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はじめに

　思いがけずこのような表題の下でレーリヒについて書くことになった。これ
もまた自発的なものではない、やむを得ぬ事情があってのことだ

（2）

。レーリヒと
はニコライ・レーリヒ Nicholas Roerich〈1874⊖1947〉。知る人ぞ知る、知らない
人はちっとも知らない謎めいた人物である。上のエピグラフからも知れる通
り、20 世紀の名曲中の名曲、ストラヴィンスキーのバレエ曲「春の祭典」の伝
説的なパリでの初演の際の美術担当者としてのレーリヒが、やや有名。だが、
その歴史的な初演に立ち会えなかったわたしにとっては、ニコライ・レーリヒ
とはやはり何よりもヒマラヤに取材した特異な画家。もう大好きな画家のひと
りだ。レーリヒの本を集め、レーリヒの画集を求め、画像などを山ほど収録し
たパソコン用ＣＤを買い求めたほど。だが、そのレーリヒとの出会いは、わた
しの場合、ラヴクラフト H. P. Lovecraft〈1890―1937〉と切り離せない。だが、
ラヴクラフトと言ってもやはり、レーリヒ同様、知らない人はちっとも知らな
い、知る人ぞ知るの作家。

レーリヒと河口慧海
─レーリヒ父子来日の事情を探る─

金　沢　　　篤

　バレエ『春の祭典』は戦争勃発の前年であ
る一九一三年五月にパリで初演された。反逆
のエネルギーにあふれ、生贄となる処女の死
を通して生を祝福するこの作品は、生を求め
ようとして数百万もの優れた人々を死なせた
二十世紀をまさしく象徴する。この音楽の作
曲者ストラヴィンスキーがはじめこの曲につ
けようとしたタイトルは＜犠牲＞であった

（1）

。
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Ⅰ．レーリヒの方へ―ラヴクラフトの地平から―

　ニコライ・レーリヒは、ロシア人と言うべき人だが、ある時自国を捨てて外
国へ出、アメリカに渡ってアメリカ人に帰化したという。したがって、その名
前をローマ字や片かなで表記したりする場合、様々な問題が起こってくる。わ
かりさえすればどうでもいいとも言えるが、この問題はどうしても避けて通れ
ない。今日では、ドイツ語ふうに、あるいはロシア語ふうに、片かなでは、ニ
コライ・レーリヒと表記するのが慣例のようだ。当然ながら、レーリッヒとし
たり、レーリッフとしたり、リョーリヒとしたり、リョーリッヒとしたりする
人、またロシア人ならばむしろリョーリフとすべきとする人がいる

（3）

。
　かれの著作の最初の和訳、竹内逸［1926］が刊行されたのは大正 15 年
［1926］のことだが、その際にはニコラス・ロオリッヒと表記された。昭和９
年［1934］に来日した際には、新聞報道などでは、ニコラス・ローリックで
統一されたようだ。したがって、今日ネットなどでかれのデータを取得する際
の検索条件が一つに定まらないという恨みがある。レーリヒで検索したのでは
ひっかからない場合が多々あるのである。ファーストネームの方も、ニコラス
とニコライでは微妙な問題が起こる。何とも腹立たしい事情だが、今はニコラ
イ・レーリヒと用いておくことにしたい。

　さて、そうした画家であるニコライ・レーリヒだが、美しい詩作品を物し、
自身の独自の思想を堅固な散文にしたてて自在に発信することも出来る思想家
であり、身体を使って活動し、どこへでも出かけて行っては、他者とも自由に
渡り合えるエネルギッシュな活動家でもある。美しく有能な妻を持ち、聡明で
頼もしい勉強好きの子どもを持つ堂々たる家長でもあった。1874 年生まれ 1947
年没。先に問題にした正宗白鳥は 1879 年生まれ 1962 年没、島崎藤村が 1872
年生まれ 1943 年没、またレーリヒ同様風景画を得意とした日本画壇の雄、川
合玉堂が 1873 年生まれ 1957 年没、などを思い浮かべておけばよいかと思う。
かれらはいわば同時代人。そして、そのようなレーリヒをわたしはアメリカの
作家ラヴクラフトとのからみで初めて知ったのだ。このラヴクラフトに関して
はわたしも一戯文、金沢［1985］を公にしたことがある。それは 1985 年６月
刊行の『定本ラヴクラフト全集５　小説篇 V』（国書刊行会）に挟み込まれた
月報に掲載された恥ずかしいような小品だ。その本巻には「闇に囁くもの」
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（1930 年）「狂気山脈」（1931 年）「インズマスの影」（1931 年）の力作三篇が
収録されている。ラヴクラフトとしてはいずれも長篇の部類に属する作品であ
る。その高木国寿訳「狂気山脈」には、次の様な一節がある。
　
　「これら眼界を満たす光景は、なぜか、かのニコライ・レーリッヒの筆にな
る奇怪にして見るものの心を乱さずにはおかぬ数々の画、例のアジア各地に取
材した一連の風景画を彷彿させるものだった。……〈略〉……レーリッヒの絵
よりもさらに奇怪なその描写にこそ近いものではなかったか……」（130 頁）
　「ちょうど、レーリッヒの絵の中にでてくる、峨々たる山脈にへばりつくア
ジアの古城のようだ。」（144 頁）
　「彼は言ったのだ、これはニコライ・レーリッヒ描くところのアジアの山の
頂きに立つ太古の神殿の跡にそっくりではないか、と……〈略〉……そもそも
これら峨々たる雄山を擁するこの異界の大陸それ自体が、すでにしてレーリッ
ヒの世界を彷彿させるものなのではないか……」（175 頁）
　「この時もまた、思い出されるのは、ニコライ・レーリッヒ描くところのア
ジアの廃都の光景だった。」（198 頁）
　「黒い峰々は無数の廃墟を戴いて東の空に聳え立ち、それを見上げたわれわ
れは、今一度ニコライ・レーリッヒの絵画を連想せずにはいられなかった。」
（313 頁）

　いかが。ラヴクラフトのレーリヒとのただならぬ関係は、ラヴクラフトのこ
の作品に見られる上記一連のレーリヒへの言及からしても容易に想像できる。
だが、わたしが初めてレーリヒの存在を明確に意識したのは、それよりも 7年
前の荒俣宏氏の同作品の本邦初訳を通じてである。

　「その光景のどこかに、あの奇妙で心の平穏を失わせるニコライ・レーリッ
フ（ロシア生まれの芸術家。のちに神秘家としても知られた。口絵を参照のこ
と）のアジア的な彩色画を思い出させた

（4）

。」（荒俣［1978］18 頁；荒俣［1993］
220 頁）

　今や相当の有名人となった訳者の荒俣宏氏は、その「解題」で以下のように
記していたのだ。
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　「ところで、本編に描かれる南極の廃墟は、作中でラヴクラフトも述べてい
るように、ロシア生まれの神秘的芸術家ニコライ・レーリッフ（一八七四 ︲一
九四七）が残した東洋画風なアジアの風景画に、インスピレーションを得てい
る。レーリッフは探検家でもあり、一九二○年代のチベットやヒマラヤへ旅行
し、奈良などにも訪れて東洋の古代遺跡や空洞などに関する不思議な絵画を多
数制作した。これらの作品がアメリカで公開されたのは、ちょうどラヴクラフ
トが『狂気の山にて』を執筆する時期、すなわち一九三○年代にあたってい
た。ラヴクラフトが日参することになったのは、ニューヨークに建てられた
レーリッフ記念美術館である。やがてレーリッフは一九三○年にアジアで得た
多くの神秘的な伝説や教理に取材した著作『シャンバラ』を刊行し、考古学や
神秘学の面でも注目を集め、オカルティストの列にも加えられた。これは人づ
ての情報であるが、かれの神秘的な風景画は日本のオカルティスト団体にも所
蔵されているという。いずれにしろ、レーリッフの荒涼たる画面は、ギュス
ターヴ・ドレやＳ・Ｈ・サイムらの画家以上に晩年のラヴクラフトの心を奪っ
たとみえ、かれの書簡にもしばしば言及されている。とくに印象的なのは、か
れが病いに倒れてジェーン・ブラウン病院に緊急入院する寸前まで、友人の
ジェームズ・モートン宛にしたためていた書きかけの書簡のいちばん最後が、
このニコライ・レーリッフへの言及で終わっていることだ。ちなみに、この部
分を紹介してみよう―
　「……しかし、シュルレアリストよりもはるかにすばらしいのは、あのニコ
ライ・レーリッフだ。かれが住むリヴァーサイド・ドライブと百三番街とに挟
まれた区画にある家は、あの不潔な地区にあってわたしの聖所ともいえるとこ
ろだ。わたしに異次元と異界の生物の息吹きを―いや、すくなくともそうい
う領域へ通ずる門道を―感じさせる、あの情景と雰囲気の描きかたには、何
かがある。孤絶した高原台地にある摩訶不思議な石の空洞―そこに感じとれ
る、不安な、ほとんど感覚が伝わってくるような、のこぎり状の尖鋒の並―
それからなかでも、切りたった岩壁にしがみつくようにして、針のようにと
がった禁断の峰々を縁取るように上へ上へと積み重なっていく、あの奇妙な立
方体の側面

（5）

……」
　まさに『狂気の山にて』を彷彿とさせる、最後の一文ではないだろうか。こ
の珍しいレーリッフの東洋画、とりわけ『狂気の山にて』の霊感源になったチ
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ベットの絵を見たいと願っていた筆者は、最近になってロシア語のレーリッフ
伝を入手した。口絵に紹介したのは、この書物に付された図版である

（6）

。」（荒俣
［1978］526-528 頁）

　わたしがレーリヒを知ったのは、このようなラヴクラフトを廻る荒俣宏氏の
飜訳紹介を通じてであった。数年しか年長ではないが、社会的行動の面では
ずっと遙かに先行していた荒俣宏氏の遙かに遅れた後をいわば追っかけのよう
にしてとぼとぼ辿っていったようなものである。ここに見られる荒俣氏のレー
リヒに関する蘊蓄が、その後に続々と現れる荒俣氏の著作などの中に増殖を続
けていったということである

（7）

。後に日本語によるものとしては最初の充実した
「レーリヒ伝」の著者となる加藤九祚氏の加藤［1982］よりも先に、筆者など
は、荒俣氏に導かれるようにして、遠山峻征［1979

（8）

］や荒俣［1979］［1981］
のレーリヒ迷路に誘われていったように記憶している。
　本稿は、レーリヒにも強い霊感を得た特異なホラー作家たるラヴクラフト
や、レーリヒその人に関してのものではない。ただ、そうした画家とも神秘家
とも言われるニコライ・レーリヒが来日しているという事実があるにも拘わら
ず、その来日の事情が必ずしも明確ではない、しかもそれに不確かな憶測や空
想がからまって藪の中状態である。わたしが企図したことは、その事情を具体
的な証拠と共に闡明するための作業である。そう、直接的には、先の荒俣氏に
よる解題中の文に下線を付しておいたが、その「一九二○年代……奈良などに
も訪れて……」の真偽問題である。このレーリヒはわが日本国にはいつ訪れ
て、何をして、どのような成果を残したのか、今回わたしが目指しているの
は、ただその一点である。

　執筆者名は特定出来ないが、荒俣［1981］のレーリヒに割り当てられた四
頁分の中の「リョーリフ」と題された文章の中に、以下の記述がある。

　「そして彼は、第１次大戦前に日本をも訪れている
（9）

。世界が大戦に見舞われ
たときも、リョーリフは〈シャンバラの使者〉として文化十字協定を世界の
国々に結ばせた。赤十字の活動に似て、世界の美しい都市や古い美術品に対し
て爆撃を加えてはならないことを約束させる運動である。そしてリョーリフが
かつて訪れた美しい都、奈良や京都が、今も変わらずに存在するのも、〈シャ
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ンバラ〉の遠い恩恵といえるのだ。
　ロシア世紀末のバレエ劇場に端を発したリョーリフの〈美しい十字軍〉の足
跡は、大正末年に日本にも及んだ。『美と慧知の生活』と題された唯一の飜訳
が出たのは、大正 15 年のこと。……」（荒俣［1981］355 頁）

　同書、続く箇所には以下のような記述も見られる。

　「今日、リョーリフの設立した霊的教育機関はアメリカを中心に活動を続け
ており、大正末期にリョーリフ自身が来日した際、何らかのリョーリフ主義が
日本にも移入されたと思われる。」（荒俣［1981］357 頁）

　これらの記述による限り、ニコライ・レーリヒは大正年間（1912-1926）に
わが日本国を訪れていることになる。だが、本当だろうか？
　また、飜訳者や論述者の氏名が不明だが、日本アグニ・ヨガ協会［1981］
に収録されている「ニコラス・レーリッヒ略伝」には、次のような記述があ
る。

　「レーリッヒは、少なくとも二回日本に来ているが、日本人の美的感覚と勇
気を賞賛した。彼は日本の絵画と演劇を高く評価しており、日本的特質を吸収
し、その特質は日本で描いた絵と同様まだその所在がつきとめられていない。
それはそれとして、この偉大な天才と私達の国との間には強い結びつきがある
ことは疑いえない。「アジアの心」、「金剛」そして「シャンバラ」を含む彼の
諸著は、日本の一流の神秘主義者達の間では五十年前から知られている。しか
し、今まで発行された邦訳は既に絶版となり、もはや手に入れることはできな
い。」（日本アグニ・ヨガ協会［1981］206 頁）

　一方最も信頼のおけそうな加藤九祚氏は、加藤［1982］の中で、次のよう
に記している。

　「レーリヒは一九三四年に来日し、富士山を二枚の画布に写している。これ
は現在レニングラードのロシア美術館に収蔵されている。」（加藤［1982］179-
180 頁）
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　「一九三四年」とは昭和９年である。『季刊　幻想文学　第６号　特集［ラヴ
クラフト症候群］』（1984.3.20）のインタビユーの中で、荒俣宏氏は次の様に
言っている。

　「時代的にもニューヨーク一帯というのは三○年代くらいまで、そういう神
秘学運動の坩堝でしたから。クリスチャン・サイエンスはあるし、ニコライ・
リョーリフはいるし、特にリョーリフの神秘画は後期のラヴクラフト作品に決
定的な霊感を与えていますよね。」（112 頁）
　
　また荒俣宏・笠井潔［1984］という対談の中で、荒俣宏氏は次のように
言っている。

　「一方あのサークルというのはおかしな人間がいるんですね。オカルティス
トがいるんですけども、Ｅ・ホフマン・プライスというのがいて、これはオリ
エンタリストでもあるんだけど。この人間が、当時としては非常に早いと思う
んですが、ブラヴァツキーなんかを一所懸命読んでまして、あるいはアメリカ
に入ってくるニコライ・リョーリフなんかを非常に高く評価して、まあ一九二
○年代の後半ぐらいには、アガルタ幻想ですとかシャンバラ幻想とか―後に
シャングリラ幻想になるんですけど、……」（114 頁）
　「もうひとつブラヴァツキーとか、あるいはニコライ・リョーリフみたいな
東洋心理学者をもってきた……」（115 頁）

　さらに加藤九祚氏は、加藤［1985］の、「解説―本書の著者ユーリ・レーリ
ヒについて」の中で次のように記している。

「一九三四～三五年、ユーリは父親のニコライ・レーリヒとともにヨーロッ
パ、アメリカ、満州、中国西部、内モンゴルおよび日本へ旅行した。」（16頁）

　いかが。レーリヒの来日に関説する以上の記述からは、次のように集約する
ことが出来るのではないか。レーリヒは少なくとも二回来日している。一度は
大正年間、二度目は専ら加藤九祚氏がもたらす情報であるが、昭和９年
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［1934］。
　今回のわたしの調査によっては、レーリヒが大正年間に来日した

（10）

という証拠
を見出すことは出来なかった。いや、明確に証拠づけることの出来る昭和９年
のレーリヒ来日に先だって、レーリヒがわが国を訪れているという証拠を見出
すことは出来なかった。1947 年に没したレーリヒが結局生前何度日本を訪れた
かも明確にならなかったが、昭和９年以降にもレーリヒがもう一度だけ来日し
ている（いや、立ち寄った）かも知れないと推測させるような記述には出くわ
しているものの、その証跡を見出すことは出来なかった。それにはむしろ否定
的なコメントを付すだけで、それ以上の詮議は断念した。本節はひとまずここ
で閉じるが、次節では、来日したことがどこから見ても明白な 1934 年＝昭和
９年のレーリヒの来日の事情について明らかにしたい。

Ⅱ．レーリヒ来日の事情

　本節は、曖昧な憶測によっていたレーリヒ来日の事情を闡明することを目的
としている。これまで必ずしも明確でなかったレーリヒ来日の事情を信頼の出
来る新聞や雑誌の記事といった確実な資料に基づいて明らかにしたい。高山龍
三氏より教わった英文誌の記事の全文を紹介し、わが国の種々資料を網羅的に
紹介したい。レーリヒ来日中のエピソードがそれによって明らかになると考え
るが、その中の最大のイベントと思われるただ一度の駒澤大学でのレーリヒ父
子の講演會の実情をうかがう資料をも併せ紹介したい。
　以下の The Maha-Bodhiと Buddhism in Englandの二誌に関しては、筆者の知
るところはほとんどない。高山龍三氏による詳しい紹介を待ちたいと思うが、
ここで一言コメントしておくべきは、その二誌の記事から知れる、〈レーリヒ
父子の来日の時期〉に関してである。前者では「August 1934（1934 年８月）」
からの「 last month（先月：７月）」、後者では、「 June（６月）」となっている。
後述資料からも明らかなように、レーリヒ父子が横浜港に着いたのが、「1934
年５月 10 日夜」のことであることを銘記すべきであろう。また、「駒澤」が、
前者では「Komogawa」、後者では「Komozawa」と表記されていることも敢え
て指摘しておくべきだろうか。

The Maha-Bodhi, 42(8):375-377, August 1934

〈NOTES AND NEWS〉
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PROFESSOR NICHOLAS DE ROERICH IN JAPAN.

　　After his recent visit to Europe and America, Prof. Nocholas de Roerich, the 

world, renowned artist, philosopher and cultural leader, was invited to Japan and he 

visited this country last month.

　　Upon their arrival in Yokohama Prof. N. de Roerich and his son Dr. Georges de 

Roerich, the eminent Sanscritologist and Tibetologist, were met by an official 

representative of the Japanese Government, Dr. Ishimaru, Director of the Educational 

Dept, who had especially come over from Tokio to meet the visitors. The city was 

illuminated with decorative signs of “Welcome”. With Dr. Ishimaru the party went by 

car to Tokio. Here Prof. de Roerich was invited to visit the famous Meidji Shrine ― 

tomb of the late Emperor, the Imperial Museum, the Temple of Avalokiteshvara, the 

Shinto Temple, the University, the Japanese Noh plays, the gardens of the Empress and 

the monument in memory of the one million victims lost in the great earthquake.

　　The America-Japan Society arranged a luncheon in honour of Prof. de Roerich,at

　which　Prince Tokugawa (Speaker of the House of Peers) presided. Among the 80 
visitors were the U. S. Ambassador J. C. Grew,the American Consul-General,the former 

Japanese Ambassador in New-York His Exc. Katsuji Debuchi, Consul. GeneraI 

Horinche, Viscount Tadashiro Inouye,and many other members of the diplomatic corps 

and distinguished visitors. Prof. de Roerich addressed the audience in a cordial speech 

in which he dwelt on the cultural progress of Japan and asserted that only a cultural 

basis of international relations can be a firm safeguard for true peace. In hearty 

speeches the Japanese speakers thanked Prof. de Roerich for his remarkable words and 

stated how happy they were to welcome Prof.de Roerich in their midst, because ʻʻhe and 

the Roerich Museum in New-York have accorded invaluable collaboration in 

introducing Japanese culture to the American people”. The Press of Japan was most 

responsive, not only did many newspaper interviewers meet Prof.de Roerich on board 

his ship, but throughout his stay in Japan front-page articles of many columns 

appeared,with portraits of Prof. de Roerich's and Dr. Georges de Roerich. Prof. de 

Roerich's speech was quoted in a11 1eading papers which hailed the “artist and cultural 

leader of international fame.” The newspapers stressed the fact that　“Prof. de 

Roerich's activities have taken on a unique significance during the past few years in 

becoming a symbol of unity and creativity” and described in great detail the Roerich 
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Pact and Banner of Peace,and commented at length on the esteem and veneration which 

is accorded to Prof. de Roerich by leading men of art, religion, and culture throughout 

the world, quoting, that “Roerich has been called as one walking on the path of 

Bodhisattva”.
　　The Buddhist university of Komogawa invited Prof. and Dr. de Roerich to read 

lectures on Buddhism and there was a very large audience. Prof. Tachibana gave a 

cordial introduction and translated the lecture. Among the guests was the famous Ekai 

Kawaguchi who concluded the event with a warm speech in praise of the lectures, 

pointing out Dr. Georges de Roerich's unique knowledge of the Tibetan language. After 

the audience had tendered hearty ovations to both lecturers, there was a special 

gathering at tea and Prof. de Roerich transmitted messages of welcome from the Maha 

Bodhi Society in New-York, Calcutta, and Buddhist Association in Ceylon. 

Reproductions of Prof. de Roerich's paintings win be exhibited in the halls of the 

Komogawa University and Prof. de Roerich greatly praised the new building and the 

high spirit of this institution.

　　Another most significant event was the celebration in honour of Prof. Nicholas de 

Roerich arranged by the Society for Promotion of IntenationaI Culture and on this 

solemn occasion Prof. de Roerich presented to Prince Iyesato Tokugawa the Banner of 

Peace. The Imperial Academy of Arts also gave a dinner in honour of Prof. de Roerich 

at which notable speakers heartily welcomed him and Prof. de Roerich also delivered 

an address to the well-known Mrs. Matsudaira.

Buddhism in England, 9(4), p.127, Nov.-Dec., 1934

PROFESSOR ROERICH IN JAPAN.

　A notable event in Buddhist activities this year was the visit in June of Professor 

Nichohs Roerich and his son, Dr.George Roerich, to Japan. The Japanese people who 

created under Buddhist influence so great a culture in the past have not lost their 

interest in high ideals, in spite of the influence of the sordid materialism of America and 

Europe, and they gave these eminent　representatives of modern culture a right worthy 

reception. With Dr. Ishimaru, Director of Education, as their guide, they were shown 

some of the still existing monuments of Japanʼs former greatness, notably the national 

Shinto Temple at Tokyo, and the Temple of Kwanzeon Dai Bosatsu (Avalokiteshvara). 
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They also saw a performance of “No” plays.

　Prince Iyesato Tokugawa presided at the luncheon given in the guestsʼ honour, many 

of the most notable of members of the diplomatic corps being present, as well as 

representatives of the　educational and artistic spheres. In the speeches of Professor 

Roerich and his hosts stress was laid on the power of international cultural relations to 

safeguard world peace, and the Roerich Pact and Banner of Peace were much extolled.

　Both Professor and Dr. Roerich lectured on Buddhism at Komozawa University, 

Professor Shundo Tachibana acting as interpreter. The famous traveller, Ekai 

Kawaguchi, author of Three Years in Tibet, was present, and complimented Dr. George 

Roerich on his profound knowledge of the Tibetan language.

　Another interesting event in the programme was the celebration in honour of the 

guests arranged by the Society for the Promotion of International Culture, at which the 

Banner of Peace was presented to Prince Iyesato Tokugawa by Professor Roerich.

　以下には、筆者が調査した昭和９年［1934］５月のニコライ・レーリヒ来
日をめぐる『朝日新聞』『讀賣新聞』『中外日報』紙に見る新聞報道を引こう。

【朝日新聞】(1934.5.5⊘朝刊⊘11p)

ローリック氏十一日に來朝
ニューヨーク市ローリック博物館館長ニコラス・ローリック氏は東洋觀光のた
め來る十一日横濱入港のプレジデント・ジャックソン號で來朝する、同氏は露
國の生れ、後アメリカに渡り多年美術を通じての交歡に功績あり、親日家であ
る

【朝日新聞】（1934.5.10⊘夕刊⊘2p）
一流畫家が感謝の集ひ/米博物館長に
日米協會では來る十一日入京するニューヨークのローリック博物館長ニコラ
ス・ローリック氏を迎えて十五日正午帝國ホテルに歡迎午餐會を催すことにな
つた
同氏は一昨年文部省が米國トレド市で日本美術家作品展覽會を開催

（11）

した前後に
非常に斡旋してくれた人
當日は特に文部省から
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粟屋次官、下村宗教局長、赤間專門學務局長、石丸學藝課長
美術家側から
正木帝國美術院、和田美術學校長、
横山大觀、川合玉堂、小室翠雲の諸畫伯、杉帝室博物館長、秋保科學博物館長
等が出席
ローリック氏を中心に感謝の意を表することになった

【讀賣新聞】（1934.5.11⊘朝刊⊘11p）
佛都研究に/ロ氏来朝/昨夜ジャク/ソン号入港
【横濱電話】
ニューヨーク、リバーサイド・ドライヴのローリック博物館長ニコラスロー
リック氏とその［令］息ジョージ博士が十日午後九時横濱入港のＰ・ジャクソ
ン號で日本の佛都訪問にやつて來た
ローリック氏は有名な考古學者で又畫家でもあり、探檢家としても知られてゐ
る、日本には一ヶ月滯在
京都、奈良、伊勢等の古都に杖を曳き畫を描いたり考古學の研究資料を集める
のが目的だそうで同氏は自動車で帝國ホテルへ入つた
【寫眞はロ氏】……写真付き（実はジョージ博士：筆者註）

【讀賣新聞】（1934.5.18⊘朝刊⊘2p）
日本食に舌鼓/美術の歡談/ゆうべロ翁感謝の宴
□　わが國美術のよき理解者として多年その海外紹介のため盡力している
ニューヨーク、ローリック博物館長ニコラス・ローリック翁が憧れの日本觀光
に來朝したので、翁の功勞を感謝する歡迎晩餐會が文部省主催で十七日午後六
時から芝紅葉館で行はれた
□　美はしい顎髭をたゝへたローリック翁と同伴來朝した令息ニコラスヂョー
ヂさんを主賓に主宰者側から石坂參與官、日本畫壇から横山大觀、川合玉堂、
荒木十畝、結城素明、松岡映丘諸氏の耆宿たちが參集、若葉の香り馥郁と迫る
日本間で主催者の心盡しになる純日本料理をかこみ日本美術の話題を中心に歡
談して同九時ごろ會を閉ぢた
【寫眞左から石坂參與官、ローリック翁、ヂョーヂ氏、川合玉堂、結城素明の
諸氏】……写真付き
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【中外日報】（1934.5.18⊘No.10420⊘2p）（1）
米國に於る佛教の/學者・畫家たる/ニコラス・ローリック氏/初の来朝
アメリカに於る佛教の特殊研究家にして佛教學者でもあり、一面佛畫家でもあ
るニューヨークの博物舘長ニコラス・ローリック氏が滞在約二週間といふ慌し
い日程

（12）

でこのほど令息を伴ひ初の来朝をした。帝國ホテルを宿舎に氏と親しい
牧畜家谷邨一佐氏がもてなし役となり各方面に紹介の労をとつてゐるが、去る
十二日には東京帝大を訪れ図書舘その他を見學してその偉大と完備に一驚、讃
辞を述べ又日本佛教否宗教界の大御所姉崎正治博士と丸三十年振りに邂逅して
大いに懐旧の情を温め、その後も訪問見學に車を駆つてゐる。氏はもともと白
系露人であつたがその帝政崩壊と共に米國に亡命して帰化し現在ハドソンリー
に二十八階建といふ豪壮な建物を有ち、又米國佛教協會名誉會長として東洋美
術、佛教、儒教に関するコレクションにつとめてゐるが嘗て印度並に奥西藏方
面を観察し同地の佛教事情に精通すると共に佛教を題材とした絵畫を多数描い
てゐる。元来が基督教徒ではあるが全くのピューリタンで、氏の佛教研究に於
ける成果の中核はその著書にも発表する如く「基督はその晩年奥西藏トルキス
タンで佛教を研究した」といふ興味深い主張であると。

【中外日報】（1934.5.18⊘No.10420⊘2p）（2）
駒大で今日/ロ氏講演會/佛教學會主催で
米國佛教協會名誉會長たり佛教研究に造詣深い畫家ニコラス・ローリック氏初
の来朝は別項の如くであるが、駒澤大學佛教學會では今十八日午後二時から同
氏を招いて佛教講演會を開催、その特異な主張を聴くことになつた。因に当日
はロ氏を親しく知る牧畜家谷邨一佐氏の通訳で所謂基督晩年の佛教研究説が発
表される筈であるが、来朝最初のまた恐らく最後の講演として頗る注目され斯
界の興味を惹いてゐる。

【中外日報】（1934.5.22⊘No.10423⊘2p）
日本でたゞ一度！/ロリック父子の佛教講演會/―興味ある西藏の紹介―
既報、憧れの美術日本、佛教日本に初の来朝中である米國佛教協會名誉會長、
同國紐育の博物舘長、畫家ニコラス・デ・ローリック翁と同伴の令息ヂョーヂ
氏はその後も非公式に各方面の訪問見学をなし
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又有志の　歓迎會座談會等に臨みつゝ美術を讃美、佛教を讃嘆、更に大の親日
振りを見せたが、去る十八日駒大に於ける佛教講演會は恐らく氏等のこの種呼
びかけの最初にして最後のものとして多大の意義をもつた。
これより先社員はその宿舎たる帝国ホテルにロ氏父子を訪ひ、外出前の暫し慌
しい會見だけは叶つたが、美はしい長髭の翁、赤ら顔の愛想いゝ令息ヂョーヂ
氏は恰度駒大の立花俊道氏と例の面會所で語り続けてゐた。
やがて部屋に帰つた翁はその自作にかゝるとい十数葉の畫と翁の肖像畫が扉に
貼附されてゐる彼の地大菩提會の小冊子や、これまたその執筆になる「日本禮
讃」なるパンフレットを持ち来つて懇ろに示して呉れた
又印度、セイロン、トルキスタン、チベット支那等その旅行の跡を断片的に語
り、翁自ら美術による所謂ピースメーカーなることを特に強調、又「チベット
佛教について是非話したいが、急ぐから後に講演會で」とその時は遂に多くを
聴き得なかつたが、駒大に於ける講演で、先づロ翁は

宗教は凡ゆる時代総てのものの原動力たるものであるが今日に於て特にさ
うである。反宗教的云為は自己の無智を示すもの、宗教は　何処までも一
の現前の事實である、而して佛教には貴重な寶物が保存されてゐるが、
かゝる無智者のために戦時平時を問はず往々破壊され易い。現に吾々は中
央アジア旅行中寺院佛像の壊れ居るを目撃したが今後かゝる事は許さるべ
きことでない
茲に於て私は日本文化を禮讃し尊重する、といふのは唯日本に於てのみ右
いふものの過現未的存在が見られるからである。私共の掲げる「平和の旗
幟」なるものは三つの骨子を意味してゐるが、これこそ佛教の所謂三寶に
型どれるもので、人或は　これを藝術、科學、宗教の三を意味すると思、
或は過現未の象徴と受取るが、勿論何れも正しく要は「永久」といふこと
を表はすものである。

とて藝術、科學、宗教等文化の具象としての所謂貴重なる寶の保存を主張し、
そこに平和建設の一大意図を吐露し、更に氏等がヒマラヤ山中に興したといふ
佛教の研究所について述べ、該地方の巡禮の有つ経典に盛られてゐる未来記中
の興味ある預言や蒙古のラマ僧の傳へるそれを挙げて宗教乃至佛教が極めて重
要な位置にあることを証した。
　次いで令息ヂューヂ氏は、前記ヒマラヤ山中の佛教研究所に於けるチベット
佛教の研究（後報）について貴重な発表を三十分余りに亘つてなすところがあ
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つたが、当日はチベット佛教に於ける日本の権威河口慧海氏も終始傾聴、最後
に大いに啓発される処あつた旨謝辞兼挨拶を述べた。尚通訳は立花俊道氏であ
つた。因にロ氏父子今回の来朝は印度への途次立寄つたものであるが今後は更
に新満洲帝国をも訪れると。

【中外日報】（1934.5.23⊘No.10424⊘3p）
東方の光、復活の機運……と/ニコラス・ヂョーヂ氏

(13)

の語る／西藏佛教の研究
佛教が研究され且つ實行されてゐるこの日本訪問の光榮を思ふと共に日本文化
は佛教がこれを創造し、日本の帝國は
　武士道がこれを造り上げたことを信ずる。扨て私は私共の經營するヒマラヤ
山中のウルスヴァチ研究所でのチベット佛教研究について聊か述べたい。こゝ
に日本に於けるチベット佛教の最高權威河口慧海氏も見えてゐるが、氏がチ
ベットを訪れたのは二十年前である。而も氏の記憶は今尚こゝに殘つてゐる。
即ち彼等土地の人々は氏をセラ・アムチと呼んでゐる（セラは土地の名でアム
チは醫者のことセラ大學の博士の意）ヒマラヤの吾が研究所では、過去五年間
にチベット佛教に關して偉大なる
　研究を遂げたのであるが、目的達成のために同研究所を先づ二部門に分科し
た。一は考古學、藝術、言語等の研究他は植物、鑛物等自然科學のそれのため
に……。こゝで私共は先づ西藏語と英語との辭典を編纂した、この中にはチ
ベット語の文藝、口語更に梵語等も擧げたが、北方佛教の研究には極めて重要
視されるものと考へる。佛教に關するもので印度に失はれたものでもこゝチ
ベットに保存されてゐるものが頗る多い。傳へるところでは印度の七、八世紀
に於けるものが尚同地の寺院に傳へられてゐるといふ。この辭書の編纂には佛
教哲學の
　言葉に細心の注意を拂つたが、梵語の西藏語譯には適當な言葉を見出すため
に困難した。のみならずこの事業に從事した學者は非常な數にのぼるかのロー
ゼンベルグ氏等もその一人であるが、阿毘達磨は實に彼ローゼンベルグ氏の手
によつて初めて西歐に傳へられたもので、これを基調にその研究を進めた者が
極めて多い。この阿毘達磨はチベットに於る聖典中でも特に保存されてゐる
が、惜しい哉印度の梵語聖典は散逸して僅かに斷片が、中央アジア、支那、日
本で見出されるに止まるため吾々は餘儀なくチベット譯
　支那譯等に據らざるを得ない有樣である。中で前者は後者よりもより直譯的
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で的確
である。次に研究所の數ある研究中特に擧ぐべきものはチベット文學のそれ
で、中には佛教の歴史、論理に關する著述が多いその偉大な文學はチベット以
外に餘り知られてゐないといふ事に注意を拂ひたい。例へばかの「青の歴史」
の如きはその文學中最も重要なものであるといふことは河口氏も異論ないこと
と思ふ。吾研究所では更に佛教の醫學の研究に努めてゐる、それは佛教の
　傳播に與つて力あるものだつたがために……。そして醫學の原典研究のため
に試驗所まで設け、又醫學の心得ある土人を雇つて藥草を採集し、過去三年間
に梵語から西藏語への翻譯などを續けてゐる。古い知識は決して輕蔑すべきも
のでなく、寧ろこれを利用すべきもの從つて研究所では古い知識を傳へるため
にチベット叢書の刊行を始めてゐる。
　更に佛教研究以外にその原始宗教「ボン」の研究をしてゐるが今日のシャマ
ニズムといふもので、それにまた二派がある。即ち舊派と
　改革派とのこの二つの原始宗教は、今尚チベットの山間僻地に存在し洞窟を
寺とし石を聖壇として崇拜してゐる。その中後者は佛教から多くを攝取して一
見佛教寺院の如くである。前の探檢の際同教の聖典三百卷を發見し得てこゝに
該教乃至チベット佛教の研究に復活の曙光が見えた事を報告出來るのは無上の
喜びであるが、それは最近ラサに於て出版された。尚同國の北方ベリゲー州で
は殊に佛教研究復活の機運が著しく、そこでは地方の學者によつて佛像竝に
經文の目録が出版されたが、かゝる過去の宗教藝術保存の努力に對して吾々が
援助することは當然の義務であり、また與へられたる特權であると思ふ。

【朝日新聞】（1934.5.24⊘夕刊⊘2p）
親日米人ロ氏を迎へ/刀劍問答/大和魂を説く陸相
○　來朝中のニューヨークのローリック博物館長で親日家のニコラス・ロー
リック氏と令息ジョーヂ博士は父子相携へて二十三日午前九時官邸に林陸相を
訪問した、遠來の珍客に林陸相は「ようこそ」と多忙な中を快く迎へて應接室
に招じた
○　うちとけた歡談
林陸相　東洋へ來られていろゝゝ研究されるでせうが例へば刀劍などをも研究
していたゞきたい、日本の刀劍はやたらに振り回すものでなく、護國の魂をや
どらせて平和な象徴であり精神的な存在です、刀劍を見たとき心は清らかにな
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り、日本精神も自づとわかります
ロ氏　私は鎌倉の八幡宮で名劍を拜見しましたがさううなづけます
林陸相　滿洲の工作は平和を基礎とした文明國を造らうとする友邦滿洲國の人
達を助けて行くためで侵略、壓迫などなく、誠心誠意かう信じてかくいひ得ま
す
ロ氏　その事は良く知つてるので是非お會ひしたいためにやつて來たのです、
これから滿洲へ行つて五六ヶ月滯在し滿洲をよく見、よく理解して行きたいと
思つてをります
○　そしてロ氏は滿洲には古い歴史はあるが組織がかけてゐた、日本はその組
織を與へるもの、私は日本の百パーセントの後援者である事などを語り、日本
精神を心から尊敬してゐる熱心さを見せ會見の喜びを胸一杯に、十時近く官邸
を辭した
【寫眞はロ氏父子と陸相との會見】……寫眞付き

　また、レーリヒ父子の講演会に関して、その主催者の駒澤大学側の資料に
は、以下のようにある。
　
【昭和九年度佛教學會年報：駒澤大學學報第五巻之一】（1934 年６月 10日発行）
〈昭和八年度事業通覧

（14）

〉［レーリヒ来日公演會について 1934（昭和９年）年５月
18 日として］
「ニコラス、ローリック氏（米國佛教協會名誉會長）を招し、十三番教室に於
て佛教講演會を開催。
氏は印度並に奥西藏に旅行され、殊に同地の佛教事情に精通され、小ローリッ
ク夫妻

（15）

を同伴して印度への途次、短日間我國に滞在して特に本學會の爲に講ぜ
られたるは意義深き事である。
氏は、米國畫家としても亦非常なる親日家であり、吾國朝野の名士並びに畫家
に親交があり、誠に得難き愛日家なのである。
氏の著「日本禮讃」は美しい詩的な麗書である。
聴講出席者六百余名、立花先生の御通譯あり、盛會を極む。
尚河口慧海師御出席せらる

（16）

。」（188-189 頁）
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【昭和拾年度　佛教學會々報】（1934 年６月 21 日発行・ガリ版刷り？）
〈昭和九年度會計報告〉
「金貳拾貳円拾銭也　ニコラスローリック氏講演會費用」（41 頁）

　また、翌年昭和 10 年（1935 年）の新聞記事であるが、以下のものも参考ま
でに引いておきたい。その後のレーリヒとわが国日本との関係を考える一つの
資料になるであろう。

【朝日新聞】（1935.8.3⊘朝刊⊘11p）
親善の使ひする/南畫“日本百景”/見出された河野秋邨畫伯

（17）

/力作を携へて渡米

日本南畫界の一新進畫家と南畫の日本百景がアメリカへ―これを導いたアメ
リカ人は昨年五月日本の美術界を視察に來たニューヨークのローリック博物
館々長のニコラス・ローリック氏で、畫家は田近竹邨畫伯の高弟河野秋邨氏
（四五）だ【寫眞は秋邨畫伯＝電送】

　當のローリック氏が折柄上野で開かれてゐた南畫展を參觀し秋邨畫伯の大作
六曲一雙「雲海」の前に立つて「この繪こそ山靈の神祕に觸れた會心の佳作
だ」とほめちぎり
これが遂にローリック博物館に寄贈となつたのが緒で、それ以來ロ氏と秋邨畫
伯との交遊がつゞき、その後ロ氏は日本から支那へ行つたが時々畫伯に
　手紙を寄せ「風光絶佳の日本を南畫にしこれを持って渡米したら」と熱心に
勸めて來たので
畫伯もいよゝゝ南畫をかついで日米親善に乘り出さうと決意したもの、こんど
近衞文麿公、柳原義光伯、元貴族院議員奧田龜造氏其他名士を網羅する畫伯後
援會が出來國際文化振興會、觀光局も大いにその行を壯にしようとしてゐる
が、畫伯は日本風景の南畫百點を先づローリック博物館に寄付すべく、うち二
點を既に完成
　近く日本百景繪行脚の途につくが、渡米までに數百點を描き上げ、これを携
へてアメリカ全土を巡歴する計畫である。
選ばれた畫題⊘⊘富士、華嚴、伊勢神宮、松島、天ノ橋立　嚴島、近湖八勝（比
良、竪田、唐崎、三井寺、粟津、瀬田、石山秋月、矢走鶴帆）中禪寺湖、霧
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降、明智平、裏見、白雪、利根仙源、筑波山、箱根、蘆之湖、三島、白絲、身
延山、諏訪湖、天龍峽、妙義山、木曾連峰、上高地、飛騨平湯、木曾福島、ほ
か六十七題
【京都電話】河野秋邨氏は語る東京の後援會の方で種々便宜を計つて貰つてゐ
ます作品は二尺六寸乃至三尺の横物百點持つて行く豫定ですが今のところ二十
點ほど出來てゐます、渡米の時期はローリック氏が目下北平に滯在中

（18）

で歸途再
び日本へ立寄られるはずですから成るべくは一緒に行きたいと思つてゐます

むすびにかえて

　ニコライ・レーリヒに関しては、一所に居を定めた画家などではなく、「探
検家」の印象が強い。大正末年にその著書の和訳、竹内［1926］を刊行した
竹内逸の「先づ本書の主体を成すものは、国家と言ふ境界線を全然抹殺して世
界人類を平等に取扱つての叫びである。而してまたこの現代に於ける混沌たる
世界状態を美と慧智とを本拠として救済せんとするその愛、即ち原著者の痛感
を述べたものである。」（１頁）にも見るように、常になにかを求めて流離いを
続ける「求道者」とか、自らの堅固な信念を説いて旅する「伝道者」や「布教
者」のイメージである。ロシア人として生まれつつも、その人生の大半を国外
で過ごし、活動の範囲を国境のないところに置いた。そのせいでもあろうが、
かれの足跡を客観的に明らかにすることは困難を極める作業のようである。こ
のようにも有名な人物が、生涯、何度日本を訪れたかということさえ明確では
ない。憶測に尾鰭がついて、とんでもない伝説が形作られる。本稿でざっと見
たところからも、レーリヒが大正年間にもわが国を訪問しているという堅固な
「伝説」もあるのである。その証拠はというと、突き詰めてみれば何一つない
ようである。ニコライ・レーリヒの著作が、突如日本語に翻訳されて竹内
［1926］として出版されたのが大正時代であったというだけのことではあるま
いか。むろん「レーリヒは絶対その時代には来日していない」ことを証明する
ことは不可能であろう。現段階では、前節で詳しく見た通り、昭和９（1934）
年の来日の際の新聞記事などの見出しなどが謳っている「初来朝」などを尊重
するしかないのではないか。その来日の日時と滞在の実情を明らかにし、その
一つの重要なイベントであった、駒澤大学での講演会の内実を闡明することを
目的とする今回の筆者の作業であったが、それだけはなんとか果たせたか。
レーリヒ父子とわが国の仏教者などとの交流の実情も少しは明らかになったと
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思われる。レーリヒ父子の「仏教講演会」の内容も、『中外日報』の記事を通
じて、ほぼ具体的に紹介できた。とりわけチベットとの関わりを強く持つレー
リヒ父子と、わが国を代表するチベット通の河口慧海との関わりも明確になっ
た。本稿の意図とは直接の関わりはないが、今回の作業時にわたしが偶々手に
することの出来た河口慧海の新発見の書簡を本稿の附篇として収録できたこと
もわたしにとっては望外の喜びである。
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［1981］：刊『アジアの心』（ニコラス・レーリッヒ著）

【附篇（新資料紹介）：河口慧海書簡】
　本稿のための作業を進めているさなか、思いがけず河口慧海の書簡を手にす
ることが出来た。同じチベット学者である多田等観に宛てた学術的な内容を持
つ書簡であることもあり、レーリヒとは直接関係はないが、附篇としてここに
紹介したい。河口慧海の書簡やその下書きは、既に、『河口慧海著作集』など
にかなりの点数が紹介されているが、河口慧海の人となりや交友関係をうかが
う貴重な資料であり、また今後新に発掘・紹介されるであろう類似の書簡解読
の参考にもなろうかと考えた。解読に際し、駒澤大学附属禅博物館の学藝員諸
氏のご教示に与った。記して謝意を表したい。

河口慧海の多田等観宛書簡
（21）

（19390610）
松屋製 12 × 25 ×２原稿用紙

（22）

（B4）
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01

02　拝復
03　本月六日御書

（23）

と御書状昨日落手拝讀致し候　御多忙
04　にも不拘［拘わらず］　特にパニニ

（24）

文典の著名なる註釋の著者の名
05　を詳しく御報知被下［下され］　御蔭を以て珍典著者之名を明にす
06　ることを得て　大に喜び申候　その上研究用として支用借
07　讀之御厚意示され　御厚意萬端難有［有難］く存じ候　今後
08　パニニ研究之際には必ず御願ひ可申［申すべき］候間　其節ハ宜しく
09　御願ひ申上候　バラバハドラ

（25）

口伝のパニニ解釋は実に珍らしき
10　ものにて　印度にても特別なる梵語學之権威に候へば 確実明
11　瞭なる説明を得ることと存じ候　尚ほ印度に於てバラバハド 
12　ラ能［の］學名は顕著に候へ共　パニニ文典の註釋あることを聞かず　獨

13　り西藏語之梵著が遺存することは世界學界の爲に幸福なる
14　ことと存じ候
15　先ハ不取敢［取敢えず］特別之御報書に対して以寸書［寸書を以て］
16　御礼まで　如是［是の如く］に御座候　敬具
17　
18　昭和十四年六月十日　河口慧海
19　
20　多田等観殿
21　梧下

（26）

22

23

24

【註記】
（1）　金［1991］13 頁。レーリヒ自身の「即ち、千九百十三年の巴里に於ける音楽季節に際し
て、ストラヴィンスキイ作曲「春の供養」―Sacre du Printamps―が初めて上演さるゝに当つ
て、ストラヴィンスキイ氏―Stravinsky―と私とが全く冴々しい経験を享けたことである。
私はこの所作舞踏の装置図題を有史以前のスラヴ人の生活から撰んで当て嵌めることにし
た。」（竹内［1926］105 頁）でも明らかなように、世間一般的には、ニコライ・レーリヒは
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何をさておいても、ストラヴィンスキーの『春の祭典』初演時の美術担当者である。むろ
ん本稿ではこの分野のレーリヒの業績には触れない。

（2）　2012.8.8 に受領した高山龍三「国内外の著作にみる河口慧海（四）」『黄檗文華』第百三
十一号（2010-2011）（2012.7.31 発行）に付されていた、高山龍三氏のワープロによるわた
し宛の手紙の末尾にボールペン手書きで「駒沢大におけるレーリッヒ父子の講演に、慧海
が出席していました」と一行あったことが、今回の一連の作業の発端である。

　　次いで 2012.8.11 には、昭和９年のレーリヒ来日の事情を伝えるアメリカで刊行された英
文誌の記事２点（後載）のコピーをやはり高山龍三氏より拝受したが、それに付されてい
た便箋には「来年用に入れますがレーリッヒの講演の記事コピー同封します。もし大学に
何かこの関係の資料ありましたらご教示ください」とあった。

　　こうした事情の下、わたしは河口慧海の書誌学的研究の第一人者たる高山龍三氏によっ
て与えられた課題をこなすべく俄勉強して得た成果の総てが本稿である。貴重な資料を惠
与され、嬉しい勉強の機縁を授けられた高山龍三先生には心より感謝したい。なお、本稿
の一部は、既にインターネット上に公開したものであることを附記しておきたい。

（3）　後に見るように、多田等観は「ロイレッシュ」と、山口瑞鳳先生は、「ルーリッヒ」と
表記している。

（4）　この荒俣氏の記述からも伺えるが、レーリヒの肩書きとして「神秘家」に類するものが
しばしば用いられる。筆者はそうした評価に異を差し挟もうと思わないが、今は、澤西康
史［1996］の「訳者あとがき」に見られる「いままで日本では神秘主義・オカルティズム
の延長でレーリヒの名前が言及されることが多く、その真の素顔が知られていなかった嫌
いがあるが、訳者としては、この本が多くの読者たちに読まれることによって、もう少し
正当な評価が産まれることを期待している。」（澤西［1996］400 頁）見解もあるのだという
ことを紹介しておきたい。

（5）　この長大な未完の書簡の全文は、矢野 [1986]281-301 頁で読める。
（6）　東雅夫［1995］［2001］で、「レーリヒ、ニコライ」を立項し（181-182 頁）（233-234
頁）、簡単な説明を与えると共に、「チベット」などの絵のモノクロ写真を掲載している東
雅夫氏は、東本貢司［2011］の解説でも、荒俣氏同様、ラヴクラフトの最後のモートン宛
書簡のこの部分に触れて紹介し、「書簡でも触れられているように、ラヴクラフトはニュー
ヨークにあるレーリッヒの居宅兼美術館（現存します）を訪れたことがあり、とりわけそ
の神秘的な風景画に魅了されたのでした。「狂気の山脈」における憑かれたような情景描写
に、レーリッヒの作品が霊感を与えていたことは間違いありません。」（278-279 頁）と記し
ている。

（7）　矢野浩三郎［1985］のラヴクラフトの同作品の解題の中で、矢野氏は「この山中の古都
のイメージが、作品中にも言及されているロシアの神秘画家ニコライ・レーリッヒの「チ
ベット」に触発されたものだと指摘しているのは荒俣宏だが、……」（矢野［1985］474 頁）
と記している。

（8）　遠山［1979］はレーリヒと直接会ったこともある著者アンドルー・トーマスのいわば
「シャンバラ論」であるが、レーリヒに対する充実した興味深い紹介文を含むものでもあろ
う（29；60；70；154 頁など参照のこと）。

（9）　第一次世界大戦とは〈1914 年〉＝〈大正３年〉という年と深く結びついた出来事であ
る。この資料は、レーリヒが、この年以前に日本に訪れていると伝えているのである。
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（10）　「レーリヒが大正年間に来日した」という風聞を生み出したのには、竹内［1926］の刊
行が与っているものと思われる。だが、その風聞の真偽は不明である。

（11）　以下の新聞記事に関連するものと思われる。
　【朝日新聞】（1932.1.10 ／朝刊／ 5p）
　「日本畫展／九日から開催
　【ニューヨークは知日発電通】日本畫展覧会は九日からニューヨークのローリック博物館で
開催される。当日は出淵大使が日本の文化的関係につき簡単な演説をなすはずである」

（12）　1934 年５月のレーリヒの来日は本稿で紹介する各種記事で明らかであるが、先に見た
【讀賣新聞】（1934.5.11 ／朝刊）の記事によれば、1934 年５月 10日夜に横濱港に到着し、
「日本には一ヶ月滯在」とあったが、何日間日本に滞在したかが必ずしも明らかにならな
い。この【中外日報】（1934.5.18）の記事にあるように、文字通り「約二週間」の滞在で
あったとすれば、5月中には、日本を離れ［満州に向けて］また旅立ったことになる。

（13）　この「ニコラス・ヂョーヂ氏」とは、ニコライ・レーリヒではなく、『青冊史』の飜訳
者たるご子息のユーリ（＝ジョージ）・レーリヒを指す。

（14）　雑誌巻末部 184-189 頁に置かれているが、1933 年４月 28日の「前年度よりの事務引繼
を行ふ」から始まって、この 1934 年５月 18日の「ニコラス、ローリック氏」に関する事
業で終わっている。本誌の奥付発行日が「昭和九年六月十日発行」であることを考慮すべ
きであろう。その中に、「永平寺貫首北野元峯禪師御遷化せらる」（1933.10.4）、「本學教授
境野黄洋博士病逝す」（11.12）、「總持寺貫首　秋野禪師御遷化せらる」（1934.2.15）が含ま
れている。

（15）　ここにある「小ローリック夫妻」が具体的に何を指すかは不明であるが、他の記事か
らは知れない 1934 年５月のレーリヒ来日の実態を伺わせる貴重な記述と思われる。加藤
［1982］には、「一九三四年五月には、レーリヒは探検隊の責任者として日本についた。探
検隊には長男のユーリのほか、数人のヨーロッパおよびアジアの学者が含まれていた。」
（165-166 頁）とある。「小ローリック」がニコライの子息のユーリ（＝ヂョーヂ）を指すと
すれば、ユーリ夫妻ということになる。レーリヒ家のメンバー、ユーリの結婚に関して
は、加藤［1982］194 頁、加藤［1985］20-22 頁に興味深い言及がある。いずれにしても、
1934 年５月のレーリヒ来日の一行に、女性が一人加わっていたことがこれによって明らか
となる。

（16）　「聴講出席者六百余名」というのは驚きの数である。一方その講演會の規模に比して、
レーリヒ親子の講演會に関しての主催者側の報告がやや簡単に過ぎるような印象もなきに
しもあらずだが、時代的な制約に加えて、忽滑谷快天学長などの辞任に伴う大学内の諸事
情が関係しているかも知れない。このレーリヒの講演會記事の直後に、「◎忽滑谷快天先
生、前學長忽滑谷快天先生御健康勝れず今春遂ひに御辞任せられた。……」、さらに「◎現
學長大森禪戒先生／始めて仰ぐ學長先生の御慈顔の尊いこと、そして、そのお言葉のやは
らかなこと、……」（189 頁）といった学長交代記事が続くことが注目される。

（17）　河野秋邨こうの−しゅうそん
　1890−1987　大正−昭和時代の日本画家。
　明治 23年８月８日生まれ。田近竹邨（ちくそん）に師事。帝展などに出品する。大正 10
年水田竹圃（ちくほ）らと日本南画院を結成。昭和 35年松林桂月らと同院を再興し理事長
となり ,海外での巡回展などでも活躍した。昭和 62年 12 月３日死去。97歳。愛媛県出身。
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本名は循（じゅん）。作品に「王子猷」「時空虚実」など。
（18）　【朝日新聞】（1935.8.3）の時点で「ローリック氏が目下北平に滯在中」とのことであ
る。「北平」とは北京の旧称とのことであるから、加藤［1982］の「一九三四年十二月、
レーリヒの一行は北京に着いた。」（166 頁）と符合する。さらに加藤［1982］は、「一九三
五年三月、張家口を経由してゴビの入口に出た。」（167 頁）、「一九三五年九月二十一日、
レーリヒ一行は上海に着いた。ここで彼は、レーリヒ美術館の理事会から、その美術館を
創立した彼自身と彼の親しい仲間たちが除名されたことを知った。」（167 頁）とあること
から、ここに表明されている河野画伯の思惑は実現しなかった可能性が高いのではない
か。レーリヒ一行が帰途、再び日本へ立ち寄った可能性は低いと思われる。それにして
も、レーリヒ父子の 1934 年 5月の初来日を含む、レーリヒ父子のこの東洋「探検」が、
レーリヒ父子の生涯の大きな転回点となったこともわたしたちは忘れるべきではないので
ある。

（19）　何度も言うが、このユーリ・レーリヒは、ニコライ・レーリヒの長男のジョージと同
一人物である。

（20）　これは中表紙の表記。さらにもう一つの中表紙があり、そこには副題はなく、「美と慧
智の生活」とだけある。奥付には書名はない。巻末の広告・叢書案内には「美と慧智の生
活」とある。

（21）　河口慧海（18660226-19450224）と多田等観（18900701-19670218）の交流の実情は必ず
しも明確ではないが、例えば、多田・山口［2005］所載の「等観年譜」には、昭和 14年５
月の箇所に、「十九日、在家仏教協会に河口慧海を訪ねる。」（52頁）とある。なお、同年
譜より河口慧海との交流が伺える箇所を拾ってみたい。明治 45（1912）５月５日「カリン
ポンで河口慧海と初対面。」（21頁）、大正２（1913）７月 15日「河口慧海より来信。」（24
頁）、昭和７（1932）10 月末「河口慧海を訪ねる。」（41頁）、昭和 16（1941）６月 18日「河
口慧海より来信。」（55頁）、昭和 17（1942）５月 25日「東洋文庫にて河口慧海と会う。」
（56頁）、昭和 18（1943）４月９日「東洋文庫にて河口慧海、渡辺照宏、岩井大慧に会う。」
（59頁）、昭和 20（1945）２月 24日「河口慧海死去。」（62頁）、同 29日「河口家に弔問。」
（63頁）、昭和 24（1949）４月 21日「駒大仏教学部講師発令。」（72頁）、昭和 26（1951）
１月「河口慧海著『チベット読本』贈られる。」（83頁）、昭和 30（1955）２月 24日「山岳
会で講演、河口慧海、川村狂堂の話。」（97頁）、10月 28 日「河口慧海遺族を訪問。」（100
頁）、昭和 34（1959）５月 22日「河口慧海の辞書の件で東洋文庫へ。」（112 頁）、昭和 36
（1961）10 月 17 日「ロイレッシュのテープ吹き込む。」（116 頁）、これに対して山口瑞鳳氏
は、「『青冊史』の訳者として知られるロシア系のチベット学者ルーリッヒのことかと思わ
れる。何のテープかは不明。」（117 頁）とコメントしている。今回筆者が紹介する河口慧
海から多田等観に宛てた書状が多田家の側に残っていたら、「昭和 14年（1939）６月？日
「河口慧海より来信。」」との記述があった筈なのである。

（22）　河口慧海の原稿用紙について、氏は、今回の書状に「松屋製（SM印　A…3  12…
25）」を用いている。この原稿用紙は河口［2004b］の巻頭所載直筆原稿と同一のものであ
る。

（23）　多田等観によって河口慧海に対して届けられた「御書」が如何なる書物を指すのかは
不明。

（24）　言うまでもなくパーニニ Pān.iniのことである。
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（25）　バラバドゥラ Balabhadraと思われる。詳細は不明だが、Ghosh［1970］を参照のこと。
（26）　河口［2004b］所載の某書簡の末尾に「悟下」と翻刻されているのは、この「梧下」の
誤りであろう。同書 150 頁に掲載されている福岡政次郎宛書簡にも明らかに「梧下」とあ
るのが見て取れる。

（本稿は平成 24～ 26 年度科研費補助金に基づく研究の成果の一部である）


