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シュンペーターの「アンナの日記」

塩野谷　　祐一

1．シュンペーターの日記

　ハーバード大学のピュジー図書館（Nathan　Marsh　Pusey　Library；ピュジーは1953～71のハー

バード大学長）にはHarvard　University　Archivesが置かれているが，その中にJ．　A．　Sch㎜peter

（1883～1950）が残した原稿，手紙，ノート，メモなどが所蔵されている。シュンペーター文書は

163個の箱に収められているが，ほとんど未整理のままである。

　その中に20冊以上の非常に奇妙な内容と形式の日記帳がある。これは全部がひとまとめには整理

されておらず，「アニーの日記からの抜粋」（Mostly　extracts　from　Amie’s　diary）と名付けられ

た箱には10冊が入っているにすぎない。他にも同じ種類の日記帳が存在し，別のいくつかの箱の中

に散在している。アニーはアンナの略称であり，シュンペーターの2番目の妻である。結婚前の名

をAnna　Josefinn　Reisinger（1903～1926）という。

　シュンペーターの書いたものの中で、原稿として出版社やタイピストに渡すことを意図したもの

は別として，自分のために書いたノート，メモ，日記の類いは，オーストリアで用いられたGabelsberger

速記文字というもので書かれており，普通の人は読むことはできない。速記文字はとりわけ日記に

は好都合な手段である。ところが，日記に関する資料については，一部分解読がなされている。シ

ュンペーター文書の中には，シュンペーター財産管理人に宛てたErica　Gerschenkronの手紙（1958．

11．10付）があり，． ﾞ女はシュンペーターの速記文字を解読する仕事をしたいと申し出ている。これ

はシュンペーターの3番目の夫人が死んだ後のことである。Ericaはハーバード大学の経済史家

Alexander　Gerschenkron教授の夫人である。Erica夫人は日記解読の仕事を引き受けたらしく，“The

Diaries　of　Ama　Reisinger・Sch㎜1£ter：AReport　by　Erica　Gerschenkron”とし）う190ページの報

告書がシコ．ンペニター文書の中に残っている。これによってシュンペーターの奇妙な謎めいた日記

を読むことができるのである。

　しかしガ㌣シェンクロン夫人は解読を依頼された9冊（1933～1949年の日記）を見ているにすぎ

ない。これらはいずれも同じ型のハード・カバーの無地のノートブックであり，14×21cmの大きさ

である。シュンペーター文書全体を調べると，同じ型の日記が他に7冊存在する。またガーシェン

クロン夫人は，1926～33年についても同種の日記があるのではないかと推測しているが，事実シュ

ンペーター文書の中にそれらが存在する。それらはポケットに入る大きさの手帳である。

　シュンペーターの妻アンナは彼との結婚以前から日記をつけていたが，私がここでシュンペータ

ーの「アンナの日記」と呼ぶものは、彼がアンナの日記を写本すると同時に，自分の記述を加える

ことによって彼自身が書いた日記である。彼はこれを1926年のアンナの死とともに書き始め，彼が

死ぬまでの25年間継続した。これはシュンペーターの知られざる精神生活のパターンを示すものと

して興味深い。シュンペーターが1926年以前に普通の白記をつけていなかったとはいえないが，彼

の奇妙な日記はアンナの死とともに始まり，1932年に彼がボンからハーバードに移って以来，日記

のつけ方はいっそう恒常的な形に固定された。以下では，速記文字の解読についてはガーシェンク
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ロン夫人の報告に依拠して，シュンペーターの精神生活の内奥の一端を窺うこととし牽い。

　シュンペーターが書いた「アンナの日記」は次の通りである。

1．小型手帳

　　1．オリジナルな写本日記帳

　　2．　1932．　9．　14～1932．　11．　4

　　3．　1932．　11．　5～1933．　2．　6

11．大型日記帳

　　1．　1933．　2．　7～1933．　6．　25

　　2．　1933．　6．　26～1933．　11．　19

　　3．　1933．　11．　20～1934．　5．　6

　　4．　1934．　5．　7～1934．　9．　23

　　5．　1934．　9．　24～1935．　2．　3

　　6．　1935．　2．　4～1935．　6．　15

　　7．　1935．　6．　16～1935．　10．　6

　　8．　1935．　10．　6～1936．　1．　26

　　9．　1936．　1．　27～1936．　5．　17

　　10．　1936．　5．　18～1936．　9．　6

　　11．　1936．　9．　7～1936．　12．　27

　　12．　1936．　12．　28～1937●　5．　16

　　13．　1940．　1．　8～1941．　11．　4

　　14．　1941．　11．　5～1943．　10．　5

　　15．　1943．　11．　11～1946．　10．　1

　　16．　1946．　10．　2～1949．　11．　26

2．シュンペーターとアンナ

　この日記について語るために，シュンペーターの生涯のうちとくにアンナとの関係について簡単

に述べておくことが必要である。シュンペーターについての本格的な伝記研究はまだ書かれていな

い。「アンナのB記」はシュンペーターの人生の一側面について新しい知識を与えてくれると思われ

る。それは一側面ではあるが，長期的に持続した生活のパターンであった。シュンペーターの学問

的著作活動の側面は除き，彼の外面的な生活の歴史を示すと次のようである。

1883Joseph　Alois　Schumpeterはオーストリア・ハンガリー帝国に生れる（2月8日）。出生地

　　　はモラヴィア地方のTモe首t’という小さな町（ドイツ語ではTriesch）であり，現在チェコス

　　　ロヴァキアに属する。父は織物工場主。

1887　父死去（32才）。

1893母はオーストリア陸軍中将Sigismund　von　K61erと再婚。シュンペーターはウィーンのエ

　　　リート校のテレジアヌムに入学。

1901　同校卒業。ウィーン大学入学。

1906　同大学卒業。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一



1907

1908

1909

1911

1919

1920

1925

1926

1932

1937

1950

1953

イギリス人Gladys　Ricarde　Seaver（36才）と結婚（短期間で別居。1920年に離婚）。

カイロの国際裁判所に勤務。

チェルノヴィッツ大学教授。

グラーツ大学教授。

オーストリア大蔵大臣（3月から10月まで）。

ビーダーマン銀行頭取（1924年に破産）。

ボン大学教授。A㎜a　Josefinn　Reisinger（22才）と結婚（11月5日）。

母死去（6月22日）。A㎜a死去（8月3日）。

ボンを出発（9月14日），ボストン到着（9月25日）。ハーバード大学教授。

Elizabeth　Boody　Firuskiと結婚（8月16日）。

シュンペーター死去（1月8日）。

シュンペーター夫人死去（7月17日）。

　さて，アンナは1903年3月22日ウィーンに生れた。父親はシャンデリアなどの装飾品の店を開い

ており，家族はシュンペーターおよびその母と同じアパートに住み，そのアパートの管理人をして

いた。ウィーンのAlbertgasse　13である。彼女は15歳の時からHypothekenbank（不動産銀行）に

勤めるかたわら，商業学校に通い，また大学の外国語課程に席を置き，英語，フランス語，スペイ

ン語，イ．タリア語を学んだ。またヴァイオリンを習い，芸術に関心をもっていた。1920年6月，第

1次大戦後の混乱の中で彼女は2年間勤務した銀行の職を失った。アンナの書いた日記の中にシュ

ンペーターの名は1920年5月26日に初めて現われている。彼はその前年に7カ月間大蔵大臣をして

いた。彼はアンナのためにAnglobank，　Depositbankなどに推薦状を書くが，成功しなかった。1920

年9月シュンペーターは別のアパートに移る。Strudlhofgasse　17である。

　アンナにはエミリーという妹がいたが，伯爵夫人の小間使いに出る。アンナも職が得られず，1921

年5月がら2．年半の間フランスめ田舎で女中として働くことになる。これは辛く惨めな生活であっ

た。1923年秋，彼女はウィーンに戻り，同年の大みそかにシュンペーターと再会する。彼女はやが

てRothstein　Firmaという会社に職を得る。

　1925年5月シュンペーターはアンナに求婚する。7月から8月にかけて2人はイタリアに旅行す

る。10月にシュンペーターはボン大学教授のポストを手に入れる。11月5日結婚。2週間のイタリ

アへの新婚旅行ののち，2人はドイツで新しい生活を始める。シュンペーターは42才，アンナは22

才であった。彼の最初の結婚に破れてから，約15年ぶりのことである。

　ボンでの生活が1年もたたないうちに悲劇が訪れた。6月22日ウィーンでシュンペーターの母が

死ぬ。アンナは出産を間近にして出血を経験する。出血は2週間以上止らず，アンナは8月3日男

の子を生むと同時にこの世を去った。子供も3時間余で死んだ。シュンペーターは息子にJoseph

Schumpeterと命名した。

　2人はボンのPoppelsdorf墓地に葬られた。シュンペーターの死後も，彼の3番目の夫人の依頼

でアンナの妹とその娘の手によって墓は維持されたが，彼女の死後，1976年に墓地との契約が切れ，

中止された。特徴的な形をした墓石は現在そのまま残っているが，シュンペーター夫人の名は削り

取られ，違う人の墓となっている。
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3．アンナの日記の写本

　アンナは1919年1月4日から1926年7月31日まで，すなわち16才から23才で死ぬ直前まで日記を

つけていた。この日記そのものはシュンペーター文書の中には残されていない。アンナの妹のEmillie

Krassniggがそれを所有していることが分っている。シュンペーターは当然それを見ることができ，

彼女の死後，その日記の全部を1冊の手帳に書き写した。これをオリジナルな写本日記帳と呼ぼう。

これは既製の日付入りの日記帳であって，15×10cmの大きさである。1ページに2日分の欄がある。

シュンペーターは特定の日付の欄に，1919～1926年の7年間の同じ日の日記を記入した。例えば，

1月22日を取ってみると，1月22日の欄に1919～1926年の1月22日にアンナが書いた日記を書き写

すのである。最初の行は1926年のもの，次の行は1925年のものというふうに1919年に至る。各年の

記述はいずれも1行か2行である。アンナ自身の記述がきわめて簡単なものであったか，あるいは

シュンペーターが要点となる文章だけを取ったのかもしれない。

　アンナ自身による日記の記述は大部分ドイツ語であるが，英語やフランス語も書かれている。ア

ンナがフランスで暮らしていた時期の日記はフランス語で書かれている。シュンペーターの写本は

恐らく原本に忠実なためであろう，誤りもそのまま写されている。日記の写本の部分は速記文字で

はない。

　シュンペーターは日記の文章をそのまま繰り返しただけではない。彼自身の付加がある。アンナ

が何も書いていない時には，自分の記憶によってその日の出来事を書いたり，一緒に入ったレスト

ランの名前を訂正したりしている。

　シュンペーターは記念すべき日を持っていた。母とアンナの誕生日や命日，結婚記念日などがそ

れである。これらの日の欄には丸印や十字架が特筆大書されている。

　このようにオリジナルな写本日記帳には26，25，……19という年号の見出しから始まって，アン

ナの日記が細かく写されている。その上に若干の空白が残されていて，シュンペーターはアンナの

死後，こんどは自分の日記を記入していこうとした。1927年，1928年の分は1926～19年の分の上に

書かれているが，それ以後は書くスペースがなく，欄外に書かれている。アンナの死の直後の記述

は狂乱と悲歎の中で書かれ，鬼気迫る感じを与える。

　日記の写本によってシュンペーターは何を意図したのであろうか。おそらく彼は愛する妻との思

い出を彼女自身の言葉によって毎日反平していたのであろう。しかも毎日，1920～26年の7年分の

思い出を重層的に偲んだのである。7年間の毎日を彼女とともに再び生活したといってよいかもし

れない。最初写本は鉛筆によって書かれたが，数年間毎日日記帳として使用されると字がかすれて

来たのであろう。すべての文字がペンによってなぞられている。この1冊の手帳はシュンペーター

の全所有物の中で最も手垢た染まり，ボロボロになっており，彼の恐ろしいばかりの執念が窺われ

る。

　やがてこのオリジナルな写本日記帳が新しい書き込みを許さなくなると，シュンペーターは別の

方式を考え出した。まず第1に，彼は別の手帳を使って，毎日7年間のその日のアンナの日記を写

したのである。方式は前の手帳と同じであるが，毎日1919～1926年のその日の分を写本し，その年

の記述を1行加えるのである。こうなると，「アンナの日記」の写本は毎年ふえていくことになる。

この新しい方式の採用は1932年9月14日目始まっている。これはシュンペーターがボンを去り，イ

ギリスを経由してアメリカへ向つた日と一致している。このことは，彼が新しい生活を迎えるに当

って，妻との対話について新しい心構えを用意したことを物語っている。
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　新しい方式による手帳大の「アンナの日記」は，1932．9．14～1932．11．4と1932．11．5～1933．2．

6の2冊である。手帳大の日記としては，この時期についてこの他に1931．8．3～1932．6．26，1932．

8．7～1932、8．28，1932．9．12～1933．1．29の3冊が残されているが，これらはのちに述べる「週

末点検」用の自分の日記であり，シュンペーターが1932年9月14日のボン出発を期して「アンナの

日記」を毎日写すという日課を始めたことが明らかである。

　第2に，シュンペーターはハーバードに着任したのち，しばらく上述の方式を続けたが，1933年

2月7日から大型ノートに切り換えた。このノートが16冊残っている。． ﾅ後の記述は1949年11月26

日である。毎日1ページが使われ，見開き2ページのうち右側のページのみが使われている。1933～1937

年の期間，写本は1日の休みもなく続けられ，平均して1年に3冊を要している。1937～1940年の

ノートは存在しない。1940年以後のノートは残っているが，数年で1冊というペースに落ち、毎日

の記述はもはやなく，書かれているのは記念日だけである。1937～1940年の日記がどこかに散逸し

た可能性もあるが，シュンペーターがこの期間書かなかった可能性も強い。シュンペーターは1937

年8月に10年をこえる独身生活にピリオドを打ち，Elizabeth　Boody　Firuskiと第3の結婚をした

からである。例外は1948年の1カ月半であって，毎日の記入がある。この間エリザベスはガンで入

院した。最後の巻になると，記入はシュンペーターの旅行の日と一致しており，旅先で写本を続け

たことが想像される。

　このようにして，アンナの日記の写本という日課は，シュンペーターがヨーロッパを去る日から

始まった。アンナの死後ボンに生活している数年間は，シュンペーターは妻への思い出が失われぬ

ように，いわば日記を胸に秘めて生きていた。2人がともに生活したヨーロッパを離れたあとは，

シュンペーターは時間と空間の距離の拡大に抵抗するかのように，日々の写本を始めたのである。

オリジナルな写本日記がボロボロになっているのは，それが1926年以後25年間にわたって毎日のよ

うに手に取られていたからであろう。

4．祈りの言葉

　写本が大型のノートで行われることによって，新しい要素が含まれることになった。シュンペー

ターが日記の写本を毎日の日課としたことは，彼の生活を知る上で意味があるとしても，アンナの

書いたB記そのものはたわいのないものである。しかし，日記に書き込まれた彼自身の叙述は精神

状態を示すものとしてきわめて面白い。

　大型ノートの各ページはほとんどつねに同じ祈薦の言葉で始まっている。

・“ nMutter　und　Herrin，　o　seid茸ber　mir！”

　（母と妻よ，私の上にあらせ給え！）

　これは8個の速記文字で書かれ，全体が下から楕円形に囲まれている。

　ついでであるが，シュンペーター文書にはハーバードでの講義録が残っている。これはきちんと

したノートではなく，彼の有名な黄色のメモ用紙がたばねられているにすぎない。そこに講義の要

点が個条書きに書かれており，1回の講義はハガキ2枚分ぐらいの大きさの黄色の用紙で数枚であ

る。毎回の講義メモの最初のページには，必ず冒頭部にマルで囲んだ速記文字が8個並んでいるが，

これは「アンナの日記」の祈濤と全く同じ速記文字であり，シュンペーターは講義を準備するに当
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っても母と妻に祈りの言葉を捧げることから始めたのである。

　次に「アンナの日記」の2行目には，悩み事や願い事がやはり速記文字で書かれている。平門頃

は日々の仕事について救いと助けを求めている。原稿が旨く書けるようにとか，講義が旨くできる

ようにとか，仕事がよくできるようにとか，健康でいられるようにといった具合である。また仕事

が好調のときには，感謝の表現も多い。のちになると死への恐怖が現われてくる。第3の妻の病気

の回復をアンナに祈っていることもある。具体的な願いのない日もあるが，第1行目を欠かした日

はない。母をMami，　Mama，妻をHasi，　Weibiと呼ぶこともある。2人はシュンペーターにとって

いわば守護神であった。

　祈りの言葉のいくつかを時期を追って挙げてみよう。

“OMutter　und　Herrin－o　seid韻ber　mir

Und　habt　Dank　ftir　alles！”（1933．7．珍6）

（母と妻よ，私の上にあらせ給え。すべてに感謝します！）

“OMutter　und　Herrin　　verzeiht　mir

Seid“ber　mir　und　leuchtet　mir　auf　meinem　Wege！”（1933．8．7）

（母と妻よ，私をお許し下さい。私の上にあって，わが道を照らし給え！）

“OMutter　und　H：errinr－o　seid　mit　mir，　Uber　mir

Und　habt　Dank　fUr　alles！”（1933．9．16）

（母と妻よ，私と一緒に，私の上にあらせ給え。すべてに感謝します1）

“OMutter　und　Herrin－o　seid　Uber　mir

Und　lasst　mich　nicht　blamieren　in　der　Mathematik．”（1933．10．1）

（母と妻よ，私の上にあらせ給え。数学で私が恥をかくことのないように。）

、“ nMutter　und　Herrin－o　seid菰ber　mir！

Und　macht　alles　gut　und　schUtzt　mich　vor　den　Folgen　meiner　Torheit！”（1933．10．3）

　（母と妻よ，私の上にあらせ給え。すべてが旨く行きますように。私の愚行の帰結から守り

　給え！）

“OMami　und　Has　habt　Dank，　dass　ich　noch　so　arbeiten　kann　und　erhaltet　mir　das！”

（1933．10．22）

（母と妻よ，まだ仕事が出来ることを感謝します。この状態を続けさせ給え1）

“OMutter　und　He士rin，　o　mein　Licht　und　Heimat

Habt　Dank　fUr　die　Woche

Und　lasst　FrUchte　tragen，　was　ich　tat！”（1933．10．29）・

（母と妻よ，私の光，私のふるさとよ。今週に感謝します。私の仕事に対して実りをもたら

　し給え！）
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“Ohabt　Dank，　meine　Hasen，　dass　ich　arbeiten　durfte

Und　dass　meine　2　Reden　nicht　zu　schlecht　waren．”（1933．9．．19）

（妻よ，仕事が出来たこと，2つの講義があまり悪い出来でなかったことに感謝します。）

“OMami　und　Annerl

Habt　Dank　und　helft　mir　weiter．”（1933．8，17）

（母と妻よ，感謝します。私をさらに助け給え。）

“OMutter　und　Herrinr一一一〇helft．”（1934．4．15）

（母と妻よ，助け給え。）

“OMutter㎝d　Herrin　wasi㎜erI㎞wollt－
Nur　bleibt　mir　nah！”（1934．5．27）

（母と妻よ，御心のままに。私のそばにとどまり給え。）

“OMutter　und　Herrin－

Habt　Dank　fUr　diese　fr6hhiche　und　arbeitsreiche　Woche

Und　ftir　Gesundheit　und　Kraft．”（1934．11．11）

（母と妻よ，このかぐわしき，充実した週に感謝します。そして健康と力に感謝します。）

“OMutter　und　Has一一habt　Dahk　fUrサieles　Sch6ne，

Aber　bitte，　bitte　Helft　mir　in　der　Arbeit　weiter！”（1935．2．17）．

（母と妻よ，多くの美しきものに感謝します。どうか，どうか私の仕事をさらに助け給え。）

“OMutter　und　Herrinr－o　seid　Uber　mir！

Im　Elend！”（1935．8．18）

（母よ妻よ，惨めな私の上にあらせ給え！）

“OMutter　und　Herrin，

Oseid　bei　mir　in　Versinken！”（1935．9．15）

（母よ妻よ，落ち込んでいる．私のそばにあらせ給え！）

“OMutter　und　Herrinr唄）helft，　wem　Ihr　wollt，

Oder　lasst　mich　sterben－j　edenfalls，　wem　ich　nicht　mehr　meine　Arbeit．tun　kann．”

（1936．10．1）

（母と妻よ，御心のままに助け給え。仕事が出来なくなった時には，．死を与え給え。）

“Ohabt　Dank　meine　Hasen㎜d　gebt　mir　Kraft！”（1936．10．4）

（母と妻よ，感謝します。私に力を授け給え！）
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“OMutter　und　Herrin－habt　Dank　fUr　alles

Und　gebt　mir　Trost　und　Kraft！”（1936。10．18）

（母と妻よ，すべてに感謝します。私に慰めと力を与え給え！）

“OMutter　und　Herrin－bleibt　mir，　was　Ihr　immer　wart，

Mein　Anker　in　dieser　W「elt．”（1942．10．15）

（母と妻よ，これまでのように，この世における私の錨であり給え。）

“OMutter　und　Herrin－helft，　helft　ich　vertrottle　ja．”（1945．9，7）

（母と妻よ，助け給え，助け給え，私は頭がすっかり馬鹿になった。）

“OMutter　und　Herrin一一〇seid　Hber　mir

Und　in　meiner　Schwache　bewahrt　Eure　Macht．”（1946．10．1）

（母と妻よ，私の上にあらせ給え。私の力の足らざる時，汝の力を試し給え。）

“OMutter　und　Herrin一一erba㎜t　Euch

Und　erhaltet　mir　die　Gefahrtin，　die　Ihr　mir　gabt．”（1948．9．10）

（母と妻よ，哀れみ給え，．汝から授かりし伴侶を守り給え。）

“OMμtter　und　Herrin－macht　mir　die　Gefahrtin　gesund

Und　bewahrt　mich　vor　dem　bδsen　Krebs．”（1948．10．13）

（母と妻よ，わが妻に健康を与え給え。悪しきガンから私を守り給え。）

“OMutter　und　Herrin－helft　mir　durch　ohne　Zusammenbruch．

Heilige　Herrin，　sei　tiber　mir．”（1949．11．1）

（母と妻よ，絶えず私を助け給え。聖なる妻よ，私の上にあらせ給え。）

5．思い出の言葉

　祈薦の言葉に続いて，シュンペーターは思い出の言葉ともいうべきものを速記文字で書いている。

これらの言葉はシュンペーターとアンナとの間の会話，アンナからシュンペーターへの手紙，アン

ナの日記などから取られたものである。多くはアンナの語った愛の言葉であり，2人の生活を思い

起こす重要なよすがとなったものであろう。たとえば，次のような言葉がある。

‘‘ hch　bin　so　glUcklich　bei　dir．”　（1934．10．19）

（私はあなたのそばにいる時，とても幸せです。）

“Du　bist　nun　mein　erster　und　letzter　Gedanke．”（1945．10．5）

（あなたはいま私の考えのすべてです。）
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“Mein　Leben　sei　ein　Gebet　zur　dir．”（1945．10．6）

（私の人生はあなたへの祈りでありたい。）

　これらは，．アンナがその日にシュンペーターに対して語った言葉，あるいは手紙で書き送った言

葉である。

“Bom　erobert　Freude

Es　war　in　Bonn　am　Rhein

Deine　Braut．”（1936．10．5）

（ボンを征服した一一歓喜。ライン湖畔のボン。あなたの花嫁。）

10月5日という日付は，シュンペ「ターのボン大学就任が決った1925年10月5日を指している。

“Je　voudrais㎝e㎡ant　co㎜e　Frangois，　mon　dieu，　un　enfant　co㎜e　ga，　po肛ga　je

pourrai　travailler，　souffrir　et　tout．”　（1945．3．17）

（私はフランソワのような子供が欲しい6．そんな子供のためなら，働くことも我慢すること

も何でもできる。）

　フランソワというのはアンナがフランスで女中として面倒を見た子供のことである。アンナの願

いを示すこの言葉は，非．常にしばしば日記の中で繰り返されるテーマとなっている。シュンペータ

ーはこのみたされざるアンナの願望に同感することによって，彼女の不欄さを悼んだのであろう。．

次の言葉も同様である。

‘‘ kieber　nicht　heiraten，　als　kein　Kind　haben．”　（1941．11．6）

（子供がないなら，結婚しない方がよい。）

‘rLieber　trennen，　als　kein　Kind．”　（1935．8．12）

（子供がないなら，．別れた方がよい。）

　シュンペーターは大蔵大臣や銀行頭取の経歴において失敗したあと，学界に復帰しようとしてい

たとき，．東大経済学部の外人教師の職をオッファーされた。1924年の12月から1925年の1月にかけ

て，当時東大教授であった河合栄次郎がウィーンでシュンペーターに直接交渉をしている。シュン

ペーダーはこれに乗気になって，肯定的な反応を示した。この間の事情が次のアンナの言葉に表わ

れていて面白い。1925年の5月ごろ，．シュンペーターはアンナにプロポーズしながら，日本へ行く

話をアンナにしていたように思われる。彼はこれを思い出の言葉として記憶．している。

“Man　heiratet　den　Mann　und　nicht　die　Ste11ung．

Sie　wollen　mich　heiraten，　wem　Sie　hier　bleiben

Und　nicht，　wenn　Sie　nach　Japan　gehen，　was　macht　es　aus～”（1934．5．28）
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（人は地位と結婚するのではなく，人間と結婚するのです。あなたはここにいれば私と結婚

するといい，日本へ行ってしまえば結婚しないという。それはどういうことですか？）

　祈りの言葉と思い出の言葉の次に，その年の年号のもとにシュンペーター自身の言葉が速記文字

で書かれている。これもパターン化された文章であって，ほとんど同じものが毎日繰り返されてい

る。1930年代の日記に書かれているのは次のようなものである。

“OMutter　und　Herrin　und　Has一一GIUck　und　Freude　meines　Lebens！”

（母と妻よ，私の人生の幸福と歓喜を！）

1940年代には次のものに変っている。

“OMutter　und　Herrin　und　Has－GIUck　und　Freude，　Sinn　und　Stolz！”

（母と妻よ，幸福と歓喜，意味と誇りを！）

6．週末点検

　「アンナの日記」の各週末の日曜日には，Wochen茸berschau（週末点検）と名付けられた特別の

1ページがある。この記述はすでに1931～1933年の小型の手帳の中で別個に行われていた。1931年

以前にこの習慣がなかったとはいえないが，アンナの日記を毎日写本する習慣に先立ってこれが始

められており，大型のノートを使うようになると，アンナの日記と週末点検とが同じノートの中に

書かれるようになった。しかし，上述のようにシュンペーターがアメリカで再婚したのち，「アンナ

の日記」は毎日の日課ではなくなり，週末点検もなくなる。

　週末点検というのは，1週間の仕事や生活の内容を要約すると同時に，仕事の出来栄えを1日ご

とに振り返って評価するというものである。委員会，会議，講義，学生の相談，友人との会食，音

楽会，ノルウェー語や数学の勉強，ギリシャ語の読書などの記録がある。興味深いのは申分の仕事

の採点である。彼は自己に対して非常に厳しく，自分の仕事に溝足していなかった。

　採点は1から0までで，中間は分数で表わされている。7B間の評点を総括して1週間の評価も

行われ，最後の行に書かれる。週全体の評価はほとんど0か壱だが，たまにfu11（満点）の評価があ

り，そういう時には，彼は「できる限りのことをした！」と述べ，守護神への感謝の言葉を記して

いる。記入はほとんどすべてドイツ語か速記文字である。

　ゼロにも3種類があり，分は「何も仕事をしないこと」を表わし，◎は「別の仕事日とあわせな

ければ，それ自身では分数にならないもの」，Oはとくにひどいゼロを表わすとされている。旅行を

していれば当然仕事はできないが，そのときシュンペーターは〈〉と記録する。しかし同時に，“Mais

ga　valait　la　peine”（しかし，これは懲罰に値する）と書いている。

たとえば，1933．10．9～10．15の1週間は

　　0，暑一，0，÷，壱，一彦，｝。　全体の評価はfu11。

1933．11．13～11．19の1週間は
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0，壱，0，0，去，0，÷。　全体の評価は吉。

1934．2．12～2．18の1週間は

　　0，÷，0，参吉，1，号。全体の評価はf・11。

　採点と同時に，シュンペーターは自分の気持ちを率直に書きつけている。1932年にアメリカに移

って以来，シュンペーターは『景気循環論』（1939年出版）と『貨幣の本質』（死後出版）の執筆に

取り組んでいたから，その仕事の進捗ぶりないし停滞ぶりが一貫して問題とされている。思うよう

に仕事が進まないいらだちと同時に，孤独感，無力感，絶望感がこの時期の基調となっている。そ

れに比例して，母と妻に助けを求める祈りの言葉はますます真剣さを帯びている。

“Die　Woche　hat　recht　viel　gegebenr一一doch　war　ich　traurig　und　mutlos，　mir　war　recht

jammerlich　zu　Mute．”（1934．4．16～4．22）

（今週は実に多くの勉強をした。しかし悲しく，意気消沈。まったく惨めな気持。）

－“jeine　Spur　von　Behagen！Nur　Qualerei　uhd　ziemlich　fruchtlose　Arbeit．”（1934．5．

21～5．27）

　（少しの愉しみもなし！苦しみのみ多く，実りなき仕事。）

“Wieder　eine　Woche　verflogen　in　Anstrengung　und　zweifellos　mitunter　Verzweiflung．　Die

Vヴoche　endete　mit　disconcertingly　kleinem　Resultat　und　der　bangen　Frage，　ob　mein　Hirn

wirklich　nicht　mehr　kann一一一sich　nur　in　Kreise　dreht－doch　nicht　ganz　ohne　Erfolg．”

（1936．10．19～10．25）

（また今週も緊張と絶望のうちに過ぎ去った。何の結果もなく，ただ堂々めぐりをしている

だけで，私の頭はもう働かないのではないかとdう不安な問いが残った。）

7．結び

　風変りなシュンペーターの「アンナの日記」は何を意味するだろうか。

　第1。彼が経済学について猛烈な勉強をし，該博な知識を得ていたことはよく知られている。「ア

ンナの日記」は，私生活の隠れた側面においても，彼がエネルギーの浪費家であったことを示して

いる。

　ハーバードの同僚であった4人の教授（ババラー，ハリス，レオンチェフ，区一ソン）は，彼の

死後，教授会の追悼記録の中でこう書いている。「限りなき天賦のエネルギーを与えられていたかに

見えるシュンペーターは，またそれを惜しみなく使った人でもあった。彼はつねに学生の相談相手

となり，世界各国から集まる若い学者に助言と指導を与えるために多くの時間を捧げた。……活力

は彼の生命であったが，その惜しみなき浪費もまた彼の特徴的な生き方であった。」（S．E．　Harris，

ed．，　S6勧吻碗κSoo勿1　So纏’蹴Harvard　University　Press，　Cambridge，　Mass．，1951，　p．　x．）

　シュ．ンペーターが多忙な日々の中で，毎日経本を写すような日課をもっていたのは驚きである。
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たとえそれを書くのが長時間を要するものではなかったとしても，それは彼の意識の上で大きな地

位を占めていた。それはシュンペーターの生活におけるいわば宗教的な要素で・あった。

　第2。もちろんこのような写本は孤独な彼にとって悲しみの中の慰めであったに違いない。愛す

る妻との過去の日々の追憶に浸ることは，彼にとって唯一の心の安らぎの源であったろう。妻との

生活は1年足らずであったが，結婚とボン大学就任とは，シュンペーターにとって第1次大戦後の

挫折を清算し，新しい生活を切り開く足掛りとなるべきものであった。それだけにアンナの死は彼

を奈落の底に突き落した。そして毎日の写本を通ずる妻への語りかけによって，彼は不閥な妻に対

して，限りない愛惜の情を捧げたのであろう。

　第3。シュンペーターは日記の写本によってたんに過去の追懐に逃避するだけではなかった。彼

はすでに20歳台において『本質』，『発展の理論』，『学史』の3部門を完成し，早熟の天才として世

界の経済学界に登場していた。若くして名声を確立した人間にとっては，いっそうの業績をあらわ

すことによって人々の絶えざる賞讃を得なければならない。シュンペーターは人の意表をつくよう

な派手な言動をするショーマン的気質の持ち主であったが，その反面，向上のために自己た鞭打ち，

秘かに懸命の努力を払うと同時に，焦燥と苦衷にさいなまれる弱い人間的側面を持っていた。

サムエルソンはこう書いている。「一所懸命に勉強をしていないようなふりをするのが，シュンペ

ーターのポーズであった。彼はいつもハーバード大学のキャンパスの向いにある評判のよくない“マ

ール喫茶店”でコーヒーを飲みながら時間を過ごしたり，時間をさいて馬鹿な連中と喜んで会ってい

た。大学院のうら淋しい中庭では需要が直ちに供給を生み，シュンペーターの研究室の控室は，フ

ロイトの部屋がそうであったように混み合っていた。シュンペーターが執筆をしたのは夜と週末で

あった。／彼は激しい努力家であった。学問的業績への野心と学者としての不朽の名声への欲求に

よって駆り立てられ，シュンペーターは芝居がかった言動の裏では，日々自分を採点し，日々力不

足を感じていた。彼の基準は高く，彼の望みは飽くことを知らなかったから，どんなに書きまくっ

ても彼の欲求をみたすことはできなかった。」（P．A．　Samuelson，“Schumpeter’s　Capitalism，　Socialism

and　Democracy，”AHeertje　ed．，、So勿〃ψθホ8γ苫跳ガ。η，　Praeger，　N．　Y．，1981，　pp．1～2．）

　とくに1930年代に入り，ケインズが，資本主義経済の変動を解明するというシュンペーターと同

じテーマについて傑出した業績を挙げ，『貨幣論』と『一般理論』を出版したとき，シュンペーター

は完全な敗北感を味わっ々。その結果，妻と母への祈りは助けを求める悲壮な叫びとなった。「アン

ナの日記」は彼の孤独と苦悩の研究生活を支える心の秘密であった。

　第4。シュンペーターがインフェリオリティー・コンプレックスを抱いていたのは，数学と貨幣

論であった。彼は早くから経済学における数学の使用を擁護し主張する理論経済学者として出発し

たが，自分自身は数学的なモデルを展開することがなかった。もちろん彼は数学の勉強に多くの時

間をさいたが，景気循環・多部門・貨幣的要因を含む経済発展という彼の大きな問題を処理するた

めの数学的な方法を見出すことができなかった。またシュンペーターにとって；・貨幣的要因は企業

者の革新活動を遂行するためのメカニズムであり，経済変動を説明する枠組みとしてとらえられた

が，貨幣理論の分野におけるケインズの業績が一足先に一世を風靡した。

　アメリカにおける最初の7年間の悪戦苦闘のすえ，シュンペーターは『景気循環論』を世に送っ

た。ケインズのト般理論』が熱狂的に受け入れられるなかで，シュンペーターの書物は学界の注

目を惹かなかった。またシュンペーターは同じ時期に『貨幣の本質』と題する貨幣論の原稿をほぼ

完成したが，結局のところ出版を断念した。アメリカに来て以来取り組んできた2っの仕事にこう

した不満足な形で決着をつけたあと，シュンペーターは1940年代には劣等感に悩まされることなく，
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自分の才能の最も優れた分野で仕事をすることになった。1つは，経済発展を包摂する全体として

の資本主義の社会文化発展の分析であり，もう1つは，経済学史の研究である。前者は『資本主義・

社会主義・民主主義』として大きな成功を収めた。後者は1914年にドイツ語で出版した『経済学史」

の英訳を意図したものであったが，結局膨大な『経済分析の歴史』としてまとめられ，死後出版に

よって不朽の権威的著作となった。

　1940年代の時期の「アンナの日記」には，以前のような苦しいあがきの声はほとんど見られない。

仕事の面でシュンペーターははるかに充実した，自信の持てる生活を送ることができたのであろう。

また1937年に第3の結婚生活に入ったシュンペーターは，以前のような孤独感からも離脱したので

あろうか。「アンナの日記」そのものが次第に書かれなくなっていく。ただ40年代の末になって，妻

がガンの病魔に犯されていることを知り，再び守護神に祈るシュンペーターが現われる。シュンペ

ーターの「アンナの日記」は，彼の著作を含む外面的な活動からは知りえない心理を映す鏡として

重要な資料である。

（一橋大学経済学部教授）
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