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はしがき 

 

 一般に赤十字条約といわれるジュネーブ諸条約と世界の赤十字組織誕生の基となったス

イス人アンリー・デュナンの著作『ソルフェリーノの思い出』の完訳は、解説も加え、

『赤十字の誕生』という書名で、1959 年（昭和 34 年）出版しましたが、すでに品切れ

となっています。その後赤十字関係はもちろん、多くのかたがたからご希望がありますの

で、解説の一部を書き改めて、この新版を刊⾏するものであります。 

  1968 年 12 月 

                           木内利三郎 
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ソルフェリーノの思い出 
マジェンタの戦いで⾎みどろな勝利を得た結果、フランス軍はミラノ市にはいることがで

きるようになり、イタリア国⺠の感激は頂点に達した。パヴィーア、ローディ、クレモー

ナなど 2 つの都市には解放⾞の姿が⾒られ、市⺠は熱狂してこれを迎えた。オーストリア

⾞はアッダ、オリオ、キエーゼなどの川の線を放棄したが、今までのかさなる敗戦を最後

に一気にとりかえそうとして、ミンチョ川のほとりに大軍の集結を終っていた。その先頭

には、若くて勇敢なオーストリア皇帝が決心を定めて⽴っていた。  

6 月 17 目、ヴィットリオ・エマヌエーレ王はブレッシヤに到着したが、10 年の⻑いあ
いだ圧制に苦しみ、このカルロ・アルベルトの王子を救い主とも英雄とも思う⺠衆の心
からの歓迎を受けた。 
 翌日、ナポレオン皇帝も全市⺠の感激のうちにミラノ市にはいった。市⺠は自由と独
⽴の回復に⼒をそえてくれたこの君主に感謝の気持をあらわす機会が与えられたのを喜
ぶのであった。 
 6 月 21 日、フランス皇帝とサルディニア王はブレッシヤを出発した。両国の軍隊は
すでにその前の日に同地を離れていた。22 日、ロナート、カステネドロ、モンテキア
ーロが占領された。23 日午後、総司令官であるナポレオンは、デセンツァーノに宿営
していて、連合軍の左翼を形づくっていたヴィットリオ・エマヌエーレ王の⾞隊に、
24 目の朝ポッツォレンゴに⾏くようにという明確な命令を下した。バラゲ・ディリエ
元帥はソルフェリーノに、元帥マジェンタ公はカヴリアーナにそれぞれ進⾞し、ニエル
将軍はグイディッツォーロヘ、カンロベール元帥はメドレに⾏き、近衛隊はカスティリ
オーネに⾏くことになった。兵⼒は合計して 15 万人、砲は 400 門であった。 
 オーストリア皇帝の軍隊でロンバルディアにいたのは九軍団であったが、この侵入軍
はヴェローナとマントヴァの守備隊の応援を受けていたので、全部で 25 万人であっ
た。参謀⻑ヘス男爵の忠告によって、オーストリア帝国⾞はミラノからブレッシャまで
退却をつづけてきたが、その目的はイタリア内にいるオーストリア軍全部をアディジ
ェ、ミンチョの２つの川の間に集結することにあった。しかし、実際戦線に加わろうと
する兵⼒は７軍団すなわち 17 万人だけで、これを助けるものは約 500 門の砲であっ
た。 
 皇帝の本営はヴェローナからヴィッラフランカ、さらにヴァレッジョに移され、諸軍
隊に対しては、ペスキエーラ、サリオンツェ、ヴァレッジョ、フェルリ、ゴイト、マン
トヴァなどの地点においてミンチョ川をもう一度渡れという命令が下された。主⼒はポ
ッッオレンゴからグイディツッオーロの線に陣をしいたが、その目的は、最も経験の深
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い参謀たちの教えによって、フランス・サルディニア⾞をミンチョ川とキエーゼ川との
間で攻撃することにあった。 
 皇帝のひきいるオーストリア軍は二個軍を形づくっていた。第 1 軍は伯爵ヴィンプフ
ェン将軍を⻑とし、その下にはエドムント・フォン・シュヴァルツェンベルク公、シヤ
ッフゴッチェ伯、ファイグル男を指揮官とする諸郡団ならびにツェットヴィッツ伯の騎
兵師団があった。この軍が左翼であって、ヴォルタ、グイディッツォーロ、メドレおよ
びカステル・ゴッフレードの付近に陣をかまえた。第 2 軍は騎兵大将シュリック伯の指
揮下にあり、その下にはクラム=ガラス伯、シュタディオン伯、フォン・ツォーベル男
およびリッテル・フォン・べネデックならびにメンヅドルフ伯の騎兵師団があった。こ
れが右翼であって、カヴリアーナ、ソルフェリーノ、ポッツォレンゴおよびサン・マル
ティーノを占めていた。 
 このようにして 24 日の午前、ポッツォレンゴ、ソルフェリーノ、カヴリアーナおよ
びグイディッツォーロの問の高地はすべてオーストリア箪の占めるところとなっており、
つらなりあう丸い丘の上には広い攻撃正⾯の中心となる強⼒な砲兵が配固され、これが、
難攻不落を誇る高地の陣地線に守られて、左右両翼が退却するのを可能ならしめていた。 
 両⾞はだかいに接近しつつあったのだが、こんなに早く出会い、衝突しようとは予期
していなかった。オーストリア軍は連合軍のわずか一部だけがキエーゼ川を渡ったもの
と希望的な観測をしていた。ナポレオン皇帝の意図を知らず、正確な情報を得ていなか
ったのである。 
 連合軍もまた、こんなに突然オーストリア皇帝の軍とぶつかろうとは考えていなかっ
た。23 日の昼間の偵察、観測、斥候の報告や、気球を揚げて⾒た結果では、反撃や攻
撃を予測させる何の兆候もなかったからである。 
 こんなわけだから、双方とも、やがて大会戦があるだろうとかくごはしていたが、た
がいに敵の⾏動を誤認していたため、6 月 24 日⾦曜日のオーストリア対フランス・サ
ルディニアの会戦はまったくの不期戦となったのである。 
 だれでもこのソルフェリーノの戦いについて何かの話を聞いており、書物でも読むこ
とができた。この戦いの影響は今なおヨーロッパの多くの国々において感じられている
だけに、その印象深い思い出は確かにだれの心の中からも消えていない。 
 ひとりの旅人で、この大戦争とは全く関係のない私は、偶然種々の特別な事情が重な
って、心を動かすようないくつかの情景をこの目で⾒るえがたい機会にめぐまれ、いま
それを筆にしようと決心したのである。私はこの本の中で白分の個人的な印象しか述べ
ない。だから、この本に特別な細部の記述や戦略的な報告を求められてはこまるのであ
って、それらは他の著作物の中に占めるべき場所があるわけである。 
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 この記念すべき 6 月 24 日の日、30 万をこえる兵⼒が相対し、戦線は⻑さ 20 キロに
わたり、戦いは 15 時間以上もつづいた。 
 オーストリア軍は 23 日夜どおしの難⾏軍の疲労にたえて、24 日は朝早くから連合軍
のはげしい攻撃を支え、その上に息のつまるような極度の暑さ、さらには飢えとかわき
に苦しまなければならなかった。なぜなら、倍量の⽕酒をもらった以外には、⾦曜一日
じゅうほとんど何の食べ物ももらえなかったからである。フランス軍のほうはどうかと
いうと、暁の光りがさしてくる前に、すでに⾏動を開始しており、朝のコーヒー以外何
も口にしていなかった。こういうわけだったから、この恐るべき会戦が終ったときの戦
闘員、特に不幸な負傷者たちの疲労はその極に達していた。 
 午前 3 時ごろ、バラゲ・ディリエ、マック＝マオン両元帥のひきいる第 1、第 2 両軍
団はソルフェリーノとカヴリアーナに向かうため運動を起した。しかし、その隊の先頭
がカスティリオーネを過ぎるやいなや、かれらと地歩を争うオーストリア軍第一線の⾒
張り兵と顔を合わせた。 
 両軍は警戒状態におかれる。 
 ほうぼうで突撃ラッパが鳴り、太鼓がひびきわたる。 
 モンテキアーロに夜をすごしたナポレオン皇帝は急いでカスティリオーネに向かう。 
 6 時、砲⽕が本格的に交えられる。 
 オーストリア軍は切り開かれた道路を秩序整然と前進する。密集した白服の群れのま
ん中には、⻩と⿊の地にドイツ帝国のわしの紋のついた軍旗がひるがえっている。 
 戦いに参加しようとしている全軍団の中にあって、フランスの近衛隊はまことに堂々
たる光景を⾒せている。この日は快晴で、イタリアの輝く太陽の光は⻯騎兵や、道案内
の兵や、槍騎兵や、胸甲騎兵が着ている光ったよろいやかぶとをきらきらさせる。 
 戦いのはじめ、フランツ・ヨーゼフ皇帝はヴォルタに⾏くため全参謀部とともに総司
令部を出発した。従うものはロートリンゲン家の王子たち、その中にはトスカーナ大公
やモデナ公も⾒えた。 
 最初の衝突が起ったのは、連合軍が全く地形を知らない難所のまん中においてであっ
た。フランス軍はまず、ぶどうの木がからみついて文字どおりの障害物になっている桑
の木の⽴ちならんだ中に通路を開かなければならず、上地は、⽔のかれた大きなみぞや、
高さが 1 メートルから 1.5 メートルで根もとは広く頂には狭くなった⻑い壁でところど
ころ遮断されている場所が多い。馬はこの壁をよじのぼり、このみぞを飛び越えなけれ
ばならない。 
 丘や小山に陣取ったオーストリア軍はすぐにその砲兵でフランス軍を攻撃し、雨あら
れのようにたえ開なく砲弾を浴びせる。 
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 大砲や散弾の濃い雲のような煙に、この雨のように飛んでくる砲弾がつづけさまに大
地を打って巻きあげる土ほこりがまじる。フランス軍は、かれらに死を吐きかけながら
とどろくこの猛砲⽕を冒して、平原からまき起るもう一つの嵐のように、占領を決意し
て敵の陣地に突進して⾏く。 
 しかし、方々で⾏なわれた戦いが次第にはげしくなったのは、日盛りの焼けるような
炎熱の中においてであった。 
 密集した敵味方の縦隊は、進むところ何ものをも打ちたおす破壊的な奔流のようなは
げしさで互いにぶつかり合う。フランス軍の諸部隊は敗兵となり、たえまなく増強され
るオーストリアの大軍に向かって突進するが、次第に数を増して強⼒になるオーストリ
ア軍は、鉄壁のように、しっかりと攻撃を受けとめる。数個帥団全部が、銃剣をかまえ
て敵に突進しやすいようにするため、はいのうを地⾯におろす。 
ある大隊が撃退されると、他の大隊がすぐにこれにかわる。どの丘も高地も、岩のいた
だきも、頑強な戦いの舞台になる。丘もくぼ地も死がいの山である。 
 こちらでは、恐ろしい、物すごい格闘が⾏なわれる。オーストリア兵と連合軍の兵は
たがいに踏みたおし、⾎みどろの死体の上で殺し合い、銃尾でなぐり合い、ともに頭の
骨をくだき、軍⼑や銃剣で腹をさき合う。なさけ容赦もあらばこそ、これはまさに大量
殺りくの場であり、⾎にくるい⾎に酔った猛獣の闘争である。負傷者さえもいきの根の
とまるまで抵抗し、もう武器を持たない者は敵ののどをつかんで⻭で食いさく。 
 他の戦線でも同じような格闘だが、騎兵隊の接近によってさらに恐ろしいことになる。
騎兵は疾走して通りすぎ、馬は死んだ者も死にかかっている者もひずめの下に踏みつぶ
す。あわれなひとりの負傷兵はあごをひっさらわれ、あるものは頭をつぶされ、またあ
る負傷者は、まだ命の助かるものを、胸を踏みくぼまされる。馬のいななきに、しかり
つける声、どなる声、苦痛と絶望のさけび声がまじる。 
 さらに向こうのほうでは、砲兵が全速⼒で走って⾏く。騎兵につづくのである。 
砲兵は、なんでもかまわずに、地上に横たわっている死体と負傷者の中に道を開いて⾏
く。そのとき脳みそはふき出し、手足は折れ、砕かれ、からだはだれがだれやらわから
なくなり、大地は文字どおり⾎を吸い、野原は人間の破片でおおわれる。 
 フランス軍の部隊は丸い丘をのぼり、オーストリア軍の銃⽕と砲弾や散弾の破片を浴
びながら、けわしい高地や岩だらけの坂を猛然としてよじのぼって⾏く。一つの丘が奪
い取られ、疲労しきって汗を浴びた精鋭の数個中隊がその頂上に達すると、彼らはたち
まちなだれのようにオーストリア⾞におそいかかって打ちたおし、新しい陣地から追い
払い、さらに追撃してくぼ地やみぞの底まで追いつめる。 
 オーストリア軍はメドレ、ソルフェリーノ、カヴリアーナの家屋や教会の中に⽴てこ
もっているので、その態勢は有利である。しかし、殺害をさえぎり、⽌め、減ずる何も
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のもない。多人数で殺し合い、一人一人で殺し合い、土地のでこぼこの一つ一つが銃剣
によって占められ。地域が一歩また一歩と争奪のまとになり、村々はから家、農園から
農園と破壊され、その一つ一つが拠点となり、⼾口も窓も廊下も、もうただみにくい殺
傷の修ら場である。 
 フランス軍の散弾は非常な遠距離からオーストリア軍の集団に命中して、恐ろしい混
乱を起こし、丘を死体でおおい、遠く離れたドイツ軍の予備群にまで損害を与える。し
かし、オーストリア軍は、たとえ地歩を譲るにしても、一歩一歩ずつであり、また反撃
に移るためであって、その列は絶えずたち直るが、やがてまたもや突破される。 
 平原では、風がほこりの波をまき起こし、道路にはその波がはんらんする。濃い砂ぼ
こりの雲ができて空を暗くし、戦う人々を盲目にする。 
 時々ここかしこで戦いがやむように⾒えても、またさらにはげしい勢いで再開される。
オーストリアの新鋭な予備備隊は、頑強に破壊的に荒れくるう攻撃のため列の中に生じ
たすきまを満たす。ひっきりなしにあちらこちらで太鼓とラッパが奏する突撃の曲が耳
にはいる。 
 近衛隊のふるまいはひときわまさってけ高く勇ましい。精兵、猟兵、歩兵もこれと豪
勇を競い合う。アルジェリア歩兵は野獣のようにおどり上がり、怒りの叫びを発しなが
ら銃剣をひらめかせて突進する。フランス騎兵隊はオーストリア騎兵におそいかかる。
オーストリアの槍騎兵とフランスのひょう騎兵とは突きさし合い、引きさきあう。戦闘
の熱狂に興奮した馬は、進んでこの狂乱の中に身を投げいれて、敵方の馬におどりかか
って猛烈にかみつくと、乗りて同⼠はサーベルで切り結び、切りたおす。 
 ある地点では、弾薬はなくなり、銃は折れ、兵は石でなぐりあい、肉体と肉体でたた
かうのを⾒ても、はげしさは知ることができる。クロアチア兵は出会うすべての人を刺
し、連合⾞の負傷者を銃尾でなぐりつけて息の根をとめる。アルジェリア歩兵は、その
隊⻑が熱狂を静めようと努⼒しても、同じように不幸な死にかけたオーストリア将兵を
打ちたたき、けだもののようなうなり声と恐ろしい叫び声を出して敵の列の中に殺到す
る。 
 最も堅固な陣地も占領され、奪回され、また占領され、もう一度奪回され、新たに征
服される。いたるところに、手足を失い、腹をさかれ、銃弾につらぬかれ、ありとあら
ゆる砲弾にやられた人々が算を乱してたおれる。 
 カスティリオーネに近い高地で観戦する人があれば、かれは戦いの全局を正確に⾒て
とることはできないにしても、オーストリア⾞が、そのすばらしい位置の故に戦いの眼
目点になろうとしているソルフェリーノに対する攻撃を弱め、阻⽌するために、連合軍
の中央を突破しようとしていることがわかるし、フランス皇帝は、その軍の数多くの部
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隊がたがいに支えあい助けあい得るように、これをまとめる努⼒をしているのを⾒ぬく
ことができる。 
 ナポレオン皇帝はすばやく巧妙に、オーストリアの軍隊が強⼒でこん然とした指揮を
欠いているのを一⾒して⾒ぬき、バラゲ・ディリエ、マック＝マオン両軍団、つづいて
猛将ルニョー・ドーサン＝ジャン・ダンジュリ元帥の指揮する近衛隊にソルフェリーノ
とサン・カッシアーノの二つの防御陣地を同時に攻撃し、こうしてシュタディオン、グ
ラム＝ガラス、ツォーベル各軍団からなる敵の中央を突破するように命令する。このオ
ーストリアの三軍団はこの要点陣地の防御にやっと順次に参加しつつあった。 
 サン・マルティーノでは剛勇不敵のベネデック元帥がオーストリア第二軍のわずか一
部で、国王の指揮の下に感激して勇ましくたたかうサルディニア軍に終日対抗してゆず
らない。 
 ニエル大将とカンロベール元帥の両軍団からなる連合軍の右翼はヴィンプフェン伯爵
の指揮するドイツ第一軍に不屈の気⼒で抵抗する。ドイツ第一軍のシュヴァルツェンペ
ルク、シャッフゴッチェ、ファイグル三軍団は一致した⾏動をとるにいたらない。 
 カンロベール元帥は忠実にナポレオン皇帝の命令にしたがって、理由がなくもないが
十分道理があるともいえないひよりみ的な態勢を守り、朝以来その予備兵⼒を戦いに投
じない。しかし、元帥の軍団の最大部分であるルノー、トロシュ両師団とパルトゥーノ
ー将軍の騎兵隊はついに活発に戦いに参加した。 
 カンロベール元帥のほうは最初オーストリアの二個軍の中に含まれておらず、その朝
マントヴァを出発しており、ナポレオン皇帝の気がかりの種になっていたエドワルト・
リヒテンシュタイン軍団のほうはまた、オートマール師団をピアチェンツァから迎えた
ナポレオン公の軍団が接近してくるのを心配して、全く⾏動の自由をそがれていたので
ある。 
 勇気の溢れた指揮下の部隊をひきいてこの記念すべき戦いの⽕ぶたを切ったのはフォ
レー、ド・ラドミローの両将軍である。両将軍は筆にも口にもできないような戦いの後、
優雅な姿の糸杉の庄を頂点とするいくつかの高地や丘陵を占領する。糸杉の丘はソルフ
ェリーノの塔や墓地とともに、これらの地が光栄ある目撃者でもあ、その⾎なまぐさい
舞台ともなった恐ろしい殺しあいによって⻑く有名になった。糸杉の丘はついに肉弾で
占領され、その頂点でドーヴェルニュ大佐は勝利のしるしとしてハンカチーフを剣の先
にひるがえす。 
 しかし、これらの勝利のためには連合軍も大きな損害を受け、高い代価を払ってこれ
をかち得たのである。ド・ラドミロー将⾞は蝉丸に肩を砕かれ、この英雄的な負傷者は
小さい部落の礼拝堂の中に設けられた包帯所で手当を受けることをしぶしぶ承知する。



17 
 

将⾞は重傷にも屈せず、徒歩でふたたび戦闘に加わり、部下の諸部隊を激励しつづける
が、そのとき、第二弾が左の足に命中する。 
 困難な態勢の中であいかわらず冷静で泰然としたフォレー将軍は腰に傷をうけ、服の
上に着けた白の外とうは数弾につらぬかれ、幕僚たちはそばにたおれる。その中のひと
り、25 歳のド・ケルヴノエル大尉は弾丸の破片に頭の骨を奪い去られる。 
 デュー将軍は、糸杉の丘のすそで、部下の散兵を前進させていたとき致命傷を受けて
落馬し、ドゥーエ将軍もまた戦死した弟のドゥーエ大佐から遠くない場所で傷つく。オ
ージェ少将は左の腕を砲弾に粉砕され、命をささげたこの戦場で中将に昇進する。 
 常に前進し、指揮⼑を頭上にうちふり、みずから手本を示して、あとにつづく兵をひ
きいるフランスの将校たちは、勲章や肩章が目だつためチロル猟兵のねらいうちのまと
になり、隊の先頭で多くが討死する。 
 なんと多くの悲劇や、あらゆるエピソードや、心をいたませるようなことが生じたこ
とであろう。 
 アフリカ猟兵第一連隊では、突然致命傷を受けてたおれたローランス・デ・ゾンド中
佐とならんで、わずか 22 歳のド・サリニャック・フェヌロン少尉がオーストリアの方
陣を突破し、この殊勲のために命を投げ出す。 
 ド・マルヴィル大佐はカーサ・ノヴァの農園で敵のはげしい銃砲⽕を浴び、みかは小
人数でかなわないと知り、またその隊はもはや弾薬が尽きてしまったので、 
連隊旗を手につかみ《軍旗を愛する者はわたしにつづけ》と叫びながら、まっ先に⽴っ
て突進する。部下の兵たちは飢えと疲労でへとへとになっていたが、銃剣をかまえて隊
⻑に従いつっこんで⾏く。一弾が大佐の足を砕いたが、はげしい苦痛にもかかわらず馬
上に身を支えて指揮をつづける。 
 そのそばでエベール大隊⻑が、軍旗の失われるのを防ごうと、最も危険な所へ飛びこ
んで戦死する。倒れても、踏みにじられても、まだかれは、息が絶える前に余⼒をふり
しぼって部下に叫ぶ、《みんながんばれ》と。 
 ソルフェリーノの塔のある丸い丘では、近衛隊猟兵のモネーリア中尉が自分ひとりで
六門の砲をぶんどる。そのうちの四門には馬がつけてあり、オーストリアの一大佐が指
揮していたが、中尉に降服する。 
 ある戦線の連隊の旗手であるド・ギズール中尉は、10 倍も優勢な兵⼒にその隊ぐる
みとりかこまれる。1 発の銃⽕に傷つき、尊い守護物である軍旗を胸に抱きしめて大地
にころぶ。軍旗を敵の手から守るために、ひとりの軍曹が軍旗を握る。かれも弾丸に頭
を奪い去られる。ある大尉が旗ざおをつかむが、かれもうたれ、ずたずたに裂かれた旗
をその⾎で色どる。軍旗をささげる下⼠官も兵も次から次へと傷ついてたおれるが、生
きている者も死んだ者もみんなその身をもって軍旗の最後の守りになる。ずたずたにな
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りながらも、この光輝ある布きれはついにアバットゥーチ大佐の連隊に属する一曹⻑の
手に残る。 
 不敵のアフリカ猟兵ト・ラ・ローシュフーコー・リアンクール少佐はハンガリア兵の
方陣目がけて突進したが、乗っている馬が敵弾を浴びてはちの巣のようになり、みずか
らも 2 発の弾丸に傷ついて落馬し、ふたたび方陣を閉じたハンガリア兵のとりこになる。 
 グイディッツォーロでは、オーストリアの勇敢な大佐カルル・フォン・ヴィンディッ
シ＝グラーツ公がその連隊をひきいて。カーサ・ノヴアの堅い陣地を奪いかえし、攻略
しようとつとめるがおよばない。け高く勇敢な英雄であるこの不幸な公爵は必死の危険
をおかし、致命傷を負ってもなお指揮する。部下の兵隊はかれを支え、腕の中に抱いて、
雨と降る弾丸の下、隊⻑の最後のたてになって働かない。かれらは隊⻑が死につつある
のを知っているが、敬愛する大佐を捨て去ろうとはしない。大佐はやがて息をひきとる。 
 フォン・クレンヌヴィル伯、パルフィ伯の両大将もまた大いに勇戦して重傷を負い、
フォン・ファイグル男爵の軍団の中ではブロンベルク元帥とバルティン少将が重傷であ
る。ストゥルム男、ピドル男、フォン・ムンブ大佐は戦死する。フォン・シュタイゲル、
フォン・フィッシェル両中尉は若いフォン・イーゼンブルク公のそばでけなげにもたお
れたが、公は両中尉よりも運がよく、後になって、まだ息のあるまま戦場から枚いあげ
られた。 
 ルブーフ、バゼーヌ、ド・ネグリエ、ドゥーエ、ダルトン、フォルジョの将軍たち、
カンブリエル、ミシュレ両大佐をしたがえたバラゲ・ディリエ元帥は、シュタディオン
伯がパルフィ、シキュテルンベルク両大将とともに守るソルフェリーノに侵人した。守
備軍の中ではビルス、プフネル、ガアル、コレル、フェステティックスの諸旅団が最も
はげしい攻撃を⻑時間にわたって撃退する。この攻撃軍の中でひときわ目だつのは猟兵
と精兵をひきいるカムー将軍、負傷のプランクール、ド・タクシ両大佐、胸を二つの弾
丸につらぬかれたエマール中佐である。 
 デヴォー将軍はいつものように勇敢に、また感嘆すべき冷静さでその騎兵隊の先頭に
⽴ち、はげしい戦いをしながら、ハンガリア歩兵の猛烈な突撃を支える。将軍は最も敵
にさらされた場所でも常にその隊の前に⽴ち、はやりにはやるその騎兵隊の勢いをもっ
て、グイディッツォーロとレペッコにおいて、トロシュ将軍がフォンー・ァイグル、シ
ュヴァルツェンベルクツ、シャッフゴッチェ諸郡団をさかんに攻撃するのを助ける。こ
の 2 つの地点ではまた、メンヅドルフ騎兵隊にたいするモリス、パルトゥーノー両将軍
が目だつ。 
 メドレの平原で、ド・ファイイ、ヴィノワ、ド・リュツィなどの将軍とともにヴィン
プフェン伯の軍の強大な三個師団に抵抗するニエル将軍の不屈の忍耐によってド・ラ・
モットルージュ、ドカーン両将軍および近衛騎兵をひきいるド・マック＝マオン元帥は
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サン・カッシアーノ、カヴリアーナ両陣地にとって重要な地点をなす諸高地を迂回して、
この 2 つの丸い丘に達し、同じような丘々が連なっているこの地域に布陣することがで
きた。ここにはクラム＝ガラス、ツォーベル両元帥の部隊が集まっている。オーストリ
ア軍の英雄の一人、勇ましいフォン・ヘス公は、正に、名高いマジェンタの勝利者マッ
ク＝マオンを相手にして優劣を競うに値する将軍であり、サン・カッシアーノであの勇
ましい戦いを⾏なった人であるが、フォンターナ山の 3 つの丘をつづけざまの攻撃から
守る。ド・セヴランジュ将⾞はオーストリア軍の射撃を浴びながら、腔旋砲数門をここ
へ引きあげさせたが、馬はこの切り⽴った傾斜をのぼれないので、近衛兵たちが自分の
身を砲につなぐ。こんな奇抜な方法で丘の上に運んだ砲で敵に砲⽕を浴びせるため、近
衛兵たちは平地に残した弾薬⾞の所から静かに一列にならんで弾薬を砲手に供給する。 
 数回にわたってその部隊を戦闘に加わらせるドイツ⻘年⼠官たちの猛烈な抵抗や繰り
加えしての反撃にもかかわらず、ド・ラ・モットルージュ将⾞はついにカヴリアーナを
保ちつづける。 
 マネーク将軍の精兵は自分の弾薬いれの中のたまがなくなると近衛兵の弾薬いれから
補充するが、やがてそのたまもまたなくなると、銃剣でソルフェリーノとカヴリアーチ
との問の高地へ突進し、大軍を相手にたたかいながらも、勇将メリネの助けを得てこの
陣地を占領する。 
 レベッコは連合軍の手に落ち、ついでふたたびオーストリア軍の手中にはいり、さら
に奪われ、また奪いかえされ、最後にはルノー将軍の占領下にとどまる。 
 フォンターナ山の攻撃のときにアルジェリア歩兵は大損害を受け、ロール、エルマン
両大佐は戦死し、将校は大ぜいたおれ、このため兵たちの憤激は一段と高まり、とむら
い合戦だと気負い⽴って、アフリカ人らしい怒りと回教徒らしい盲目的な熱狂とで敵に
襲いかかり、⾎にうえた⻁のように、休むまもなく無我夢中でこれをみな殺しにする。 
 クロアチア兵は地上に伏してみぞの中にかくれ、敵をおびきよせてから不意に⽴ち上
がり、銃口をつきつけてうち殺す。 
 サン・マルティーノではイタリア猟歩兵の一⼠官パッラヴィチーニ大尉が負傷し、部
下の兵たちはかれを腕に抱きとめて、ある教会堂に運び、応急手当を加えたが、一時撃
退されたオーストリア兵がまた襲撃して来て、この教会に侵入する。猟歩兵は抵抗する
にはあまりにも少数なので、やむなく隊⻑を⾒捨てる。やがてクロアチア兵たちは⼾口
にあった大きな石をつかみ、これで不幸な人尉の頭を砕く。脳みそが軍服にはとばしる。 
 たえまなく、いたるところで繰り加えされるこのさまざまな争いの中に、国はそれぞ
れちがうが、まだ 20 歳というのに殺人をしいられた大たちの口からわき出るのろいの
⾔葉がきこえてくる。 
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 混戦のまっただ中、鉄といおうと鉛の暴風が人をあやめながら吹き交じって地表を払
い、そのために人地も揺れ、いたるところ⽕の線が必殺の稲妻のように狂暴に空を走っ
て、この大殺害にさらに新しい殉難者をつけ加えつつあったとき、ナポレオン皇帝付き
の布教師レーヌ法師は野戦病院を駆けまわって、死者に慰めとあわれみの⾔葉を与えて
いた。 
 第一線の一少尉はビスカイ銃弾に左腕を砕かれ、⾎はどくどくと傷口から流れる。木
の下にすわった少尉にハンガリアの一兵⼠がねらいをさだめる。しかし、ハンガリア将
校のひとりはこれをおさえ、やがて、若いフランス人の負傷者に近より、同情をこめて
その手を握り、もっと危険の少ない場所へかれを運ぶことを命令する。 
 酒保隊の⼥たちは兵隊のように敵の銃砲⽕の下を進んで⾏く

注
。しきりに⽔をほしがる

あわれな負傷兵を励ましに⾏くのだが、彼⼥ら自身、兵たちに⽔を飲ませたり介抱しな
がら傷を負うのである。かたわらでは、砲弾の破片にあたり、重々しく身にのしかかる
乗馬の重みを受けて、ひとりの軽騎兵⼠官がもがいているが、自分の傷からも⾎が流れ
て、かれもまた衰弱して⾏く。そのまたそばを一頭の離れ馬が乗り手の⾎まみれの死休
を引きずって疾走しているし、もっと向こうでは、乗る人問よりも人情を解する馬たち
が、はげしい熱狂した戦いの犠牲者を踏まぬように一歩一歩ひろい歩きをしている。 
 
注 ヴェラ・クルースからフランス軍の宿営地まで糧食弾薬の輸送隊を案内する途中、テジェリアから約
1 ⾥の所でゲリラ隊に包圃された十名の兵隊とともに、1862 年 6 月 9 日、メキシコ人のため生きながら
⽕薬⾞に鎖でつながれたうえ、⽕刑に処せられたのもおそらくこの種の婦人たちであろう。 

 

 外人部隊のある⼠官は弾丸にたおれ、その場で死ぬ。かれにはアルジェリアから連れ
てきてたいへんなついていた犬があり、大隊全部の人気もので、いつもかれといっしょ
に歩いていたが、部隊の熱狂につれてこの犬も興奮し、主人と同様にたまに当って数歩
さきの所でたおれる。しかし、なおも残った⼒で身をひきずってもどり、主人の死がい
に折り重なって死んだ。他のある連隊では、精兵のひとりがやぎを飼っていて、兵隊の
みなからかわいがられていたが、このやぎは銃弾、散弾の中を元気でソルフェリーノ攻
撃の先頭に進む。 
 なんと多くの勇敢な軍人が、最初の負傷にも断じてくじけず、さらに打撃をうけて地
上にたおされ、戦いをつづけられなくなるまで前進をつづけたことであろう。 
しかるに、他方では、これとは反対に、隊の全部が最も殺人的な銃砲⽕にさらされなが
ら、前進の命令を待って動かず、あせりにいきり⽴ちながらも、みずからを殺傷する戦
いを余儀なくじっと⾒物していた大隊もいくつかある。 
 サルディニア兵たちは、朝から晩までくりかえされるせり合いや突撃によって、サ
ン・マルティーノ、ロッコーロ、スコペルタ寺院の丘々を防ぎまた攻める。これらの
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丘々は 56 回もつづけて取ったり取られたりするが、ついに、幾つもの師団が順次に戦
いに加わったため、あまり統一はとれていなかったが、サルディニア軍がポッツォレン
ゴを制する。その将軍たち、モラルド、ド・ラ・フーマルモーラ、デッラ・ロッカ、ド
ゥランド、ファンティ、チャルディーニ、クッキアーリ、デ・ソンナーツはあらゆる兵
科、階級の⼠官たちとともに国王の努⼒を助ける。ペリエ、チェラ―レ、アルノルディ
の 3 将軍は王の目の前で負傷する。 
 フランス軍の中で、元帥や中将につづいて、この重大な戦いの結末をつけるのに多く
の貢献をしたあの勇敢な少将たちや、あの武勲にかがやく人佐の⾯々や、大ぜいの勇気
のある少佐たちと、おおしい大尉たちが果した光栄に輝く役割のことを、どうしてしる
さずにいられようか。たしかに、アレクサンデル・フォン・ヘス公、シュタディオン、
ベネデックあるいはカルル・フォン・ヴィンディッシ＝グラーツのような武人と戦って
これに勝つことはほまれのあることであった。 
 
注 フォレー将軍についてはスイス連邦のエドモン・ファーヴル大佐の名著『プロシャ陸軍と 1861 年の
ケルン演習』の中から、かれに関する部分を借りることにしよう。 
《国王はその日われわれ一同をデュッセルドルフに近いベンラートにお招きくださった。……食卓につく
前に、王はフォレー、バウムガルテン両将軍の手を取られ、笑いながら「今は友人となられたのだからそ
こへ並んで腰を掛けられ、話をされるがよかろう」といわれた。さて、フォレーはモンテベッロの勝者で
あり、バウムガルテンはその敵手であった。ふたりは互いにその日の一部始終を思うまません議すること
ができた。オーストリアの将軍の誠実そうな微笑を⾒ると、遺恨のときは過ぎ去ったことが感じられた。
フランスの将軍のほうは別に何のうらみも持つわけがないことはだれにもわかっている。これが戦争であ
り、軍人である。この秋このように中よくしている 2 将軍が、次の年には互いに傷つけ合い、2 年後には
もう一度どこかで食事をともにしているかもしれないのである。》 

 

 戦線の一兵卒は、かれとともに混戦の中に突き進もうとする戦友たちの意気ごみと感
激のようすを次のように美しく語っている、《風が私たちを押しているような気がした。
⽕薬のにおい、大砲のひびき、とどろく太鼓、鳴りわたるラッパ、これがみんなを奮起
させ鼓舞するのだ》。この戦いにおいては、まさにひとりびとりが、自分一個の名声を
かけているかのように、勝利を自分だけの仕事にせねばならぬと考えて戦っているかの
ように⾒えた。 
 実際、あのフランス軍の下⼠官たちにはまったく独特の熱情と勇気とがあって、かれ
らにとっては障害物などはなく、兵をつれて最も人目にさらされた場所へ、まるでお祭
りにでも急ぐように突進する。これこそたしかにフランス陸軍が世界の他の諸大国の陸
軍にまさる点の一つなのである。 
 フランツ・ヨーゼフ皇帝の軍隊は退却した。カンロベール元帥が全兵⼒を展開する前
に、ヴィンプフェン伯の軍が、まず司令官から退却の命令を受け、シュリック伯の軍は、
シュタディオン伯の剛気をもってしても、フォン・ヘス公の師団を除くグラム＝ガラス、
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ツォーベル両中将の助⼒があまりにも弱かったため、オーストリア軍があれほど堅塁と
たのんでいた全陣地を放棄しなければならなかったのである。 
 空模様が悪くなり、濃い雲が急に地平線をおおい、風が猛烈に吹き出して、折れた
本々の枝を空に巻きあげる。暴風に追われたつめたい雨、というよりはむしろ文字どお
りの⻯巻がすでに飢えと疲れのために衰えきった戦う人々を⽔びたしにする。同時に突
風とほこりのうずまきが、敵の隊とも戰わねばならない兵たちに目つぶしを食わせる。
オーストリア軍は嵐に打たれながらも、⼠官たちの声に応じて集合したが、5 時ごろに
なると⾞軸を流す雨、あられ、稲妻、雷鳴、戦場をおおう暗⿊のために、はげしい戦い
はいたる所で中断される。 
戦いの全期間にわたって、ハプスブルク家の宗主は感嘆すべき沈着と冷静とを示す。カ
ヴリアーナが占領されたため、かれはシュリック伯および幕僚であるナッサウ公ととも
に隣のピエーヴエ寺院の高地の上の糸杉にかこまれたある教会のそばに⽴つ。オースト
リア軍の中央が破られ、右翼ももう連合軍の陣を奪いとる望みをまったく失ったとき、
総退却が決定され、皇帝はこの厳粛な瞬間に際し、うらみをのんで一部の参謀とともに
ヴォルタ方⾯に向かい、各大公およびトスカーナ公太子はヴァレッジョにしりぞくこと
になる。ほうぼうの地点でドイツ軍部隊に恐慌がみなぎり、ある連帯では退却が完全な
敗走となる。ライオンのように戦った将校たちが部隊をおさえようとするがうまく⾏か
ず、いさめても、どなりつけても、指揮⼑を振りまわしても部隊はとまらない。そのあ
わてかたはあまりにも大きいのであった。勇敢に戦ったこの兵⼠たちも、今となっては、
打たれてもののしられても、逃げるほうがよいのである。 
 オーストリア皇帝の絶望は限りなく大きい。真に英雄らしくふるまい、終日身のまわ
りに雨のように落ちてくる銃砲弾を眺めてきた皇帝は、このみじめな結果に涙なきをえ
ない。悲痛の念にかられて道におどり出し、逃げる兵隊の前に⽴ちふさがり、その卑劣
さを責めさえする。このはげしい興奮の爆発がおさまって平静さがもどってきたとき、
皇帝は静かに壊滅の戦場をながめ、涙ははらはらと煩に流れたが、幕僚たちの熱心なす
すめにようやくうなずいて、ヴォルタを離れ、ヴァレッジョに向かわれる。 
 ぼうぜん自失したオーストリア将校たちは絶望と怒りのうちにみずからを死地に投ず
るが、その最後にのぞんで大いに奮戦する。ある者は、この悲しい敗北の後、おめおめ
生きながらえることを望まず、悲しみと怒りに自分の命を断つ。大部分はその傷口から
流れる⾎と敵の⾎とにまみれながら、やっと部隊に集まる。かれらの武勇にたいしては、
当然払うべき敬意を表しよう。 
 ナポレオン皇帝は一日中、顔を⾒せる必要があればどこへでも姿をあらわした。 
副司令官ヴァイヤン元帥、その幕僚ドーマルタンプレ将軍、ロゲ伯、モンテベッロ伯、
フルーリ将軍、ド・ラ・モスコヴァ公、レイユ、ロベール両大佐、全侍従武官および親
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衛騎兵隊をしたがえた皇帝は、たえず身をおびやかす危険をかえりみずに、一番困難な
障害を乗りこえなければならない地点へ⾏って、始終戦いの主動者となった。フェニー
レ山では、侍医のラレ男爵が乗馬を殺され、護衛の親衛騎兵数名が負傷した。カヴリア
ーナでは、その日オーストリア皇帝が駒をとめた家にとまり、勝利を告げる電報を皇后
にあてて出したのはここからであった。 
 フランス軍は日中に占領した陣地に駐軍した。すなわち、近衛隊はソルフェリーノと
カヴァリアーナとの問に野営し、第一、第二両兵団はソルフェリーノ付近の高地を占領
し、第三兵団はレベッコ、第四兵団はヴォルタに⾏った。 
 グイディッツォーロは午後 10 時までオーストリア軍が占領をつづけていた。退却に
当って、左翼はファイグル元帥、右翼はベネデック元帥が援護した。ベネデック元帥は
夜のふけるまでポッツォレンゴを支配しつづけ、シュタディオン、グラム＝ガラス両伯
の退却を守った。後退する軍の中ではコレル、ガアルの両旅団とライシヤッハ連隊のけ
高いふるまいが⾒られた。ブランデンシュタイン、ウッシン両旅団はフオン・ヘス公の
指揮下にヴォルタに⾏き、この地から、砲兵がボルゲットとヴァレッジョのところでミ
ンチョ川を渡るのを容易にさせた。 
 さまようオーストリア兵たちは集結のうえヴァレッジョヘつれて⾏かれる。街道はい
ろいろな隊に属する荷物や橋をかける材料や予備の砲⾞でおおわれる。みな一刻も早く
ヴァレッジョの山あいのせまい道に⾏こうとしておし合いへし合いするのである。輸送
隊の資材はかり橋ができたので救われる。軽傷者からなる最初の諸縦列は一時にヴィッ
ラフランカヘはいりはじめていた。重傷者がこれにつづき、この悲しい夜のあいだ中、
兵隊の列はいつまでもつづいた。軍医たちはかれらの傷に手当をし、いくらかの食物を
与えて元気づけ、鉄道⾞両でヴェローナに送り出した。ヴェローナの混雑は恐るべきも
のになった。⾞は退却に当たって、その両や徴発した荷⾞で運べるだけの負傷者をみな
ひろい上げて⾏ったが、それでも、どんなに多くの不運な人々が自分の⾎で湿った地上
に横たわったまま捨てられたことであろう。 
 日没近く、たそがれのけはいがこの広々とした殺害の庭にひろがりつつあるころ、幾
人ものフランスの将校や兵隊があちらこちらで、同僚を、同国人を、友を捜していた。
顔⾒知りの軍人がみつかると、かれらはそのそばにひざまずいて、呼び生かそうとつと
め、その手を握り、⾎を⽌めたり、ハンカチーフで砕けた手足を巻いてやったりするが、
あわれな負傷者に与える⽔を手に入れることはできないのであった。この悲しいゆうべ、
すべてのいつわりの自尊心やてい裁は捨てられ、ひそやかな涙がどんなに多くそそがれ
たことであろう。 
 戦いのときには、かりの野戦病院が、近所の農場や家や教会や僧院や、野外の木の陰
にさえ設けられていた。朝の戦いに負傷した将校、つづいて下⼠官や兵⼠がそこで何か
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の手当を受けた。フランスの軍医たちはみな疲れも⾒せずに献身的に働き、ある者は
24 時問一刻も休まなかった。近衛隊の軍医⻑メリーの命令の下にあった 2 人の軍医な
どは、あまり多くの手足を切断したり手当をしたりしなければならなかったために、卒
倒してしまったし、他の野戦病院は、ある軍医が疲労のために弱りはてて、その任務を
つづけるためふたりの兵隊に腕を支えていてもらわなければならなかった。 
 戦いのときには、⿊い旗を高い所にかかげておけば、通常はこれが戦いに参加してい
る部隊の負傷兵を手肖する場所や野戦病院をしめすことになっていて、たがいに暗黙の
了解でこの旗の方角には射撃をしないことになっていた。しかし、ときには砲弾が落下
して、主計や看護兵や、パン、ぶどう酒、病人用のスープを作るための肉を積んだ食糧
⾞をもゆるさない。負傷兵の中でまだ歩ける者は自分でかりの野戦病院に⾏くし、歩け
ない者は、出⾎と⻑いあいだ何の手当も受けないために弱っていることが多いので、担
架や釣台で運ばれる。 
 ⻑さ 20 キロ以上の起伏の非常に多い広い地域でもあり、これほど大規棋な戦いのた
めに起った大きな混乱の局⾯をいくつか経過しているので、兵も十官も将軍も、⾏なわ
れた戦い全部の結果は不完全にしか知りえないし、戦いの最中においてさえ、自分のそ
ばで何か起っているかを十分正確に知ることも判定することもなかなかむずかしかった。
オーストリア軍のほうでは、混乱のためや、正確で綿密な全般的指揮が欠けていたため、
状況を知りえないというこのような事態がさらにはなはだしくなっていた。 
 カスティリオーネからヴォルタにわたる高地には、数しれない⽕が輝いている。 
これはオーストリア軍の弾薬の箱の破片や、砲弾や嵐に折られた木の枝が燃えているの
である。兵たちはぬれた服をこの⽕でかわかし、小石や土の上に眠っている。しかし、
丈夫な者たちはまだ休まない。休まず食わずの戦いが終ったのだから、スープやコーヒ
ーを作る⽔を⾒つけなければならないのである。 
 どんなに多くのいたましい話やできごとがおこったことであろう。数大隊全部がまっ
たく糧食を持たないというのもあるし、はいのうをおろさせられ、今ではまる裸になっ
た数個の中隊もある。また、ほかでは⽔が欠乏し、将校も兵隊ものどがかわくので、き
たない。泥だらけの、⾎のかたまりのいっぱいはいった⽔たまりへ走る。 
 疲れはてながらも、コーヒーを作るため遠い所まで⽔と木の枝を捜すつらい仕事に出
かけなければならなかったひょう騎兵たちは、夜の 10 時から 11 時ごろ露営地へもど
って来たが、途中のいたるところで⽔をくれと哀願するひん死の人々にあい、この慈悲
のつとめをはたしたため、ほとんどみんなが⽔筒をからにしてしまった。しかしとにか
くコーヒーはできたのだが、ちょうどできあがったとき遠くに数発の銃声がきこえて警
報が出され、たちまちひょう騎兵たちは馬にとび乗り、コーヒーを飲むひまもなく銃声
のほうへあわただしく出発する。コーヒーは混乱の中にぶちまけられてしまった。しか
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し、まもなく、敵が逆襲に転じて来たと思ったのは、フランス軍の前哨から起こった銃
声にすぎなかったことがわかる。馬に乗った警戒兵が⽔とたき木を捜している友軍の兵
隊をオーストリア兵とまちがえて射撃したのであった。この驚報の後、騎兵たちは疲労
しきって帰り、大地に身を投げ出し、何の食物もとらずにそれからの夜を眠ったのだが、
その帰りつくまでには、やはりあいかわらず⽔をほしがるたくさんの負傷兵に出あわず
にはすまなかった。騎兵たちの露営地から遠くない所に横たわっていたひとりのチロル
兵もかれらに⽔を哀願したが、もはやかなわぬ願いであった。⽔は一滴もなかったので
ある。翌朝、そのチロル兵は、口の中に泥をつめ泡を吹いて死んでいた。顔はふくれて
⻘⿊かった。 
朝まではげしいけいれんのために、のたうちまわったのであり、ひきつった両手のつめ
はひんまがっていた。 
 夜の静けさのうちに、うめき声と、苦しみに満ちたため息と、胸のはりさけるような
救いを求める声がきこえる。この恐ろしい一夜の苦しみをだれがことばで表わしえよう。 
 25 日の太陽は、およそ想像しうるかぎりの最も醜怪な光景を照らし出した。 
戦場はどこもかしこも人と馬の死休におおわれ、街道もみぞもくぼ地もやぶも草原も死
体が散乱し、ソルフェリーノの付近は文字どおり死体だらけである。畑は荒らされ、⻨
もとうもろこしも倒され、かきねはひっくりかえされ、果樹園はめちゃめちゃにされ、
⾏けども⾏けども⾎のたまりがある。村落には人けもなく、マスケッ卜銃、⽕矢、砲弾、
散弾が荒らしまわったなごりをとどめている。壁はゆすぶられ、砲弾につらぬかれて大
きな穴ができている。家々にも穴があき、ひびわれができ、こわれている。明りも食べ
物もなしに、20 時問ちかくも地下の倉にかくれ、難を避けていたその家々の住人たち
が出て来はじめる。ぼう然としたその様子はかれらがどんなに恐怖を感じていたかを示
している。 
 ソルフェリーノの付近、とくに村の墓地には小銃、はいのう、弾薬入れ、はんごう、
前⽴てのある軍帽、かぶと、普通の軍帽、略帽、⽪帯、そのほかありとあらゆる軍装品、
⾎にまみれた服のきれはしやこわれた武器の山が散乱している。 
 その日のうちに拾い上げられた哀れな負傷兵たちは色⻘ざめ疲れはてている。一部の
者、とくに重傷で、手足をもぎ取られた者たちはうつろなまなざしをし、人のいうこと
もわからぬようで、きょろきょろした囗を助けに来た人に向ける。しかし、このちょっ
と⾒れば虚脱していると⾒える人々も苦痛を感じていないのではない。 
他の者はおちついていられず、神経の激動とけいれんに取り乱している。またある 
者は、傷が人きく囗をあいて炎症がもう起っており、あまりの苦痛から殺してくれと叫
び、断末魔の苦痛に顔をゆがめてのたうちまわっている。 
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 ほかの所には、弾丸や砲弾の破片にあたってたおれたばかりか、なおその上に砲⾞の
わだちにかけられて手足を砕かれた不幸な人々がいる。円柱形の弾丸があたると、骨は
あらゆる方向に破裂するので、そのためにできる傷は非常に重いことが多い。砲弾の破
片や円すい弾もまた非常に痛い骨折と、多くの場合には恐ろしい内部傷害をおこす。あ
らゆる種類の大小の骨、服や装具やくつのきれはし、土、鉛の破片が負傷兵の傷をやっ
かいなものにし、痛みを起すことが多く、その苦しみを倍加する。 
 広い昨日の戦場をひとまわりすれば、くらべるものもない混乱の中に、⾔いようのな
い絶望とあらゆる種類の悲惨事に一歩ごとに出あうのである。 
 数個の連隊がはいのうをおろして戦い、数大隊のはいのうの中身がなくなっていたこ
とがある。ロンバルディアの農⺠とアルジェリア歩兵が手あたり次第に何でも盗んだの
である。フォレー師団を応援するためソルフェリーノへ突撃するときに、身軽になるた
め、はいのうをカスティリオーネの近くにおいた近衛隊の猟兵や精兵は前進をつづけて、
夕方まで戦ってから、カヴリアーナのまわりで眠ったのだが、翌朝早く白分たちのはい
のうのところへかけつけたのはこのようなわけであった。ところが、はいのうはからっ
ぽで、何もかも夜の問に奪われていた。シャツも服もよごれて泥まみれになったり、す
り切れてちぎれている気の毒な軍人たちにとって、こん度の損害はひどいことだった。
かれらは持ち物も、とぼしい全財産であるささやかな⾦も、その上に家族や故郷を思い
出させる大切な品々や、⺟や姉妹やいいなずけからもらったかたみの品々もとられてし
まったのである。 
 数か所では、泥俸どもが死んだ人の持物をはぎ取るが、かれらはまだ生きている不幸
な負傷者でさえも容赦するとは限らない。ロンバルディアの農⺠たちはとくにくつをほ
しがり、死休のふくれた足から乱暴にもぎ取る。 
 こんななさけない光景にまじって、厳粛な悲劇や感動させる話もいくつかある。 
こちらのほうでは、年をとったル・ブルトン将軍が、負傷した婿のドゥーエ将軍をさが
してさまよっている。ルー・ブルトンはドゥーエの妻になっている娘を数⾥後方の、混
乱と胸を剌すような不安との中に残してきたのである。あちらにはド・ヌーシェーズ中
佐の死体がある。中佐は、隊⻑のヴォーベール・ド・ジャンリス大佐が落馬してひん死
の負傷をしたのを⾒て、指揮をとろうと駆け出して心臓一彈を受けたのである。遠くな
い所には、ド・ジヤンリス大佐その人が焼けるような熱に苦しみ、応急手当を受けてお
り、ひと月前にサンシール⼠官学校を出たばかりの騎砲兵のド・セルヴ・ド・サラン少
尉が右腕の切断手術を受けようとしている。向こうには両足をいくつもの弾丸につらぬ
かれたヴァンセンヌ猟兵隊のあわれな一曹⻑がいる。かれには、後になってブレッシヤ
の一病院で再会し、さらにミラノからトリーノヘもどる鉄道の⾞中でも会ったが、チェ
ニシオ山をこえるときに負傷がもとで死んでしまった。死んでいると思われたド・ギズ
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ール中尉は、軍旗を抱いてたおれ、意識を失っていたその場所で救い上げられる。すぐ
そばに、オーストリアの槍騎兵や猟兵、アルジェリアのそ撃兵や歩兵がかさなり合って
たおれたまん中を占めるかのように、東洋風の優雅な制服を着た回教徒の将校の死休が
横たわっている。これはアルジェリアそ撃歩兵中尉ラルビ・ベンーラグダルで、日に焼
けた浅ぐろい顔は、きらきらと白く光るかぶとをかぶったイタリア人大尉のさけた胸の
上にのっている。この人間の肉片の山が⾎の蒸気を発散する。⼒－サ・ノヴァで、あん
なに勇ましく戦って負傷したド・マールヴィル大佐が最後の息をひきとる。夜の間に死
んだド・ポンジボー少佐が埋葬される。一週問前大隊⻑になったばかりの若いド・サン
＝パエル伯爵の死体がみつかる。前の日に重傷した近衛隊精兵の勇敢な少尉フールニエ
が 20 歳で軍歴を閉じたのもここである。10 歳で志願兵となり、11 歳で伍⻑、16 歳で
少尉になったかれは、すでに二度のアフリカ戦争とクリミア戦争に参加し、後者のセバ
ストポール攻囲のときに負傷している。元コンスタンチノ－プル陸軍司令官であった勇
気のある将軍ド・ファイイの参謀⻑アブランテ公ジュノー中佐が死んで、フランス第一
帝政時代の名誉のある家名の一つが消え去るのを余儀な 
くされたのもまたソルフェリーノにおいてである。 
 
注 ジヤン・フーランソワ・フールニエ少尉は 1839 年 2 月 6 日メスに生まれ、1849 年 6 月 4 日志願兵
として外人部隊にはいりアルジェリアに渡る。50 年 4 月 6 日伍⻑、51 年 4 月 1 日軍曹、  52 年 7 月
11 日給養軍曹、54 年曹⻑に任ぜらる。55，56 の両年、はじめは特務曹⻑⽡五．五六の両年、はじめは
特務曹⻑としてクリミア戦争に参加、55 年 11 月 20 日少尉に任ぜられ歩兵第 42 連隊付となり、56 年
10 月 13 日同じ階級のまま近衛精兵第 2 連隊に移る。1859 年 6 月 24 日致命傷を受け、25 日死す。 

 

 

 ⽔の不足がひしひしと感じられてくる。みぞはかれ、大部分の兵⼠たらはのどのかわ
きをとめるために有害で塩けのある飲料しかえられない。泉のある地点はほとんどみん
な監視兵がたまを込めた銃を持って、病人用の⽔の番をしている。カヴリアーナ付近で
は臭気を発する沼地が、2 日の問、砲兵や騎兵の 2 万頭の馬の飼い⽔になる。傷ついて
乗り手を失い、夜じゅうさまよい歩いた馬たちは、仲問の群れている所へ身を運び、助
けを求めるような様子である。こういう馬は射殺される。け高いすぐれた馬の 1 頭が、
すばらしい馬具をつけてフランス軍のある部隊のまん中へやって来る。くらの袋が無傷
のまま、くらに取りつけてあり、その中に手紙や品物かがあり、これによってオースト
リアの勇敢なイーゼンブルク公のものとわかる。 
死者の中をさがすと、傷ついて出⾎したためまだ気を失っている公爵がみつかる。 
しかし、フランスの軍医たちが、親切をきわめた手当手肖を惜しみなく加えたので、後
になって、公爵はその家庭にもどることができるようになる。公爵の家の人たちは消息
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がなくなったので戦死したものと信じて、喪を発し、数週問前からこれに服していたの
である。 
 死人の中でも、一部の兵たちは平和な顔つきをしているが、これは突然うたれて即死
した人たちである。大多数は断末魔の苦しさに身をよじらせ、手足は硬直し、全身に⻘
いまだらができていて、手は地⾯をえぐり、両方の目はぐっと⾒開き、口ひげはさかだ
ち、凶悪なひきつったような笑いのため、食いしばった⻭がのぞいている。 
 戦場にある死体の埋葬には 3 日 3 晩かかった。しかし、こんな広い地域では、堀やみ
ぞの中にかくれたり、低い木の茂みや土地の高低にさえぎられて、多くの人たちがずっ
と後になって発⾒された。これらの人たちは死んだ馬といっしよにいやなにおいを発散
していた。 
 
注 戦場のあちらこちらでは．1859 年 6 月 24 日の後 3 週間にもわたって、両軍の死んだ兵⼠が発⾒された。フラ
ンス、オーストリア両方の負傷者全部を救い出して収容するのに 25 日 1 日で十分であったという説があるがただし
くない。まったくのあやまりである。 

 
 フランス軍では死者を⾒わけて埋葬するため、各中隊ごとに数人の兵十を任命する。
通常は同じ部隊の者が戦友を収容する。戦死者の装具をはじめ認識票の番号をしらべて
から、⾦を払ってこの仕事のためにやとったロンバルディアの農⺠にこのつらい作業を
てつだってもらって、死体を衣類といっしょに共同の墓穴に入れる。いやな仕事なので
急いでやるし、農⺠の中には不注意でひどく投げやりな者もいたため、幾人かの生きて
いる人が死者といっしょにうずめられたと信じてよいふしがたくさんある。将校たちの
死体から収めた勲章、⾦銭、時計、手紙、書類などは後 
になってそれぞれの家庭に送られるのだが、あまりに多数の死体をうずめるので、この
仕事を忠実に⾏なうことはなかなか容易でない。 
 慈愛ぶかい⺟親が、⻑年の問、ちょっとした病気にもおびえながら、手しおにかけて
育てて来た最愛のむすこ、家に妻や子を残して来た一門の人気者である俊秀の将校、戦
争に出るため、いいなずけや、ほとんど例外なく⺟や姉妹や⽼⽗をあとに残してきた若
い兵⼠、こんな人々が、いま泥とはこりの中に、自分の⾎にまみれて横たわっているの
だ。男らしいりっぱな顔も⾒わけがつかなくなっている。指揮⼑や散弾が容赦してくれ
なかったのである。苦しみ、息も絶え、ちょう愛のまとであったその肉体はよごれ、ふ
くらみ、醜怪なものになって、そのまま、ざっと掘った墓穴に投げこまれようとしてい
る。シャベルに 2・3 ばいの石灰と土がかぶせられるだけなので、上がやわらかになり、
墓である傾斜から手や足がつき出れば、猛鳥どもも遠慮をしないだろう。だれかがもう
一度来て、土をもり上げ、あるいは木の十字架を永眠の地に⽴ててくれるかもしれない
が、ただそれだけでおしまいであろう。 
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 丘陵や、山の支脈や、円丘の尾根に幾千となく散らばり、メドレの木⽴、かんぼくの
茂み、または畑や野原に数限りなく散乱するオーストリア軍の死体のほうは、身に着け
た服の地はさけ、ねずみ色のオーバーは泥によごれ、白い服も⾎にそまって赤くなり、
はえのむれがくらいつき、猛鳥どもはこの緑色になった死体をえじきにしようと、その
上を飛び舞っている。死体は数百ずつまとめて、大きな共同の墓穴の申に積み上げられ
る。 
 数週間前に兵籍にはいったハンガリア、ボヘミア、ルーマニアの、どんなに多くの若
者が、ひとたび弾丸の届かない所へ出るやいなや、疲労と衰弱のために大地に身を投げ
出してもう一度⽴つことができず、あるいは、軽傷でも⾎を多量に失って弱りはて、疲
れと飢えによって悲惨な死をとげたことであろう。 
 フランス兵、とくにアルジェリア歩兵というものはなさけを知らない悪⻤だと思わせ
ておけばよいとされていたため、捕虜になったオーストリア兵の中には恐怖でいっぱい
の者がいる。ブレッシャに着き、この町の遊歩場の樹木を⾒て、この木で絞⾸刑にされ
るのかと、まじめくさってきいた者もあったほどである。フランス兵の寛大な介抱を受
けた多数の者も、かたくなで無知であるため、まったくむちゃなやり方でこの恩にむく
いた。たとえば土曜の午前、ひとりの精兵が、戰場にたおれて哀れな様子をしているオ
ーストリア兵を⾒て、かわいそうになり、⽔のいっぱいはいった⽔筒を持って近より、
飲ませようとすると、これほどの親切というものを信じることのできないオーストリア
兵は、そばにおいてあった銃を握り、残った⼒のありったけを振りしぼって、銃尾で慈
悲ぶかい精兵をなぐり、かかととすねに打撲傷を負わせる。またある近衛兵は、手足を
なくした別のオーストリア兵を助けようとしたのだが、そばにたまを込めたピストルを
おいていたオーストリア兵は、これをつかみ、自分を救おうとしているフランス兵に銃
囗をつきつけて発射する。 
 
注 メレニャーノでは、前線の⾒はりに出された一人のサルディニアの⾒はり兵がオーストリア兵の   
一隊に不意におそわれて捕らえられ、このつぎはもっとものが⾒えるように教えてやろうといって、両目
をくり抜かれる．あるイタリアのそ撃兵は中隊から離れてしまい、少数のオーストリア兵の手中におちた
が、指を切り落されたうえ、「恩給でももらえ」とイタリア語でいわれ、つきはなされる。これらはまぎ
もない事実であるが、イタリア戦争中⾏なわれたこの種の⾏為はだいたいこれだけであることを希望した
いものである。 

 

 捕虜になったあるオーストリアの将校は私に向かって、「わが部隊の中に冷酷でむち
ゃな者があったからといって、驚かないでください。わが軍には、帝国内で一番のかた
田舎から来た未開の者たち、ひと囗でいえば野蛮人もいるのです」と語っている。 
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 一部のフランス兵もまた、捕虜にした兵⼠のいく人かをクロアチア人だと思いこみ、
ひどい目に会わせようとした。フランス兵はクロアチア兵を「細ズボン」と呼んでいた
が、細ズボンどもはいつも負傷者を殺すのだと憤慨していうのであった。 
しかし、この捕虜たちは実はハンガリア人で、制服はクロアチア兵に似ているが、けっ
してかれらほど残忍ではなかったのである。私はフランス兵にこの違いを説明してやり、
ふるえ上がっているハンガリア兵たちをその手からかなり早くひき離すことができた。
しかし、少しの例外をのぞけば、捕虜にたいするフランス人の感情には好意以外の何も
のもなかった。このようなわけで、オーストリアの将校たちは軍⼑や剣をひきつづいて
さげることを許された。これは軍司令官たちがかれらに礼儀を示したのである。またか
れらは、フランスの将校と同じ食事を与えられ、負傷者は同じ軍医の手当を受け、さら
に荷物をさがしにもどることを許された者もひとりあったほどである。多くのフランス
兵は飢えのために死にそうな捕虜と仲よく糧食を分けあった。また他の兵は敵軍の負傷
者を背中にしょって野戦病院に運び、そこで、著しい献身と深い同情とをもって親切の
限りをつくした。フランスの将校たちは自分でオーストリア兵の手当をする。中のひと
りは、身につけるものとしては破れて⾎だらけの古い下着しかないチロル兵の割られた
頭を、自分のハンカチーフでおおってやった。 
 フランス軍の偉大な勇気や、その将兵の英雄的資質を浮きぼりにして⾒せる個々の⾏
為や事件はいくらでもあげることができるが、一兵卒の慈悲心、敗れたり、捕虜になっ
た敵にたいする親切や同情をも特記しなければならない。これらの美点はまさにその勇
猛豪気と同じ価値があるのである。真に優秀な軍人は、すべての本当にりっぱな人間と
同じように温和で礼儀にあついということはだれでも認めているが、フランスの将校は
一般に温厚であるばかりでなく、おとこぎもあるし雅量にも富んでいる。フォン・ザル
ム将⾞はネールヴィンデンの戦いの時フランス⾞の捕虜になったが、ド・リュクサンブ
ール元帥から、たいへん丁寧な待遇を受けたので、騎⼠と呼ばれたローズにむかって、
「お国の人たちは何という国⺠であろうライオンのように戦って敵を破ると、今度はこ
れを一番親しい友だちででもあるかように待遇する」といっているが、フランス将校は
常にこの賛辞にあたいしつづけてきている。 
 

注 フランス兵たちは土地の住⺠の財産はどんなものでも最大限に尊重した。イタリア戦争全体を通じて
のフランス兵の規律委を守る精神、礼儀ただしさ、節制、品⾏方正は声を大きくして賞賛してよい。ルニ
ョー・ド・サン＝ジヤン・ダンジュリ元帥やトロシュ将軍が出したような声明は、右にのべたいろいろな
点に関連して、常に思い起す価値があり、部下の兵に向かってこのような声明を出した人々に真の栄誉を
添えるものと考えてよい。 
 1859 年 5 月 4 日、トロシュ将軍がアレクサンドリアにおいて発した声明書、これは武装して集合した
令下師団の諸隊にたいして読み上げたものであるが、その中で将軍は次のように述べている、「今より⽕
ぶたを切らんとする戦争に際し、すでに、飛もきびしい試練が始まっているが、われわれは鋭気をもって
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これに当らねばならない、われわれは軍紀をただしくし、規律に従わねばならない。余はその実⾏に不屈
の態度をとるつもりである、戦いの日にあたっては、いかなる勇者にもわれわれより勇者たることを許す
まい。住⺠はわれわれの味方であることを忘れてはならない。その習慣、財産、生命は尊重せねばならな
い。人道的かつ文明的に戦争を遂⾏しよう。こうしてこそわれわれの努⼒は尊ぶべきものとなる。神もこ
の努⼒に祝福を与え賜うであろうし、諸子を指揮する余は、第二師団の⻑たる肩書を、余の軍歴中最も光
栄あるものと考えるであろう。」 
 1859 年 56 月 18 日マレンゴにおいて、ルニョー・ド・サン＝ジャン・ダンジュリ元帥は近衛隊に次の
ように呼びかけている、「近衛隊諸子、諸子は危機に臨んでは剛勇、⾏軍においては秩序と規律、これか
ら活動しようとする地方にあっては冷静と節度の模範を全軍に示さねばならない。 
諸子がみずからの家庭を思い起すとき、住⺠にたいして親切を尽し、財産を尊重しようとする心が生じる。
しかして勝利が諸子を待つことを確信してよいのである。」 

 
 経理部は負傷者の収容をつづけ、手当を受けた者も受けない者も、かごやいすをつけ
た騾馬にのせて移動野戦病院に送られ、そこからさらに、負傷した土地や最初に収容さ
れた場所に最も近い村や町に連れて⾏かれる。これらの町村では教会、僧院、住宅、広
場、中庭、街路、散歩場、すべてがかりの野戦病院に変る。カルペネドロ、カステル・
ゴッフレード、メドレ、グイディッツォーロ、ヴォルタその他周囲の土地はみな多数の
負傷者を集めたが、一番おおぜいがカスティリオーネに連れて⾏かれる。ここへは最も
軽い負傷者も身を引きずって⾏くことができる。 
 兵隊、下⼠官、あらゆる階級の将校がみないっしよに乗せられた経理部の⾞両の⻑い
⾏列が⾒える。騎兵も歩兵も砲兵も⾎に染まり、衰弱し、服も破れ、ほこりにまみれて
いる。つづいて、速歩の騾馬たちが来る。騾馬が一歩あるくごとに、運ばれているあわ
れな負傷兵から鋭い悲鳴が起る。ひとりは片足が砕けて、胴体からやっとぶら下がって
いるように⾒えるが、乗っている馬⾞が動揺するたびに新しい苦痛が加えられる。また
ほかのひとりは、片腕が折れ、残ったほうで折れたほうを支えて守っている。ある伍⻑
は左腕を攻城⽕矢の棒につらぬかれたが、自分で棒を引きぬき、この仕事がすむと、棒
を杖のかわりに使い、カスティリオーネへ⾏く身の助けとする。多くの者が途中で息を
引きとる。死体は道ばたにおかれ、後に人が来て埋葬することになる。 
 負傷者はカスティリオーネから、ブレッシャ、クレモーナ、ベルガモおよびミラノの
病院へ連れて⾏かれ、そこで正式の手当を受けたり、必要ならば切断手術を受けたりす
ることになっていた。しかし、オーストリア⾞が通りすがりに地方の⾞類をほとんど全
部強制徴発で持って⾏ってしまったし、フランス軍の輸送手段は負傷者の恐ろしい大群
にくらべて著しく不足していたため、負傷者をカスティリオーネにあずけるようにでき
る前に、移動野戦病院で二三日待たせなげればならなかった。カスティリオーネも混雑
はいいようもないほどになっている。町全体がフランス、オーストリア両軍のための大
きな臨時病院になってしまっている。すでに⾦曜の日中に、総司令部の野戦病院がここ
につくられ、綿包帯の箱や、器具や薬品は荷が解かれており、住⺠は持っている⽑布、
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下着類、わらぶとん、敷ぶとんをいっさい寄付した。カスティリオーネの病院、教会、
修道院、サン・ルイージ兵営、サン・フランシスコ派教会、憲兵隊およびマッジョーレ、
サン・ジュゼッベ、サンタ・ロザリーアの３教会は負傷者で満員になっている。かれら
は建物の中に詰めこまれ、ただわらの上に横になっている。街路や中庭や広場にもわら
がしかれ、四方から一時にやってくる負傷兵たちを少しでも太陽から防いでやろうと、
こちらには、にわか造りの板屋根が作られ、あちらにはテントが帳ってある。個人の家
もやがて占領され、最も暮しむきのよい家の主人たちは将兵を迎え入れて、わずかなが
らも、自分でできるだけの慰めをかれらに与えようとつとめる。その中のある者は、お
ろおろしながら客人のために医者をさがして町々をかけまわる。またほかの人たちは、
家の中の死体をどうしてやっかいばらいしたらよいのかわからずに、持ち出してくれと
しきりに頼みながら市内を⾏ったり来たりしている。ド・ラドミロー、デュー、オージ
ェ諸将軍、ブルータ、ブランクール両大佐や他の上級将校たちが運ばれたのもカスティ
リオーネで、⾦曜の朝からサン・ルイージで切断手術をしている名医のベルトランから
手当を受ける。ほかにふたりの軍医正ルーレ、アスペル、ふたりのイタリア人の医者お
よび、リオラッチ、ロブスタン両軍医尉官は治療器械を設備して、2 日のあいだ手当に
あたり、夜間までもつらい仕事をつづけさえする。砲兵のオージェ将軍は、まずその属
するフック＝マオン元帥軍団司令部の野戦病院に運ばれ、つづいてカスティリオーネに
連れてこられた。このすぐれた将校は左の肩を六ポンド弾に砕かれたのだが、たまは
24 時間わきの下の筋肉の中に深く食いこんだままとまっていた。それを抜きだすため
に必要な、腕を切りさく手術を受けたが、予後が悪く、また傷を冒した脱そのため 29
日に死んでしまった。 
 
注 ブレッシヤの東南 24 キロにあるカスティリオーネ・デッレ・スティヴィエーレは人口 5,300。イタリア軍をひ
きいるボナパルト将軍は、ドージュロー将軍の同市占領後 2 日目の 1796 年 8 月 5 日、同市の前⾯において、オース
トリアのウルムゼル元帥に大勝をはくした。1706 年 4 月 19 日、ヴァンドーム公が、オイゲン公の不在中、これに
代ってオーストリア帝国軍を 
  指揮するフォン・レーヴェントロフ元帥をカルチナートの戦いで破ったが、これもまたカシティリオーネのすぐ
そば、キエーゼ川のほとりであった。 

 

土曜の日中、負傷兵の列があまりにおびただしくなったので、管理部も住⺠も⼒スティ
リオーネに残された部隊も、悲惨なできごとの数に全く応じきれなくなった。こうして、
前日と同じいたましい光景が始まる。もっとも、その性質は全然ちがう。⽔や糧食はあ
る。しかも負傷者は飢えとかわきに死んで⾏く。綿包帯は豊富にある。しかもこれを傷
にあてる人手が十分でない。軍医は大部分カヴリアーナに向かわなければならなかった
し、看護兵が不足で、この大切な時に働き手が欠けていたのである。だから、なんとか
して篤志家の奉仕隊を組織しなければならないのだが、こんな無秩序の中ではまことに
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むずかしいことである。カスティリオーネの⺠の心を奪う一種の恐慌状態のために、無
秩序はさらに複雑なものになった。この恐慌は混乱をとほうもなく増大し、負傷兵の中
にも動揺を起して、その悲惨な状態をいっそう悪化させたのである。 
 この恐慌は、実をいうと全くばかげた事情から起ったのである。フランス軍の各部隊
は、陣形を整えた後、だんだん落ちつきをとりもどしてくるとともに、戦争の翌日には
捕虜の⾏列を編成して、カスティリオーネ、モンテキアーロを経てブレッシャに送りつ
つあった。午後になって、ひょう騎兵に護送されたこの捕虜の一隊がカヴリアーナから
カスティリオーネのほうへ進んで近づいて来ると、住⺠たちははるか遠くからこれを⾒
て、おろかにもオーストリア軍が大挙してもどって来たものと考えた。この知らせはば
かげているし、ありそうもないことなのに、農夫や、軍の荷物運びの手伝い人夫や、い
つも野戦部隊のあとについて歩く物売りの人たちがひろめてまわり、カスティリオーネ
の住⺠は、恐怖に息せき切ったこの連中が飛びこんでくるのを⾒て、このばからしい風
説を信じこんでしまったのである。たちまち、家々は⼾をしめ、住⺠は家の中にこもり、
窓を飾っていた三色旗を焼き、地下の倉や納屋にかくれる。一番大事な持ち物をかつぎ、
妻子をつれて郊外へ逃げ出す者もあり、それほどあわてない者は家に残ったが、広場で
まっさきにみつけたオーストリアの負傷兵数人を手あたり次第につれて来て、家の中に
落ちつかせ、急にむやみにていねい親切にし始める。ブレッシャヘ⾏く負傷者の⾞と、
軍に糧食を補給するためブレッシャから来た輸送隊とて街路も街道も雑踏し、糧食⾞は
全速⼒で飛ばし、恐怖と怒りの叫びの中を馬は四方に走りすぎ、荷物を積んだ輸送⾞は
ひっくりかえり、中身のビスケットは広い道の両がわのみぞに散らばる。おしまいにな
ると、だんだん恐怖心の強くなった手伝いの御者たちは馬を⾞からはずし、モンテキア
ーロやブレッシャヘ⾏く街道を全速⼒で疾走させる。道々、ブレッシャの市当局が引き
つづき連合軍の営地へ発送中の糧食やパンのいっぱいはいった⾞にぶつかり、目にはい
るものはなんでも持って⾏き、連れて⾏ってくれと頼む負傷兵を踏みにじり、信じられ
ないほどの大さわぎを起して恐怖の種をまきちらす。負傷兵たちはひとの注意を耳に入
れず、包帯をはずして教会の中からよろめき出てきて、どこまで⾏けるのかもしらない
で、町の中を歩いて⾏く。 
 25，6，7 日の 3 日間はどんなに多くの苦悩と苦痛とがあったことであろう。負傷は
暑さやほこりのためと、⽔や看護の不足のために悪くなり、痛みをました。経理部は野
戦病院になった場所を良好な状態に保つため賞賛すべき努⼒をしたが、毒気を含んだに
おいは空気をよごし、カスティリオーネを目ざす輸送隊が 15 分ごとに新しい負傷兵の
群れを送りこんでくるため、手つだいをする人、看護兵、雑役人の不足が痛切に感じら
れる。軍医⻑や、⽜⾞を使ってブレッシャヘの正常な輸送を組織だてる二三の人がどん
なに活動しても、ブレッシャの住⺠の中で、⾞を持って病人をさがしに来て、将校を引
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き受けて⾏く人たちがどんなに白発的に熱心にやっても、去る者の数が来る者の数より
はるかに少なく、そのため混雑はただ増して⾏くばかりである。 
 カスティリオーネの病院や教会のしき石の上には、フランス人とアラビア人、ドイツ
人とスラヴ人というように、あらゆる国の人々がならんで寝かせられた。とりあえず礼
拝堂の奥のほうに押しこめられたのだが、かれらにはもう身動きする⼒もないか、現在
しめている狭い場所から動きたくても動くことができないか、どちらかなのである。神
をのろい、人をののしる、⾔いようもない⾔葉や叫び声が聖殿の丸天井の下にひびきわ
たる。こういう不幸な人々の中のひとりが（ああ苦しい。 
おれは⾒捨てられて、みじめなざまで死んで⾏くのだ。だがおれたちはりっぱに戦った
のだ）と私にいうのであった。疲労に耐え、いく夜も眠らずに過ごして来たのに、安息
はかれらのところへはこなかった。苦しみの中に、かれらは医者の救いを切願し、絶望
にのたうちまわり、身をけいれんさせている。結局は破傷風を起して死んで⾏くのであ
ろう。ある兵⼠たちは、もう化膿している傷口につめたい⽔をそそがれると、うじ虫が
わくのではないかと想像して、このばかげた恐怖のために、包帯がぬれるのをいやかる。
また他の兵⼠たちは運よく移動包帯所で手当を受けたけれども、カスティリオーネにや
むをえず滞在しているあいだ手当をしてもらえず、道路でゆられるときの用心のために
極度に強く結んだ布を取りかえも、ゆるめもしなかったため、この包帯がかれらにとっ
てはまことのせめ苦になっていた。傷囗にへばりつくはえでまっ⿊な顔をしたこちらの
負傷兵たちはとり乱したまなざしを四方に向けるが、こたえる人もいない。あちらの負
傷兵たちのほうは、服と下着と肉と⾎が、きみの悪い、えたいのしれないかたまりを作
りあげ、そこにうじ虫がついている。このうじ虫は空間をわがもの顔にとびまわる数万
のはえから生まれるのだが、負傷者の中の多くは自分のからだからわき出てくるように
思い、からだを食いつくされるのではないかと考えて身ぶるいする。こちらには、顔を
全く奇形にしたひとりの兵⼠がいる。あごがさけ砕けて、舌がひどく露出しているのだ
が、身を動かし⽴ち上がろうとしている。私はそのひからび両くちびるや、かたくなっ
た舌にひんやりした⽔をそそいでやり、ひと握りの綿包帯を握って、付き添いの者が持
っている手おけにひたし、囗のなごりの奇妙な穴の中に、この海綿のかわりの布の⽔を
しぼって入れてやる。向こうにはまた、顔の一部を指揮⼑の一撃でけずり取られた不幸
な人がいる。鼻と両くちびるとあごとが顔のあとの部分からとり去られてしまい、囗が
きけず、ほとんど目も⾒えなくなっていて、手で合図をしているのだが、この胸をえぐ
るような手まねと、のどから出る音とで人の注意を引いている。私はかれに⽔を飲ませ、
⾎まみれの顔に清い⽔を数滴流してやる。３人めは頭に大穴があき、教会のしき石に脳
みそをまき散らして息をひきとりつつある。不幸な仲が往来のじゃまだといって、足で
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かれを押しのける。私はそのまつごをみとってやり、まだかすかに動かしているその気
のどくな頭部をハンカチーフでおおってやる。 
 どこの家も病室になり、どこの家庭も収容した将校の手当になかなか忙しかったが、
それでも私は、目曜の朝には、幾人かの一般の婦人を集めることに成功した。 
負傷者救護の努⼒をできるだけ手つだってもらうためである。まったくのところ、切断
などの手術は当⾯の仕事ではなくて、飢えとかわきに死にかかっている人たちに、食べ
物と、まっさきに⽔を与えなければならないのである。その次には、傷に包帯をし、泥
と虫のついた⾎だらけのからだを洗ってやる必要がある。これらのことを、叶きけをお
こすようなくさいにおいにかこまれて、泣き声や苦痛の叫びを聞きながら、焼けつくよ
うなよごれた空気の中でしなければならない。まもなく、篤志家の一団ができ上がり、
ロンバルディアの婦人たちは、かならずしも一番気のどくというわけではないが、とに
かく一番はげしく悲鳴をあげている人の所へ駆けつける。私は最も救助の欠けているよ
うに思われた地区の救助作業をできるだけ組織的にすることをいそぎ、カスティリオー
ネの教会の中の一つをとくに選んだ。これは、ブレッシャからくると左手の丘の上にあ
って、まちがっているかもしれないが、たしかキエーザ・マッジョーレという名であっ
た。そこには五百人ちかい兵⼠が詰めこまれ、さらに、少くも百人ばかりが教会の前の、
日光を防ぐために張られた幕の下のわらの上にもいた。中にはいった婦人たちはのどの
かわきをやわらげたり、傷をしめすための⽔をいれたつぼや⽔筒を持って、ひとりから
またほかの人へと走りまわる。このにわか作りの看護婦の中には、美しいしとやかな娘
たちもいる。そのやさしさ、親切さ、涙とあわれみの情にあふれた目、注意ぶかい介抱
は病人たちの勇気と⼠気をいく分か高める。土地の男の子たちが⽔筒やじょうろを持っ
て教会ともっとも近い泉との間を⾏ったり来たりする。⽔の分配につづいて、スープと
これにひたしたパン切れの分配が⾏なわれる。経理部のかかりの人たちはこの食糧を恐
ろしくたくさん作らなければならない。綿包帯の大きなこうりが所々にしまってあり、
だれでも勝手ほうだいに使えるが、小包帯、下着類、シャツは不足している。 
オーストリア軍が通ったあとのこの小さな町では、物がたいへんとぼしくなり、必需品
さえ、もう手に入れることができない。しかし、私は、すでに自分たちの古い布類を全
部持ち出して寄付した親切な婦人たちの世話で、新しいシャツをこの町で買い入れ、さ
らに、月曜の朝には私の御者をブレッシャヘやって、必要なものを同地でさがさせた。
数時間たつと、御者は、かみつれ、あおい、そくず、オレンジ、レモン、砂糖、シャツ、
海綿、リンネル包帯、留針、葉巻、葉タバコを二輪馬⾞に積み込んでもどってくる。こ
れで、待ちこがれていた清涼飲料のレモン⽔もやれるし、あおいの⽔で傷も洗えるし、
暖かい湿布もあてがえるし、手当の包帯も取りかえてやれるようになる。その間に、新
加入の入々がわれわれのなかまにはいってきていた。まず、ひとりの年をとった海軍の
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将校、つづいてふたりの英国人の旅⾏者が加わった。このふたりは、何でも⾒たがって
教会の中へはいって来たのを、ほとんど強制的にひきとめておいたのである。別のふた
りの英国人は、これとは反対に最初からわれわれの手つだいをしたがり、オーストリア
兵たちに葉巻をわけてやる。イタリア人の坊さん、三四人のおもしろ半分の旅⾏者、後
になって隣の教会のほうで救護のかしらに⽴つことを引き受けたパリの新聞記者、さら
にカスティリオーネに残るようにとの命令を受けた部隊の数人の将校が⼒をかしてくれ
る。しかし、まもなく、軍人の中のひとりは興奮のため気分が悪くなり、ほかのわれわ
れ篤志の看人一同も、自分たちの⼒ではほんのわずかしかやわらげてやることのできな
い苦悩のありさまを⻑いあいだ⾒ているのに堪えられず、次々にひきさがる。坊さんも
一度は逃げ出したがまた現われ、よく気がついてくれて、かおりのよい草と塩のびんを
われわれの鼻のさきにおいてくれる。ひとりの若いフランス人の旅⾏者は、この生きた
人間のかけらとでも⾔いたい人たちを⾒て圧迫を感じ、急にわっと泣き出す。ヌーシャ
テルのある商人は二日のあいだ傷の手当と、死んで⾏く人々の家族への遺書の代筆に専
念した。この人の身を心配して、われわれはその熱中をさましてやらなければならず、
またひとりのベルギー人は、同情のあまり興奮の度が高まりすぎたので、所属の隊とい
っしょになるためミラノからわれわれの所に来たある少尉が発熱していたのと同じよう
に、熱でも出してはいけないと心配して、その興奮も静めなければならない。この町に
駐留部隊として残された隊の兵⼠たちも、戦友を救護しようとするが、やはり、あまり
にも強く心を打って⼠気をくじくようなこの場の光景に堪えることができない。マジェ
ンタで負傷し、ほとんど回復したひとりの工兵伍⻑は、自分の大隊にもどる途中、旅⾏
免状の都合で数日のひまができたので、われわれにしたがい、元気よく手伝ってくれた
が、2 度つづけて気絶した。カスティリオーネに落ちついたばかりのフランス軍主計官
は、おしまいには、からだに異状のない捕虜たちを病院の仕事に使うことをやっと許可
する。3 人のオーストリア軍医が若いコルシカ人の尉官軍医の手助けをするようになる。
このコルシカ人は、私がかれの働くのを⾒ていたあいだ、どんなに熱心であったかを証
拠だてる証明書をくれといって何度も私を悩ました。自分の国の負傷者に手当をするた
めに進んで戦場に残っていたあるドイツ人の軍医も、両軍の負傷兵のためにつくす。こ
れにむくいるため 3 日の後、経理部はかれを放免し、マントヴァにいるなかまの所へ⾏
かせた。 
（死ぬのはいやだ）と、異常なはげしさで私の手を握りながら、幾人かの不幸な人人は
叫んだが、この無理に出した⼒が絶えるとともに息をひきとるのであった。やさしい、
表情のゆたかな顔をしたクローディウス・マジュエという名の 20 歳ばかりになるある
⻘年伍⻑は、左の横腹に一弾を受けており、絶望という容態であったが、自分でもこれ
を知っているので、私が助けて⽔を飲ませてやると、礼を⾔い、目に涙を浮かべて、
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（⺟を慰めてやってくれと、あなたから⽗に手紙を書いてください）とつけ加える。私
はその両親の住所を書きとめると、ほどなく伍⻑は息が絶えた。年功章の山形を幾本も
左腕につけた⽼人の軍曹は深い悲しみをこめ、確信ありげに、またつめたいにがにがし
さをまじえて私に向かい（もっと早く手当をしてくれれば生きられたのだ。だが、だれ
も手当をしてくれず、今夜までには、死んでしまうのだろう）というのであった。その
夜、かれは死んだ。 
 

注 両親はリヨン市アルジェ街三番地に住み、志願して入隊したこの⻘年はひとりむすこであったのだが、私が送っ
た知らせ以外にはむすこの消息にひとつも接しなかった。ほかの軍人たちもそうだが、（ゆくえ不明）とされていた
のであろう。 

 
 （死にたくない、死にたくない）とひとりの近衛兵がえらい勢いでわめいていた。 
3 日前には⼒と元気にあふれていたのに、致命傷を負い、回復の望みはなく、余命は数
えるばかりなのを感じて、この暗い避けがたい運命に抵抗して身をもだえるのであった。
私が話しかけると、この男は耳を傾け、気がやわらぎしずまり、慰めを感じ、とうとう
子どものように無邪気にすなおに、あきらめて死んで⾏く。向こうの教会の奥、左手の
祭壇のくぼみの中にはアフリカ猟兵がわらの上に寝ている。訴えもせず、ほとんど身動
きもしない。かれは三発のたまをからだに受けている。一発は右横腹、一発は左肩、三
発めが右足にとまっている。今は日曜の午後であるが、かれは⾦曜の朝から何も食べて
いないという。かわいた泥と⾎のかたまりがいやな気もちをおこさせ、服は破れ、シャ
ツはずたずたになっている。傷を洗い、少量のスープを飲ませ、⽑布の中にくるんでや
ると、かれはいいようのない感謝の色を浮べて私の手をくちびるへ持って⾏く。教会の
玄関にはひとりのハンガリア人がいる 
が、一刻も休まず叫んでいる。イタリア語で、悲痛な声で医者を呼んでいるのである。
散弾の破片で腰をめちゃくちゃにされ、鉄のかぎでかきまわしたようになっているが、
赤いぴくぴくする肉の表⾯がたくさん⾒えている。からだの残りの部分はふくれ上り、
⿊く緑がかった色をしている。どうしたらじっとしていられるのか、すわれるのかわか
らないでいるので、私はたくさんの綿包帯を冷⽔にひたし、これで寝どこを作ってやろ
うとつとめる。しかし、やがては脱そがかれをあの世につれて⾏くことだろう。もう少
し向こうには、ひとりのアルジェリア歩兵があつい涙を流しており、子どものように慰
めてやらなければならない。前からの疲労、食物と休養の不足、病的な興奮、救う人も
なくて死んで⾏くのではないかというおそれ、このころには、豪気な兵隊たちの心の中
にもヒステリックな鋭い感覚を作り出し、これがなげきの声やすすり泣きになってあら
われるのであった。あまりひどく苦しんでいない人たちの心を支配していることのひと
つは、⺟親の思い出であり、それは、自分のこの身の上を知ったら⺟はどんなに悲しむ
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だろうかという気がかりである。きっと⺟親なのであろう、年をとった婦人の肖像を⾸
にかけている⻘年の死体があったが、まだその左手でこの⾸飾りを胸に抱きしめている
ように⾒えた。 
 こちらの壁にもたれて 100 人ばかりのフランスの兵隊と将校が、めいめい⽑布の中
に身をかがめ、二列に平⾏して集まっているが、この二列の間を通ることができた。み
な手当を受け、スープも分配され、おちついて安らかな様子をしているが、私を目で追
い、私が右に⾏けばかれらの頭はみな右を向き、左に⾏けば左を向く。 
（たしかにパリの人だ）とある人々はいう。（いや、南の人らしい）と他の人がいいか
えす。（あなたはボルドーのかたじゃありませんか）とまた別の負傷兵がたずれる。み
んな私が自分と同郷、同じ町の出身であればよいと思っているのである。 
これら戦線の兵⼠たちは一般にあきらめの様子を⾒せてはいるが、このことは注目と関
心にあたいする。ひとりひとりとして考えたならば、この大動乱の中にあってかれらは
何であろう。まるでとるにたりないものだ。かれらは不平もいわずに苦しみ、目だたず
に、だまって死んで⾏くのであった。 
 

注 うれしいことに、翌年私はパリ、特にリヴォリ街で、数人の手足のない傷い軍人に出あったが、かれ
らは私を覚えており、私をよびとめて、カスティリオーネで世話になった礼をいった。（私どもはあなた
を白い人と呼んでいました。あなたはすっかり白い着ものだったからなんですが、とにかくあそこはなか
なか暑かったですなあ）と中のひとりが私にいうのであった。 
 

 オーストリアの負傷兵や捕虜の中で勝者にいどみかかろうとする者はすくなかったが、
介抱を信用せず、これをことわる者が幾人かあった。かれらは包帯をむしり取り、傷か
ら⾎の流れるままにする。あるクロアチア兵は、抜いてくれたばかりのたまを手に取っ
て、軍医のひたいめがけて投げつけた。ほかの者は不きげんに冷淡にだまりこんでいる。
だいたいかれらには、ラテン族の特色である、感情を外にあらわすことや、人のよさや、
表現に富み弾性のある機敏さというものがない。 
しかし、大部分の者は親切な手当に無感動だったり反抗したりするどころではなく、心
からの感謝をその驚いた顔にあらわしている。その中の 19 歳になるひとりは、40 人ば
かりの同国兵といっしょに教会の一番奥のほうに押しこめられていたが、3 日前からな
んにも食べていない。片目を失っており、熱でがたがたふるえ、もう囗もきけず、少し
のスープを飲む⼒もほとんどない。われわれの手当がかれを元気にし、24 時間の後ブ
レッシャヘ送ってもらえるようになったが、なごり惜しげに、ほとんど悲痛といっても
よいような色を浮かべてわれわれと別れて⾏った。残った片目はすばらしいに⻘い目で
あったが、それは心からの深い感謝をあらわしていたし、カスティリオーネの慈悲ぶか
い婦人たちの手を自分のくちびるに当てるのであった。熱病にかかったほかの捕虜が注
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意を引く。20 歳にもならないのに、髪の⽑がまっ白なのである。戦友やかれ自身が明
⾔するところによると、戦いの日に白くなったのだという。 
 
注 私はパリの人種学会の席上でこの事実を引用したが．東洋アメリカ雑誌（1860 年 1 月号）にのって
いるＲ・コルタンペール⽒の名論文「諸⺠族の頭髪について」の中にしるされている。 
 
 ゲルマニアの奥や、広いオーストリア帝国の東部地方から、中には強制的に乱暴にこ
こへ連れてこられた 18 歳から 20 歳の⻘年たちが、とらわれた悲しみとともに肉体的
な苦しみを忍んだうえ、ミラノの人々がかれらの種族、隊⻑、元⾸に対して持つにくし
みの気もちから生じる悪意にも堪えなければならず、送られてフランスの土地に着くま
では、同情などというものにほとんど接しえないことであろう。ドイツ、オーストリア、
ハンガリア、ボヘミアにいる気のどくなおかあさんたち、あなたがたの子どもさんが負
傷して、この敵の土地で捕虜になっていることを知ったら、どんなに悩むかを考えずに
いられましょうか。しかし、カスティリオーネの婦人たちは、私が国籍の差別をまった
くしないのを⾒て、これにならい、こんなに出身地がいろいろであり、彼⼥たちにとっ
てはみな異国人である兵たち全部に同じ親切を⾒せるのである。（みんな兄弟です）と
彼⼥たちは感動をこめてくりかえすのであった。このあわれみぶかい婦人たち、あのカ
スティリオーネのおとめたちにほまれあれ。彼⼥たちを失望させ、あきさせ、勇気を失
わせる何ものもなく、そのつつしみぶかい献身は、疲労も不快も犠牲も心にかけようと
はしなかったのである。 
 このように異常な厳粛な場合に自分の⼒がまるでたりないと、いいようもない苦しみ
を感じるものである。特に、こちらでとめられ、あちらで頼まれ、一歩ごとに多くの不
幸な人々が私の目の前にひしめき、とりすがってくるのにじゃまされたりして、⾏きた
いと思う場所に⾏くまえに⻑い時間がたってしまい、目に⾒えている人を助けることも、
自分をさがし求めてうったえている人の所へ⾏ってやることもできないのは本当につら
い。さらに、やさしい⾔葉ひとつ、慰めの⾔葉ひとつかけてもらえず、はげしいのどの
かわきをなおすための一杯の⽔さえもなく死んで⾏く人がたくさん左手にいるのに、な
ぜ右の方へ⾏かなければならないのであろう。人の命は尊いものであるという道義的な
考え、こんなに多くの不幸な人たちの苦痛を少しでも軽くし、くじけた元気を引きたて
てやろうという願い、このような瞬間に、なさずにはいられない、やむにやまれない不
断の活動が新しい最高の⼒を与え、この⼒ができるだけ多くの人を救おうという文字ど
おりの強い願いを作り出す。もはや、すさまじい厳粛な光景をどんなにたくさん⾒ても
心をいためず、どんなにみにくく顔かたちの変った死体の前でも平気で通りすぎ、ここ
にえがいたものよりも物すごく、筆が進まず、どうしても書けないような光景にもほと
んど無感動に顔を向ける。しかし、時としては、つまらない一つのでき事や、ほかのこ
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とと関係のない一つの事実や、思いもよらない小さな事がらを目にすると、それがじか
に魂にふれ、われわれの共感を呼び、身内の一番感じやすい線を動かして、突然心が砕
け、にわかに、苦しい、抵抗のできない悲哀の思いに打たれることがある。 
 

注 はじめ私はこの苦しい思い出を印刷にする気持などなく、まとめようと思いたったのは三年以上も過
ぎた後であったから、思い出がすでに幾分薄くなり、とくに私が目で⾒た苦悩の光景について筆が簡略に
なっていることは了解してもらえると思う。しかし、この書が、戦時の負傷軍人に与えるべき救助、交戦
後すぐに⾏うべき看護についての問題を提起し、発展させ、その解決を急がせることができ、人道博愛の
念のある人々の注意をひくことができ、一⾔でいえば、この重大問題に留意し、これを検討することによ
って、問題を散歩前進させることかでき、最も⽴派な組織のある軍隊においてさえ、どんなに新しい進歩
をし完成の以に達しても、けっして十分とはいいえない事態を改善することができるならば、私の目的は
十分達せられたといえる。 

 

 ソルフェリーノのような戦いのその日と翌日とが経験させた大きな疲労とはげしい興
奮の後、ふたたび戦地軍隊の日常生活にもどった兵上にとっては、家庭や郷⾥の思い出
が今までにないほど強く心をゆするのである。この心境は、ある善良なフランスの将校
が、ヴォルタから、フランスに残った兄弟にあてた手紙の中に、次のような感動すべき
文章で描写されている。（軍隊に手紙を配達するかかりの下⼠官のすがたを⾒たとき、
兵隊がどんなに心を動かすか、お前には考えもつくまい。それはねえ、フランスの、故
郷の、両親の、友だちのたよりを持ってくるからなのだよ。みんなその下⼠官の声に耳
をすませ、かれから目を離さず、がつがつ手をのばす。手紙が来た幸運な人たちはいそ
がしく封を切り、すぐにむさぼるように読む。 
受け取るもののない人々は、重い気もちになって離れて⾏き、すみっこへひっこんで、
遠く残して来た人々のことを考える。時には、手紙のあて名を呼んでも答えのないこと
がある。人々は顔を⾒合わせ、たずね合い、次を待つ。（その男は戦死だ）と声がつぶ
やく。下⼠官はこの手紙をしまいこむ。手紙は封も切られずに、書いた人のところへも
どされるのであろう。そのころ、書いた人たちは心もうれしく、（受け取って喜んでい
るだろう）と思いこんでいる。手紙がもどってくるのを⾒たら、気のどくにがっかりし
てしまうことであろう。） 
 死んだり、たち去ったものがあるので場所の余裕ができ、カスティリオーネの街街は
前よりも静かになってきた。混雑はけっして管理部の組織が悪かったり、先⾒の明がな
かったせいではなく、負傷兵の数がまだ聞いたことがないほど多く、医者、雜役夫、看
護兵の数が比較的すくなかった結果なのであるから、だんだん秩序もできるし、仕事は
正常化してくる。カスティリオーネからブレッシャヘの⾏列も前より秩序だってくる。
列は⽜の引く負傷兵運搬⾞やぶざいくな⾞から成り⽴っている。⽜は燃えるような太陽
の下を、歩く人のくるぶしがうずまるほどの、動く固体の波ともいえるようなほこりの
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中をゆっくりゆっくり歩いて⾏く。これらのまことに乗心地の悪い⾞には木の枝をつけ
てあるのだが、これも、いわば積み重ねられているような負傷兵たちを⽕のような空の
暑熱から、まったく不完全にしか防いではくれない。この⻑い道中の苦しみは十分に想
像ができる。そばを通る人がちょっとえ釈をしてくれるのが、この不幸な人々にとって
はうれしいことで、かれらはていねいに感謝の色を浮かべてあいさつを返すのである。
ブレッシャヘ⾏く街道にあるすべての村々では、村の人たちが門囗に腰をおろして、静
かに手当て用の綿包帯を作っている。⾏列がくると、村の人は⾞に上り、湿布をとりか
えたり、傷を洗ったり、綿包帯をきれいな⽔にひたして当て直してやったりして、もう
頭も腕も動かす⼒のない人々の囗の中へ幾さじかのスープ、ぶどう酒あるいはレモン⽔
を入れてやる。フランス本国やピエモンテからくる食糧、馬のえさ、弾薬その他あらゆ
る食料品をたえまなくフランス軍の営地へ運ぶ⾞両は、から⾞でもどらずに、病人を乗
せてブレッシャヘ運ぶ。輸送隊が通るすべての村では、当局の人々が飲料、パン、肉を
準備させている。モンテキアーロでは三つの小さい地方病院を土地の農⺠たちが管理し、
入院している負傷兵を親切にじょうずに世話している。グイディッツォーロではたくさ
んの負傷者が、設備は臨時のものであるけれども、広い城の中にぐあいよくおちついて
いる。またヴォルタでは昔の僧院が兵営になっていたが、そこに数百名のオーストリア
兵が収容されていた。カヴリアーナでは、この貧弱な村では一番の教会へ、重傷を負っ
たオーストリア兵が入れてあるが、この兵たちはそれまで 48 時問の間きたならしい衛
兵控所の渡り廊下の下へ寝かされたままになっていたのである。総司令部の野戦病院で
は、クロロフォルムを使って手術をやる。クロロフォルムのため、オーストリア兵はほ
とんどすぐに無意識になるが、フランス兵は神経の収縮を起し、これに非常な興奮がつ
づく。 
 カヴリアーナの住⺠たちは食料その他の必需品にまったく欠乏し、近衛の兵⼠たちが
自分の毎日の食糧や兵食を分けて養っている。畑は荒らされ、作物の中で食べられるも
のはほとんどすべてオーストリア軍に買い上げられるか、徴発という名で押収されてし
まっている。フランス軍は、管理部が賢明であり、きちょうめんでもあったおかげで、
野戦糧食を豊富に持ってはいたが、通常兵隊の給養に添えられるバター、脂肪、野菜の
入手にはたいへん苦労する。オーストリア軍が土地の家畜をほとんど全部徴発してしま
い、連合⾞がいま宿営している地方で、たやすく⾒あたるのはただとうもろこしの粉だ
けである。しかし、軍隊の補給のたしになるものでロンバルディアの農⺠がまだ売れる
ものは、すべて値段はいつも売り手のほうが思うとおりにきめるので、えらく高い値段
で買い入れられ、フランス軍用のかいば、じゃがいもその他の食料品の徴発にたいして
は、どこでも地方⺠に十分の支払いがされ、戦いで受けた避けられない損害にたいして
も、やはりきまえよく補償が⾏なわれた。 
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 デセンツァーノ、リヴォルテッラ、ロナートおよびポッツォレンゴに運ばれたサルデ
ィニア軍の負傷者はカスティリオーネの負傷兵よりも悪くないありさまである。これら
の町のうちデセンツァーノとリヴォルテッラは、わずかな日数をおいてちがった二つの
軍隊に占領されるというようなことがなかったので、より多くの食糧がみつかるし、野
戦病院もりっぱに設備され、住⺠もあわてたり恐れたりすることが少なかったので、看
護の仕事を活発に助け、ここからブレッシャに送り出される病人は、厚い乾草の寝どこ
を備え、葉の茂った木の枝を組み合わせて⾞にしっかりとりつけたトンネル形のたなの
上を、さらに丈夫な布でおおったもので日光を防いだよい⾞に乗せられる。 
 疲労でやりきれなくなり、眠ることもできなくなったので、27 日の午後、私は馬⾞
に馬をつけさせ、⼾外で夕方の新鮮な空気を吸い、カスティリオーネのどこへ⾏っても
身のまわりを離れない哀れな光景からこの時間中だけはのがれて、少し休むために、6
時ごろ出かけた。運のよい日で、後になって知ったのだが、月曜日のための部隊の移動
命令が一つも出ていなかったのである。だから、熱狂と興奮がまったく去ってその影も
なく、今はうれいの色をおびたこの戦場には、今までの数日の恐ろしい動揺にかわって
静けさがおとずれていた。しかし、ここかしこには、大地を赤く染める乾いた⾎のたま
りや、24 日の犠牲者が永眠している場所を示すために、新たに掘りかえし、石灰がか
かって白くなった土が⾒える。 
 近代の最強国の二つが三度めの衝突をしたばかりの土地に、幾世紀かの昔から四角な
塔が無感動に堂々とそびえ⽴っているソルフェリーノでは、墓地の十字架や碑までも⾎
に染めておおいつくしているむごたらしい死体の収容がまだ⾏なわれてる。9 時ごろカ
ヴリアーナに着いたが、フランス皇帝をとりかこむ軍のありさまはくらべるもののない
ほど雄大なものであった。私は個人的に知っていた元帥マジェンタ公をさがしたが、そ
のとき公の軍団がどこに野営しているのかはっきりは知らなかったので、⾦曜の午後以
来ナポレオン皇帝が陣どっていた屋敷の前の小さい広場に馬⾞をとめた。ところが、思
いもよらず将⾞の一団にぶつかってしまった。 
将軍たちは元⾸のかり御殿の前で涼をとろうというので、簡単なむぎわらのいすか木の
腰かけに腰をおろし、葉巻をふかしているところであった、私がマジェンタ公マック＝
マオン元帥の所へ⾏く方角をたずねている間に、この将官たちのほうでは私について来
た伍⻑が馬⾞の御者の隣に席をしめているため、私の従卒と思ったらしく、かれに質問
をしている。将軍たちは私か何者なのか、どんな使命をもっているのかを知りたがって
いたのである。かれらには、一個の旅⾏者が、たったひとりで野営地の中をあぶない思
いをして歩き、カヴリアーナまでも来たうえに、こんなおそい時問に、まだ先へ⾏くつ
もりでいるなどということは思いもよらないことなのであった。伍⻑は質問にはうやう
やしく答えていたが、くわしいことを知らないので、むろんそっけない様子をしていた
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が、私かふたたびマジェンタ公のいるはずのボルゲットに向かって出かけるのを⾒ると、
将軍たちの好奇心はさらにますようであった。元帥の指揮する第二軍団は、26 日にカ
ヴリアーナを出て、そこから五キロ離れたカステッラーロに⾏かなければならなかった。
各師団はカステッラーロからモンツァンバーノに⾏く街道の左右に陣をしいていた。元
帥みずからは、その参謀部といっしょにボルゲットにいた。しかし、夜はふけており、
あまりよく教えてもらえなかったので、私は 1 時間ばかり⾏ってから道に迷い、ヴォル
タに⾏く道を進んだあげく、3 日前に元帥に任ぜられたニエル将軍の軍団がヴォルタの
まわりに野営している中にはいりこんでしまった。美しい星空の下をきこえてくるぼん
やりとした騒音、木を何本もそのままもやしている露営のかがり⽕、明りのついた将校
のテント、一⾔でいえば、夜をふかして、いま眠りにはいろうとする陣営の最後のざわ
めきが、緊張し、過度に興奮した心を気もちよく休めてくれる。 
夜の闇と荘厳な静寂とがひるまの雑多なもの音や興奮にかわり、すばらしいイタリアの
夜の、すんで甘いい大気が快く呼吸される。 
 
注 マジェンタで負傷し、回復後その大隊にふたたび加わったこの伍⻑は、カスティリオーネで大いに看護兵の手助
けにつとめた。私がこのように軍隊の中に馬⾞を走らせた時、おともをしようと申し出てきたので承知した。こんな
時には、かれの下⼠官の肩書が通過許可証のかわりをするからである。同じ 27 日、フランス軍戦線の内側まではい
りこもうとしたふたりの英国人は兵隊にドイツのスパイとまちかえられ、運悪く迷いこんだこの営地のあちらこちら
でひどい目にあったが、おしまいになって、幸いにも軍団⻑の元帥に出あい、元帥はすぐこの災難をおしまいにさせ
たが、しかもこの二人の島国人はかえってこの災難をおもしろがって、よろこんでいるのであった。 

 
 イタリア人の御者のほうはどうかというと、うすくらがりの中ですっかりおじけづい
ていて、敵に近いところにいるのだという考えが頭から離れなくなってしまい、そのた
め私は何度も手綱をかれからひったくって、伍⻑の手に持たせるか、自分で手に取らな
ければならなかった。この気の毒な男はオーストリア軍に使われるのをのがれようと、
8 日か 10 日前にマントヴァを逃げ出し、ブレッシャヘ避難して同地で暮しを⽴てよう
とし、ある馬⾞屋に雇われて、御者として使われていたのであった。 
あるオーストリア兵が、われわれが近よったので逃げ出し、ぞう木林の中へ姿を隠しな
がら遠くから放った一発でかれの恐怖はいちじるしく増した。オーストリア軍の退却の
時に、いく人かの兵⼠は、住⺠が逃げ出して、なかば略奪された村々の家の地下の倉に
かくれていたのである。ひとりひとりになり、びくびくしているこの哀れな脱走兵たち
は、最初、この穴倉の中でどうにかこうにかのどを潤し、腹を満たしていたのだが、や
がてこっそり野原へ抜け出し、夜じゅうあてどもなくさまよっていたのである。落ち着
くことができなくなったマントヴァ人の御者は、もう馬をまっすぐに走らせることがで
きなくなっていた。かれは絶えず頭を左から右へ、右から左へとまわして、待ち伏せし
たオーストリア兵がねらいを定めているのではないかと始終心配して、⾎まなこできょ
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ろきょろとさがし、すべてのかきねやあばら屋を気もそぞろの目で⾒まわし、ちょっと
でも道をまがる時にはおそれが倍加するのであった。くらやみのためわれわれに⾒えな
かった、馬に乗った警戒兵があらたに一発放って、夜の深い静寂がとつぜん破られた時
には、かれの畏縮はいいようのない恐怖に変り、ヴォルタヘ⾏く小路のそばの畑のふち
に 3 発の球弾と数発の小銃弾につらぬかれている開いた大きなこうもりがさが目にはい
った時には、あやうく気絶するところであった。このかさは、おそらくだれかフランス
軍の酒保の⼥の荷物であって、24 日の嵐に吹き飛ばされたものと思われた。 
 われわれはあともどりをして、あらためてボルゲットヘの正しい道を進んだ。11 時
を過ぎており、われわれは馬をできるだけ速く走らせた。質素な小さい馬⾞は宙を飛ん
で、音もなくカヴァッラーラ街道を疾走していた。その時、またもや警戒の声をいきな
り浴びせられた。（だれか、だれか、だれか、うつぞ）とひとりの馬に乗った⾒張り兵
が息もつかせずすぐ近くで叫ぶ。（フランス）と伍⻑は即座に答え、同時に（第七中隊
第一工兵隊伍⻑）と階級を名乗る。（通ってよし）と答えがある。 
とうとうわれわれはほかのだれにもあわず、12 時 15 分前にボルゲットの最初の家並み
のところへ着いた。何もかも静かで暗いが、大通りの一軒の階下に小さな明りが輝き、
低いへやで数人の主計将校が仕事をしていた。かれらは仕事に頭を悩ましていたが、こ
んな時間に思いもよらず私が現れたのでたいへんに驚いた。しかし、あいそうよくして
くれた。その中のひとり、主計官のＡ・ウートレ⽒は、私がいろいろな将官の紹介状を
持っているのを知る前から手厚いもてなしをしてくれた。当番の兵隊がふとんを一枚持
ってきてくれたので、私は数時問休むため、着たままで身を投げ出した。その前に一杯
のすばらしくうまいスープをたべたが、数日前から食物らしい食物をたべていなかった
だけに、いよいよからだに⼒がつくような気がした。それから、カスティリオーネのよ
うに、不健康な臭気に息がつまったり、死体をいやというほどたべたのに、生きている
者まで苦しめにくるはえに悩まされたりすることもなく、静かに眠った。伍⻑と御者の
ほうは、街に残った馬⾞の中に席を占めていたが、不幸なマントヴァ人は絶えずびくび
くしてひと晩じゅう眠られず、また顔をあわせた時には、生きた人というよりも死んだ
人に近かった。 
 
注 ボルゲットはミンチョ川の右岸にあり、だいたいヴァレッジョと相対しており、人口約 2 千の町である。1848
年、カルロ・アルベルト王の指揮するサルディニア軍は、ラデッキー元帥の指揮するオーストリア軍の強⼒な抵抗を
しりぞけて、この地でミンチョ川を渡った。 

 
 28 日朝 6 時、私は兵隊の偶像と呼ばれるにふさわしい、善良でおとこぎのあるマッ
ク・マオン元帥から、この上もなく親切で好意のあるもてなしを受けていた。10 時に
は、24 日の朝から晩までのあいだに戦う両国の君主を迎えたというので、その後歴史
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的な都市になったカヴリアーナの屋敷にいた。同じ日の午後 3 時には、カスティリオー
ネの兵隊たちのところへもどったが、負傷兵たちは私と再会することに喜びの色を⾒せ
た、6 月 30 日にはブレッシヤにいた。 
 

注 マジェンタ公はフランス軍の中で愛情のまとになっており、兵たちはかれを尊敬するとともに愛していた。その
例をあげてみよう。1856 年、アルジェリアのコンスタンティーヌ街道で、私は乗合馬⾞の前の席にいたが、ふたり
のもとアルジェリア歩兵が中のほうに乗っていた。ふたりは労働者として森林の樹木を伐採にバトナヘ⾏くところで
あり、きれいな⾔葉でクリミア戦争の話をしており、マック＝マオン元帥のことも話していたが、二三のことば私に
きこえてきた。ひとりがいうのであった（あんな将軍が兵隊の指揮ということを本当に知っているんだ。 
おれたちは古参で古つわ者だ、恐ろしいなどと考えたことはない。だが、泣いたことはある。おぼえているだろう、
おれたちが満期で除隊になって、元帥が別れのあいさつをしたとき何とういった。（みんな勇ましくご奉公したな。
これから市⺠生活にもどるのだが、決していやしいことをしてくれるなよ。お前たちには親がある。親というのはこ
の私だ。それから、私の財布はお前たちのものだ。みんな私の手にさわってくれ。）といわれたなあ。それから、財
布をおれたちのほうへ投げ出して（分けてくれ。だが、とりっこはするなよ）といわれたのをおぼえている
か。・・・・おれたちはみんな小娘のようにないたっけなあ。） 

 

 この優雅で絵のような町は、カスティリオーネと同じように、大きな包帯所に変った、
というよりは、まさに巨大な病院そのものになってしまっていた。2 つの大聖堂、教会、
邸宅、僧院、学校、兵営、要するにそのすべての建物はソルフェリーノの犠牲者で雑踏
している。1 万 5 千の寝台がわずかのあいだに即製された。殊勝な住⺠たちはこのよう
な状態に対して、まだどこの人たちもしなかったほどのことをやってのけた。町の中央
に旧大聖堂または丸いお堂と呼ばれる、礼拝堂の二つある古い大寺院があり、千人ばか
りの負傷者を入れていたが、人々は群をつくってかれらのそばへ⾏き、あらゆる階級の
婦人たちはオレンジ、ジェリー、ビスケット、ボンボン、砂粘菓子をおしげもなくもっ
て⾏ってやる。じみなやもめの婦人や一番貧しいおばあさんも、⾒舞いの品物やささや
かなささげ物を自分の手でうけとらせに⾏く義務があると考えている。新しい大聖堂は
大きい丸屋根をもった白い大理石の壮大なお寺であるが、ここにも数百人の負傷者が集
まっており、同じような光景が繰りかえされる。さらに、全部合わせれば 2 万人近い傷
病兵を入れている 40 の建物、協会、病院でも同じことが⾏なわれた。 
 ブレシヤの町の当局者はただちに⽴ち上がり、この重大な事態から生じた義務をりっ
ぱに果たした。組織は前からできており、協⼒して有効な援助をしてくれる最も有⼒な
町⺠の知識と忠告とがこれを取りまいていた。町の当局は卓越した医師バルトロメー
オ・グアッラの提案に基いて、諸病院の最高監督機関として中央委貝会を任命した。グ
アッラを委員⻑とし、コルボラーニ、オレフイチ、バッリーニ、ボニチェッリ、カッサ、
Ｃ・マッジ、アペーニという医者たちを委貝としたが、賞賛にあたいする活動をし、夜
となく昼となく、どんな苦労も惜しまなかった。この委員会は各病院の⾸脳部として 1
名の特別管理官と 1 名の医⻑をおき、数名の医者、相当数の看護婦が医⻑を助けること
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になった。委員会は、僧院、学校、教会を開放せ、短時問で、魔法をでもかけたように、
数百の寝台や広い炊事場や洗たく場がり、布類その他なんでも入用有用なものを備えた
病院をつくり上げてしまうのであった。この処置は非常に熱心に、また誠意をもって⾏
なわれたので、わずか数日後には、これらの増加した救護所が秩序整然と正常に運営さ
れて⾏くのに驚嘆するほどになった。四万というブレッシャの人口が 3 万以上の傷病者
を迎えて、にわかにほとんど倍になったことを考えると、この驚きは正に当然であった。
さらに、150 人の医者たちが、困難で疲労の多い仕事をやっているあいだじゅう、公共
の利益を目ざして、なにごとによらずまた一刻でも、疑いの念や競争心を起して融和一
致を破るようなこともなく崇高な努⼒と献身ぶりとを発揮したことをここに思い起さず
にいられようか。医学生たちや少数の篤志家が医者たちを助けた。各種の補助委員会が
組織され、寝具、下着類、各種必需品の寄贈を受ける特別委員会もでき、また別の委員
会は保管所とか中央倉庫の管理を引き受けた。 
 
注 1 公式の数字によると、６月 15 日から 8 月 31 日までにブレッシヤの諸病院が収容した軍人は、熱病患者その他
病人だけで、19,665 名をかぞえ、その内、19,000 以上がフランスサルディニア連合軍に属する者であった。いっ
ぽう、ヴェネツィアの諸病院におけるオーストリア軍の病者は少なくとも二万をかぞえた。この数字には諸病院で手
当てを受けただけの多数の負傷兵ははいっていない。 
注 2 両委員会のうち、全者はバッラヴィチーニ、リセンティ、アヴェロルディ、シェンナの諸⽒、ツッコーリ、コ
ンテル両弁護⼠およびロッサ司教からなり、後者はバジレッティ、カブリオーリ、ロヴェッタおよびダ・ポンテの諸
⽒からなっていた。 

 
 諸病院の広々とした広問で一般に将校は兵隊と別にされており、またオーストリア兵
は連合軍の兵といっしょにされていない。幾列もの寝台は同じように⾒えるが、ひとり
ひとりの上にあるたなに乗せた服と帽子が所属の軍を示している。群衆のはいることは
禁⽌されはじめる。仕事のじゃまになり、混乱を起すからである。 
雄々しい、いさぎよい顔のそばには、不平をいい、嘆き悲しむ者がいる。最初の数日は、
どの傷もみな重いように思われる。フランス兵には、豪気で⼒強いが、快活、淡白、柔
軟、のん気であり、その反⾯、短気で、わずかな不満にも腹をたてるゴール人特有の性
格というか精神というか、そういうものが認められる。あまり心配せず、ほとんど悲し
まぬかれらのむとんじゃくさから、オーストリア兵にくらべると、よろこんで手術を受
けるが、オーストリア兵のほうは気が弱くて、切断手術をたいへんこわがり、ひとり離
れて悲しむ傾向がある。⿊い⻑衣を着たイタリア人医師たちはできるだけの敬意をはら
いながらフランス人の手当をするのだが、医者の中のある者の治療法は患者をがっかり
させる。なぜなら、節食や、しゃ⾎や、タマリンド⽔を飲むことを命令するからである。 
 私はこれらの広間で、カスティリオーネで⾒た負傷者にふたたび会う。かれらも私を
覚えている。今は、前よりも十分な手当を受けているのだが、かれらの難儀は終っては
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いない。壮烈に戦い、カスティリオーネに滞在のとき、私がはじめて手当をした勇まし
い近衛兵のひとりがいる。足に 1 発のたまを受けているかれは、そまつな寢台にねかさ
れている。その表情が非常な苦しみを示している。両方の目はくぼみ、燃えるよう、⻩
ばんで⻘白い色つやは、化膿からの熱が容態をめんどうなものにし、悪くしているのを
告げている。くちびるはかわき、声はふるえ、勇者の豪気はおどおどしたためらいがち
の心配の気もちとでもいうべきものにとってかわられ、すでに脱そに侵されている哀れ
な足に人が近よるのを恐れている。切断手術をするフランス人の軍医が寝台の前にくる
と、病人はその手をとって、さわると焼けた鉄のような自分の両手で握りしめる。（痛
いことはしないでください。とても苦しいのだ）とかれは叫ぶ。しかしやらなければな
らない。猶予は許されない。同じ午前中に手術をしなければならない負傷者がほかに
20 人もあり 150 人が手当を待っているので、たった 1 人を気のどくがって、その優柔
不断にかかりあっているひまはない。善良な性格だが、冷静で果断な軍医は、ただ（わ
たしにまかせておけ）とだけ答えて、すばやくかけものをまくる。砕けた足は 2 倍も太
くなり、3 か所から悪臭のあるたくさんのうみが流れ、紫色の斑点は、大動脈が破れて
⾎がこの足に回っていない証拠である。これではもう処置のしようがない。たった一つ
手段かあるとすれば、ももの 3 分の 1 を残して切断してしまうことだけである。切
断・・・・これは、この不幸な⻘年にとって恐ろしいことばである。切断すれば、間近
い死か、身体障害になって生きるか、2 つに 1 つよりほかはない。かれには最後の決心
をするために考えるひまが与えられていない。（いったいまあ何をしようというんです）
と、かれは身ぶるいしながらたずねる。軍医はこれには答えずに、（看護兵、運べ。い
そいで）という。しかし、悲痛な叫びが、あえいでいる胸からあがる。これはぶ器用な
看護兵が、ぐったりとなってはいるが感覚は鋭敏になっている足の、あまり傷に近いと
ころをつかんだためである。肉の中へ食いこんで、砕けている骨がこの兵⼠に恐ろしい
苦痛を起した。手術室まで運ぶあいだの振動にゆられて、足がまがるのが⾒える。物す
ごい⾏列……まるで一人の犠牲者を死所へ連れてでも⾏くようである。かれはとうとう
薄いふとんにおおわれた手術台の上に寝かされる。そばにあるもう 1 つの台の上には 1
枚の布が器械をかくしている。自分の仕事だけに夢中になっている軍医は、手術のこと
しか耳にはいらず、⾒むきもしない。若い尉官の軍医が患者の両腕を抑え、看護兵が丈
夫なほうの足をつかみ、全⼒で手術台のふちのほうへ引きつけると、患者はおびえて、
（落さないでくれ）と叫び、かれを支えようとする若い医者に両腕でけいれん的に抱き
つく。若い軍自身も、興奮のため⻘くなり、ほとんど患者と同じ程度にうろたえている。
執⼑者は服をぬぎ、肩のそばまでそでをまくり上げ、はばの広い前かけを⾸のところま
でもち上げる。片ひざをへやの敷石の上につき、手には恐ろしい⼑をもち、腕を兵⼠の
ももにまき、一気にまわりの⽪膚を全部切り開く。鋭い叫びが病院の中に響き渡る。苦
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しんでいる人と顔をつき合わせている若い軍医は、患者のゆがんだ表情の中に、このひ
どい苦しみのごく微細な点までを熟視することができた。（元気を出せ、あと 2 分だ、
それで助かるぞ）と、かれは兵⼠にむかって低い声でいう。兵⼠の腕が自分の背なかの
ところでけいれんするのが感じられる。軍医は身を起し、⽪膚と、⽪膚に包まれている
筋肉とをはがしはじめていた。筋肉をむき出しにして⾏くのである。 
そで囗でもまくり上げるように、⽪膚を 1 インチほど上のほうへまくって肉を切り、何
というのか、木の⽪でもはぐようにして⾏く。それから、またもとの仕事にかえり、⼑
で勢よくすべての筋肉を断ち割り、骨のところまで切断する。囗をあけられた動脈から
⾎が奔流のようにふき出して執⼑者をぬれねずみにし、ゆかの上を川のように流れる。
熟練した臨床家は冷静無感動でひとこともいわないが、とつぜん、へや中にみなぎって
いる沈黙を破って、怒った声をぶ器用な看護兵にあびせかける、（ばか、動脈を押える
ことを知らないのか）。看護兵は、あまり経験がないので、親指をうまく脈にあてがっ
て出⾎を防ぐことを知らなかったのである。苦痛の極に達した負傷兵は、（もうたくさ
んだ、死なせてくれ）とかすかにつぶやく。 
冷たい汗が顔を流れる。しかし、あと 1 分間がまんしなければならない。永久とも思わ
れるような 1 分間である。尉官の軍医はあいかわらず同情を持ちながら秒を計っている
が、手術をする上官と患者の顔とをかわるがわる⾒くらべながら、患者に勇気を失わせ
まいとつとめる。患者が恐怖に身ぶるいしているのを⾒て、（あと 1 分少々だ）とかれ
にいう。のこぎりで切る時がまさに来ており、骨そのものにくい込み、なかば腐った足
をからだから切り離すのこぎりのきしる回がもうきこえはじめていた。しかし、この衰
弱し疲労し切った肉体にとって苦痛はあまりにも大きすぎた。うめき声はやんでしまっ
た。かれは気絶したのである。今まで悲鳴と嘆きの声を判断の材料にしていた軍医は、
患者が静かになったので死んでしまったのかと心配し、不安げにかれをながめ、息を引
き取ってはいないことを確かめる。準備しておいた強心剤が、なかば閉じてしぼんだよ
うな、どんよりした両方の目にやっとふたたび生気を与える。瀕死の患者はもう一度生
命を回復したように思われる。 
疲れはて衰弱してはいるが、少くとも最大の苦痛はもうすんだのである。 隣の病院で
はときどきクロロフォルムを使っている。これを使うと、患者、特にフランス人は二つ
のはっきり別な時期を経過する。まずはじめは興奮して、猛烈な錯乱状態になることも
しばしばあり、つぎには完全な消沈、虚脱にかわり、深いこんすいにでも陥ったように
なってしまう。強い酒を飲む癖のあるいく人かの軍人たちは、なかなかクロロフォルム
がきかず、⻑いあいだこの強い⿇酔剤に抵抗して身をもがく。クロロフォルムによる事
故や、そのために死ぬ場合も人が考えるほどめずらしくはなく、少し前まで話をしてい
たものが、もう呼び生かそうとしても、だめなことが時々ある。 
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 さてその次には、あるオーストリア兵にたいして⾏なわれた同じような手術のことを
思い出してみる必要がある。この兵⼠はイタリア語もフランス語も知らず、なさけ深い
死刑人とひとことも話すことができないまま、と場に引かれる⽺のように連れて⾏かれ
る。フランス兵たちはいたるところで同情にあい、おせじをいわれ、ちやほやされ、激
励され、ソルフェリーノの戦いの話になると、この戦いであんなにひどく傷つけられた
のに、活気づいて、何だかんだと論議をはじめる。この思い出はかれらにとって光栄に
満ちたもので、かれらを感激させ、自分自身以外に考えを向けさせ、今の境遇をいくら
か忍びやすいものにするように思われるのだ。しかし、オーストリア兵たちはこれと同
じ特権をまったく持たない。その収容されているいくつかの病院の中へ、私は何とかし
て⾒舞いにはいりたいと思い、根気よく要求したり、ほとんどむりやりに、かれらのへ
やのなかへはいる。この勇⼠たちは、私の同情の⾔葉や少しばかりのタバコの贈り物を
どんなに激しい感謝をもって受けたことであろう。あきらめきった、静かなおだやかな
その顔には、何といいあらわしてよいのかわからないような感情が現われる。目の色が
感謝以上のあらゆるものを物語っている。特に将校たちは、人から受ける心づかいに感
じやすいようすが⾒える。ブレッシヤの住⺠たちは将校も兵と同じように人道的に待遇
するが、好意は少しも⾒せない。イーゼンブルク公のいる病院でも、かれはもうひとり
のドイツの公爵といっしょに、割合によい小べやを占めている。 
 これにつづく数日のあいだ、私は教会や病院で、タバコ、パイプ、葉巻を分配した。
数百人がふかすタバコの香りは、暑さで息のつまりそうな場所にいる多人数の病人の集
団から生まれる腐った臭いを消すのにたいへん有効であった。ブレッシャのありとあら
ゆるタバコはたちまち品切れになり、ミラノから取りよせなければならなくなった。タ
バコは、腕や足の切断を前にした負傷兵たちの不安をへらすただひとつのものであった。
多数の者はパイプを囗にくわえて手術を受け、ある者⾏たちはタバコをふかしながら死
んで⾏った。 
 尊敬すべきブレッシャの住人カルロ・ボルゲッティ⽒は自分の馬⾞に私をのせて、た
いへん親切に自分で市内の諸病院を案内し、われわれの贈り物のタバコの分配を手伝っ
てくれた。タバコは商人たちの手でたくさんの円錐形の包に作られ、進んで手伝いをす
る兵⼠たちが大きなかごやざるに入れてもって歩く。どこでも私は大歓迎を受ける。み
んなの中でたったひとり、ロンバルディア人医師のカリーニ伯だけは、その受け持ちに
なっていたサン・ルーカの陸軍病院の中で葉巻の贈り物をすることを許そうとしなかっ
た。気の毒な寝ている人々は門のところへおいたタバコの山をほしそうににらんで大い
に不満であり、いっぽう、ほかの医者たちは、みなこの種の贈り物に対して病人たちと
同じくらい感謝の色を⾒せた。このちょっとしたつまずきも私の仕事を中⽌させはしな
かった。これは私が出あった最初の故障であり、それ白身たいへん小さいものではある
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が、私の目の前に現われたはじめての妨害であったことをいう必要がある。事実、この
時まではこのようなじゃまにあったことはまったくなく、さらに驚くべきことは、旅⾏
免状や、私の折カバンにいっぱいにつまっていた、将⾞から他の将軍にあてた熱誠をこ
めた紹介状を⾒せる必要さえ一度としてなかったことである。だから、私はカリーニ医
師にたいしても、こちらが負けたとは思わず、同じ日の午後、サン・ルーカでもう一度
交渉した末に、負傷した勇⼠たちに葉巻を豊富に分配することに成功した。私にはもち
ろん罪はないのだが、この人たちにはタンタラスの苦しみを忍ばせていたわけである。
私がまた来たのを⾒て、かれらは満足と喜びに歓声をあげ、ため息をつかずにはいられ
なかったのである。 
 
注 特に、温厚篤実な性格と、武人としての輝かしい才能とで人にすぐれた侯爵ド・ボーフォール・ドープー将軍の
紹介状もあった。将軍は、トスカーナを占領した軍団の参謀⻑であった。の後、シリア遠征軍の総司令官になった将
⾞は、1862 年 7 月にジユネーヴで死んだ尊敬すべきアン県々会議故ド・ピュデ伯のおいである。この伯爵も、かれ
を知っているすべての人におしまれ、卓越した人恪と気高く柔和な性質のために、多くの友人から深く愛されていた
人である。 

 

 

 ほうぼう歩きまわる途中、私はある僧院の三階にある、ならんだいくつかのへやの中
にはいって⾏った。この迷宮のような僧院は、病院に転用、1、2 階の広間は病人で満
員であった。高い 3 階の一室には負傷者と熱病患者が 4、5 人、別のへやには 10 人か
ら 15人、また別の室には 20人ばかりいて、みんな寝台に横にさせてはあるけれども、
助ける人もおらず、数時間前からひとりの看護人も⾒かけないと、くやしそうに嘆いて
いた。飲み物としてはつめたい⽔だけであったが、そのかわりに、少しでもよいからス
ープをもってきてくれる人はないかと、私にむかってしきりに訴えた。はてしなく⻑い
廊下のはずれにある、まったく孤⽴した一室では、破傷風になった若い猟歩兵が寝台の
上で身動きもせず、たったひとりで死んで⾏くところであった。まだまだ元気もあり、
両方の目を大きく⾒開いてはいたが、何もきこえず、何もわからなくなっていたので、
もう人に⾒はなされていたのである。フランス兵の多くは私に、両親に出す手紙を書い
てくれと頼み、その中の幾人かは家族がいないので、そのかわりとも思っている自分の
隊⻑あてに書いてくれと頼む。サン・クレメンテ病院では、ブレッシャのご一貴婦人ブ
ロンナ伯爵夫人が、敬服すべき犠牲的精神で、切断手術を受けた人々の世話に当ってい
る。フランスの兵隊はこの夫人のことを感激して話す。どんな不愉快なこまかい仕事も
夫人の⾏動をやめさせない。（私は⺟です）と夫人は私に向かってけ高く淡白にいう。
われは⺟なり……・この⾔葉は、夫人の⾏きとどいた、また慈⺟のような献身の偉大さ
を、あますところなく表わすのであった。 
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 町では 5 度もつづけてブレッシャの市⺠に呼びとめられる。この人たちは私に家へ来
てフランス兵の負傷者たちと話す通訳をしてくれと嘆願するのである。負傷者には少佐
もあり、大尉もあり、中尉もあって、家へ泊めておきたいと思い、できるだけ親切に情
愛をこめた世話はしているが、イタリア語を知らないお客さんのいうことが一語として
分らないことがしばしばなのであった。客のほうは、ほとんどいつも不安で落着かず、
自分の⾔うことがわかってもらえないので、いらいらし、家の人たちは、みなかれにこ
の上もない同情のある敬意を表するのに、それが発熱と苦痛からくるあせりやふきげん
で迎えられるので、たいへんにがっかりする。またイタリア人の医者は、ある将校にし
や賍をしようとするのだが、将校は切断手術をされるのかと思って、全⼒で抵抗し、い
きりたったあげくには、自分のからだに恐ろしい悪影響をおこす。祖国の⾔語による、
安心と説明とを与える⾔葉だけが、この痛ましい感ちがいの中にあって、ソルフェリー
ノの負傷兵たちの気を静めることができるのである。ブレッシャの住⺠たちは、自分や
自分の国を異国の支配から救うために身をささげた人たちに、こん度はかわって、いか
にやさしくまたしんぼう強く献身的に付きそったことであろう。自分が世話をした病人
が死んでしまった時、住⺠たちは本当に悲しさを感じる。このにわかごしらえの家族た
ちが、フランス将校の棺のあとについて、サン・ジャン門からカンポ・サントの墓地ま
で糸杉の広い並木道を、つつしみ深い姿でおともして⾏く光景は、なんと人の心を動か
すことであろう。かれらは、この恐らくはその名も知らない数日間のお客さんの死を、
友だちのように、むすこのようにいたむのである。 
 病院で死んだ兵土たちの埋葬は夜のあいだに⾏なわれる。少なくともほとんど大部分
の場合、かれらの名前か番号かを書きとめておくように注意がはらわれる。これはカス
ティリオーネではあまり⾏なわれなかったことである。 
 ロンバルディアのすべての都市は負傷兵の割当を受ける権利を要求することを名誉と
した。ベルガモやクレモーナではりっぱな救護組織がつくられ、特別な団体ができたが、
婦人の補助委員会がこれを補佐し、割当てられた多数の傷病者を完全に世話した。クレ
モーナのある病院で、あるイタリアの医者が（よいものは友軍である連合国の兵隊のた
めに取っておき、敵兵にはぎりぎりいっぱい必要なものだけをやるのだ、それで死んで
もしかたがないさ）といい、この乱暴な⾔葉の弁解をするために、ヴェローナやマント
ヴァから帰ってきた数人のイタリア兵の報告によると、オーストリア兵はフランス・サ
ルディニア連合軍の負傷兵を、手当もせずに⾒殺しにしたそうだとつけ加えると、この
ころまで誠意をこめて病院のために働いていたある伯爵夫人がこの⾔葉を聞き、自分は
オーストリアの兵隊も連合軍の人も、まったく同じように介抱する、敵と味方で差別は
しないと⾔明し、医者のいったことに不賛成であると熱心に表明する。（なぜと申せば、
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われらの主イエス・キリストは、人に善を施す場合、そんな差別はなさいませんでした）
と夫人はつけ加えた。 
はじめ、連合軍の捕虜が少々乱暴な取扱いを受けたことはないでもないと思われるが、
このような報告は確かに不正確で誇張されており、いずれにしても、医者のいったこと
を証拠だてるものは何もなかったのである。 
 フランス人の医者たちのほうはどうかというと、かれらは国籍による差別などはせず、
人⼒で自分にできることはすべてやったうえに、できないことがあると、嘆息し、なや
んだのである。この点については、ソンリエ医帥のいうことをきいてみよう。（クレモ
ーナで、最も重い傷を負ったオーストリア兵をいれるための、寝台を 25 備えた小広間
があったが、このへやのことを思い出すたびに、深い悲しみが私の心によみがえらずに
はいない。そこを思い出すと、疲労と、⻑いあいだうみを吸収していたために色のあせ
た、土色のやつれきったあの幾つかの顔が私の目の前に現われて、胸のはりさけるよう
な叫びをあげながら、手ぶり身ぶりで、今まではそのままにしておきたいと思っていた
この手足を、最後のおなさけに切断してくれと哀願し、あげくのはてには、いたましい
断末魔を迎えるのが今でも目に⾒えるような気がする。私たちは⼒が足りず、その断末
魔をただながめていたのだった）とかれはいうのである。 
 ブレッシャの主計総監、同市の病院管理部⻑グアッラ博⼠、サルディニア軍医⻑コン
ミッセッティ博⼠、ロンバルディア衛生検査官カルロ・コッタ博⼠は、いずれおとらぬ
献身的な努⼒をささげた。この四人の名は、有名なフランス軍々医総監ラレ男爵の名に
つづいて、敬意とともに記しておかなければならない。一等軍医正イスナール博⼠は、
臨床家として、また⾏政官として、驚くほどの敏腕を示した。かれとならんで、ブレッ
シャではティエリー・ドー・モーグラ⽒および勇ましく疲れを知らないフランス外科医
の一隊の全員が目についた。できれば、この人たちの⽒名を全部挙げたいと思うほどで
ある。なぜならば、人を殺す者が名誉を要求できるとするならば、時には自分の命をあ
ぶなくしてまで人を治療する者は、もちろん尊敬と感謝にあたいするからである。イギ
リス系の米国人で上部カナダのトロント大学解剖学教授であったノーマン・ベッタン博
⼠はストラスブールからわざわざこの人人に協⼒するためにやってこられた。ボローニ
ャ、ピサその他のイタリアの都市から医学生たちが駆けつけていた。ブレッシャの住⺠
といっしょに、通りがかりのフランス人、スイス人、ベルギー人も管理部の許可をえて、
やはり自分から進んで手助けにきており、病院を⾒舞って病人の用をしてやったり、オ
レンジ、シャーベット、コーヒー、レモネード、タバコというような軽い慰安になるも
のを与えたりした。その中のひとりは、あるクロアチア兵に、一フローリンのドイツの
おさつを両替してやった。この兵⼠は 1 か月も前から会う人ごとにこの交換をたのんで
いた。そうしなければ、全財産であるこのわずかなおかねを使うことができなかったの
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である。サン・ガエターノ病院ではひとりのフランシスコ会の修道⼠がひときわめだっ
て病者に対する熱意を⾒せ、また傷の直った若いピエモンテ人のある兵隊は、ニースの
生れでフランス詰とイタリア語が話せるので、病人の訴えや要求をロンバルディア人の
医者たちに通訳した。その結果、かれは通訳として引きつづき使われることになった。
ピアチェンツァの 3 つの病院は、有志や貴婦人が管理し、これらの人たちは看護人や看
護婦の役をしていたが、看護婦のひとりは若いお嬢さんであって、家の人たちは、悪性
で伝染する熱病がさかんだから、そんなところで幾日も過ごすのはやめるようにと頼む
のに、依然としていそいそと、やさしく、愛らしく、快活に、自分で引き受けた任務を
つづけたので、すべての兵隊たちから尊敬された。 
（あの娘さんは病院の中へ喜びをもってくる）と兵隊たちはいうのであった。ああ、こ
ういう仕事に経験があり、十分能⼒のある百人ばかりの篤志の看護人や看護婦がロンバ
ルディアの諸都市にいたならば、どんなに役に⽴ったことであろう。こういう人たちが
いたならば、⾒識のある指導を必要とするばらばらの救助活動や、分散した⼒を、自分
たちを中心にまとめることができたであろう。なぜならば、忠告し指導する能⼒のあっ
た人々には時間が不足していたばかりでなく、個別的であるがゆえに不十分でもあり、
またほとんど効果もない献身しかなしえない人々の大部分には知識と経験が欠けていた
からである。たしかに、少しばかりの人たちにいくらその気があっても、孤⽴し分散し
ていては、こんなに大きな、いそいでやらなければならない仕事に肖⾯して、何をする
ことができたであろう。8 日目から 10 日目になると、それまであれほど真剣であった
ブレッシャの住⺠たちの慈善熱は大いにさめてしまっていた。非常に尊敬すべき例外を
除いては、疲れてあきてしまった。特に、時々からだによくない食べ物などを教会や病
院にもち込んでいた、ふなれで、あまり分別のない市⺠たちにたいしては、はいること
を禁じなければならなくなった。病人のそばで、喜んで 1・2 時間をすごすつもりだっ
た多くの市⺠も、許可証が入用になり、それをもらうのに手続が必要だとなると、⾏く
のをやめてしまうのであった。手助けをしよう、何か役に⽴とうという気のある外国人
も、その気を挫くようないろいろな、思いもよらない障害に出あうのであった。しかし、
諸団体から派遣されたえり抜きの有能な篤志看護人たちは、当局の許可と承認もあった
ので、あらゆる障害を苦もなく征服し、くらべものがないほど、さらに多くの善を⾏な
った。 
 戦いの後はじめの一週問は、枕もとを通る医者が頭をふって、（もう処置がない）と
つぶやくような負傷者は、あまり手当も加えられず、⾒はなされ、ほったらかしにされ
たまま死んで⾏った。負傷兵のばく大な数にくらべて看護人の数がたいへんに少なかっ
たことを考えれば、これはまったくあたりまえのことではなかったろうか。これらの負
傷兵を、もう何もかまってやらず、まだ直る望みのある兵⼠たちのために時問をさくこ
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とが大いに必要だったから、その貴重な時問を望みのない負傷兵たちにあてず、死んで
⾏くままにしたことは、悲しいことであり、残酷ではあるが、避けられない論理ではな
かったろうか。こうして、あらかじめ死の宣告を受けた者の数は多かったが、むごい判
決をくだされたこれら不幸な人々はやがて自分たちが⾒はなされたことに気がつき、痛
恨の心をいだいて息を引きとるのであったが、だれひとりとして心を動かす者も気にと
める者もいなかった。 
その中のひとりの死は、すぐそばに軽傷の若いアルジェリア歩兵が数人いたために、恐
らくは、なおいっそう悲しくいたましくなるのであった。歩兵たちは、すぐそばの寝台
から、軽はずみで場所がらでないじょう談をとばして、休むひまを与えてくれない。さ
らにまた、息をひきとったばかりの不幸の道づれがそばにいることもやりきれないこと
であった。死にかけの身である者が、死んだ戦友のための簡単きわまる葬式に⽴ちあう
ことを余儀なくされたが、これは自分自身がやがてやってもらう葬式を、あらかじめ目
の前に⾒るわけなのである。ある者たちは、かれが死に臨んでいるのを⾒て、その衰弱
した容態をよいことにして、はいのうの中をさがしまわり、⾒つかったものを、これ幸
いとぬすんで⾏くのだが、かれがこれに気がつかなければかえって幸福である。しかも、
この⾒捨てられて死んで⾏く兵隊には家族からの手紙が一週間も前に郵便局にきている。
これが配達されたなら、かれにとっては、このうえもない慰めになったことであろう。
かれは世話人に対して、かれのところへきた手紙を⾒に⾏ってくれ、死ぬ前に読みたい
のだと繰り加えして懇願したが、物ぐさな世話人は、ほかにすることがあるのだ、そん
なひまはないと無慈悲に答えるのであった。 
 あわれな犠牲者よ、おまえは殺害の庭で、人が光栄と名づける花々しい恐怖のまった
だなかで、1 弾を受けて急死したほうがましだったのだ。おまえが連隊旗を守って隊⻑
のそばで戦死したなら、少なくともお前の名には幾分かの光彩が添えられたことであろ
う。おまえたちは糸杉の丘かメドレの野で、意識を失い、死んだような姿のまま救い上
げられたのだが、そのとき埋葬役の荒男たちの手で生きながらうずめられたほうがまだ
まだよかったのだ。少なくともお前の苦しみは短かかったであろう。しかるに、いまお
まえは、つぎつぎに幾多の片しみにたえなければならず、目にするのはもはや光栄の戦
いの庭ではなく、しかも、筆にも口にもつくせない苦痛の末には、冷たく陰惨な死がそ
のあらゆる恐怖を伴なってあらわれるのである。さらに、おまえの名は弔詞としてはた
だ（ゆくえ不明）という短かい形容詞をもらうだけであることを、ほとんどまぬかれな
いであろう。 
 戦争開始のとき、ソルフェリーノの戦いの日、命をかけ、まるで人間同⼠の⾎にうえ
ているかのように、人の⾎を流してやろうと、足取りも軽くいさみ⽴ったとき、不思議
にまた神秘的にこの勇壮な戦⼠をふるい⽴たせた、深い、内心の、いい表わしえないあ
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の感激はどうしてしまったのであろう。はじめのいくつかの戦いの時やロンバルディア
の諸都市へ勝ちどきをあげて入城したときの、あの栄誉を愛する気持や、人から人へつ
たわって⾏く誘われるような気分はどうしてしまったのか。こういう気持は、美しく勇
壮な戦陣の歌曲の調子と鳴りわたる軍楽の尚武の響きによっていく千倍され、銃弾の風
を切る音、爆弾の振動、さく裂して砕ける⽕矢や砲弾の⾦属的なうなりにはげしく刺激
され、そんなときの感激、危険に誘惑される感情、激烈な無意識な興奮は、死ぬという
観念を忘れさせてしまうのであったのだが。 
 人間が軽々しく（栄光）というものが、どんな代価を払って手に入れられるものか、
そしてこの栄光というものがどんなに高価なものかを人々が学び知ることができたのは、
このロンバルディアの数多い病院においてであった。 
 ソルフェリーノの戦いは、それがひき起した損害の大きいことにおいて、19 世        
紀中、ボロディノ、ライプチッヒ、ウォータールーなどの戦いに匹敵するただひとつの
戦いである．事実 1859 年 6 月 24 日の戦いの結果、オーストリア軍、フランス・サル
ディニア連合軍を合計して、死傷者は元帥 3 人、将軍 9 人、また各階級の将校はオース
トリア軍 630、連合 936、合計 1,566、下⼠官と兵は約 4 万をかぞえた。 
2 か月後にはこの数字に、3 国の軍を合計して、4 万以上の熱病患者および病死者をさ
らに加算しなければならなかった。これらは、6 月 24 日およびその直前直後の数日間
に感じた極度の疲労、ロンバルディアヤ原の熱帯のような暑熱に包まれた気候の悪い影
響、さらには兵⼠たちがおかした不注意から生じた事故の結果である。このように、軍
事的な⾒方や武勲というようなことを別にして考えれば、このソルフェリーノの戦いは、
中⽴で公平なすべての人にとって、いわばヨーロッパ全体の不幸と考えられたのであっ
た。 
 

注 1 一部のフランスの新聞および若⼲の書物によると、ヴッラフランカの講和条約調印のとき、ヘス元帥が、オース
トリア軍はソルフェリーノの戦いの時、5 万兵が戦闘⼒を喪失させられたと告白し、（フランス軍の腔旋砲がオーストリ
アの予備隊に多人の戦死者を生ぜしめたからである）とつけ加えたよしである。しかし一部の新聞が伝えたこの⾔葉の
真偽は疑わしい。 

 

 

注 2 フランス⾞の佐官としてソルフェリーノの戦いに参加したポール・ド・モレーヌのいうところをきこう。かれ
のけ高い心が次のようにいわせたのであるが、それは本書の目的とするところと完今に一致している。 
 （人的損害という点ではソルフェリーノの戦いにはるかに及ばないが、あの 1800 年のマレンゴの戦いの後にナポ
レオン一世は、政治というようなものから出てくる意⾒とはまったく別で、恐らく天才の霊感そのものよりも上に位
する卒然と起る強い感情の一つ、神の照覧の下に意識の最も高貴で神秘なところに生ずる英雄的霊魂の秘密ともいう
べき一つの感情を経験した。（無数の負傷者のまっただ中、1 万 5 千の死体に取り囲まれた洗浄において、私は陛下
が慈悲の声に耳を傾けられんことを切に願う）とナポレオンはオーストリア皇帝に書を送っている。この手紙は現代
の有名な一歴史家が全文を明らかにしているが、私はこれに強く打たれた。この手紙を書いた人自身が慈悲の声に感
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動し、思わぬ不意を打たれたのである。しかし、ナポレオンの驚きには、ひそかな後悔などは少しもまじってはいな
かった。この後悔の念とは、人がみずから進んで何かりっぱな⾏為をしたけれども、そのとき自分の精神は眠ってい
たと告白する人々が満たされる感情のことをいうのである。ナポレオンは、どこから出てくるかを知って尊敬してい
た思念を、いま心に現れた不意討という形のもとに喜んで受け入れたのである）とポール・ド・モレーヌはいい、さ
らに、（今や、マレンゴの勝者にこの奇異な憐みと悲哀の叫びを発せしめた思念を、ソルフェリーノの戦いがまた湧
き出させたのである）とつけ加えている。 
 

 昼間は焼けるような炎暑なので、ブレッシャからミラノへの負傷兵の輪送は夜のあい
だに⾏なわれたが、手や足を失った兵⼠をいっぱいにのせた列⾞、樹脂のたいまつのほ
のかな光りに照らされながら陰気に静まりかえった人々で混雑する停⾞場への到着、感
動と同情に胸をどきどきさせながら、死の⾏列から自分のところまできこえてくるうめ
き声や息づまるような訴えを耳にしようと、息を殺しているようなぎっしりつまった群
衆、これらがいっしょになって、悲壮な、心に迫る光景を呈する オーストリア軍は六
月じゅう徐々にガルダ湖まで退却するとき、ミラノからブレッシャおよびペスキエーラ
に⾏く鉄道の一部を、ミラノとヴェネツィアのあいだの数地点で切断したのであったが、
この路線は大いそぎで修理され、交通が再開され、連合軍に送られる資材、弾薬、食糧
の輸送を容易にし、ブレッシャの諸病院からの引揚げを可能にしていた。 
 

注 この成果は特に、ミラノの銀⾏家で、この町にたったひとり残ったロンバルディア・ヴェネツィア鉄道管理委員
であるカルロ・ブロート⽒の活動と精⼒とによる 

 

 どの停⾞場にも、負傷兵を収容するために細⻑いバラックが建てられており、負傷兵
は、汽⾞の箱から出ると、ずらりとならんだ寝台や簡単なふとんの上に寝かせられた。
この小屋の中にはテーブルが幾つもあり、パン、スープ、ぶどう酒、特に⽔が落ちこぼ
れるほどたくさん載せてあり、いつも必要の感ぜられる綿包帯や小包帯もおいてある。
⾏列のとまった土地の若い者たちが手にする多数のたいまつがくらやみをふきはらい、
にわかづくりの看護人になるロンバルディアの市⺠たちは、ソルフェリーノの勝者に敬
意と感謝をささげようと急ぐ。物音も⽴てず、つつしみ深い静けさのなかで負傷兵の手
当をしたり、親のような万全の注意を払って負傷兵を中から運び出して、川意しておい
た寝どこに大切に寝かす。土地の婦人たちは清涼飲料やいろいろな食べ物を提供し、列
⾞の箱の中へもはいって、順調に回復しているので旅をつづけたり、ミラノまで⾏かね
ばならない人たちにこれを分け与える。この町のブレッシャ駅には、ひと晩千人の割り
あいで、数夜連続して負傷兵が着いたが、ソルフェリーノの殉難者は、マジェンタやメ
レニャーノの犠牲者と同じように、すなわち、けっしてあきることのないしんぼう強い
熱心さと愛情とをもって受け入れられた。 
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注 1859 年 6 月中旬、つまりソルフェリーノの戦いの前に、ミラノの諸病院はすでに、その前のいくつかの戦いか
ら生じた約 9 千人の負傷兵を収容していた。15 世紀にスフォルツァ公夫人ブラシュ・ヴィスコンティが創⽴した
（大救済院）という名の大きな市⺠養育院だけでも約三千人を収容していた。 

 
 ミラノの王侯貴族の豪華な邸宅の、旗で飾ったバルコニーの上から、あのみやびやか
な美しい若い姫君たちが、はげしい感激の興奮にいよいよ美しさをましながら、きらめ
く肩章や、⻩⾦と白ろうの波形をつけた勲章めがけてばらの葉を雨のように投げかけた
のだったが、今はもうその影もなく、そのかわりに、身にしみる悲痛と、忍耐強く犠牲
心に満ちたキリスト教的献身に化そうとする同情の念とが結晶したあつい涙が流される
のである。 
 

 ⾞が自由になる家庭は、みな負傷兵を迎えに駅へやってくるが、ミラノの人々が自発
的に派出したこの馬⾞の数はおそらく 500 をこえたであろう。一番りっぱな無蓋の四
輪馬⾞も、一番そまつなほろ付きの二輪馬⾞も、毎晩ヴネツィア鉄道のホームのあるポ
ルタ・トーザに向けられる。イタリアの貴婦人たちは、ふとんや敷布やまくらを準備し
たその馬⾞の中へ、自分が引き受けることになった客を自分の手で落ちつかせるのを名
誉と考える。客は列⾞からぜいたくな四輪馬⾞の中まで、口ンバルディアの貴族と、こ
の仕事を手伝うやはり熱心なおともの人たちの手で運ばれてくるのであった。苦しんで
いるおかげで、かえって特権を与えられたこれらの負傷者たちが通ると、群衆はかっさ
いし、うやうやしく脱帽し、ゆるやかに進む馬⾞を、たいまつをかかげて護送する。た
いまつは、微笑しようとつとめる負傷者の哀愁を誘う顔を照らし出す。群衆は負傷者の
あとについて、いっ時も離れない介抱がかれらを待っている御殿や邸宅の門口まで⾏く。 
 どの家庭もフランス軍の負傷兵を家におきたがり、あらゆるくふうをこらして、祖国
の、縁者の、友の難儀を軽くしようと努⼒する。個人の家でも、病院でも、一番よい医
者がフランス兵につき添う。ミラノの最も高貴な婦人たちが負傷兵たちにたいして根気
よく永続的な心づかいを示し、ゆるがない誠実さをもって、将校のまくらもとでも、ご
一兵卒のまくらもとでも、夜どおし看病する。ウボルディ・デ・カペイ夫人、ボセッリ
夫人、タヴェルナ伯爵令嬢であるサーラ夫人、そのほか多ぜいの貴婦人が高雅で安楽な
その日常生活を忘れて、病人たちの苦しみの床のそばにまるまる数か月をすごし、かれ
らを守る天使になる。この慈善はすべて何のてらいげもなく⾏なわれたのであって、寸
時も休まぬこの介抱、慰め、心づかいは、これを受けた人々の家族からの感謝とともに、
なにびとからも尊敬をこめた賞賛を受ける権利が十分にある。この婦人たちのなかの幾
人かは、その喪服を⾒れば、ごく最近にいたましい死別を経験した人であることのわか
る⺟親であった。これについては、そのなかのひとりＬ侯爵夫人がベルトラン博⼠に打
ちあけた崇高な話を思い出してみよう。夫人は博⼠に向かって、（戦争は私から⻑男を
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奪いました。お国の軍隊とともにセバストボールで戦ったとき受けたたまがもとで、八
か月前になくなりましたのです。ミラノヘフランスの負傷兵たちが着き、私も看護がで
きることを承知いたしましたとき、これは神様が私にまずお与えくださった慰めだと存
じました）といっている。 
 

注 数日たつと、ミラノの住⺠の大部分は、自分の家に引き取っていた病兵を病院へあずけなければならなくなった。
これは、与えるべき救助の分散と、あまりにも多い往診に応じきれないありさまであった医者たちの疲労の増加を避
けることが必要となったからである。 
 ミラノの諸病院の最高監督はキュヴリエ博⼠に託されたが、同博⼠はイタリア派遣軍医⻑から命ぜられたこのむず
かしい仕事をりっぱにやってのけた。ブレッシャ州の主計総監ファラルド⽒も、ソルフェリーノの戦いの後、軍医⻑
を⼒強く補佐したが、このように重大な状況のもとにおける、そのりっぱな活勤とけ高い心情とは、声を大きくして
賞賛するにあたいする。 
 フランス軍は、6 月中ごろプレッシャに向かうためミラノを出発するに当たって、8 千人以上の負傷者を収容でき
る保護施設をいつでも使える状態にして残して⾏った。 
 人道的⾒地から⾒て、フランス陸軍の組織がりっぱなものであったことをつけ加える必要がある。これは、とくに、
陸軍大⾂ランドン元帥閣下、イタリア派遣軍参謀⻑ヴァイヤン元帥および同参謀次⻑ド・マルタンブレ将軍のおかげ
によるところが多い。 

 

 中央救助委員会の会⻑ヴェルリ＝ボルロメーオ伯爵夫人は、保管してあるリンネル類
や綿包帯の出し入れを絶えず監督することに心がけ、さらに、年をとっているのに、毎
日ひまを⾒つけては数時間を負傷兵のためにさいて、本を朗読してやった。 
あらゆる邸宅が病人を収容しており、湖⽔の中にあるボルロメーオ家の邸にも 300 人
いた。聖ウルスラ会修道院⻑マリーナ・ヴィデマーリ尼は模範的な思いやりの心で、あ
る大きい病院を管理し、この病院は秩序と清潔という点でお手本となったが、同尼は部
下の修道⼥たちといっしょにどんな仕事でもやってのけた。 
 
注 ボルロメーオ家出身のユスティーネ・ヴェルリ伯爵夫人は 1860 年ミラノで死去したが、彼⼥を知っているすべ
ての人々に惜しまれた。夫人はサン・パオロ街にある綿布や包帯のいくつかの大きな倉庫をたいへんうまく管理して
いたが、品物は方々の都市や地方から多量に送られてきたものである。特にミラノにおけるヴェルリ夫人と同様な仕
事をバッラヴィチーノ＝トリヴルツィオ侯爵夫人がやっていたトリーノからは多量のものかきた。 
 ジュネーヴその他スイスの諸都市およびサヴォイアの諸都市は、ジュネーヴでまっ先にこのりっぱな仕事をとりあ
げたアビア博⼠を通じて、多以の綿包帯やリンネルをトリーノヘ送り出した。かなり多額の⾦銭が、国籍の別なく負
傷兵たちにあらゆる種類のこまごました救護品を与える用にあてられた。Ｇ伯爵夫人はこの趣旨の委員会の創⽴をと
なえたが、このよびかけはパリにおいて好意 
をもって受け入れられ、ジュネ―ヴにおいて実⾏がはじめられた。スイスは中⽴国で、当然交戦両国軍に同情を分け
うるから、フランス人、ドイツ人、イタリア人に公平に分配されるべき救護品が、この国からトリーノやミラノの公
的な委員会へ転送された。 
 トリーノにおいては、親切で、慈悲心かあり、献身的なバッラヴィチーノ＝トリヴルツィオ侯爵夫人が中央委員会
（包帯その他負傷手当材料収集貴族委員会）の委員⻑になり、このような大事業にともなうあらゆる仕事を指揮した。 
トリーノには、ほかにも幾つかの委員会が組織され、その住⺠も戦争の犠牲者に大いに厚意を示していた。 
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 しかし、回復したフランス兵の小人数の隊がトリーノヘの街道を⾏くのが、しだいに
⾒受けられるようになる。イタリアの日に焼けて、ある者は腕を⾸からつり、またある
者は松葉杖で身をささえ、みな重傷のあとをとどめている。制服はすり切れ、裂けてい
るが、シャツは、⾦もちのイタリア人が前に着ていた⾎だらけのと取りかえてくれたり
っぱなものを着ている。（あなた方の⾎は私たちの国を守るために流された。その記念
の品を取っておきたいと思います）とこのイタリア人たちはかれらにいうのであった。
数週間前にはたくましく丈夫であったが、今は一本の手か足かをなくしたり、または頭
を包帯に包まれ⾎がにじんでいるこの人たちは、あきらめきって苦痛をしのんでいるが、
これからは軍人の職をつづけて⾏くことも、家族を養うことも不可能で、すでにあわれ
みや慈善の対象となり、他人にとっても自身にとってもやっかい者になったわが身を、
いたましく、にがにがしくながめるのである。 
 私は、ソルフェリーノからのもどりがけに、尊敬すべきド・ブリヤ⽼侯爵にミラノで
出あったことを記さずにはいられない。侯爵は元代議⼠、元ボルドー市⻑で、非常な財
産家であり、ただ負傷兵の役に⽴ちたいという目的だけで、進んでイタリアにきていた
のである。この慈善家の貴族がブレッシャヘ出発するとき世話をすることができたのは
私のしあわせであった。なにしろ、7 月前半のポルタ・トーザ駅の混乱雑踏はたいへん
なもので、私は侯爵について⾏ったが、列⾞の箱のところまで⾏くことが、今までにき
いたことがないほど困難であった。侯爵は年よりで、地位も高く、おおやけの資格も持
っていたのであるが（まちがっているかもしれないが、フランス軍管理部から、慈善の
使命を与えられて、ここへきていたのである）、乗る予定の列⾞に席をみつけることが
うまく⾏かなかったのである。この小さな事件によっても、駅やその付近の交通をさま
たげていた雑踏がどんなにたいへんなものであったかを想像することができる。 
 どんなに多くの関心にあたいする事実が、いつまでも人に知られずにいることであろ
う。ほとんど耳のきこえないある別のフランス人のしたことなどは、りっぱなものであ
った。この人も同国の人たちを介抱しようと、1200 キロの道をきたのであるが、ミラ
ノに着いて、オーストリアの負傷兵たちがほとんどすてられたままになっているのを⾒
ると、とくにこの人たちだけのために献身し、45 年前に、あるオーストリアの将校か
らひどい目にあわされたかわりに、自分のほうは、かれにできるだけのことをしてやろ
うとつとめたのである。1814 年、神聖同盟の軍隊がフランスに侵人したとき、あるオ
ーストリアの将校は、当時まだ少年だったこのフランス人の両親の家に宿をとらなけれ
ばならなかったが、少年は病気にかかっており、その容態が外国の軍人にとっては不快
の種であったので、かれはかわいそうに少年を乱暴に家の外へ追い出し、⼾囗に⽴たせ、
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だれもこれをとめることができず、こんな乱暴なことをされたため、少年は耳が聞こえ
なくなってしまい、一生このために苦しんだのであった。 
 ミラノのある病院では、片足を切断されたが、この残酷な手術を文句ひとついわずに
がまんした、精⼒的で勇ましい顔の、ある近衛隊のアルジェリア大軍曹が、容態はよく
なり、回復は十分順調であったのに、少したつと、深い悲しみにおそわれた。この悲し
みは一日ごとに深くなるのであったが、どうもその理由がわからなかった。今まで一度
も泣いたことがないと思われるその目に涙が浮んでいるのさえ⾒たひとりの尼僧看護婦
が、あまりたびたび問いつめたので、軍曹はとうとう尼に向かってわけを話した。かれ
には年をとった病身な⺟親があり、かれを杖とも柱とも頼んでおり、かれが丈夫なとき
は、給料を節約して残した 5 フランのおかねを毎月送っていたが、今はもう毋を助けて
やれなくなった。いつもきまりのささやかなかねを送ってやれなくなったので、⺟は本
当におかねに困っているにちがいないというのであった。憐れみの情に打たれた尼はか
れに 5 フランの銀貨を一枚やり、これはすぐにフランスへ送⾦された。そのうえに、こ
のりちぎでりっぱな兵⼠に関心を持ち、その異常な悲しみの原因を知ったＴ伯爵夫人が、
⺟親とかれのためにいくらかのおかねを渡すと、かれは受けとることをことわり、夫人
に向かって、（私よりほかに、もっとおかねのほしい人の分に取っておいてください。
私は間もなく働ける予定ですから、⺟には来月送⾦できると思います）と、感謝しなが
ら答えた。 
 歴史的な家名をもつミラノのある貴婦人は、その邸宅の一つで、寝台を、150 備えた
ものを負傷兵のために提供した。この豪華なお屋敷に収容された兵たちの中、切断手術
を受け、死にそうになっていた第 70 連隊の近衛兵があった。夫人はこの負傷兵を慰め
ようとして、家族のことをきくと、かれは自分がル・ジェール県百姓のひとりむすこで
あること、自分だけが家族の暮しをたてて⾏く人間なので．いま家俟がひどい困窮にお
ちいっているかと思うと、こればかりが悲しみの種だということを語り、死ぬ前に⺟に
キスできたなら、本当に大きな慰めになるのだが、とつけ加えるのであった。夫人は、
かれには計画をうち明けずに、ミラノから急に出かけることにきめ、汽⾞に乗ってル・
ジェール県まで⾏き、住所をきいておいた家族のところをたずね、⽼人で病身な負傷兵
の⽗親に 2000 フランを残して、⺟親のほうを連れ出し、この貧しい百姓⼥をミラノに
つれてきて、近衛兵と話をしてから 6 日めに、このむすこは恵み深い夫人に感謝をささ
げ、涙を流しながら⺟を抱いていたのである。 
 だが、心を苦しませ、いたませる光景をなぜこんなに幾つも幾つも物語り、恐らくは
人に悲しい思いをさせたのか。なぜ、まるで喜んで書いてでもいるように、いたましい
場⾯にまで筆をのばし、こまかすぎてやりきれないと思われるような書きかたで描写し
たのか。 
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 この当然起るにちがいない疑問にたいしては、さらにこちらも別の質問で答えること
を許していただきたい。すなわち、熱心で献身的で、こういう仕事をする資格の十分に
ある篤志家たちの手で、戦争のとき負傷兵を看護することを目的とする救護団体を、平
扣でおだやかな時代に組織しておく方法はないものかと。 
 
 平和の友の会々員の祈りと希望、サン＝ピエール神⽗の夢、ド・セロン伯爵の崇高な
意⾒はすて去らねばならぬがゆえに、ある偉大な思想家のいったとおり（人間はとうと
う、互いにきらってもいないのに殺し合うようになってしまい、互いにみな殺しにし合
うことが栄光のきわみであり、あらゆる技術の中で最もりっぱなものとまでなってしま
った）と繰りかえしていい得るがゆえに、ジョゼフ・ド・メーストル伯爵が肯定してい
るとおり、（戦争は神聖なり）と断⾔されるまでになっているがゆえに、 もっとよい
目的のためであるならばふさわしいと思われるしんぼう強さで、日に日に新しく、恐ろ
しい破壊の手段が発明され、これら殺人の道具の発明者が、軍備競争をしているヨーロ
ッパの大部分の大国においてかっさいされ、激励されているがゆえに、さらに、他の
種々の兆候のことはいわないが、ヨーロッパの人心のありさまだけを⾒ても、いずれ遠
くない将来において戦争は避けがたいと予想されるがゆえに、人道とキリスト教という
二つの⾒地からみて、これほど高度の世界的重要性をもつ問題を研究し、その解決を求
めるために、比較的に無事で平穏な時代を有効に用いてはなぜいけないのであろうか。 
 
 このようにだれとも関係のある問題を、ひとりひとりが静かに考察するならば、恐ら
く私よりも練達で権威のある人々から感想や書き物が出てくることと思われる。しかし、
それに先だって、この、け高い目的の達成に努⼒するためには、ヨーロッパという大家
族のいろいろな枝葉のところに生じているこの考えが、け高い魂や、人類の苦しみにあ
われを感じうる心をもつすべての人々の注意をひき、その共鳴をかちえる必要があるこ
とは明らかではないか。 
 この種の救護団体が作られ、常設的な存在になったとしても、むろん平時には不活発
な状態にとどまるであろうが、起るかもしれぬ戦争に備えて、組織を整備しておくこと
はできるであろう。これらの団体は、その発生した国の官憲の好意をえる必要があるば
かりでなく、戦争の場合には、その事業をりっぱにやりとげるために、交戦諸国の元⾸
から認可をえ、便宜を与えてもらう必要があると思われる｡このために、どこの国でも
これらの救護団体は、その内部に、事業の運営をきめる最委貝会の委員として、最もり
っぱな名がある、尊敬されている人々を入れるべきであろう。委員会は真の博愛の感情
に動かされて、必要に応じて軍の経理部の支援をえるなり、指揮を受けるなりして、こ
れと協⼒し、現に戦いが⾏なわれているときには戦場において救護と看護を⾏ない、さ
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らに、負傷者が全快するまで病院で看護をつづけるというこの慈善事業に、進んでいつ
でも献身しようという人全部によびかけをする。こういうまったく自発的な献身は、一
般に想像するよりもたやすく⾒出されるものであり、一度組織ができると、多くの人々
は、上に⽴つ管理機構があって、激励し、便宜を与えてくれれば、自分も役に⽴つぞと
いう確信を持ち、何か善をなしうるのだという信念を与えられて、このようにきわめて
博愛的な任務をしばらくのあいだ果すために、おそらく自費ででも出て⾏くであろう。
利⼰主義と冷淡の世紀といわれるこの現代に、まったく自発的に平和と慰めと犠牲の使
命をもって、軍人と同じ危険に身をさらすということは、け高い、憐れみ深い心をもっ
た人々やおとこ気な性格をもつ人々にとって何と心をひくことであろう。 
 このような献身を期待することがけっして空想ではないことは、歴史の示すたくさん
の例が証明している。ほんの二三の例を引いてみよう。1576 年にペストが大流⾏をし
たとき、ミラノの大司教聖カルロ・ボルロメーオが、伝染の危険をもかまわずに、すべ
ての人に救助と激励とを与えるために、管区の奥からミラノ市へ駆けつけたことは、だ
れでも知っているではないか。また 1627 年に、フレデリック・ボルロメーオがこの手
本にならったではないか。カステル＝モロンの可教ベルザンスは、1720，21 の両年に
同じ残酷な災難がマルセイユで荒れまわったとき、英雄的な献身を⾒せたことで有名で
はないか。ジョン・ホワードという人は、刑務所、隔離所、病院を訪問して、これらの
施設の中に有益な改革を起すため、ヨーロッパを東奔⻄走したではないか。かれはクリ
ミア半島のペスト患者の中に滞在した後、ひとりの病人から伝染した熱病のために、
1790 年ケルソンで死去した。 
ブザンソンの修道⼥マルトは 1813 年から 15 年のころ、フランス軍の負傷者と同じよ
うに同盟軍の負傷兵をも介抱したので有名であった。それよりも以前に、修道⼥バルバ
ラ・シネルは 1790 年にフライブルクで、自国に侵人した軍隊の負傷者も同胞と同じよ
うに看護したので有名であった。 
 しかし、クリミア戦争のときのことで、今われわれが考えている問題と、もっと直接
に関連のある近代の二つの献身的⾏為のことを特記しよう。クリミアにおいて、尼僧看
護婦たちがフランス軍の傷病兵を看護していたが、ロシア軍とイギリス軍は、ふたりの
聖⼥がひきいる恵み深い看護婦の尊い大軍が北と⻄からやってくるのを⾒たのであった。
すなわち、戦争が起って後まもなく、元ウルテンベルクのシャルロッテ姫で、故ミカエ
ル大公の妃であるロシアのヘレナ・ポーローナは、クリミア半島のいくつかの病院にお
いて看護婦の役を果そうとする 300 人に近い婦人をつれて、セント・ピータースブル
グを出発された。彼⼥たちは多数のロシア兵の感謝のまとになった。いっぽう、フロレ
ンス・ナイティンゲール嬢は、英国の諸病院やヨーロッパ大陸の主要な慈善施設を視察
し、富裕な静穏な生活をすてて善に身をささげていたが、英国の陸軍大事シドニー・ハ
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ーバート卿から、近東にいるイギリス軍の看護に⾏ってもらえまいかという緊急の呼び
かけを受けた。有名なナイティンゲール嬢は、このりっぱな仕事が皇后の御心にも共感
を呼び起していることを知り、ためらうことなくこれに着手し、1854 年 11 月にイギ
リス婦人 37 人といっしょにコンスタンチノープルとスクタリに向かって出窓し、一同
は到着と同時に、インケルマン地方にいた多数の負傷兵を看護した。1855 年になると、
スタンレー嬢が新たに 50 人の同僚をつれて参加したので、ナイティンゲール嬢はバラ
クラヴアァ⾏き、同地の諸病院を監督することができた。この⻑い崇高な犠牲のあいだ
苦しむ人類にたいする彼⼥の⽕のような愛情が、彼⼥にどんなことを⾏なわせたかは、
みなが知っている。 
 
注１ クリミア戦争中、1854 年から 55 年にかけての冬に、ロシア皇帝アレクサンダー二世はクリミア半島の諸病
院を視察された。この権勢ある専制君主のすぐれた心ときわめて寛人で人情味のある精神はよく知られているが、か
れは目の前に⾒せられた恐ろしい光景に非常に心を打たれたため、このときから平和条約の締結を決心した。あまり
にも多数の⾂下をこのような悲惨な状態におとしいれる殺害が、なおつづくのを⾒るのかと思うと、たえられなかっ
たのである。 
 
注２ 夜のあいだ、ランプを手に、軍病院の広い寝室を歩きまわり、病人たちに最も必要な鎮静と慰めとを与えてい
るフロレンス・ナイティンゲール嬢の姿は、その感ずべき慈善を受けたり、目で⾒た人々の心から永久に消えること
はあるまいし、彼⼥の、英雄のような、聖者のような献身の物語は永遠に歴史の記録にとどめられることであろう。 
 

 しかし、このほかの数知れないほど多い献身的⾏為の大部分は、かくれて人に知られ
ないのだが、孤⽴的であったために、また集団の共感によって支持されず、組織化され
なかったために、実を結ばずに終っているものがどんなに多いことであろう。 
 もしもソルフェリーノの戦いのときに、国際的な救護団体が存在していたならば、6
月 24，5，6 日、カスティリオーネに、また同じころブレッシャに、マントヴァに、ヴ
ェローナに篤志の看護者がいたならば、どれほどはかりしれない善をなしえたことであ
ろう。 
 ⾦曜から土曜にかけてのいまわしい夜、鋭い苦痛に襲われ、筆にも口にもあらわしえ
ないのどのかわきの刑を受けている数千の負傷者の胸から、うめきと悲痛な訴えがもれ
出ていたとき、この破滅の庭に、活動的で熱意と勇気のある救助者の集団がいたならば、
それが役に⽴たなかったなどと、どうして考えられようか。 
 もしもイーゼンブルク公が多くの不幸な戦⼠たちとともに、息もたえだえに横たわっ
ている湿って⾎にそまった大地から、憐みの手によって、もっと早く救い上げられたな
らば、数時間放っておかれたため生命の危いまでに悪化した負傷に、今なお苦しむよう
なことはなかったであろう。乗馬が目印になって、公が数多くの死体の中から発⾒され
なかったなら、同じように神がおつくりになり、その死が家の人人に同じような大きな
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動揺を与える多数の他の負傷者といっしょに、救い手のないままにおそらくは死んでい
ったことであろう。 
 カスティリオーネの美しく若い娘たちや、親切な夫大たちはまったく献身的ではあっ
たが、その看護した、手足を失い顔かたちをかえられてはいるが、回復の望みのある多
くの軍人が死んで⾏くのを、彼⼥たちの⼒で防ぎえたと考えられるであろうか。彼⼥た
ちはやっと一部分の者に、わずかな慰めを与えることができたにすぎないのである。そ
こで、かよわくて知識の不足な婦人ばかりでなく、婦人のほかに、婦人とともに、真心
と経験があり、有能で、堅固で、慈善に組織化され、秩序と統一をもってただちに⾏動
するのに十分な数の男が必安であった、いたらよかった、と思われるのである。そうす
れば、負傷をみじめに悪化させた事故や熱病の大部分を避けることができたであろう。
傷は最初はたいして重くはなく、迅速に致命的になって⾏ったのである。 
 メドレの野で、サン・マルティーノのくぼ地の底で、フォンターナ山のがけや、ソル
フェリーノの丸い丘の上で、負傷兵収容の仕事に当たらせる助手が十分にいたならば、
あの 6 月 24 日、はげしい苦痛にもかかわらず身を起そうとつとめ、自分のそばへ担架
をよこしてくれと、遠くから手で合図をしても、それに気のつく者もなかったあの哀れ
な猟歩兵や槍騎兵やアルジェリア歩兵を、⻑い時問、骨身をつらぬくような苦痛と、⾒
捨てられるのではないか、といういたましい心配の中に投げ出してはおかなかったであ
ろう。さらに、非常にしばしばあったことなのだが、その翌日、生きている者も死んだ
者もいっしょに土葬にするという、恐ろしいことのきっかけをつくるようにはならなか
ったであろう。 
 もしも、今あるものよりも完備した負傷者運搬の道具があったならば、あの近衛兵が
ブレッシャで受けなければならなかった苦しい切断手術も、やらずにすませることがで
きたであろう。連隊の移動包帯所からカスティリオーネまでの道中で、看護がなさけな
いほどたりなかったため、切断が必要となったのであり、多くの兵隊が堪えられずに死
んで⾏くこの手術の結果かれが死ななかったのは、ただ健全で頑丈なからだのおかげだ
ったのである。 
 

 注２ もっとよい運搬の道具を使用し、戦場から野戦病院までの道中に非常にしばしば起る事故を避けることによ
り、切断手術の数をへらすことができるであろう。そうすることが、すでに人道の⾒地からして碓かに何ものかであ
る。次に、切断患者の数をへらすことによって、傷病軍人に扶助料を与えなければならない政府の負担を少額にする
ことができよう。 
 最近多くの医者が、負傷者運搬という特殊問題を専門的研究の題目にした。例えば、アピア博⼠は、動揺をやわら
げ、手足の骨折の際たいへん有用な、簡単で自由に動かせる軽い装置を考案された。またマルトレ博⼠も、われわれ
が組織を希望している救護団体として、大いに考えるにふさわしいこの問題に注目しておられたが、結構なことで応
る。 
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腕や足をなくして、しおしおとわが家へ帰って⾏く若い兵上たちを⾒ると、時を失わず
に人を送って有効な手当を加えれば、直ったかもしれない負傷が不幸な結果になって⾏
くのを予防しようと試みなかったことに、良心が責められるというか、後悔というよう
なものが心にわき上ってくるのではなかろうか。カスティリオーネの野戦病院やブレッ
シャの諸病院内に放置され、その幾人かは自国の⾔葉で意志を表わすことのまったくで
きなかったあの死にかけの人々は、そのいうことを理解し、耳を傾け、慰めてくれるだ
れかがそばにいたならば、人をのろい、神をけがす⾔葉を吐きながら息をひきとったで
あろうか。ロンバルディアの諸都市やブレッシャの住⺠たちの熱意はあったが、まだま
だなすべきことが山ほどあったと思えないであろうか。－いかなる戦争、いかなる時代
においても、これほど大きな熱心とこれほどりっぱな慈善の発露は⾒られなかったが、
しかも、このすべての人の驚くべき献身があっても、まったく不十分であり、救助すべ
き災害の大きさと少しもつり合わなかったのである。さらに、この献身は連合軍の負傷
兵だけに向けられ、不幸なオーストリア兵にはいっこうに及ぼされなかった。そのわけ
は、熱誠と同情の一時的興奮をつくり出したのは、圧制から解放された⺠衆の感謝の念
であったからである。 
―堅忍不抜で疲れを知らない多数の勇気のある婦人が、イタリアにいたことは真実であ
るが、悲しいかな、終りには安易にこの婦人たちにばかり頼るようになってしまった。
⺠衆は疲労し、伝染性の熱病は最初熱心だった人々をも遠ざけ、あきてしまったり、気
抜けのした看護人や雑役の人々は、みながみな⻑いあいだ人の期待にこたえるわけには
いかなかった。 
 
 注 イタリア戦争のあいだ、強度のホームシックにかかり、他の病気や負傷もないのに、これだけが原因で死亡し
た兵⼠たちさえあった。 

 
こういう性質の任務には⾦銭で働く人を必要としない。事実、賃⾦を受ける看護人は
時々薄情になったり、いや気がさして逃避したり、疲労でなまけるようになったりする。
他⾯において、即時の救助というものが必要である。なぜならば、今日なら救うことの
できる負傷者も、明日は救うことができなくなるからであり、時機を失すれば脱そをお
こし、これが病人をあの世へ連れて⾏くからである。このゆえに、熱心で、この仕事に
準備があり、慣れており、野戦軍諸部隊の隊⻑に承認されて、その使命遂⾏に便宜と援
助とを与えられる篤志の看護人や看護婦が必要なのである。野戦病院の人員はいつも不
足で、二倍三倍にしたところで、なお不十分であり、いつになっても不足であろう。ど
うしても、⺠衆に助⼒を求めなければならない。これはやむをえない。将来になっても、
やむをえないと思われる。なぜならば、この場合、目的達成を期待しうるのは⺠衆の協
⼒による以外にないからである。したがって、あらゆる国、あらゆる階級の人々、現世
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に権⼒を有する人にも、つつましやかな工員にも訴え、懇願しなければならない。その
理由は、あらゆる人が、何らかの方法で、それぞれの分野で、自分の⼒に応じ、このり
っぱな仕事にある程度協⼒しうるからである。この訴えは男と同じように⼥にたいして
もなされる。 
王座のきざはしに坐する高貴の姫君にも、孤児で忠誠を励む身分の低い召使いにも、さ
てはこの世によるべがなく、最後の⼒を隣人の幸福にささげたいと願う貧しいやもめに
も向けられる。大、中将にも、少将にも、慈善家にも、人類全体を悩ます問題を、書斎
の奥から物を書いてうまく解決して⾏く文⼠にも、さらに、もっと特別な意味では、あ
らゆる⺠族、あらゆる国、あらゆる家庭にさえも訴えるのである。何となれば、なにび
とといえども、自分は戦争に無関係でいられるとは確信をもっていいきれないからであ
る。もしも、オーストリアの将軍とフランスの将軍がプロシャ国王の厚いもてなしのテ
ーブルに席をならべ、なごやかなふんい気の中で話し合いができたとすれば、両将軍が、
その関心と注意を引くにあたいする問題を検討するのをだれがさえぎりえたであろう。 

 

 注 イタリア戦争のはじめ、まだ 1 回の戦いも⾏なわれないころ、ジユネーヴのあるサロンで、Ｎ夫人が負傷兵
に救護品を送る委員会の結成を提案したところ、これを受けた人々の多くは、この案は早すぎると考えた。私自身も
（ひとりの負傷者もいないうちから、綿包帯を作ることなどどうして考えられますか）といわずにはいられなかった。
しかし、もしこの綿包帯があったら、最初の戦闘がはじまるとともに、ロンバルディアやヴェネツィアの病院でどん
なに役に⽴ったことであろう。 
  ―であるから、この問題に関する私の⾒方を変えさせ、これに関する私の意⾒を提出させるようにしたのは、本
書語ったような事がらをこの目で⾒たことなのである。1859 年 5 月、私自身がＮ夫人の提案にたいしてとった態度
にくらべて、いまの私の意⾒が好意をもって受け入れられるよう神に祈るものである。 

 

 たとえばケルンとかシャーロンに国籍のちがう戦術の大⽴者が集まるというような特
別の場合に、この会議ともいうことのできる機会を利用して、何か国際的に神聖な協約
として、一つの原則を定めることは望めないであろうか。この原則が承認を受けて批准
されれば、ヨーロッパ各国における（負傷兵救護団体）の根拠として役に⽴つのではな
かろうか。一度戦闘⾏為が開始されれば、交戦者はたがいに悪意をいだき、種々の問題
を自国⺠のためという、ただ一つの、限られた観点からだけしか扱わなくなるだけに、
前もって協定をして、手段を講じておくことがいよいよ人切なのである。 
 

注 この問題よりも明らかに重要度の低い諸問題を取り扱うため、わざわざ集まる小さい国際会議がもよおされるで
はないか。また産業、慈善、公益の国際団体もあり、学者、法律家、農学者、統計学者、経済学者の会議もあるでは
ないか。 

 

人道と文明とは、ここに示したような事業を、どうしても必要であるとして要求する。
これは義務であるとさえ考えられる。この義務をはたすことに、少しでも勢⼒のある人
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間はみな協⼒し、善人はすべて少なくともその意思を参加させなければならない。いか
なる王候君主がこの団体を援助することをこばむであろうか。自分が指揮する軍の兵隊
に、万一負傷しても、即座に適当な看護が受けられるという十分な安心を与えることを
喜ばないであろうか。いかなる国家が、自国にとって大切な市⺠たちの生命を守るため
に、こんなにも努⼒した人々に保護を与えることをほっしないであろうか。何となれば、
祖国を守り、祖国に尽して弾丸に打たれた軍人は、その祖国からあらゆる心づかいを受
ける値うちがあるのではなかろうか。いかなる⼠官も将軍も、部下の兵を（わが子）の
ように思うならば、右に述べたような看護者の任務に便宜を与えることを望まないであ
ろうか。いかなる主計官、いかなる軍医が、りっぱで賢明な指導のもとに、臨機応変に
⾏動する利口な人々の一隊から補佐を受けることを、感謝をもって承諾しないであろう
か。さらに、進歩とか文明とかいうことが大いに語られるこの時代において、不幸なこ
とに戦争が常に必ずしも避けうるものではないのであるから、人道と真の文明との精神
にもとづいて、戦争を防⽌し、少なくともその恐ろしさを緩和しようと根気よく努⼒す
ることが緊要ではなかろうか。 
 

 注 われわれが考えているような団体があれば、送られた資⾦や救護品を浪費したり、あまり賢明でない分配をし
たりする多くの危険を避けることができるであろう。－たとえば、クリミア戦争のとき、セント・ピータースブルグ
からクリミア半島に向けて、ロシア夫人たちが作った多量の綿包帯が送り出されたが、荷物はあてさきの病院には着
かず、製紙工場への道をたどり、工場はその事業におあつらえ向きの物だとばかり、着服してしまった。 

 

 この事業を大規模に実⾏するには、相当多額の資⾦を必要とすることはたしかである
が、けっして必要な⾦が不足するようなことはないと思われる。戦時になれば、委員会
の訴えに応じるため、だれもかれも熱誠をこめて浄財を持参し、ささやかなおかねをさ
し出すであろう。国の子たちが戦っているとき、⺠衆は冷淡、無関心にかまえてはいな
いであろう。戦いに流される⾎潮は全国⺠の⾎管を流れる⾎潮と同じではないか。であ
るから、この事業の進⾏を妨げるおそれのあるのはこの種の障害ではない。困難はけっ
してそんなところにあるのではなく、問題はまったく、この種の仕事に対する真剣な準
備、このような団体の創設そのことにあるのである。 
 
注 尊敬すべきデュフール将軍は 1862 年 10 月 19 日付けで、私に次のような手紙をくださった。 
（……貴下が述べられたような、まことに人の心を動かす幾つかの実例によって、戦場の栄光は苦悩と涙の代⾦を払
ってえられるものであることを世の人は知るべきである。人はあまりにも戦争のはなばなしい⾯だけを⾒て、その悲
惨な影響には目を閉じる傾きがありすぎる。）この有名なスイス連邦軍司令官はさらにいう、（この人道上の問題に世
の人の注意を促すことは結構なことであり、貴下の書かれたものはたいへんこれに適切であると思う。あらゆる国々
の博愛主義者の協⼒をえて、慎重に深く検討すれば解決策が出てくると思う。・・・） 
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 今日諸困⺠が使用できるようになった新しい恐ろしい破壊の道具を⾒ると、将来は戦
争の期間は短縮されるにちがいないと思われる。しかも、そのために、戦争は、かえっ
て、いよいよはるかに残虐をきわめると思われる。しかも、奇襲ということが大きな役
割を演ずるこの時代に、戦争は敵味方のどちらかから、きわめてとつぜんに、思いもよ
らぬやり方で突発しえないであろうか。これを考えただけでも、不意を打たれないよう
にしておく十二分の理由があるのではなかろうか。 
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ソルフェリーノ（未発表のデュナンの書） 
 私は白分かサン・マルティーノやソルフェリーノの戦いの目撃者であったとは一度
もいったことがない。⾒たなどと自慢できるわけがない。なぜなら、このような戦い
の騒音は耳にはいっても、⾒るというわけには⾏かないのである。私の⾒たものは、
ソルフェリーノの戦いから生じた恐ろしいことどもである。6 月 24 日の大戦争がそ
ばで⾏なわれた小さい町カスティリオーネ・ピエーヴェで⾒たのである。この地で私
は同情と恐怖と憐れみとにはげしく心を動かされ、世の人々が呼んでくれたとおり
（ソルフェリーノのサマリア人）になることができたのであった。私はこの書に述べ
たとおり、カスティリオーネにおいて役に⽴とうと努⼒した。私は戦争の恐ろしい結
果を⾒、⾒たところを忠実に写し出した。しかし、この書の目的はけっしてこの大戦
争の物語りをすることではなかったが、前おきがどうしても必要であった。戦争につ
いて書きしるした部分は、この書の出た当時としては必要な序論であったのである。
これはよくわかってもらえた。この書を私は（ソルフェリーノの一つの思い出）と名
づけ、ソルフェリーノの数々の思い出とは名づけなかった。さて、私を苦しめていた
この一つの思い出というのは、六月二十四日の方々の戦場から負傷兵が運ばれてきた
カスティリオーネで⾒た、数千の負傷者のものすごいありさまであった。私はみずか
ら歴史家をもって任じたことは一度もない。私は歴史家ではない。私は、序文として、
この大戦争についてだれでも知っているところを描写した。これは私の主題を導き出
すために必要であったのである。私は旅⾏談をしようとも思わなかったし、⾅分とい
うものを前⾯に押し出そうとも思わなかった。できるだけ控え目であろうとつとめた。
第一帝政諸戦争の生き残りの尊ぶべきフザンサック⽼公爵が委員⻑になって、まっ先
にできた幾つかの委員会の中の一つが、同公爵の邸で開かれた席上、トロシュ将⾞は
はっきりこれを認めた。（デュナン⽒は真実に達していない）と私のいる所でいって
いる。これは、ロンドン街委貝会の創⽴委員第一回総会より数週問前に、アストルグ
街のオルレアン鉄道重役会のサロンで起ったことである。このサロンは社⻑のフラン
ソワ・バルトロニー⽒が好意をもって私の自由に使わせてくれたのであった。慈善節
約協会事務総⻑エンマニュエル・ル・カミュス伯爵は、このささやかな仕事始めのこ
ろのただひとりの現存者である。 
 カヴリアーナでは、ナポレオンニ三が戦地の秘書として連れて⾏った参事院監査官
シャルル・ロペール⽒が私をていねいに迎え、私がカスティリオーネで⾒た負傷兵の
恐ろしいありさまを話すと、大いに同情の念を示された。 

  



70 
 

訳 者 の 注 
 注はあまりわずらわしくならないように最小限にした。特に戦記的な前半の中に出
てくる人名、地名については、読者が全般的な背景を理解するために必要と思われる
ものに限って、簡単な注をつけた。デュナンも繰りかえして⾔っているとおり、この
書は戦史ではないからである。 
 
1 マジェンタ。北イタリア、ロンバルディアの都市。ナポレオン三世が北イタリア
をオーストリアの圧迫から放するために開始したイタリア戦争（1859 年）のとき、
6 月 4 日このマジェンタにおける勝利がフランス・サルディニア連合軍の大勢を有利
にした。5 月にはじまったイタリア戦争は 7 月のヴィッラフランカ平和条約で終り、
フランスの戦争目的は大半達せられた。 
 
２ ヴィットリオ・エマヌエーレ王（1820-1878）。サルディニア国王で、のちにイ
タリア国の成⽴とともにその皇帝になった。 
 
３ マジェンタ公。後出フランスのマック＝マオン元帥の称号で、この戦争中のマジ
ェンタの戦いにおける武勲によって受けたものである。 
 
４ フランツ・ヨーゼフ（1819-1875）。フランツ五世、オーストリア皇帝。 
 
５ ロートリンゲン家。11 世紀に源を発する王家の名で、オーストリア歴代の皇帝
はこの王家に属する。 
 
６ ナポレオン公。ナポレオン＝ジョゼフ＝シャルル＝ポ＝ボナパルト（1822-
1891）ナポレオン 3 世の従弟で、極左派の山岳党に属したため、フランス・ド・
ラ・モンターニュと呼ばれ、従兄の治政に反対していたが、1859 年、サルディニア
国王ヴィットリオ・エマヌエーレ 2 世の息⼥を妃に迎え、このイタリア戦争にはナポ
レオン 3 世に協⼒した。 
 
７ 酒保隊の⼥たち。連隊の経理部から免許を受け、原則として一大隊に 1 名の割で
付き添い、酒保⾞に乗って連隊と⾏をともにする⼥性である。 
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８ ハプスブルク家。オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の属する家名である
が、本流はこれより百年ほど以前に絶えている。ただしくいえば、ハプスブルク＝ロ
ートリンゲン家である。 
 
９ ネールヴィンデン。ベルギーの村の名。フランスのルイ 14 世 1689 年から 1697
年にかけてヨーロッパ諸国を相手に戦ったが、1693 年 7 月この地でフランス軍は英
国のウィリアム 3 世の軍を大敗させた。 
 
10 ド・リュクサンブール元帥。前の註ネールヴィンデンの戦いにおけるフランス
軍の司令官（1628-1695）。 
 
11 ニコラ・ローズ（1671-1733）。フランスの商家に生まれたが、後に軍人となり、
ルイト 14 世の下に戦った。傷病兵の救護や戦死者の埋葬に大きな働きをし、（義侠の
⼠）の意味でシュヴァリエと呼ばれた。原書には Rozel とあるが Roze の誤りと思わ
れる。 
 
12 攻城⽕矢の棒。⽕矢は、これを発射する目的である信号弾の頭冠部と、上昇さ
せるための⽕薬を詰めた胴体の部分とからなるが、上昇方向を定めるために胴体部に
尾竹をつけ．その末端には鉛のおもりを付けることもある。射出されて上昇中、頭冠
部と胴体部は分離して胴体部は落果する．この落下した尾竹を杖にしたのである。 
 
13 キエーザ・マッジョーレ。イタリア語。（大きい教会）を意味する。 
 
14 タンタラスの苦しみ。ギリシア神話からきている。リディアの王タンタラスは
神々の食卓に列席を許されたとき、神酒や紙の食物をぬすんだ罪で地獄におとされ、
清い湖の中の島の、果実が枝もたわわになった木につながれる。のどかかわいても⽔
にとどくことができず、肌えても枝にとどかずに苦しむ。 
 
15 ボロディノ。ロシアの村でモスコーとスモレンスクの中間にある。1812 年 9 月
7 日、ナポレオン 1 世はこの付近でロシア軍を破ったが、通常この戦いはモスコヴァ
河畔の戦いと呼ばれる。ロシア軍の損害 6 万、フランス軍の死傷は将官 43 人を含め
て 3 万であった。 
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16 ライプチッヒ。ドイツの都市。1813 年 10 月 16、18、19 の三日間、ナポレオ
ン 1 世はこの都市の周辺でプロシャ、オーストリア、ロシアの連合軍と戦い、退却し
た。両方合計して損害は 6 万といわれる。 
 
17 ウォータールー。ベルギーの町でブラッセルの南にある。1815 年 6 月 18 日、
ナポレオン 1 世がウェリントンの指揮する英国軍とブリュッセルのプロシャ軍とを相
手にこの地で戦い、敗れたナポレオンはセント・ヘレナに流され、かれの時代は終わ
るのである。この戦いによる損害は営・プロシャ側 2 万、フランス側は全軍 7 万 4 千
がほとんど全滅したといわれる。 
 
18 マレンゴ。北イタリアの地名。1800 年 6 月 14 日、ナポレオン 1 世はこの地で
オーストリア軍を破った。フランス軍に 6 千、オーストリア軍に 8 千の死者を生じた
といわれる。 
 
19 メレニャーノ。ロンバルディアの地名。6 月 4 日のマジェンタの戦いの後、パラ
ゲ・ディリエ元帥は退却するオーストリア軍を追い、この地でさらに勝刊をえた。 
 
20 聖ウルスラ会。聖ウルスラは伝説によると英国の王⼥で、3 世紀か 5 世紀ごろ、
ローマへ巡礼の帰りにケルン市付近でフン族に殺された。その名をつけたウルスラ童
貞会 1535 年⼥子修道会としてプレッシャに創⽴され、後にフランスにもできた。 
 
21 フランス侵人。ライプチッヒ会戦（註 16）でナポレオン 1 世を破ったロシアの
アレクサンダー1 世が翌 1814 年オーストリア、プロシャのほか英国やスウェーデン
を含む連合軍とともに進撃してパリにはいり、ナポレオンを退位させたときのことを
さしている。パリで神聖同盟がロシア、オーストリア、プロシャ三国間に締結された
のは 1815 年である。 
 
22 サン・ピエール神⽗。シャルル＝イレネ＝カステル（1658-1743）。サン＝ピエ
ール神⽗と呼ばれた。フランスの哲学者、モラリストで政冷家でもある。1712 年、
スペイン王位継承戦争に結末をつける平和会議がオランダのユトレヒトで開かれたと
き、枢機官ポリニャックにしたがってこれに参加し、（永久平和案）を公表した。 
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23 ド・セロン伯爵（1782-1839）。スイスの博愛主義者で、ジュネーヴに平和協会
を創⽴し、世界平和、国際仲裁裁判、死刑の廃⽌などを提唱した。世界永久平和に関
する多くの論文がある。 
 
24 ジョセフ・ド・メーストル（1753-1821）。サルディニアの政治家、哲学者。フ
ランス革命反対論者で、神・法王・国王の権⼒回復を説いた。多数の著書がある。 
 
25 ジョン・ホワード（1726-1790）。英国の慈善家。 
 
26 ケルソン。ロシアの都市。ドニエプル河口に近い。前の註ホワードの記念像が
ある。 
 
27 アーヌ・ビジェ（1749-1824）。教妹マルトと呼ばれた尼で。1813 年から 15
年というのはナポレオン 1 世が、ロシア、プロシャ、オーストリアなどの連合軍とフ
ランスで戦った時代であり、14 年にはブザンソンは敵の攻囲を受けた。同盟軍とい
うのは前記諸国である。 
 
28 バルバラ・シネル。この修道⼥の事績は不明である。 
 
29 ケルンはプロシャの都会で要害の地であり、シャーロンはフランスの大練兵場
である。 
 
30 サマリア人。新約聖書のルカ伝第 10 章にある話で、昔一人の男が山賊のため身
ぐるみはぎ取られたうえ、半死半生のまま道ばたに捨てられ、通りかかったふたりは
⽴ちどまってもくれなかったが、3 人目にきたサマリア人は、傷の手当をしれやり、
近所の宿屋まで連れて⾏って、なおも看護を加えたという。（善良なサマリア人）と
いう字は文学にも絵画にもしばしば⾒出される。 
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解 説 
この本はどういう本か 

  
この訳書はアンリー・デュナンの『ソルフェリーノの思い出』の全訳である。題名に
なっているイタリア北部のソルフェリーノで戦いがあったのは 1859 年（安政 6 年）
であるが、この戦いはイタリア統一戦争中のひとつの戦いであり、フランスのナポレ
オン 3 世がサルディニアを助けて、イタリア統一のために、オーストリア軍と争った
のであった。 
 この本はスイス人のアンリー・デュナンがソルフェリーノの戦いの経過と両軍の悲
惨な負傷者のありさまとを書いたものであるが、戦史とか戦記ではなく、もちろん小
説でもない。ひとつの目的をもった訴え、アピールである。デュナンの目的というの
は、戦争の時の負傷者や病人は敵味方の差別なく救護しなければならない、そのため
の救護団体は各国にふだんから組織しておき、またそのあいだには国際的なつながり
をつけておく、そして救護にあたる人々は中⽴とみなして攻撃しないようにするとい
うことであった。 
 この構想はついに実現して、赤十字規約につづいて赤十字条約が結ばれ、世界のほ
とんどすべての国にデュナンの願いであった救護団体が赤十字社という共通の名のも
とに設⽴され、その仕事はけじめデュナンが目的とした戦場の救護だけでなくそれか
らそれへと発展した。傷病兵の苦しみだけでなく、人類のあらゆる苦痛の救さいを目
的とする組織になった。この大きな発展は、赤十字の中⽴性と国際性におうところで
あるが、『ソルフェリーノの思い出』というささやかな本がこんな大きな精神と組織
を作り出す起点になったことはデュナンにも思いがけないことであろう。 
 デュナンは、結論を導き出すための前提として、負傷者のむごたらしいありさまを
公平に、できるだけ詳細にえがいており、そのまた前置きとしてこのソルフェリーノ
の戦いの全局からかき出しているのだが、これらの前半も描写は鮮明であって美しい
とさえ思われるところもある。そして、この苦痛を救おうという人問愛の発露を報告
しながらも、それが個別的で応急的であったため、とうてい満足な結果が得られなか
ったことをにがい気持をこめて述べている。そして最後に結論の形でかれの計画が強
い訴えとなって出てくる。 
 デュナンがこの本を書くまでの環境や、この本が生み出したものなどについてもう
少しくわしく解説しておきたいと思う。 
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アンリー・デュナン  ソルフェリーノヘ⾏くまで 
 
ジャン＝アンリー・デュナンは 1828 年（文政 11 年）5 月 8 日スイスのジュネーヴ
で生まれた。名望のある家がらで、⽗のジャン＝ジャック・デュナンはジューブ共和
国（スイス連邦の中の一国）の代議院議員であって、親のない子どもの世話をする保
護局の仕事もした人であった。⺟はアンヌ＝アントワネットといって圧搾空気の研究
で有名なスイスの物理学者ダニエル・コラドンの妹であった。この⺟も、子どもの養
育、子どもの幸福の問題に特別の関心があり、ジュネーヴの孤児院の監督をしたり、
自分のいなかの別荘に親のない子を引き耿って世話をすること常であった。このころ
のジュネーブの上流社会はカルヴァン派宗教改革の影響によって、人生観はきびしい
ものがおり、宗教的、道徳的理想を博愛事業に発揮する風潮があった。さらにスイス
という国が世界主義的傾向があり、デュナンの家庭も信仰と博愛の空気にみちており、
特に⺟の影響を強く受けていた。子どものころから、⺟の手つだいをして病人やまず
しい人を⾒舞ったり、そういう事業をする団体の会員になったりしている。1852 年
（嘉永 5 年）、デュナンが 24 歳の年の福音会ジュネーブ委員会という組織の記録に
は、かれの名が書記としてしるされている。またがれはキリスト教⻘年（ＹＭＣＡ）
の創始者のひとりでもあった。 
 もちろんこの間にかれはリュラン・エ・ソテという銀⾏に⾒習いとしてつとめ、い
っぽうではに土俗学・考古学・歴史の勉強をしている。趣味としては、山を愛し、ま
た国外旅⾏が好きであった。この旅⾏好きということは、かれの人問愛と結びついて
いる。広い世界にはたくさんの人種があり、それぞれちがった生活をしており、がっ
た問題を持っている。自分の目でそれを⾒たいというのである。 
 事業家、コスモポリタン、学者、宗教人、これらは調和したまとまった一つの人物
像を作らないが、性格的には感じやすい、熱情的な人であったといわれる。 
 とにかく、デュナンは 1854 年 58 年（安政元年から五年）まで、つまりルフェリ
ーノの戦いの前の年まで毎年アルジェリアのセティフに旅⾏をしている。この町にス
イスの植⺠会社をつくることがデュナンの什事であった。セティフ根拠地にして、ア
ルジェリアの各地やカビリア、チュニジア、シシリー島などにも足をのばしている。
このあいだ 1858 年（安政五年）にはスイスの国籍を持ったままフランス市⺠権を得
ている。このことは、赤十字の創⽴についてナポレオン三世の⼒をかりることに大き
な関係を持つようになる。 
 1858 年（安政五年）にかれの最初の著作『チュニスの政治に関する覚書』が出版
されたが、これは地理学者としての地理の本ではあるが、人類愛の色がにじみている。
この本の中に、『アフリカとアメリカの奴れい制度の比較』という一章があり、アメ
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リカの制度に攻撃を加えており、ビーチャー・ストウ⼥史の反奴れい主義に共鳴して
いたことを示している。 
 この覚書につづいて、デュナンの著作は『回教国および米国の奴れい制度』（1863
年－文久三年）、『戦時における国際友愛と慈善』（1864 年－元治元年）「東洋の革新」
（1865 年―慶応元年）がある。 
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ソルフェリーノでデュナンがしたこと、 
「思い出」を出版するまで 

 
 デュナンはなんのためにソルフェリーノの戦場へ⾏ったのか。この『思い出』の中
では（ひとりの旅⾏者として、戦争を⾒るために）と書いている。しかし、戦場の負
傷者がどんな状態かを⾒ることがかれの目的の中に大きな場所を占めていたことはた
しかである。別の備忘録の中でかれは（私はイタリア戦争の前からすでに、負傷した
兵隊に関する人道問題に大きな関心を持っていた。戦争中および戦争後にこの人たち
がどんなに気の毒な状態におかれるかをよく知っている。クリミア戦争の時の状態に
ついてのナイティゲール⼥史の記録に私は注目していた）と述べている。しかし、ソ
ルフェリーノへ⾏く前から、自分の手で負傷者を看護するようになろうとは考えてい
なかったと思われる。 
 ソルフェリーノ⾏きは、アルジェリアでやっていた自分の事業についても関係があ
った。デュナンはナポレオン公の参謀⻑ド・ボーフォール将軍とは前から知り合いで
あり、この将軍からマック＝マオン将軍（アルジェリア総督）にあてた紹介状をもら
ったことがあり、イタリアへ出征していたマック＝マオンに会うこともソルフェリー
ノ⾏きの目的の一部であった。 
 1859 年（安政六年）6 月中旬デュナンはボーフォール将軍を追いかけてイタリア
にはいり、馬⾞でアペニンの山々をこえ、将軍に会って、戦いを⾒たいとたのんだ。
マック＝マオンに会うことをすすめられ、フック＝フォンのいるブレッシャヘ向かっ
た。6 月 24 日カスティリオーネについたのである。ここでデュナンは捨てられたま
まの負傷兵の悲惨な状態を⾒て、救いたいという強い意欲がうまれた。自分から、近
所の人々や旅⾏者を集めて救護に当った。人手の不足を補うために、かれは敵軍（オ
ーストリア軍）の捕虜の中の軍医や衛生部隊の人々に目をつけた。軍医 16 人と看護
人 34 人が、病院⾞一台とともに捕虜になっており、フランス軍司令部の許可を得て、
これらの人たちをオーストリア人負傷者の看護にあたらせた。この問題についてはマ
ック＝マオンにも話し、ナポレオン皇帝にも会うこを考え、27 日ごろに侍従⻑のシ
ャルル・ロベールとカヴリアーナで⾯会してる。その結果としてナポレオンは 7 月 1
日「救護をしている時、捕虜になったオーストリア軍の軍医は無条件に釈放してよい、
またカスティリオーネで救護に従事たこれらの軍医は一番先にオーストリアへ帰国さ
せてよい」という布告を出してる。 
 デュナンはいそがしい中からパリやジュネーブにあてて負傷兵のみじめなようすや、
人手や包帯などの不足を訴える手紙を送り、これがイリュストラシオン（パリ）とか
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ジュルナル・ド・ジュネーヴなどの大新聞にのせられ、各地で救護委員会が組織され、
⾦品の募集などがはじめられた。 
 デュナンは 7 月 10 日ジュネーブに帰ったが、すぐに、負傷兵救護の問題を国際的
に解決するための努⼒をはじめた。かれは主としてフランスにはたらきかける役をし
たので、パリにいることが多かった。そしてナポレオン 3 世の前記の布告などは、か
れの宣伝や遊説の好い後だてになった。しかし、思いつきと独創に富んではいたが、
実際的でないかれのパリにおける活動はすぐに実を結ぶにはいたらなかった。 
 ジュネーヴこそかれの計画の実現に最も適した土地であることをさとったデュナン
は、1861 年（文久元年）ジュネーブへ帰り、その年の末ソルフェリーノの戦いの時
の負傷兵のもよう、しろうとのその塲の看護ではどんなに不足だったかということ、
各国に救護団体をつくり、そのあいだに協定を結ぶ必要をひとつのかき物まとめるこ
とをはじめた。はじめは、あまり悲惨な状況は書くまいとしたが、（筆がおのずと走
った）とかれはいっている。約 1 年をついやして 1862-年（文久二年）11 月この
『心い出』がまとまり、第一版は友人や、訴えるべき人たちだけに送るという意味で
ごく少部数が印刷されたという。1600 部という説がある。 
 デュナンはこの本は全部自分の記憶だけをもとにして書いたといっているが、正確
な戦記にするため、またエピソードを入れてできるだけ文学的にするため、戦いに関
係した人たちにもできるだけいろいろ聞き、公平に書くために、フランス軍のほうの
ことばかりでなく、オーストリアがわのこともとり入れるようにした。フランツ・ヨ
ーゼフ皇帝のことなど好意的な書き方をしている。かくれた英雄をひき出すこと、で
きるだけ多数の人をほめることにも十分の注意がはらわれている。外科手術について
のやや専門的な記述は、後記する五人委員会の一人となったルイ・アピア医学博⼠の
教えをうけて書いたということである。デュフール将軍がこの本に序をよせている。 
 さてこの書が公刊されるとヨーロッパ諸国に異常な反響がおこった。英国ではチャ
ールズ・ディッケンズが、フランスではヴィクトル・ユーゴーが紹介するし、ナイテ
ィンゲールからも共感と協⼒を約束する手紙が送られて来た。ロシア、オランダ、ベ
ルギー、プロシャ、ザクセンなどの王室の人々はこの本の結論に賛成し、その実現に
援助を約束した。第一版はたちまちなくなり、同じ年の末に第二版が、さらに翌
1863 年（文久三年）三月には第三版三千部が出版された。 
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この本が生み出したもの  赤十字 
この本が生んだ最大の直接の収穫はギュスターヴ・モワニエが協⼒を申し出たことで
あった。モワニエは弁護⼠、法律家であり、新教の宗務局のメンバーでもあったが、
180 人の会員をもち、かれが会⻑であるジュネ－ヴの公益協会がデュナンに提供され
た。公益協会はデュナンの提案を研究し、実現に移すため、会⻑のモワニエとデュナ
ンをふくむ五人の委員会を任命した。そしてこの時から仕事の主体は法律家であり、
政治的手腕のあるモワニエに移ったといえる。デュナンのほうは、ひきつづき国外の
遊説に専心したが、こんどはドイツ方⾯に⼒をそそいだ。 
 9月6日から12日にはベルリンで国際統計会議が開かれたが、デュナンも参加し、
その第四分科会『軍人と一般人の死亡率の比較』を好機として、持論を出し、その結
果は『戦時負傷軍人の救護に関する国際的永久的組織の計画を支持する』決議が採択
され、これが各国に向けて送られ、相当の反響を⽌み出した。10 月 1 日にはドレス
デンでプロシヤ国王にも会⾒をゆるされている。 
 デュナンの計画に援助を約束した国々の代表がジュネーブに集まって会議を開い
1863 年（文久三年）10 月であった。オーストリア、バーデン、バイエルン、フラン
ス、英国、ハノーヴァー、ヘッセン、オランダ、イタリア、プロシヤ、ロシア、ザク
セン、スペイン、スイス、スウェーデン、ノルウェイ、ウルテンベルクなどの国々の
代表が参加した。10 月 22 日にこの会議で、今の赤十字の基本となる大原則が確⽴さ
れ、約束された。これが全文十条の赤十字規約であるが、デュナンの願いは大たいの
ところ、この中にもられた。おもな点をかかげてみると、第一条  各国にひとつの
中央委員会を組織し、戦争が起ったならば、できる限りり軍の医療を助ける。 
第四条  中央委員会とその支部は平時から、戦時のための準備をしておき、 特に
衛生材料を準備しておき、篤志の看護人を養成しておく。 
第八条  篤志看護人は、どの国でも同一の記章、白地に赤い十字をつける。 
第九条  各国の中央委員会やその支部は国際会議を開いて、経験を報告し、目的の
実⾏に便利な規約を作ることができる。 
 
 白地に赤い十字を、この神聖な団体のしるしとすることは、発意者であるアンリ
ー・デュナンを生んだ国スイスに敬意を表するためであった。スイス連邦の国旗は赤
地に白い十宇であり、この色をさかさまにしたのが赤十字である。 
 会議が閉会されるにあたって、会議前からデュナンに強く共感し、宣伝にあたって
いたオランダのバスティング軍医大佐の発議により、この事業の発案者としてのデュ
ナンに感謝する決議を満場一致で可決した。 
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 救護団体を各国に作り、国際的つながりを保つことはこれで起訴ができたが、戦い
の時にこれらの団体に中⽴性をもたせて、戦場での救護活動が安全にできるようにす
ることは、国と国との約束、すなわち条約によらなければ保証されない。そこで国際
委員会と名を改めた五人委員会の努⼒はこの方⾯に向かった。モワニエはジュネーブ
にいて中心となり、デュナンは、この年から翌年にかけてドイツの諸国やオーストリ
ア、デンマーク、オランダなどで活動した。とくに、フランスには、従来の関係もあ
って⼒をそそぎ、フランスの赤十字社の組織に努⼒した。 
 国際会議は 1864 年（元治元年）8 月 8 日ヨーロッパの 16 の国の政府代表 24 人を
ジュネーヴに集めて開かれた。国名をあげれば、バーデン、ベルギー、デンマーク、
スペイン、フランス、ヘッセン、イタリア、オランダ、ポルトガル、プロシヤ、スイ
ス、ウルテンベルク、米国、英国、スウェーデン、ザクセンとなる。 
そして 8 月 22 日、はじめての赤十字条約に 12 の国の代表が調印した。参加国 16 の
中で、米、英、スウェーデン、ザクセンはその場では調印しなかった。 
 条約の条文は十条であるが、その中で重要なものをあげる。 
 
第一条  戦地の仮病院および陸軍病院は局外中⽴とみなし、患者や負傷者が その
中にいるあいだは、交戦者はこれを保護し、侵してはならない。 
第二条  戦地の仮病院および陸軍病院で使われる人、すなわち病院の監督、医者、
事務員、負傷者を運搬する人は局外中⽴の利益を受ける。 
第五条  負傷者を救助する土地の住⺠は侵すことができない。家の中に負傷 者を
収容して看護している時は、その家を侵すことができない。 
第六条  負傷したり、病気にかかった軍人は、どこの国に属するものでも、 収容
して看護しなければいけない。司令官は、戦闘中に負傷した敵の兵⼠ を、早く敵軍
の前しょうに送りとどけることができる。 
第七条  陸軍病院、戦地の仮病院、患者や負傷者が退去する時の旗じるし、 局外
中⽴の人々の腕につけるしるしは白地に赤い十字とする。 
 
 日本政府も 1886 年（明治十九年）に赤十字条約に参加し、次の年には、1877 年
（明治十年）⻄南戦争のとき佐野常⺠によって設⽴され、博愛社という名をっていた
救護団体が、日本赤十字社と改名して赤十字国際委員会の承認をうけ、国際赤十字の
一員となった。 
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その後のデュナンと赤十字 
 デュナンはこの国際会議では主役ではなく、各国の政府代表を歓迎する接待の役を
つとめただけだった。国際会議の進⾏やとりまとめはかれの得意とするところではな
かった。主役はもう完全にモワニエに移っていた。委員会の五人についてはよく、 
 
デュナン ― 発案者、 アピア ― 開拓者、 
モノワールー 助⾔者、 モワニエ ― 組織者、 
デュフール ― パトロン 
 
と呼ばれており、五人の役割をうまくいいあらわしている。なお、テオドルー・モノ
ワールは医学博⼠で外科の大家であった。 
 条約成⽴から後のデュナンは赤十字からはなれて⾏き、その伝記もすべてがはっき
りはしていない。条約のできた年の 5 月 29 日にモワニエにあてた手紙の中で、すで
にかれは（私たちの仕事を完成し、進⾏させるため⼒のおよぶ限りのことはしてきた
つもりです。私は身を引きたいと思う。私は人のかげにはいります。私は神の手て動
かされてきたひとつの道具なのです）といっている。霊感によって口⽕を切ることが
自分の役目だったことを、みずからみとめていたのである。 
 はっきりしたデュナンの引退は 1869 年（明治二年）、かれが裁判によって破産の
宣告をうけた時におこった。その後のかれを（狂乱）ということばでさえ語っている
作者もある。1870 年から 71 年（明治三年－四年）のプロシャとフランスの戦争に
ジュネーヴ条約実施を監視する仕事をしたこと、1871 年にパリのコミューヌの内乱
に、救助団体の先頭にたったことが記録に残っているにすぎない。 
 晩年はスイスのボーデン湖のほとりのハイデンという小さい町の養⽼院にはいって
いたが、その時代の 1901 年（明治三十四年）に、かれの平和に対する大きな貢献が
認められて、第一回のノーベル平和賞がおくられた。この時の賞⾦はすぐに赤十字国
際委員会に寄付されたといわれている。1910 年（明治四十三年）10 月 30 日にこの
養⽼院でその生がいを終った。 
 五人委員会は 1863 年（文久三年）以後正式に赤十字国際委員会という名になり、
二度の世界大戦、その他の戦争や国内紛争には、いつでも、赤十字条約の守り主とし
て、捕虜の慰問・通信・帰国と状態改善、ゆくえ不明者の安否調査などの中心となり、
条約そのものの改正や拡大の発案もその役である。現在は四つの赤十字条約があり、
1949 年（昭和ニ十四年）8 月 12 日のジュネーブ諸条約と呼ばれている。「戦場にお
ける軍隊の傷病者の状態改善に関する条約」、「海上にある軍隊の傷病者および難船者
の状態改善に関する条約」、「捕虜の待遇に関する条約」、（戦時における文⺠（一般の
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人）の保護に関する条約」の 4 つである。日本は平和条約の中でこの 4 条約に参加す
ることを約束し、1953 年（昭和 28 年）に加盟国になった。加盟国の数は現在 192
である。そして各国に一国一社の赤十字社（トルコなど 32 国は赤新月社）は現在で
は。183 になった。 
これらの赤十字社は国際赤十字・赤新月社連盟を組織している。各国赤十字社、連盟、
国際委員会をひっくるめて国際赤十字と呼び、4 年ごとに 1 回開く赤十字国際会議で
その活動の方針を決定している。現在でもスイス人だけで組織されている赤十字国際
委員会は 1964 年（昭和 39 年）から現在までヴェトナムの紛争においても捕虜や住
⺠の救護に活動し、連盟は災害救護をはじめ平時の事業の中心となっており、ともに
人間のあらゆる苦痛の軽減、最終的には世界の平和を目的とする貴重な大組織になっ
ている。 
 
この改訂新版について 
 『ソルフェリーノの思い出』の英語やドイツ語の翻訳は早くから出ており、1906
年（明治 39 年）にはエスペラント語版さえパリで出版されている。日本語訳は明治
27 年 7 月桃源仙史（寺家村和介）訳、東京兵事新報社発⾏というのがあったが、あ
まり流布されず 1949 年（昭和 24 年）の白⽔社版拙訳がはじめての完訳であった。 
 1959 年（昭和 34 年）4 月改訂版を同じ白⽔社から発⾏する時には、『現代かなづ
かい』、『当用漢字』を最大限に尊重して、読みやすくすることに努⼒した。 
この努⼒は、今川日本赤十字社の⻘少年赤十字や看護教育関係のかたがたのすすめと
協⼒によって新版をおこすにあたっても、これを重ねた。翻訳は一 1928 年（昭和 3
年）の赤十字国際委員会版により、1950 年（昭和 25 年）の同委員会版も参考にし
た。 
 終りにある未発表のデュナンの書、ソルフェリーノ付近略図、風景写真は、みな
1928 年版から借りたものである．デュナンの注は各節の終りにつけ、訳者の注は巻
末にひとまとめにした。地名や人名のあらわし方は、日本で呼びならわしのあるもの
はそれにしたがい、その他は所属の国でのいい方に近くした。 
 昭和 43 年 12 月  東京            木内利三郎 
 
増刷にあたって 
 1969 年（昭和 44 年）2 月の初版以来、増刷にあたっては、そのままの内容で出版
しているが、赤十字社の数などについては、直近のものにあらためた。本文及び解説
中あらためた部分は次のとおり。 
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一 1976 年（昭和 51 年）6 月発⾏ 
本文中の尺度の表示はすべてメートル法にあらためるとともに、キロメートルは単に
キロとした。 
また、貨幣単位については現⾏のフフンス・フランにあらためた。 
二 第 15 冊 2003 年（平成 15 年）4 月発⾏ 
解説の 187 ページ中、ジュネーブ 4 条約加盟国及び赤十字社の数は 2003 年（平成
15 年）4 月 1 日現在の数にあらためた。 
 
三 第 16 冊 2006 年（平成 18 年）5 月発⾏ 
解説の 187 ページ中、ジュネーブ 4 条約加盟国及び赤十字社の数は 2006 年（平成
18 年）4 月 1 日現在の数にあらためた。また、解説の 188 ページ中、赤十字社連盟
を現名称の国際赤十字・赤新月社連盟にあらためた。 
 
新装版の発⾏にあたって 
 
 昭和 43 年に改訂新版が自主出版の形で出されて以来、最小限の手直しで増刷をね
てきたが、版が劣化したことから今般改版を⾏い、新装版として発⾏することとした。 
風景写真は最近撮影したものにあらためた。 
 解説 187 ページにジュネーヴ諸条約は 4 つとされているが、1977 年に第一、第二
追加議定書が、さらに 2005 年に第三追加議定書が採択されている。 
 また、現在ジュネーヴ条約の加盟国は 194 ⼒国であり、赤十字・赤新月社の数は
186 社となっている。 
 
平成 23 年 6 月     株式会社日赤サービス 
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