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翻　訳

Ｌｕｄｗｉｇ　Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ： Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ

　　　　　Ｍａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９

飛　田　就　一

１　この翻訳は，Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｒｕｓｓｅ１１，Ｋｅｙｎｅｓ　ａｎｄ　Ｍｏｏｒｅ ，Ｅｄ１ｔｅｄ　ｗ１ｔｈ　ａｎ　Ｉｎ

ｔｒｏｄｕｃｕｏｎ　ｂｙ　Ｇ　Ｈ　ｖｏｎ　Ｗｎｇｈｔ，ａｓｓ１ｓｔｅｄ　ｂｙ　Ｂ　Ｆ　ＭｃＧｕｍｎｅｓｓ，◎Ｂａｓ１１Ｂ１ａｃｋｗｅ１１１９７４を底本と

し， その１０５ぺ 一ジから１４１ぺ 一ジまでの部分の全訳である 。なお，Ｌｕｄｗ１ｎｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ　Ｂｒ１ｅｆｅ

Ｂｒ１ｅｆｗｅｃｈｓｅｌｍ１ｔＢＲｕｓｓｅ１１

，ＧＥＭｏｏｒｅ，ＪＥＫｅｙｎｅｓ，ＦＰＲａｍｓｅｙ，ＷＥ
ｃｃｌｅｓ，ＰＥｎｇｅ１ｍａｍ

ｕｎｄ　Ｌ　ｖｏｎ　Ｆ１ｃ
ｋｅｒ ，Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｂ　Ｆ　ＭｃＧｕｍｎｅｓｓ　ｍｄ　Ｇ　Ｈ　ｖｏｎ　Ｗｒ１ｇｈｔ ，◎Ｓｕｈｒｋａｍｐ

Ｖｅｒ１ａｇ　Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ　ａｍ　Ｍａｍ１９８０に収録されている当該部分のトイノ語文を参考にした 。

２ＷｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎとＫｅｙｎｅｓ，この哲学者と経済学者との組み合わせは，いささか奇異の感を与える

かもしれないが，それぞれが，専門領域においてだけでなく ，今世紀の学問上，思想上に革命的な

イムパクトを与えている ，という点での共通性をもっ ている 。

３　この翻訳が，私的な手紙という性格上，直接，一般的には学問研究上に積極的な意義をもつとは

考えにくいが，この哲学者と経済学者との交わりの事実の一端をうかがうことはできるし，すくな

くともＷｉ仇ｇｅｎｓｔｅｉｎ 研究にとっ ては，無意味ではない 。

　人名 ・地名 ・書名などの固有名は，片仮名表記にしないで，原表記のままにしておいた 。

　原文でのイタリッ ク体は日本語文では傍点をつけた 。

　Ｋ．１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｖ．Ａ１ｌｅｅｇａｓｓｅ１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．１ ．１３
．

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　ご親切なお手紙，ありがとうございました。あなたのお手紙を受け取るまえに私は，あらゆる

種類の困 った問題が本国にありますので，学期が始まるまでには，あるいは始まっ てからでない

とイキリスに帰れないだろう ，ということをあなたにお手紙しようと考えていました。　　あな

たがちょうどＭｃＴａｇｇａ血からや ってこられて，そのとき私のことをお考えになっ ておられたと

き， あなたが哲学を誹誇しておられたのを，私は弁護いたします。あなたのおぐあいがいいこと

をお聞きしまして，たいへん嬉しく思います 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ　Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ

（８８１）
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Ｋ． ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍ１ｄ１ａｎｄ　Ｈｏｔｅ１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｎｃ
ｈｅｓｔｅｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２．　６ ．　１３
．

Ｋｅｙｎｅｓオ羨

　あなたはたぶん覚えていらっしゃると思いますが，私がＫｍｇ’ｓ　Ｃｏ１ｌｅｇｅの研究基金　　あな

たがそれをなんとお呼ぴになろうとも　　に対して ，Ｊｏｈｎｓｏｎ にそれを与えるために，なにがし

かのお金を提供したい，といつでしたかお話ししたことがありました。私はそのとき ，その基金

の金額をいちどかぎり与えるのか，それとも毎年２００ポンドを与えるのかどうか，については決

めていませんでした。後者の方法は，私にとりましては断然，最も都合のよい結果になるという

ことがわかりました。ところで私にはそのお金を，いつ，どなたに送 ったらいいのかなどがわか

りません。この問題についてこ存知なのはあなただけですし，私の知人のほかのどなたにもお話

しするつもりはございませんので，あなたの助言を求めざるをえません。１０月までに，もちろん

私はそのときまではＣａｍｂｒ１ｄｇｅ に滞在しているでしょうが，あなたの助言をいただける余裕の

時問がないかぎり ，この件につきまして私になにか書いていただけるこ親切があれぱ，とても感

謝を申しあげるしだいです。８月中旬までの私の住所は，次のとおりです。Ｌ．Ｗ．ｊｍ．１Ｖ

Ａｌ１ｅｅｇａｓｓｅ１６，Ａｕｓｔｎａ，Ｗ１ｅｎ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇＷｌｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

　　　〃郷ｏ炉一Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍはＷ　Ｅ　Ｊｏｈｎｓｏｎ に， 彼が教育へのかかわり合いをすくなくし，研究のた

　　めの時問をふやせるように，年問，２００ポンドの援助金を与えた。Ｃｆ　Ｒ　Ｆ　Ｈａｒｒｏｄ，丁加工批げ■ｏ加

　　ハ１”ツ〃ｏｒ４Ｋ紗〃３５，Ｌｏｎｄｏｎ１９５１ ，ｐ１６２

　Ｋ．４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈｏｃ
ｈｒｅｉｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐｏｓｔ　Ｈｏｈｅｎｂ
ｅｒｇ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎ１ｅｄ
．ｅｒ－

Ｏｓｔｅｒｒｅ１ｃｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６ ．　７ ．　１３
．

Ｋｅｙｍｅｓ 様

　私の用件でご迷惑をおかけしていることにお礼を申し上げます。　　 このまえの学期ではかな

り頻繁にはあなたにお目にかからなかった私あ理由は，私たちの親交をあ巻たがつづけるのを望

んでおられるというなんらかの表れがないかぎり ，私がそれを望んでいなかったからでした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

　Ｋ．７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ　ｕ　Ｋ　Ａ廿Ａｕｔｏｄｅｔａｃｈｍｅｎｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆｅ１ｄｐｏｓｔ　Ｎｏ１８６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ｊａｎ４．１９１５］

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　９月にあなたが私にあてて書かれたお手紙を，受け取りました。お金は，戦争が終わりしだい ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８２）
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通帳に振替で送金するつもりです。私は ，Ｊｏｈｎｓｏｎ にながく会 っていなけれはいないほと ，ます

ます彼を正当に評価しているのですが，私の彼への好意をとうぞ彼にお伝えください 。

　あなたがこの手紙を受け取られたら ，スイスの赤十字経由で，上記の住所あて，とうぞ私にお

手紙をください 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ．Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ

　　　Ｊ伽４．１９１５　Ｋｅｙｎｅｓ によっ て書き加えられた日付。たぶん，この手紙を受け取 った日付。ｃｆ　Ｋ８

　Ｋ．８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋ　ｕ　Ｋ　ＡれＡ
ｕｔｏ（１ｅｔａｃｈｍｅｎｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 “Ｏｂ１ｔ，Ｇｕ廿ｈ
’’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆｅ１ｄｐｏｓｔ　Ｎｏ１８６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［１９１５１

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　あなたが１月１０日に書かれたお手紙，きょう受け取りました。Ｒｕｓｓｅｌ１が最近　冊の本を出版

したということだそうで，私はたいへん興味をそそられています。できますなら ，その本を私の

ところに送 っていただけないでしょうか。戦争が終わりましたら ，その代金を支払わさせていた

だきます。私は，その本がとても読みたく思 っているのですけれども 。ついでですが，兵士であ

ることが命題について深く考察するのをじゃまする ，とあなたがお考えになるのでしたら ，あな

たはまっ たく誤解しておられます。実を申しますと ，私は，最近，多くの論理学の研究をしまし

たし，近いうちに，もっと多くの研究をしたい，と望んでいます。　　とうぞＪｏｈｎｓｏｎ に， 私

からよろしく ，とお伝えください。戦争は，私の個人的な感情をまっ たく変えることはありませ

んでした（ありがたいことに！１）。 ほんとうはむしろ ，私は，多少は気もちがやさしくなりました 。

私がきのうのイースターにＭｏｏｒｅ にあずけていたノートから ，Ｒｕｓｓｅ１ｌが何かを理解することが

できたかどうか，疑 っています 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

　　　Ｋｅｙｎｅｓ によっ て記入された日付 。

　　　Ｒ鮒３〃ん伽 〃〃肋〃 ｏ６ｏｏ尾　　おそらく ，Ｂｏｓｔｏｎ でのＲｕｓｓｅｌ１のＬｏｗｅ１１Ｌｅｃｔｕｒｅｓ である０〃

　　Ｋ〃ｏｚｏＺ３確６ げな加厄エ炊舳ＺＷｏブ〃であろう 。

　Ｋ．９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｓｓｍｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２ ．　６ ．　１９
．

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　同封しました手紙を，どうぞＲｕｓｓｅ１１の住所あてに転送していただけませんでしょうか。なん

とかして彼に会うことができないだろうか，と私は望んでいます。なぜかと申しますと ，彼は ，

私の本について，文字では書き表せない，非常に綿密な説明がなければ，私の本を理解すること

ができないだろう ，と私は確信しているからです。あなたは，確率についてさらになんらかの研

究をされましたか。私の原稿は，それについてなん行か含んでいますし，それが本質的な問題を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８３）
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解決している ，
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と私は信じております 。

敬具

Ｌｕｄｗ１ｇＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

刎６Ｚ０５〃如肋ｒこれは，Ｒ３６の手紙である 。

Ｋ． １０ ［１９２３１

Ｋｅｙｎｅｓオ羨

　‘‘Ｒｅｃｏｎｓ位ｕｃｔｉｏｎｉｎ Ｅｕｒｏｐｅ
’’

をお送りいただきまして，ありがとうございました。あなたがど

のような境遇におられるのか，などが私あてに書かれてあるあなたの短信を受け取ったことはも

ちろんうれしいことです。もしかするとあなたは，忙しすぎて手紙を書けないのでしょうか。そ

うだとは，私は思いません。あなたは ，Ｊｏｈｎｓｏｎ に会われますか。もし会われるのなら ，どうぞ ，

私からよろしく ，とお伝えください。私は，彼からも（私の本のことについてでは去之 ，彼自身のこ

とについて）とても知りたい，と思 っています 。

　それで，あなたがそのことについてなんとかしてくださるお気もちがあれば，そのうちに私に

お手紙を書いてください 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬｕｄｗｉｇＷｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ

　　　Ｒ６６０郷炉〃舳舳厄蜥ｏク８一一１９２２年５月１８日に，〃伽６加５〃Ｇ伽肋伽Ｃｏ刎〃鮒〃で出版された 。

　　しかしＫｅｙｎｅｓの返信（Ｋ．１１に補遺として印刷されている）は，この手紙が１９２３年に送られてきたこ

　　とを示しているように思われる 。

　Ｋ．１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐｕｃｈｂｅｒｇ　ａｍ　Ｓｃｈｎｅｅｂｅｒｇ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．７．２４
．

Ｋｅｙｍｓ 様

　あなたの本をなん冊か送 っていただき ，また３月２９日付のあなたのお手紙をいただき ，とても

感謝しています。私は，たいへんながいあいだあなたにお手紙を書くのをひきのばしていました 。

と申しますのも ，私は，あなたに英語で書いたらいいのかドイッ語で書いたらいいのか，決めか

ねていたからです。ドイッ語で書くことは，私にとりましては仕事をやりやすくしてくれますが，

あなたにとっ てはむつかしくします。別の面から申しますと ，私が英語で書きますと ，私の全体

の仕事は，私のねらいという点ではそれだけでもうまっ たくだめになっ てしまうかもしれない ，

と思うのです。ドイッ語の手紙をあなたに翻訳される人をあなたが見つけられる，としてもです 。

私が言わなけれはならないすべてのことを言うとすれは，私はけっきょく英語で書くことにしま

す。

　つまり次のようになります。まず私は，あなたにもういちど，なん冊もの本とあなたのお手紙

にお礼を申しあげたいと思います。私はとても忙しくて，すべての学問的なことに対して私の頭

脳はまっ たく受け容れる力がありませんので，私はそれらの本のうちの　冊（Ｔｈ。。。。ｎ．ｍ１。。。ｎ

。。ｑｕ．ｎ。。。。ｆｔｈ．ｐ。。。。）を読んだだけです。もちろん私は，論議の対象についてはほとんど何も理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８４）
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解できないにもかかわらず，たいへん私の関心をひきました。私がその学問的な研究を理解する

ことができるために，あなたが何かなされることができるかどうか，お手紙に書いてください 。

つまり ，この件については何もできないなら ，できない，と 。と申しますのは，私は，自分でこ

のような問題と取り組むにはもう内的な強い欲求をもちあわせてはいないからです。私は，実際

に言わなければならないことはすべて言 ってきましたし，それにともなっ て泉は干上がってしま

いました。それは，奇妙に聞こえるでしょうが，ほんとうです。　　私は，あなたにお会いした

い， とてもお会いしたいのです。イギリスに滞在するお金を私に保証してくださることはあなた

にはたやすいことだ，ということを承知しています。だが私が，あなたの善意をいま実際に利用

するように言われている ，と考えれば，いろんなためらいも私の心に浮かんでまいります。私は

イギリスで何をしなくてはいけないのでしょうか。私はただあなたにお会いするためにだけ行け

ばいいのでしょうか。できるやり方すべてで気晴らしをすればいいのでしょうか。私が言おうと

しているのは，私はまっ たく楽しみに行くのでしょうか。いま私は，楽しみに過ごすのでは価値

がない，とはすこしも考えてはいません。　　ただ私だけが実際に楽しめるのなら　　あるいは

楽しい時を過こす価値がないのなら　　，実際とても楽しい時であるとしましても　　 。

　しかし部屋でじっとしていたり ，一日おきかそれくらいにあなたとお茶をのんだりすることは ，

十分に楽しいものではないでしょう 。しかしそのばあいは，私は，このわずかな心地よさのため

に， 私の短い休暇が最も少ない利益もなく　　私はお金のことを言 っているのではありません

　　 ，あるいはその休暇から ，なんの満足もえないで，幻のように消え去 ってしまうのを体験す

る， 大きな損失とな ってしまうことになるでしょう 。もちろん，Ｃａｍｂｎｄｇｅ であなたとこいっ

しょにいるのは，Ｗｉｅｎ にひとりで滞在するよりずっと楽しいことです。しかしＷｉｅｎ では私は ，

すこしは私の考えをまとめることができますし，それがまとめるに値しないとしても ，たんなる

気晴らしよりはいいでしょう 。

　ところで私は，一日おきにいただく一杯のお茶より以上のものをあなたからいただくことがで

きる ，すなわち私は，実際にあなたからお聴きしたり ，あなたにお話ししたりすることから利益

をうけることができるだろう ，ということが不可能だとは思いません。それでこのはあいは，海

を越えてイギリスに行くことに価値があるでしょう 。しかし，ここで再び，いくつかの大きな障

害があります。つまり ，私たちはこの１１年問，会 っていません。私は，その問あなたが変わられ

たかどうか，を知りません机由三確かに，ものすごく変わりました。私は，以前よりもよくな

ってはいませんが，変わ ってはいるということを残念に思 っています。だから ，私たちが会うこ

とになれば，あなたに会いにきた人が，あなたが招待しようと思 っていた人物とは実際にはちが

う， ということに気づかれるかもしれません。たとえ私たちがおたがいに理解しあえることがで

き毛としても ，すこしぐらいの歓談ではそのためには十分でないでしょう 。それで，私たちの出

会いの結果は失望であり ，あなたの側では嫌悪であり ，私の側では嫌悪と絶望であるでしょう ，

ということはたしかです。　　私は，イキリス人で何かきまっ た仕事があ って，それが街路掃除

やだれかのブーツを磨くことであ っても ，私は大喜びでイギリスヘ渡るでしょうし，そのときは ，

楽しみは自然に生まれてくるでしょう 。

　主題についてはもっとたくさんのことが言われなければならないでしょうが，英語かドイツ語

で表現するには，あまりにもむつかしいことです。そんなぐあいで私は，終わりにしたほうがい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８５）
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いでしょう 。私は，この手紙を書きはじめたとき ，全部ドイッ語で書くべきだ，と考えていまし

たが，たいへん妙なことに，正しいドイツ語でよりも不完全な英語で書くのが私にとっ ていっ そ

う自然であることがわかりました 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬｕｄｗｌｇＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

追伸　Ｊｏｈｎｓｏｎ にお会いになられましたら，どうぞよろしくお伝えください 。

　　　この手紙は，ＷｌｔｔｇｅｎｓｔｅｍへのＫｅｙｎｅｓの次の手紙に対する返信である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６，Ｇｏｒ（１ｏｎ　Ｓｑｕａｒｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ１ｏｏｍｓｂｕｒｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９Ｍａｒｃｈ１９２４

Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ 様

　あなたのお手紙にたいして，まる一年が過ぎましたのに，お返事をさしあげておりません。こ

ういうことであ ったことを恥ずかしく思 っております。しかしそれは，あなたのことを十分に考

えていなか ったとか，友情の表れを取りもどそうと十分に感じていなかったとかいうのではあり

ませんでした。その理由は，あなたにお手紙を書くまえに，あなたの本を徹底的に理解しようと

望んだ，ということでした。けれども私の心はいま ，根本的な問題からは遠くはなれていますの

で， そのような問題の内容について明らかにすることは私にとっ ては不可能です。あなたの本が

途方もなく重要で天才の著作である，ということを私はたしかに感じていますが，そのことを除

いては，私は，あなたの本についてなんと言うべきか，いままでのところまだわかりません。よ

かれあしかれ，その本が書かれてからは，この本はＣａｍｂｒ１ｄｇｅ でのあらゆる根本問題の論議を

支配しています 。

　私は，戦時中からいままでずっと書きつづけてきましたそれぞれ異なっ た本のコピーを別便の

小包で，あなたにお送りしました。確率論は，戦前にとりくんでいたものの完成されたものです 。

　　私は，あなたがそれを気にいらないのではないだろうか，と心配しています。平和条約につ

いての二冊の本は，半ば経済にかかわ っており ，半ば政治にかかわ っており ，通貨改革（いまの

ところ私がもっとも強く考えていることです）についての本です 。

　私はひどく ，あなたと再会し，語りたいのです。あなたがイギリスを訪問される機会はありま

せんか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親愛の情をこめて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｊ．Ｍ．Ｋｅｙｎｅｓ

　Ｐｍｓｅｎｔへの覚え書きについて同封した文書を，あなたはごらんになりたいかもしれません 。

　私は，あなたがさらに研究をつづけられるのをよういにすることも ，できることなら ，私にで

きますことをしたい，と思 っています 。

　　　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍがＣａｍｂｎｄｇｅ を再ぴ訪れるべきだ，という提案にたいする彼の反応は，Ｋｅｙｎｅｓ にあて

　　たＲａｍｓｅｙからの次の手紙にも明らかにされている 。

（８８６）



　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅ廿ｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　１５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗｉｅｎ１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｈ１ｅｒｓｔｒａｓｓｅ７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｕｒ２７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａｕｓｔｒｉａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４／３／２４

Ｍａｙｍｒｄ様

Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍのＰｕｃｈｂｅｒｇの住所は正確です。私はきのう彼を訪ねました。彼は，あなたの送

られた本をとてもよろこんでいましたし，あなたによろしくとのことです 。

　また彼は，英語で正確には表現できないことを，トイノ語で書くとあなたが彼を理解しないの

ではないだろうか，ということを不安に思 っていたからでしょうが，彼のイギリスに行く可能性

についてあなたに手紙を書くように，私に求めました。私は，彼にはまっ たく英語で表現できる

でしょうけれども ，彼にとっ てはそれはたいへんな努力がいるのかもしれない，と思いますし ，

それで私が彼に代わ って手紙を書いてみましょう ，と彼に言 ったのです。彼は，このことについ

てＲ１ｃ
ｈａｒｄとも話しましたが，Ｒ１ｃ

ｈａｒｄが彼を忠実に伝えるとは当てにしていません 。

　彼はきっ ぱりと ，Ｃａｍｂｒ１ｄｇｅ には行きたくないし，滞在したくない，と決めています。７月

と８月は，一年剛こ彼がとるほとんど唯一の休暇で，彼はふつうＷｉｅｎ で， 深く物事を考え込み

ながら ，ただひとりで生活して過こしています。彼は，Ｃａｍｂｎｄｇｅ に行くなんらかの特別な理

由がないかきり ，Ｃａｍｂｒｌｄｇｅ よりＷ１ｅｎ を選んでいます。唯一の理由というのは，人ひとと会

うことになっ ている ，ということでしょう 。彼がイギリスに行 って会いたいと思 っている人びと

は， ほとんどおりません。彼は，Ｒｕｓｓｅｌ１とはもはや話すことはできませんし，Ｍｏｏｒｅ とはある

誤解をいだいていましたし，お話しできる人は，け っきょくあなたとＨａｒｄｙしかじっさいには

おりません。おそらく彼がいま会いたいと思 っているのはＪｏｈｎｓｏｎ ですが，しかし彼らは明ら

かに気が合わないでしょう 。私自身は，１０月までにはイギリスにもどらないでしょう 。

　Ｃａｍｂｒｌｄｇｅ に行くということ ，ちょっとお茶を飲みに出かけたり ，人ぴとと会 ったりすると

いうことは，彼の考えでは，ただ時問の浪費にすぎないだけでなく ，明らかにいやなことなので

す。 そのような交わりは，なんの選択の対象になるような善を提供しませんし，彼の瞑想から彼

をそらすだけでしょうし，双方になんの成果もなく ，彼が人びとと十分に会わなければならない

ということもなければ，彼は人びとと ，彼がとても好んでいるあなたでさえも ，接触を保つこと

はできない，と感じています 。

　け っきょく次のようなことになります。彼は，あなたといっしょにいなかに滞在して，再びあ

なたと親交を結びたい，と思 っているのですけれども ，楽しい時問をすごしにイギリスなんかに

は行きたくないのです。彼は，そんなことはむだなことだ，と感じるでしょうし，楽しいことだ

とは思わないでしょうから 。

　このことについては，私は，彼が正しい，と思いますが，とても残念だとも痛感しています 。

彼は，その環境からのがれ，疲れさせられていなければ，そして彼を励まして研究をさせなけれ

ばならなかったのですが，もっと非常に立派な仕事をするかもしれないのですから 。彼は，その

目的でなら ，おそらくイギリスに行くでしょう 。しかし，彼がここで教師として教えているかぎ

り， 彼はなにもするつもりにはならないだろう ，とは考えません。彼の思考活動は，あたかも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８７）
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徐々になくなるかのように，あきらかにおそろしく困難な仕事です。彼の夏休みのあいだ私がこ

こにおりますなら ，私は，励まして彼にやらせるようにしてみたい，と思います 。

　それで私は思うのですが，ことし彼はイギリスには行かないでしょうし，あなたが彼に，いっ

しょに滞在してほしいのですが，とたのまないかぎり ，私は彼に勧めることはできません。あな

たがたのまれる場合には，彼はや って行くでしょう（彼がそうしたいと思っていたことは，おのずか

ら起こります。私はそれを提案していませんでした 。）。

　彼の考え方を明らかにした，と思 っています。それはまっ たく ，私が心に描いていたものとは

反対のものです。彼が，困難だと気づき ，退屈だと気づくかもしれないような人といっしょに滞

在するのを心配していた，と手紙に書いていたとき ，私はすぐに，それでもやはりひとりで暮ら

していても ，ときどき人に会 ったりしたいのだ，と思いました。しかし彼は，自分が出会う人び

とを理解しないだろう ，と思いこんでいますので，また人びとも ，彼がいつも会っているような

場合を除いては，彼をすぐには，あるいは全然理解しないだろう ，と思いこんでいますので，ど

うしたらそうしたときどき人に会ったりするケースになるのだろうか，ということなど望んでは

いません。別の面から言えば，あなたといっしょに滞在するように彼に勧めるなら ，彼は，完全

な失敗もありうるにもかかわらず，それをや ってみようと決心する ，と思 っています 。

　あなたがそれはむつかしくて骨が折れると思われるのではないか，と私はおそれます 。

　私は，彼がとても好きなのですが，私たちの会話のたのみの綱をもたらす彼の仕事に私が大き

な関心をよせていなかったなら ，一回や二回以上に彼を楽しませることが私にできるかどうかは

疑わしいです 。

　しかし私は，こうした型にはまっ た単調な生活からできるだけ彼を引きだすかもしれないので ，

彼があなたを訪ねるようにさせることができますなら ，たいへんうれしく存じます 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆｒａｎｋ　Ｒ
ａｍｓｅｙ

　　　 この手紙は，Ｓ１ｒ　Ｇｅｏ１ｆｒｅｎ　Ｋ
ｅｙｎｅｓ とＭｓ　Ｌｅｔｔ１ｃｅ　Ｒａｍｓｅｙのこ親切なお許しをえてここに再現した 。

　　原文は，それぞれＷｌｅｎのＤｒ　Ｈ
ｅｍａｎ

Ｈａｎｓｅ１とｔｈｅ　Ｌ１ｂｒａｒｙｏｆＫｍｇ’ｓ　Ｃａ１ｌｅｇｅ，Ｃａｍｂｒｌｄｇｅ にある 。

Ｋ． １２ ８． ７． ２５
．

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　数週間以前に私は，Ｍａｎｃ
ｈｅｓｔｅｒ にいる私の友人から ，私の休暇中，しはらくのあいだ彼のと

ころに滞在するように私を招待する旨の手紙を受け取りました。いまもまだ私は行くか行かない

かについてはまっ たく決めておりませんが，私が滞在中にあなたにもお会いできるなら，私はむ

しろ行きたいと思 っております（８月中旬ごろ）。 あなたが私に会おうというお気もちをすこしで

もおもちなら ，どうか奉由三知らせてください。あなたが私に断りの返事をなさっ ても ，私は少

しも気にかけません。どうか，できるだけはやくお返事をください。私の休暇はずいぶん短くて ，

私は私の旅を用意するにはほとんど時間を十分にもっ ていないものですから 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

（８８８）



　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１廿ｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　１６１

私のあて名は，次のとおりです。ＬＷｂｅ１ Ｄｒ Ｈａｎｓｅ１，Ｗｌｅｎ Ｖ， Ｋｒ１ｅｈｕｂｅｒｇａｓｓｅ２５

　加６〃げ舳舳刀 〃肌加３な３ｒＭ土ＷＥ
ｃｃ１ｅｓ

Ｋ． １３ ［Ｊｕ１ｙ　ｏｒ　Ａｕｇｕｓｔ１９２５］

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　お手紙ありがとうございました。私は，１６日 ，午後１０時４０分（Ｂｏｕｌｏｇｎ・一Ｆｏｌｋ・・ｔｏｎ・ 経由で）

Ｌｏｎｄｏｎ に到着する予定です。私は，いまひとりでイギリスをあちこち旅行してまわる ，という

考えはもっ ておりませんので，どうかＬｏｎｄｏｎ に私を迎えに来てください。あなたがこの旅行に

必要なお金を私に送ろうと思 っておられるなら ，私はとてもうれしく思います。私たちがおたが

いにどのようにうまくや っていこうとしているのか，私はとても知りたいと思 っています。それ

は， まさに夢のようでしょう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

Ｋ． １４ ７． ８． ２５
．

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　お手紙とお金１０ポンド，たいへんありがとうございました。あなたが提案しておられるように ，

私は ，Ｄｉｅｐｐｅ－Ｎｅｗｈａｖｅｎ 経由で旅行し，Ｎｅｗｈａｖｅｎ には ，Ｄｉｅｐｐｅ を夜なかに出る船で，１８日

火曜日の朝，到着することになるでしょう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再会を楽しみに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ

　　　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍは ，８月のイキリス滞在期問を，Ｍａｎｃ
ｈｅｓｔｅｒ とＣａｍｂｎｄｇｅ で， そしてＳｕｓｓｅｘ では

　　Ｋｅｙｎｅｓ といっしょに過こした。Ｃａｍｂ ｒ１ｄｇｅ では彼は，ＲａｍｓｅｙやＪｏｈｎｓｏｎと会い，そしておそらくは

　　他の友人たちとも会 っただろう 。　　Ｗ１廿ｇｅｎｓｔｅｍはしぱしは ，Ｗ　Ｅ　Ｊｏｈｓｏｎへの彼の大きな愛膚に

　　ついて私に語った。これについては，ここに公表された手紙によっ ても証明される 。戦前の彼らの対話

　　中にＷｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ が急にやり始めた彼の論理学についてのそれをくつがえすような非難を ，Ｊｏｈｎｓｏｎ

　　は根気よく耐えなければならなか ったようだ。Ｊｏｈｎｓｏｎ が１９２５年８月２４日の日付でＫｅｙｎｅｓ にあてたノ

　　 ートで次のように書いたことが，彼らのあいだの関係についての雰囲気を反映している ，と私は考えて

　　いる 。「Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍは，もういちと彼に会うのをとても楽しみにしている ，と告げている 。しかし私

　　は，私の根源をさぐりだすことと同等のことをなしとげることは，もはや私にはできないのだから ，私

　　たちは論理学の基礎については語るつもりはない，と私は保証しなければならない 。」

　Ｋ．１５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．　１０ ．　２５
．

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　お手紙ありがとうございました。私は，いまでも教師をしており ，現在は，お金は必要ではあ

りません。私がこのようにその状態になっ ている困難がなんらかのよい効果をもたらすかもしれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８８９）
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ない，と私が感じているかぎりは，私は教師としてとどまろう ，と決心しています。だれかに歯

の痛みがあれば，お湯のはいっ ている瓶をその人の顔においてやるのはいいことですが，その瓶

の熱さがその人にいくらかの痛みを与えるかぎりのばあいだけ，ききめがあるでしょう 。私の性

格により効果をもたらす特殊な痛みをひきおこさないことを私が確認するとすぐに，私はその瓶

を投げすてるでしょう 。つまり ，人びとがここでそのときより以前に私を投げ出さないならです 。

私が教えることをやめる場合には，私はたぶんイギリスに行 って，仕事をさがすでしょう 。私は ，

とあ国では全然，なにも見つけだすことのできる可能性はないことを確信しているのですから 。

この場合，私はあなたの援助を望むことになるでしょう 。

　どうぞ奥様によろしく 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　Ｊｏｈｎｓｏｎ にお会いになることがあれは，彼によろしく伝えください 。

　　　 この手紙は，学校の教師としてのＷ１廿ｇｅｎｓｔｅｍの生活が困難であることを反映している。彼の周囲

　　の人びとと ，そして学校の権威と耐えがたい重大局面のあとで，彼は，１９２６年４月にその職を辞任し ，

　　その後は学校で教えるということには二度ともどらなかった 。

Ｋ． １７　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗｉｅｎ 皿．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐａｒ
ｋｇａｓｓｅ１８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ｓｏｍｍｅｒ１９２７１

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　私があなたに手紙をさしあげてから ，ながいあいだた ってしまいました。一年半ほど以前に送

っていただいたロシアについての小さな本に，くりかえしてお礼を申します。ながいあいだ守 っ

てきた私の沈黙を ，私は説明しようとは思 っておりません。それには，たくさん理由があります 。

私には多くの心配事がありまして，ひとつの困難がほかの困難に広がりましたし，それらの困難

がすべて過ぎ去ってしまうまで私は，手紙を延期していました。しかしいまは，私の困難は短期

問の休暇で中断しましたし，これがあなたにお手紙を書く好機となっ ています。私はもうず っと

前から（約１４か月）教えることを断念して，建築に取り組んでいます。私はいま ，Ｗ１ｅｎ で一軒の

家を建てています。このことが私に，どっさり困難を与えており ，その仕事を台なしにしないか

どうかは，私にはまだは っきりしておりません。でも私は信じているのですが，この仕事はおよ

そ１１月には完成するでしょうし，私は，その後にイギリス旅行を計画できるでしょう 。それは ，

そこでのだれかが私に会いたいという気もちをもっ ておられる場合のことです。私はと七もあな

たと再会したいと願 っておりますし，そうこうするうちにあなたからのお手紙をいただけるもの

と願 っております。あなたの本が私の気にいっ ていることを言うのを，私は忘れていました。天

と地とのあいだには多くの事物が存在している ，ということなどをあなたがご存知である ・この

ことをあなたの本は，示しております 。

　どうぞ奥様によろしくお伝えください 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

（８９０）



　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１廿ｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅ廿ｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　１６３

私は温かい瓶がもうがまんできませんでした 。

　　６ｏｏ尾肋ｏ〃Ｒ〃３３ｚｒこれは，１９２５年１２月にＨｏｇａｒ出Ｐｒｅｓｓ で出版された 。

　　ん舳６閉 ル舳炉一一これは，彼が姉であるＭ土ｓＭＳｔｏｎｂｏｒｏｕｇｈのために建てた家である 。この家

　の記述としては，Ｕｎｇｏ　Ｇ１ａｃｏｍｍ１
‘‘

Ｕｎ’ｏｐｅｒａ　ａｒｃｈｌｔｅ廿ｏｍａ　ｄ１Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ
”，

Ａｕｔ　Ａｕｔ　ｎｖ１ｓｔａ　ｄ
１

　丘１ｏｓｏ丘ａ　ｅ　ｄ１ｃｕ１ｔｕｒｅ，ｎｒ８７，ｍａｇｇｌｏ１９６５をみよ
。

Ｋ． １８　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗｉｅｎ 皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋｕｎｄｍａｍｇａｓｓｅ１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［１９２８１

Ｋｅｙｍｓ 様

　これまでの２年間，私の時問を完全に奪 っていました私の家が，た ったいまできあがったとこ

ろです。そこでこんどは，私は休暇をとっ て， もちろんできるだけはやくあなたにお会いしたい

と思 っております。私とお会いすることがあなたになにか差し障りがありますかどうか，それが

問題です。差し障りがございませんでしたら ，その旨，お手紙をください。私は１２月上旬のあい

だにイギリスに行くことができるかと思いますが，私の体のある部分の詳細な検査をまだ処理し

なければなりませんので，それ以前は行けません。私の家の写真を二，三枚同封してありますの

で， ごらんください。その家の単純さがあなたにとっ て嫌でなければいいのですが。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

　すぐお返事ください！

　　　Ｗ舳〃Ｋ舳伽ｏ舳ｇ伽３１９一一Ｗ１廿ｇｅｎｓｔｅｍ がＷ１ｅｎ で建築した家の住所 。

　　　〃伽げ刎〃刎ｏ仰一一この表現がとんな類いの身体上の疾竈に言及しているのか，私にはわから

　　ない 。

Ｋ． ２０　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗｉｅｎ 皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋｍｄ．ｍａｍｇａｓｓｅ１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９２８１

Ｋｅｙｍｓ 様

　私の健康状態はこの月の上旬には十分に回復していませんので，私は，旅行を延期しなければ

なりませんでした。しかしいまは，もうほとんどよくなっ ていますし，１月の初めにはイギリス

に行きたいと思 っています。私があなたにお会いできるかどうか，どうぞお手紙を書いて，知ら

せてください 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

　　　 １９２８年１２月３日にＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍは ，Ｋｅｙｎｅｓ にあてて次のような電報を打 った。「まだ旅行不能。あ

　　と手紙。Ｌｕｄｗｉｇ 。」

（８９１）
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　　　　　　　■　　　　　　つ　　　　、　　　．

　　　　　　　　　榊ノ人　　
．’ 　　Ｙ

　　似　　　　　　　　久 ん．・叫　　　　■

（８９２）



　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３ －１９３９（飛田）

Ｋ． ２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ｍａｙ１９２９１

１６５

Ｋｅｙｎｅｓ 様

　この手紙をあなたに書くのは，私にはとてもつらく思われています。どうぞ，あなたがこの手

紙を批判されるまえに，理解しようと努めてください（外国語で手紙を書くことは，やはりいっ そう

むつかしくします 。）。 あなたにはきっと気にいらないのは確かであるながたらしい説明を与えたり ，

しはじめたりしないで，あなたが私に望まれておられるように，私はあなたのところに行くこと

はできないだろう ，と思います。私が最後にあなたにお会いしたとき ，私は，最後の学期にすで

に私にはわかっていた見方で確認されていたことですが，あなたが私との会話で疲れておられる ，

ということなどを ，非常には っきり私にみせておられました。こうなっ たいまは，私に何か差し

障りがある ，とはどうぞお思いにならないでください。どうしてあなたが私に嫌になっ てはいけ

ないのでしょうか。私はあなたにとっ て退屈しないと思われたり ，魅力的だと思われることかも

しれない，と一瞬間であ っても思 ったことはありません。おそらく私に何か影響を及ほしたのは ，

あなたの言葉から憎悪と憤慈のかくされた言外の響きを聞いて感じとる ，ということでした。憎

悪とか憤瀬とかいう言葉は，たぶん正確には適切な言葉ではありませんが，何かこの種のもので

した。たまたま正しいことが判明したような考えが私の念頭に浮かんでくることができるまでに ，

しはらくのあいだ私は，そうなっ た原因がとこにあるのか，解くことができませんでした。とつ

ぜん私の心に浮かんできたのは，あなたが多分，私が必要なばあいには，あなたの経済的な援助

を手にいれることができるために，いろいろあるなかでもあなたの友情を私が育成しておくのだ

ろう ，ということをあなたがどうも思 っておられるらしい，ということでした（それは，いつかそ

のようなこともあるかもしれない，とあなたが想像しておられることです 。）。 この考えは，私には非常

に不愉快でした。けれども私は，言 っていることが正しか ったということが，以下に述べるよう

に明らかになりました。この学期の初めに私は，あなたが私に借しておられた幾らかのお金をあ

なたにお返しするために，あなたのところに行きました。そして私は，そのお金をお返しするま

えに，ぎこちない言い方で言いました。「まあ，なにはともあれお金を。」この言い方で私が心に

思っ ていたことは，ｒまず私は借金の問題を清算したいのです 。」 ，ということ ，あるいはそうい

うことでした。しかしあなたはとうぜん，私を誤解されて，だから私が全体の出来事を読み取る

ことができたような顔をされました。それについで起こっ たことは，私はｔｈｅ　ｓｏｃｉｅｔｙについて

の私たちの会話だと思 っているのですが，あなたがどれほど多くの否定的な感情を私に対して見

詰めておられたか，を示していました。このことは，私があなたとお茶をのむのをけ っして妨げ

ないかもしれません。私が適切な理由を洞察しえないあなたの秘められた憎悪が消えうせてしま

っている ，ということを想定しうることをとてもうれしいことかもしれません。しかし私には ，

あなたの手紙でのもう一つの発言は，あなたが私を友人としてではなく ，慈善家としてみようと

望んでいることを示しているように思われるのです。しかし私は，け っき ょくは友人から恩恵を

うけています（それだから私は，三年前にもＳｕ。。。ｘ であなたの援助を受けたのです 。）。

　あなたがいつか，私の懐具合について語らないで，私といっしょにお茶をのみたいと望まれる

なら ，私はよろこんで行くでしょう 。　　あなたが短くて親切な返答を書くことができないよう

でしたら ，どうぞこの手紙に返事を書かないでください。私はこの手紙をあなたの説明を受け取

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８９３）
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るために書いているのではありませんし，私がどのように考えているか，をあなたにおつたえす

るために書いているのです。それであなたが友人らしく三行で返事を書くことができないようで

したら ，なにもご返事をいただかないのが最も好ましいことです 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　　　この手紙に対してＫｅｙｎｅｓ は親切で思いやりのある返事を１９２９年５月２６日の日付で書いた。それは ，

　　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍの死後，彼の論文のあいだにはさまっ て発見された。ここでは，Ｓ１ｒ Ｇｅｒ趾ｅｙの親切な許

　　可をえて転載された 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｋｍｇ
’ｓ　Ｃｏ１１ｅｇｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｍｂｒ１
ｄ．

９ｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｙ２６１９２９

Ｌｍｄｗｉｇ様

　あなたはなんて狂人なんだろうか！　もちろん，あなたがお金のことについて言っていること

には本当のことはみじんもありません。小切手がこの種の何かを現金に換えること以外には，あ

なたが私から何かを望んでいたということは，この学期の初めに決して私の心を横切ることはあ

りませんでした。お金を贈与するのが適切だと私が当然考えるべき事情のもと以外では，あなた

が私からなにがしかのお金を望むこともあるだろう ，と想像するのは決して可能ではありません

でした。さいきん私が私のメモであなたの懐具合に言及したとき ，私があなたから高額の思いが

けない料金による困難な事情を聞いていないということを聞いていたからでしたし，また私がも

しこのことがそのとおりであ ったなら ，あなたがここに最初にや って来られたとき私があなたに

推察していた，すなわちおそらくＴｒｍ１ｔｙの援助を手にいれることができるだろう ，という可能

性を探り出すつもりだ，ということがありました。私は，私自身が何かをすることが私にとっ て

いいことでありうるかどうかをよく考えて，全体についてもっとよく決定していませんでした 。

　いや　　私たちが最後に会ったとき ，むしろ不きげんに私に話をさせたのは，「悪意の隠され

た言外の響き」ではありませんでした。人格的にあなたに言及するようなあなたとの会話が行わ

れるとき ，本当の印象をあなたに伝え，問違った印象を阻止することは，それが困難があるから

には，まっ たく疲労や短気であ ったし，ほとんど不可能だと言うべきものでありました。それか

らあなたは立ち去 って，それに対して気をつけることが私の念頭には決して浮かんでこなか った

ほど遠く ，その当時は私の意識のなかに起こっ てきたすべてのものから離れているような説明を

程造します。真理というものは，あなたとあなたの談話への愛情と喜び，それにそのことでひき

おこされる私の神経の完全な破滅とのあいだで，私があれこれ思い迷っている ，ということです 。

これは，なにも新しいことではないのです ■　いつも ，そんなふうでありました。　　この２０年

をとおして。しかし《秘められた憎悪》と《友情のない言動》　　あなただけが私の心のなかを

のぞきこむことができるとすれば，あなたはまっ たく異なっ たものを見つけることにもなるでし

よう
。

　さて，あなたが十分に私を許すことができますなら ，あなたは私のところに来られるでしょう

し， こんばん，私といっしょに大学で食事をしましょう（私は，来週中はほとんとここにはいないで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８９４）



　　　　　　　 Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅ抑ｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　 １６７

しょう 。）。　　そうすれはあなたは，お金のことについて，まっ たくあなたに都合がよいように ，

話すことも話さないこともできますでしょう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＭＫ

　　　伽 ５０６７６妙一一これは ，「Ｔｈｅ　Ｓｏｃ１ｅｔｙ」とか「Ｔｈｅ　Ａｐｏｓｔｌｅｓ」として知られている討論クラフヘの言

　　及であるかもしれない。Ｍ．４に対する下の注を参照せよ 。

　　　伽３り６舳ｏｇｏ一一これはおそらく ，１９２５年のＷ１廿ｇｅｎｓｔｅｍのイギリス訪問に言及しているので
，

　　 “ｆｏ皿”と書くべきであ ったし ，‘‘ｔｈ
ｒｅｅ

’’

と書くべきではなか った 。

Ｋ． ２２ ［Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９３０１

Ｋｅｙ肥ｓ 様

　お祝いの言葉，どうもありがとうございました。そうです，この特別研究員の仕事はひじょう

に満足しています。私の頭脳がしばらくの問はまだ創造力が豊かであるように願いましょう 。そ

うなるかとうかは，神のみぞ知る ■　　とにかく ，今学年度の終わる以前に，またいつかあなた

にお会いしたいと望んでいます 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

　　　〃Ｚｏ伽妙一一１９３０年１２月にＴｒ１ｍｔｙ　Ｃｏ１１ｅｇｅ での特別研究員へのＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍの任用に関連する
。

Ｋ． ２５ Ｓｕｎｄａｙ３０　　６　　［３５ ．］

Ｋｅｙｍｓ 様

　私の問題でまたあなたをわずらわさなくてはならないのを，申しわけなく思います。あなたに

おたずねしたい二つの事があります 。

　（・）先日 ，私たちがあなたの部屋で話しあ ったとき ，あなたはＭａｌｓ
ｋ１ 大使に私をある種の紹

介をする気がしなくなっ たのではないか，と私は思いました。そのとき私は，彼は私が望んでい

た助言を私に与えてくれるような男ではないだろう ，と私は考えていた，と言いました。しかし

それいらい，もし彼がロシアの政府の役人たちに推薦状を私に持たせてやるようにしたいという

気がある去ら ，推薦状は十分に私の役にたつだろう ，と言われました。それで私の第一のお願い

ですが，あなたが私をＭａ１ｓ
ｋ１ に紹介しようというお気もちがあるかとうか，したがって彼が私

に推薦状を渡してくれるということが苛金と去らろえような会話を彼とすることが私に可能であ

る， という内容です 。

　（ｂ）私はいま ，９月には旅行者としてロシアに行こう ，そしてそこで適当な仕事を得ることが

私に可能であるかどうか確かめてみよう ，と多かれ少なかれ決心しています。私がそのように仕

事を見つけることができない，あるいはロシァで働く許可を得ることができない，ということを

確認すれば（私が懸念しているように，まっ たくありうることです
。） ，私はイギリスに帰 って，可能

なら ，医学を研究したいと思います。ところで，あなたが私に，私の医学の専門教育を受けてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８９５）
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るあいだ私に資金を提供しよう ，と語ったとき ，あなたは私がロシアに行きたい，そして，ロシ

アで医学に従事する許可を得るよう ，や ってみよう ，と私が考えているのをあなたはご存知あり

ませんでした。あなたが私のロシア行には賛成されない，ということは私にはわか っています

（私は，私があなたを理解している ，と思 っています 。）。 それで私は，こうした事情のもとで，あなた

がやはり私を援助しようと覚悟されるかどうかを，あなたにお尋ねしなくてはなりません。私は ，

このような質問をあなたにしたくはありません。私は，この問題について ，‘‘Ｎｏ
’’

の危険を冒す

からではなく ，いくらか質問をもっ ていたからです。あなたが答えられる場合には，どうぞかん

たんに葉書に，ありうるケースとして

　　（ａ）Ｎｏか（ａ）Ｙｅｓ など

　　（ｂ）Ｎｏなど

と書いてください。あなた洲・）と（ｂ）のどちらにも否定的に答えられても ，私は，あなたにはまっ

たく思いやりがない，とは考えないでしょう 。

　私は先日 ，みじめな感じをいだいてあなたの部屋をあとにしました。私がや っていることを私

にやらせることを，またそれが私にとっ てどれほど困難であるかも ，あなたはまっ たく理解され

ないだろう ，というのも残念ながら当然です 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　　　肋〃肱ツｏ〃吻肋刎〃伽附”ｇ〃炉一これはおそらく ，１９３５年の春にＷ１廿ｇｅｎｓｔｅｍが，当時書いて

　　いた本を出版する計画をＫｅｙｎｅｓ と論議していた事実に関係する 。Ｋｅｙｎｅｓ は， １９３５年３月６日付の

　　Ｍｏｏｒｅ にあてた手紙で，これを述べている 。Ｋｅｙｎｅｓ は， 出版計画が金銭上の困難にぶつか っているな

　　ら印刷費用を提供しよう ，という彼の意欲を表した。Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍは ，Ｂｎｔ１ｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙの援助で著作

　　を出版することを望んでいたようである 。

　　　〃伽尾ｒＩｖａｎ　Ｍ１ｋｈａ１１ｏｖ１ｔｃｈ　Ｍａ１ｓ
ｋ１ （１８８４ －１９７５） ，Ｇｒｅａｔ　Ｂｒ１ｔａｍのＵＳＳＲ大使（１９３２－１９４３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓａｔｕｒｄａｙ６．　７ ．　３５
．

Ｋｅｙｎｅｓオ羨

　お手紙，ありがとうございました。（・）に対するあなたの回答に感謝することは，正しいことで

はないでしょう 。というのは，どんな感謝の言葉も ，実際には適切ではないでしょうから 。

（ｂ）に関しては ，Ｖｍｏｇｒａｄｏ丑がＭｏｓｃｏｗに出発しているのだから ，私は彼に会うことはできませ

ん。 彼は，私の彼との対話のあとで，土曜日に出発するつもりだ，と私に語っていました。この

対話で彼はまっ たく助けにはなりませんでした。すなわち，後余ほんとうにここにいたとしても ，

助けにはなりませんでした。他方では，あなたがＭａ１ｓｋ１の面前で私のことをＶｍｏｇｒａｄｏｆｆに尋

ねられたとき ，彼はこれを示さなかったのは確かです。Ｖｍｏｇｒａｄｏｆｆは，私たちの対話に極度に

慎重でしたし，彼がそうしなければならなかったのは，確かであす。もちろん彼は，推薦状が私

を援助するかもしれない，ということをほかの人と同じように知 っていたが，彼は私が何かを手

にいれるのを援助するつもりがなか った，すくなくとも実際に影響力をもつかもしれなか った
，

ということもまっ たく明らかでした。　　ところで，私がＭａ１ｓ
ｋ１

に望んでいたことは，次のよ

うなことでした。私は，彼に会うことを望んでいましたし，彼と会話をかわすことを望んでいま

した。私かあるいは私の事情が彼によい印象を与えるかもしれない非常に小さなチャンスがある ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８９６）



　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１肚ｇｅｎｓｔｅｍ　Ｌｅ廿ｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｎａｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　 １６９

ということを私は知 っています。しかし私は，これがたまたま起こるチャンスもまずない，と考

えています。さらに，彼が私に紹介することもできるかもしれないＬｅｍｎｇｒａｄやＭｏｓｃｏｗでな

ん人かの政府役人を彼が知 っているわずかなチャンスがあります。私は，二つの研究所で役人た

ちと話をしたか ったのです。一つは，Ｌｅｎｍｇｒａｄの “ｔｈｅＩｎｓｔ１ｔｕｔｅｏｆｔｈｅＮｏｒｔｈ”であり ，もう一

つは，Ｍｏｓｃｏｗの
‘‘

ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｎａｔｉｏｎａ１Ｍｉｎｏｒｉｔｉｅｓ
’’

です。これらの研究所は，私が述べたよ

うに，Ｕ．Ｓ．Ｓ．Ｒ．の周辺に新しく植民地化された部分である「植民地」に移住しようとしている

人びとを扱います。私は，これらの研究所の人びとから情報を，できれば援助を得ようと望んで

います。そのような推薦と紹介が二種類のものがありうる ，と私は想像しています。それは一つ

は純粋に公認のものでしょう 。その場合では，「私に会 ったり ，私の質問に耳を傾けたりするこ

れこれのことが，たいへん親切であるかとうか」が必要なだけでしょう 。つまりＭａ１ｓ
ｋ１ が大使

としての彼の特性でそうでないと何もしえない，ということが私にははっきりしています。ある

いは他の一つは，彼がよく知 っているだれかにあてた非公式の推薦であるでしょう 。これは，私

が彼に好印象を与えている場合にだけ私に与えるだろうし，それは，　　　私は知 っている

というのが非常に疑わしい。私の推測が正当化されているなら　　そうであるかとうかは，神の

みぞ知る　　 ，Ｍａ１ｓ
ｋ１ にあてたあなたの推薦状をいただくことは，私にとりましては役に立つ

ものとなるでしょう 。この推薦状であなたが彼に対して私に推薦状を与えるようにお願いする ，

ということを私は望んでいるのではありません。私が望んでいるのは，情報や助言を得るために ，

彼との会話ができるように彼が私に許してくれることだけです。彼が対談に応じてくるなら ，私

は彼に，ロシアでだれかに推薦してもらえるかどうか，を自分で尋ねるでしょう 。あなたの紹介

状ではあなたは，私があなたの個人的な友人であること ，そして私が政治的に決して危険な人物

ではないことをあなたが保証する ，ということを言 っていただかなければならないと思います

（すなわち ，これがあなたの意見であるという場合には）。　　そのような紹介と引きつづき行われる

討論が私にとりましていいものではありえないだろう ，という気もちをあなたがお持ちになるな

ら， あるいはあなたが何か別の理由で，それがどういうものであれ，私にそのような紹介状を与

えるさいに，よくない感じを持たれるなら ，あなたが私に紹介状をくださらないことに，私は完

全に満足するでしょう
。

　ロシアに行くという配慮に対する私の理由をあなたは部分的には理解しておられるのは確かだ

と思いますし，部分的にはまずいことだし，しかも子どもじみた理由だ，と私も認めますが，し

かしそのすべての背後に深くてよい理由でさえもあるのだ，というのも事実です 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

　　　 これに対してＫｅｙｎｅｓ
は， 次のように（７月１０日付）返事をした 。

Ｌｕｄｗｉｇ様

　Ｍａ１ｓ
ｋ１ あての私の紹介状を同封します。あなたがこれを彼への添え書きといっしょに届ける

ことを ，そして彼があなたと歓談することを時問的に手はずを決めることができるかどうか，を

尋ねることを提案します 。

　Ｖｉｎｏｇｒａｄｏｆｆが言 っていたことから私は，あなたがソビエト連邦の組織から招待を受けるにち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８９７）



　１７０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第５号）

がいない，という点では困難があるでしょう ，と推定しました。あなたがなんらかの方法で技術

的に有能であれは，彼らがあなたに関心をいだくことはむつかしくはないでしょう 。しかし，そ

のような才能がなけれは，医学的な能力がまっ たく問題でありうるかもしれないけれども ，それ

はむつかしいでしょう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＭＫ

　ＭａｉｓｋｉにあてたＫｅｙｎｅｓ の紹介状

Ｍａｉｓｋｉ殿

Ｔｒ１ｍｔｙ　Ｃｏ１ｌｅｄｇｅ，Ｃａｍｂｒ１ｄｇｅの特別研究員 ，Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ 博士を紹介させていただき

ます。彼は，多かれ少なかれ永続的なロシア滞在の許可を獲得する熱望をもっ ております 。

Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ 博士は，哲学者として非常に有名であり ，たいへん古くからの，そして親密な友

情で私と結ばれています。あなたが彼に対してなしうることをすべてに対して，心から感謝した

いと存じます。どうして彼がロシァに行きたいのか，をあなたにお伝えすることを，私は彼自身

にゆだねなければなりません。彼は，共産党には属していませんが，確信をもっ て， 新しいロシ

ア政府が責任をもっ ている生活の仕方に強い共感をいだいています 。

Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍ博士が，なるほど戦前も戦後もながいあいだＣａｍｂｒ１ｄｇｅ に滞在していましたが，

オーストリア国民であることも言及しておきたいと思います。彼はすでに若干の暫定的な助言を

与えてもらっ たＶｍｏｇｒａｄｏ丑氏と会見しましたが，私は，Ｖｍｏｇｒａｄｏ丑氏はもうイギリスには滞

在しておられない，と思います 。

　Ｋ・２７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆｒ１
ｄ．

ａｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Ｊｕ１ｙ１９３５］

Ｋｅｙｍｅｓ 様

　ここに私は，あなたの紹介状にただ感謝を申しあげ，Ｍａ１ｓ
ｋ１ との私の会見がうまくいっ たこ

とを，あなたにおつたえしたいと思います。彼はまっ たく感じがよくて，私が役に立つ情報を手

にいれることもできるかもしれない，ロシアの幾人かの人たちの住所を送 ってくれることを，最

後には約束してくれました。私がロシアに定住する許可をもらうようにや ってみることを，たぶ

んそうなる見込みがある ，とは思 ってはいないけれども ，完全に絶望的だとはどうも考えていな

いようでした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　　Ｗ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍは ，１９３５年の初秋にロシアを訪れた。彼は，ノルウェーで１９３６年から１９３７年の一年問を過

　こして，Ｃａｍｂｒ１ｄｇｅ に帰 ってきたのち，やはりロシアに行く計画をもっ ていた。Ｐａｕ１Ｅｎｇｅｌｍａ叫〃〃舳

　ヵｏ刎Ｌ〃舳ｇＷ１２惚３郷物〃，ｐ５８をみよ 。

（８９８）



　　　　　　　 Ｌｕｄｗｉｇ　Ｗｉｔｔｇｅｎｓｔｅｉｎ： Ｌｅｔｔｅｒｓ　ｔｏ　Ｊｏｈｎ　Ｍ
ａｙｍｒｄ　Ｋｅｙｎｅｓ１９１３－１９３９（飛田）　　　　　 １７１

　Ｋ．２８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８Ｉ，Ｅａｓｔ　Ｒｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｍｂｒ１
ｄ－

ｇｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２．３９
．

Ｋｅｙｍｓ 様

　私は昨晩，ＭＳをもっ てＫｍｇ
’ｓ Ｃｏｌ１ｅｇｅ を訪問しましたが，あなたはＬｏｎｄｏｎ に行きなさい ，

と言われました。それで私は，またそれをかえしてもらいましたし，あなたが金曜日以前には望

まれないなら ，私は金曜日までそれを手元においておきましょう 。私は翻訳を少し通して検討し ，

それに二日をあてたいのです。おそらく幾らかのひどい問違いを訂正するのに。けれども私には ，

これをする時間がありません（奇妙に思われるかもしれません）。 私の翻訳者は，第一巻の約半分ほ

とや って，その後に彼の父が二 ・＝週間まえに亡くなっ たアメリカに旅↓たなけれはなりません

でした。それで私は，あなたにトイッ語の原文を手渡すことにします。　　その原文があなたに

何か役に立つ場合のために。原文や翻訳を見つめることがあなたに役に立つ，と私が信じている

かのようにではなく ，あなたが原文をごらんになるのを望まれているので，あなたはとうぜん原

文をお持ちになるのです（Ｍｏｏ．ｅ はドイッ語の原文をほとんど読んでいますし，それについてあなたに

何かをおつたえすることができる ，ということはありえます 。）。 私がおそれているのは，英語版の一部

コピー が　冊だけと訂正されたトイツ語版の一部 コピーだけしかないことです。あなたは，その

両方のコピーを持たれるでしょう 。

　こうしためんどうなことをすべて引き受けてくださることに，お礼を申します 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

　　　〃８　　１舳励ｇ舳ｏ郷のその当時の版の最初のものの英語訳 。

　　　 Ｚｏ此舳ｒ－Ｍｏｏｒｅの引退後，空席になるはずであ った哲学教授の職にＷ１廿ｇｅｎｓｔｅｍは志願してい

　　た。Ｋｅｙｎｅｓ はその講座の選考者のひとりであ った 。

　Ｋ．２９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８Ｉ，Ｅａｓｔ　Ｒｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｍｂｒ１
ｄ．

９ｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．２．３９
．

Ｋｅｙｍｓ 様

　きのう私が私の本の英語訳を通読しはじめたとき ，期待していたよりも悪いものがたくさんあ

って，それでそれを訂正することがほとんど絶望的であることがわかりました。しかし私はそれ

でも ，この二日問にできるだけ通読して，あなたが英語のＭＳをこらんになるときにおわかり

になるように，ほとんど逐語的に訂正しました。私は，このやり方では約２０ぺ 一ジ以上はやるこ

とができませんでした。あなたが多少ドイッ語をお読みになれるなら ，私はドイツ語の原文を読

むことをや ってみたいのですが。全体のものは，二 ・三日まえに読んだよりもいまは，もっと茶

番劇のようにさえ思われます 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご多幸を祈ります 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗｉｇ

（８９９）
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　Ｋ．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９Ｉ，Ｅａｓｔ　Ｒｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｍｂｒ１ｄｇｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．２．３９
．

Ｋｅｙｍｅｓ 様

　あなたのこ親切な報告書，ありがとうこさいました。そのとおりです。翻訳は，まっ たくみこ

となほどひどく悪いものですし，そのうえ翻訳をした人は崔去去人です。ただ彼は，生まれなが

らの翻訳者でないだけです。口語体の（専門的でない）散文ほど翻訳するのはむつかしいものは

ありません 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　Ｋ．３１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８Ｉ，Ｅａｓｔ　Ｒｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｍｂｒ１
ｄ－

ｇｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１ ．　２ ．　３９
．

Ｋｅｙｍｅｓオ羨

　電報，ありがとうございました。あなたが引き受けられたすべてのご労苦にお礼を申します 。

あなたが誤りをなされなかったことを，神様にお願いしています。あなたが間違いをされない ，

ということを証明するのは，私の問題だということはわかっています。それで，りっ ぱな教授に

なるでしょう 。

望むら之ぽ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もういちど感謝を 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌｕｄｗ１ｇ

　　肋断舳トー１９３９年２月１１日にＷ１ｔｔｇｅｎｓｔｅｍが教授職に選はれた時の祝電
。

（９００）


