人の新聞に記載された真

実）をなぞること以上のものになるだろう。これらは３巻からなり、1861～1863 年、1864～1868
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年、1869～1872 年は未だに書店に並んでおり、いくつかの節はジェラールに割かれている。私の

ジェラールに関する記述のいくつかもこれに負っている。 

ラヴァンヌのイレーヌ・ガルノーテル夫人との邂逅。アルフレッド・ジェラールのまた従姉妹と

も知らずに、ラヴァンヌ村の日本語の記念碑の調査で、偶々最初にそのドアの呼び鈴を鳴らしたこ

とによる。 

私自身が 20 年も住んでいるブザンヌのプレスワール通りの我が家が、アルフレッド・ジェラー

ルがたびたび訪れ、しばらくここに住んでいたと想定されることを発見したことには驚かされた。 

フランシス・ヴァルボム氏との邂逅。彼は私の研究を掘り下げることを奨励してくれて、このよ

うな形で著述化することを実現してくれた。 

そして、最後に、アルフレッド・ジェラールその人との邂逅。彼の未知なる人物像に、私はこの

三年間、触れ続けてきたのだ。」ユゲット・ギュヤール 

1997 年 9 月 21 日、ブザンヌ村の村長であるベルフィー氏ならびにラヴァンヌ村の村長である

デュタルトル氏の臨席のもと、また、文化、農業関連の参列者、その中でも特筆すべきは、フラン

スの建築家であるゴゲル氏ならびにランス・ティロワ農業中学校の校長であるゴグラン氏、そして

アルフレッド・ジェラールの母方、父方の親族の参列のもと、アルフレッド・ジェラールを称える

会、が開催された。主たる参列者は以下の通りである。 

フランシス・ヴァルボム氏、レモア農業サークル理事長ならびにランス市サン・レミ博物館館長、

マルク・ルメール氏代理。 

ピエール・デュコワジ氏ならびにアンドレ・アベール氏、ブザンヌ住民。 

ジャン・ガルノーテル氏、アルフレッド・ジェラール親族。 

アンブロス夫妻、ランス市年生活環境協会。 

ドゥニス・ローフリッシュ氏、尺八奏者。 

ユゲット・ギュイヤール女史。 

西堀昭氏、横濱国立大学経営学名誉教授で国際開発研究科博士課程教授、ならびに横濱日仏友好

協会会長。 

また、本会の開催にあたっては、ジャン・クリストフ・メレ氏、ジャン・クロード・グロス氏な

らびにイヴェット・ニケーズ氏、「ブザンヌに暮らす」協会、の協力を仰いだ。 

更に、「日本を知ろう」協会の理事長であるオリヴィエ女史、レイモン・マテュー氏、ブザンヌ

の地域団体（特に設立者であるベルフィー氏ならびにダニエル・サクレ女史、シャンタル・フォン

デール女史）、最後に、ゴドメ氏ならびにミロ氏の瞠目に値する数限りない助力に感謝したい。 

 

最初に、ブザンヌ村長のジャン・ピエール・ベルフィー氏が発した来賓および参列者への挨拶は

日本語であった。主催者への謝辞および西堀昭氏にわざわざ日本よりお越し頂いたことへの謝辞に

続き、彼は、古文書よりみつかった 1923 年のブザンヌの村会報告書の一部を読み上げた。 

 

「1923 年 5 月 6 日村議会報告書 

議長は、1908 年 4 月 19 日にランス市で作成された、アルフレッド・ジェラールの遺言状の抜

粋を市議会で朗読した。 

-ブザンヌ村に対して、私の没後、金利なしで 1,000 フランを寄付し、ブザンヌの墓地における

私を含む家族の墓所の保守管理に充当してもらいたい。 

遺言により、その墓地の母の墓の隣、親族の納骨所の脇に埋葬してもらいたい。また、当該寄付

金をもって、ブザンヌ村は、年 4 回、墓所全体の芝を刈るものとする。この相続遺産は、現金フラ

ンで行われ、相続税および関連する費用を免除されるものとする。本村議会は、アルフレッド・ジ

ェラールが生存する先祖ならびに子孫を持っていないことを前提に、前述の条件に従って、当該相

続財産を、全会一致で受け入れるものとする。 

（関連議題）アルフレッド・ジェラールは、ブザンヌ村の慈善事務所に 500 フランの寄付を行っ

た。 

（関連議題）慈善事務所は検討の結果、本寄付より 50 フランを科学研究所の設立資金に充当す

ることを決定した。」 
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約束されたもの、所有されたもの。 

村議会は、この時代の自治体として約束されたものを保有している。その背景として、アルフレ

ッド・ジェラールの記念碑はきちんと整備され、芝も敷かれて、その美しさと個性が脚光を浴びて

いる。ベルフィー氏は、ジェラールの墓石に、ひとつは日本の国旗を、ひとつはフランスの国旗を

模した二つの花の台座を捧げた。 

ベルフィー氏が参列者を見回すと、レモア農業サークルのアンブロス氏の背後に、アルフレッ

ド・ジェラールの記念碑の前に拡がる参列者の一団が見える。アンブロス氏は、前記の一節が読み

上げられた際に、われわれに合図を送ることを忘れてはいない。そう、彼は、アルフレッド・ジェ

ラールの墓石のミステリーについて語られる以前に、この整備された墓石がどのように造られ、何

を象徴し、何が刻まれ、そして、われわれの文明にどのような意味をもっているのか、を確実に認

識しているのだ。 

西堀氏にとっては、この記念碑の存在はあくまでも文化的なものに他ならない。それは、日本と

その文化に魅了されたある男の記念碑なのである。 

日本では、この記念碑（鳥居）は一般的に墓地に見られるものではなく、神社や庭園に見られる

ものである。 

ベルフィー氏は西堀氏への感謝の気持ちとしてアルフレッド・ジェラールの肖像写真を進呈した。

また、ベルフィー氏は、次回の村議会において、ブザンヌの通りのひとつを「アルフレッド・ジェ

ラール通り」と命名することを提案することを発表した。彼は、地方自治の目的について以下のよ

うに述べた。 

「私たちは、アルフレッド・ジェラールに賛辞を与えながら過去を甦らせてきたが、このブザン

ヌの将来を築き上げてきた先駆者がひとつの良い例であるように、過去を尊ぶことは結果的に未来

に向かうことだと肝に銘じておきたい。」 

この「アルフレッド・ジェラールを称える会」は、ブザンヌの墓地に約 300 人の参加者を見たが、

これは相互に顔も知らないジェラールの親族たちの会合の機会でもあった。これは、アルフレッ

ド・ジェラールをよりよく理解し、発掘するための絶好の機会でもあったといえる。 

 

1997 年 9 月 21 日、ブザンヌにおける西堀氏の講演。 

 

「ご参列の皆様、お早うございます。私の名前は西堀昭と申しまして、横濱国立大学教授ならび

に横濱日仏協会の会長をしております。私はこうしてブザンヌにいることを非常に幸福に思います

し、私がこうしてブザンヌを訪れる機会に皆様より『ありがとうございました』と短い言葉を掛け

て頂けることを非常に光栄に思います。そして何よりも、ブザンヌのアルフレッド・ジェラールの

墓の前の式典に親切にもお招き頂いた、ギュイヤール女史に謝辞を述べたいと思います。私は、そ

の起源から現代に至る日本とフランスの文化的交流について研究をしているものであります。 

1863 年の明治維新に先立つ時期より、多くの外国人がそれぞれの文化を背景に、横濱に移住し

てきたことが知られています。異文化の存在の著しい証左のひとつが建築です。当然のことながら、

外国人が居住していたことが建築物によってかなり判明します。現在も、この視点で横濱の山手通

りに見ることができます。外国人は、教会、ホテル、劇場、病院など枚挙に暇のないほど多くの洋

館の建設を始めます。 

こうした横濱の洋館建築の発展に多大なる貢献した二人のフランス人がいます。その一人が煉

瓦・瓦製造業のアルフレッド・ジェラール（1837-1915）、そしてもう一人が、パリ建築大学卒の

ポール・サルダ（1844-1905）です。 

サルダは、建築家であり、横須賀製鉄所にあった修学所と東京帝国大学の精密科学の教授でした。

彼は、マルレス（ロアール）に 1844 年 7 月 12 日に生まれ、横濱で 1905 年 4 月 2 日に亡くなり

ました。そして、ジェラールは、横濱の建設材料の製造に携わり、1837 年 3 月 23 日に生まれ、

1915 年 3 月 19 日にランスで亡くなりました。彼の父親はパン屋でした。 

ジェラールは、19 世紀半ば、1863 年以前に横濱に到着したと思われますが、何故彼が横濱にや

ってきたのかは分っていません。また、横濱の開港関連資料を調べてみましたが、彼が来日した正

確な日時に関する記録を発見することもできませんでした。 
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ジェラールが来日した時、横濱は 400 人程度の住民を数えるほどの小さな村でした。現在は、日

本で東京に次ぐ第二の都市となっています。ジェラールの時代、フランス人が横濱に向かう多くの

場合は、航路をとらざるを得ませんでした。マルセイユから横濱までは、船で約 2 ヶ月の長旅でし

た。現代の横濱市は非常に近代的になっています。そしてその近代化は、ヨーロッパの各国との協

働の結果成し遂げられたものです。 

ジェラールに関しては、20 年以上前に元横濱市長の飛鳥田一雄氏が『三人ジェラール』という

題名の本を出版しています。というのも、横濱には、この時代、煉瓦・瓦製造のジェラール、肉屋

のジェラール、そして修道院長のジェラールがいたからです。最後のジェラールは、おそらく、ジ

ェラールならぬ、プリュダンス・セラファン・バルテルミィ・ジラール牧師のことだと思われます。

彼は、パリの外国伝道協会の一人でした。 

横濱開港関連資料によれば、ジェラールは横濱到着とともに肉屋を開店しましたが、それ以上の

ことは分っていません。明治初年に、ジェラールは、外国船に対して飲料水を販売する商売を始め、

成功を収めます。ジェラールの西欧式建築との関わりは、実は、この貯水槽の製造に繋がる煉瓦製

造にこそ、その原点がありました。 

外国人墓地の脇にある、元町プールの入り口の近くに、未だにその煉瓦工場の形跡が残されてい

ます。この煉瓦工場では、洋館建築に必要な西洋瓦も製造していました。元町プールの周辺至る所

からみつかる煉瓦にはジェラールの名が刻印されています。今日残されている煉瓦は、その刻印に

よって製造年を特定することができるのです。壁の一部には中が空洞になった煉瓦も見られますが、

これにはジェラールの銘は入っていません。 

ジェラールの製造した西洋瓦には茶色と黒の二種類の色があります。瓦を調べてみるとそこに記

載されている年次から、たとえば、この瓦は 1873 年頃から製造を開始された、ということが分る

ようになっています。実際、瓦には『ジェラール 横濱 1873』という銘が刻まれていることが

はっきりと読み取れます。現時点では、この年次より前のものが記載された瓦は見つかっていない

ので、この 1873 年の瓦がもっとも古いものだということは疑いないと思われます。また、黒い瓦

にはフランス語で『アルフレッド・ジェラール瓦工場 横濱』という銘を読むことができます。 

100 年以上経った現在も、山手の洋館にはジェラールの瓦を使用したものが残っています。山手

在住の外国人たちが利用していた『歓び劇場』（日本語では『ゲーテー座』）は、ジェラールの煉瓦

で建造されていました。 

ジェラールが製造した建設材料は、洋館建築のみならず明治期（1868～1912 年）ならびに大正

期（1912～1926 年）の日本建築の一部にもジェラールの西洋瓦が使用されています。例えば、横

濱市中区根岸 3 丁目の大久保邸の屋根にはジェラール瓦が使用されていました。残念ながら数年前

に建替えられてしまいましたが。これらの瓦には 1887 年の年次が刻まれ、英語で『A．ジェラー

ル 煉瓦・瓦 蒸気機関製造工場 横濱』と銘があります。 

ジェラール工場は、大正期まで生産を続けましたが、競合商品の登場により次第に営業を縮小し

ていきました。しかし、横濱の住人は決してアルフレッド・ジェラールのことを忘れはしません。

ルイ・クレットマンの子孫にあたり、日本におけるお雇い仕官の一人であったピエール・クレット

マンのコレクションの中から、ジェラールの肖像写真を発見することができました。 

最後になりましたが、アルフレッド・ジェラールの資料と情報を探し求めているうちに、こうし

てブザンヌとランスを訪れる幸運に恵まれました。ブザンヌが 21 世紀に発展することを祈念いた

します。本当に有難うございました。」西堀昭。 

 

1997 年 9 月 21 日、サン・レミ博物館における講演会。 

ランス市、サン・レミ博物館のジェラール・コレクションについて。 

 

「日本に滞在している間、アルフレッド・ジェラールは、芸術品に囲まれながら日常生活を営ん

でいましたが、フランスに戻って来る時にこれを帯同してきました。1891 年、ジェラールは、そ

のコレクションの大半をランス市に寄贈し、そして残りについても 1897 年、1898 年、1905 年に

寄贈を行いました。全ての寄贈品は 2,400 点にのぼり、今日、ランス市サン・レミ博物館に保管さ

れています。その大半は日本のものですが、一部、近隣諸国の中国や朝鮮の出自のものもあります。 
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このコレクションは数多くの美術品からなりますが、その大半は、以下の 18 世紀ならびに 19

世紀のものです。 

- 様々な種類の武器からなる蒐集品。火縄銃、短銃、弓、槍、武士の刀剣（そのなかには、古代に

遡る高価な刀剣も含まれます）。また、警官が悪人を捕らえるための『鉤つきの矛』などの珍しい

ものもあります。また、武士の鎧兜や馬具などの多くの武具も含まれています。 

- かなりの数におよぶ陶器、白磁。茶道の道具、卓上の食器類、また、大皿、花瓶、水盤、灯篭な

どの大型陶器もあり、これらを見ると日本の陶芸の意匠が伺えます。 

- ２つのセットの小像はテラコッタ製でひとつは七宝が上描きされていて、また３つめの木製の小

像シリーズは、一年を通じた職業を写しとったものです。 

- 日用品の数々。その多くは、家具、小箱、食器類漆塗りの工芸を施された木彫製品です。殊に注

目すべきは、黒塗りに金のもち手のついた駕籠と、4 メートルもあろうという矢です。また、この

家紋入りの駕籠にあわせて縮小された数多くの小像もあります。 

- 青銅の像には宗教色が強く見られ、特に 1760 年に制作された大型の仏像や、灯篭、寺院の模型

などの青銅や木彫の工芸品に顕著です。 

- 青銅製品では、また、小物入れ、燭台、彫刻などがあるが、特に一連の水生動物の作品群が注目

に値します。 

- とりわけ魅力的なのは、能舞台で使用されたいろいろな大きさの一連の能面の作品群です。 

- 絵画作品も比較的多くあります。掛け軸は、比較的古い絵画や版画を最高の質で表装したもので

す。 

- 絵画集、書籍、地図、写本、とりわけ、日本の神聖な都市である日光への旅程で描かれた水彩画

を模写した八巻の挿画付の画集は特筆に価します。 

- 趣味で蒐集した 900 に及ぶ古銭収集。2 枚の金製の硬貨を含む古銭収集です。 

アルフレッド・ジェラールがランス市に寄付をした全ての目録は、膨大な量であるため詳細をご

紹介することはできません。上記のほかにも、木製工芸品、古典楽器、玩具、パイプ、着物、装髪

具、団扇、時計、盆…。 

一部の展示品のもつ芸術的価値は勿論のこと、興味深いのは、広範にわたる蒐集であり、19 世

紀の日本文化への網羅的な視点であるといえましょう。」 

 

1997 年 9 月 21 日、ブザンヌにおけるフランシス・ヴァルボム氏の講演。 

 

「1904 年、アルフレッド・ジェラールは、ランス市シモン通り 26 番の養老院において、遺言

となる彼の遺志と声明を記述しました。そして第一次世界大戦最中の 1915 年の彼の死後となる

1924 年 5 月、公共目的により『レモア農業サークル』が設立されることになります。 

その設立目的は、『ランス郡において農業に関心をもついかなる人々にも開放される、図書館の

建設ならびに発展』および『二槽式堆肥溜めの建築と拡大のための助成』というものでした。 

サークルの拠点は、ランス市シャンズィ通り 15 番地の住居に設立され、1914 年 9 月、大聖堂

と同時に戦災に遭って破壊され、第一次大戦後に再建されました。サークルの図書館もこのとき一

部が破壊されましたがやはり第一次大戦後、再興されたのです。 

今日、『レモア農業サークル』は、農業会館の一画に事務所を構えています。サークルは、ラン

ス郡の会員によって構成されており、アルフレッド・ジェラールの遺産を豊かな資財として、両親

が資金難に陥ったティロアの農業学校の生徒達に補助金を与えています。 

また、われわれは、中学校の実験に素材提供をする資金援助を行っています。1997 年、こうし

て 40,000 フランをわれわれは提供しましたが、この内、27,000 フランは補助金（都合 6 件分）に

充てられ、13,000 フランは資材提供に充てられています。図書館については、農業会館の一室が

充当され、現在約 3,000 冊の蔵書で構成されています。 

1997 年、いままでとは異なる畑の団体（地域委員会、DRAC およびランス市役所）がこの図書

館の分類のコンピュータ化の補助金を申請してくれました。その目的は、ランス市図書館にその蔵

書ファイルを繋げる（後にインターネット化された）ことによって、農業関係のテーマに関心のあ

る人々が調査し易くすることでした。 



41 
11/16/2018 

われわれは、こうして、一年に一回か二回、農業史をテーマとする討論会を主催することができ

たら、と考えています。」 

 

1997 年 9 月 21 日。ブザンヌにおけるピエール・デュコワジ氏ならびにアンドレ・アルベール

氏の講演。彼らは、ジェラール小麦農場ならびにピスタート・クーロン農場に住んで、ジェラール

の堆肥溜めを使用している。 

 

「ジェラールの堆肥溜めの発明は、いくつかの点で非常に重要なものです。農夫の作業を軽減す

ることになったのがそのひとつですが、一方で農村の衛生の向上にも寄与しました。かつて、堆肥

は農家の庭の真ん中に堆く積まれて、家畜の糞は農家に庭に広がり、ときには道にまで侵出してい

ました。ジェラールの堆肥溜めの構造は極めて単純で、それは、いくつかに仕切られたコンクリー

トづくりの密閉された深い桶のようなものであって、これを溜めることに意義があります。 

低い壁は三方を護衛する役割を持っています。直径 15～20 センチの樅の木の丸太は、一列に並

んで堆肥を守り、これに水を通すことで堆肥は発酵しながら底へと溜まっていく仕組となっていま

す。設置されたポンプのおかげで、湿度を保ち、発酵を促進することで、堆肥はいつでも集められ

肥料として農地に運ぶことができるのです。家畜小屋あるいは便所や台所からの水路をこの深い桶

に繋ぐことで、農家のそして農村の衛生は向上することになりました。というのもこうした汚物が

過去には道にまで流れ出していたからです。この堆肥溜めのおかげで、地面に広がっていた余分な

堆肥をなくすことができたのです。」 

 

ジャン・ガルノーテル氏の講演。 

 

「私はロイーズ・シェリュイのひ孫にあたり、アルフレッド・ジェラールがジェラールの堆肥溜

めの発明について語った中で彼女のことに言及しています。アルフレッド・ジェラールはラヴァン

ヌでとても愛され尊敬される人物です。ジェラールが幼少の頃、彼の母親のシェリュイの親族がい

るラヴァンヌによく来ていました。 

また、ジェラールが日本から帰国した後、毎週日曜日になると、『ロイーズ叔母さん』と慕って

いたマリ・ロイーズ・シェリュイと、その娘、マリー・ジュリー・ガルノーテル・シェリュイ、す

なわち私の祖母を、訪ねてきました。 

堆肥を維持する作業が如何に大変なものかを目の当たりにし、ジェラールが二槽式の堆肥溜めを

着想したのは、他でもない、ラヴァンヌのカルメリートの農場だと言われています。ロイーズ叔母

さんは、ジェラールの堆肥溜めに、丸太を挽くことと藁の束を加えることで、糞を漉しこれに湿気

を与えて肥料とするアイディアをジェラールに与えたといわれているのです。」 

 

1997 年 9 月 21 日。ブザンヌにおけるアンブロス氏の講演。 

彼は先ずブザンヌの様々な墓に注意を喚起した後に。 

 

「ジェラールの墓は今お話ししたブザンヌの墓とは違っています。それが何を象徴しているのか

を知ることが重要です。彼は、全く新しいタイプのヨーロッパの対外関係に生き、日本で起業し、

日本を愛し、遂にはその伝統を真似て、彼自身の墓の建造にも注文を与えたのです。そうすること

によって彼は、故郷ブザンヌ村の人々の目をより広大な世界へと広げようとしたのかもしれません。

では、この『鳥居』と呼ばれる門は一体何を意味しているのでしょう。無邪気な人は、塀がないの

に何故入り口が必要なのか、と思うかもしれません。いや、実は確かに塀は存在するのです。しか

しそれは『精神的な塀』なのです。鳥居をくぐることによって世俗的領域から神聖な空間に入るこ

とになり、そこで人々に神の存在を肉体的に知らしめるものなのです。鳥居はまた、いろいろな違

いはあるにせよ、ローマの凱旋門とも比較されます。凱旋門ももともとは、宗教的な壁を通行する

ことを象徴していて、もしも人々が尊敬の念をもって神に接しない場合には、天罰が人々を襲うか

もしれないことを示すものなのです。 

鳥居の上には平行した二条の梁が貫いています。一般的には、二本の上側の方が下側より長く、
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しかも二本ともその下の通路部より幅が広くなっていて、両端が上に反っています。それは、まる

で両手を広げ、聖なるものへの畏敬の念を抱かせながら、多くの人々を迎え入れようとしているか

のようです。死者は既に聖なる存在になっているからなのです。また、鳥居の梁の下を通った先に

置かれている全てのものに対しても、私たちは宗教的畏敬の念を抱かせられるのです。 

ここで、フランスで言う『聖遺物箱』を探してみましょう。極東の仏教寺院の鳥居は、その下の

空間―これはわが国の天空の丸天井と同じ意味を持っていて『卒塔婆』と名付けられていますが―

に死者に関する記録を保存することになっています。この『聖遺物箱』は、引き出してみるには少

し乱暴な気もしますが、ここに箱のようなものが見えます。この箱は保存上の配慮から、4 本の湾

曲した台座の上に置かれていて、半球ではないけれど鍔広の帽子の形をしたものがついています。

前方には必ず灯篭が置いてあります。この灯篭は、奈良の寺院の階段の足元を照らし道を詳らかに

するあの灯篭と細部まで殆ど同じ作りのものです。奈良というのは、紀元８世紀の（我々の時代で

はシャルル・マーテルの時代にあたる）日本の都です。台座の上には次のものが積み上げられてい

きます。輪と円筒、更に輪と円筒を繰返し、算盤のような石柱、灯篭、ドーム状の笠、円筒、と重

なって、最後に小さな丸屋根で頂上を極めます。ここには世界の全てが宿っているのです。死者を

悼むこの場所で、灯篭もつ意味は明瞭です。つまり、深闇の死の世界における神への強い忠誠心を

表しているのです。フランスにも『死者たちの灯篭』という言葉がありますが、われわれも同様の

習慣を持っているのです。お互いに言葉を交わしたこともない二つの文明が偶然出会い、このよう

に非常に強い説得力によって、人間と人間との結びつきを明らかにしてくれるのです。」 

 

1997 年 9 月 21 日。ブザンヌにおけるユゲット・ギュイヤール女史の講演。 

アルフレッド・ジェラール礼賛。 

 

「人々は、深い共感を持たずして、過去のある人物に心を寄せることも、その人物の家族の歴史

に思い入れることもできません。この少年時代を終えるか終えないばかりの少年が、ランスの中心

街に住み、羊毛関連の業務に就いたことを想像してみて欲しいのです。そして、彼に課されたこの

街の狭い市民生活の中で、彼が夢見た世界の広がりと冒険を想像してみてください。そしてまた、

人々は、彼の子供時代を過ごしたラヴァンヌの夢、学校の休みに訪れたブザンヌの記憶、村を囲む

森への逃避、池での水遊び、ミュイール川の水面に写る不思議な水の特性…を想像することができ

ます。 

アルフレッド・ジェラールの生涯は田舎での少年時代の記憶に支えられています。彼の生涯には

二つの投錨地があったといえるでしょう。ひとつは「シェリュイおばさん」や従弟のガルノーテル

のいるラヴァンヌであり、もうひとつは、従弟のジェラールやクーロンのいるブザンヌでした。 

そしてアルフレッド・ジェラールは、最も価値ある領域での成功を果たし、日本では高貴な方を

友人とし、ランスでは、教養の高い人々の友でした。ランスの農業に貢献し、彼の全ての夢を実現

することになります。しかしその成功にも拘わらず、彼は社交界に安住する男ではありませんでし

た。彼は大地に留まり、思慮深い男だったのです。 

彼はまた、彼の蒐集品を多くのひとびとに開放する、寛大な男でもありました。彼の幸運も才能

も、他者への貢献に捧げられ、生涯の最後まで彼はそれに挺身しました。そして突然にして全ては

止まってしまうのです。冒険のひと、そして才能のひと、アルフレッド・ジェラールは、爆撃を受

けている養老院の地下室でその生涯を悲しくも閉じてしまうのでした。 

彼の生涯の家は全て姿を消してしまいました。横濱の家は震災で壊滅してしまいました。ランス

の家は戦災で破壊されてしまいました。また、ラヴァンヌ村もヴィトリー・レ・ランス村も 1914

年から 1918 年までの第一次大戦に壊滅的な被害を受けることになりました。 

更に悲惨なことに、アルフレッド・ジェラールとともに、彼の近親の親族であった、シェリュイ

家、クーロン家、ジェラール家の人々もこの世を去っていきました。シェリュイ家の若い少年たち

は墓石にその名を連ねることになったのです。 

そしてブザンヌでは、ジェラール家の名前は村役場の戸籍から消えることになりました。こうし

て男性の相続人は姿を消してしまいました。クーロン家についても同様です。クーロン家は、ブザ

ンヌでは 1600 年頃まで辿れる家系で、数世紀に亘って（豪農ではない）農夫、ワイン栽培者、靴
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屋、旅館経営、村会議員、検察官、また革命時の反体制市長などの職業に就いていました。こうし

た名跡でありながら、クーロン家もまた消滅してしまったのです。 

しかし、幸いなことに、クーロン家は多くの女系を維持しています。そして、戸籍の記載に従っ

てではありますが、それを数世紀に亘って辿ることができます。彼女たちの多くはブザンヌの他の

いろいろな家（経済的な意味で）に嫁いでいるため、他の親族の名前で、アルフレッド・ジェラー

ルの数多くの叔母・伯母や従姉妹たちがこの墓所にも眠っています。この事実を知らずにアルフレ

ッド・ジェラールと親族関係にあった方々が判明したことについては、マリー・フェリシー・クー

ロンのご尽力に謝辞を述べたいと思います。 

また、アラール家の方々、ブーシェ、デュクロワズィ、サクレ、ラマリィ、ダンジェ、ブロー、

ルフェーヴル、シャバノン、スイス、ゴゥシャール、フェラズが背後にお揃いです。そしてアルフ

レッド・ジェラールの親族の一人であるニコラ・ジュール・クーロンより、その功績を讃えて彼の

墓に献花を行うことと致しましょう。」 

 

（了） 


