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小田 大 吉

田中先生 6月21日

前便に記 しま した通 り,見 學致 しました順序に

從つ て先づハ ンブルグの教室の模 樣 を 申 上 げま

す.但 しこの ウイッ トマー ク教授の教室の事は前

にも一度御報告 致 しま したから多少重複す る とこ

ろがある と思ひ ますが,御 許 しを願ひます.

ハ ンブル ク-ウ イットマーク 教授の教室

ウイッ トマ ーク教授の所 では主 と して耳 硬 化

症,中 耳眞 珠腫,迷 路竝 に聽 神經變 性,先 天性聾

唖,哺 乳兒耳炎,中 耳含氣問題等に關す る顳〓 骨

標 本竝 に動物聽 器(鳥 類,魚 類,兩 棲類 等の内耳)

を「ゼ リエン」で見る機會を得た事 も隨分參 考にな

りま した.私 が見ま した人間の標本は後で數 へて

見る と88人 分有 りま したが,之 を見 るのに5週 間

かかつ て居 ります.ウ イッ トマー ク教授所有の顳

〓骨 「ゼ リエン」は800人 分有る さうですか ら全

部見る とす ると1年 近 くかか りませう.自 由に見

せて貰へたの と,も1つ はお しまひには ウイッ ト

マー ク教授 も時間を造つ て下すつて質 問に答へて

下すつたので 大變勉強 にな りま した.標 本は非常

によ く整理 されて居 り,少 し索引を見 る事に馴れ

て來 ます と,「ア システ ンティン」の手をか りな く

とも,自 分の希望の ものを自分で持 ち出 して來る

事が出來ますので,餘 り先方の邪魔に もならず,

比較的樂 な氣持で勉強 出來 ま した.ウ ィッ トマ ー

ク教授は初めは仲 々とつつ きが惡 かつたで すが,

段 々 と親 切にな り,殊 に今年になつてからは隨 分

親切で,最 後には 「時間が 有るか ら質 問があれば

應 じよう」 と云 つて下すつた り,標 本を色 々と惠

與 された り(「ツウイツシェン.シュニット」をかな り

澤山頂きま した.自 分で選び 出 して染め ようとす

ると,「ア システ ンティン」がす つか り染 めて呉れ

ま した.)又1月17日 には,お 宅に御招 待頂いた り

感謝 に堪へ ませ んで した.

耳硬化症-か な の澤山の標本 を見(40例 位)色

色 と質問を許 されて.耳 硬化症に關 す るウイッ ト

マーク教授の見解を了解 する上に,か なり得る所

が有 りま した.例 の鬱 血問題は,私 の 昨年の暮れ

の手紙に書 きま した樣 に,所 謂 「ヒューナー.オ ト

ス クレローゼ」 と云ふのは,昨 年私が標本を見ま

した範圍では,矢 張 り〓の迷路 嚢に來 る化骨機轉

の1つ の過程で は ない か と も考へて居 りま した

が,其 の後 令年になつて此機會に,出 來れば此問

題 に關す る自分の意見を纒 めたい と思ひま して,

も一度多數の「ノル マール」の〓 の標 本を出 して,

見 ます と,一 概に オッ トー.マ イエルが討論の中

で述 べて居 る樣には簡單 に片づ けて しまふ事も出

來ない と思ひ出 しま した.今 では私は,「ヒューナ

ー.オ トスクレロー ゼ」 と云はれ て居る〓の迷路

嚢に 於け る纎維性骨炎樣の變化が,直 に耳硬化症

と云へ るか どうかは別 として,兎 に角,〓 の迷路

嚢の 化骨機轉 の正常の過程 には通 常見 られない機

轉で ある事,竝 に此變化が 其の實驗操作 に依つて

惹起 され た も ので 無い と云ふ事は認めなければ

なるまい と思ひます.但 し夫れ以上の事は,小 生

には解 りませんで した.ウ イッ トマーク教授は,

矢張 り此〓 に於ける實驗の成績 と,人 の 「オ トス

ク レローゼ」に於ける血管の状 態,竝 に病竈 が限

局性に來 る事,竝 に其の病竈 が迷路嚢 のある血管

の分布範圍に關係あ りとの 考への下に,鬱 血説 を

確信 して居 られ,之 に基い て例の手術 を さへ して

居 られる位です,マ イヤー教授の 「シュポン ター

ネ,フ ラク トゥール」に就ては人工産物で ある との

意見で,之 に關す る標 本を色々 と示 されま した.

「オ トスクレローゼ」に就てはウィーン でオットー.

マイヤー,チ ュ ーリ ッヒで ナーゲ ル教授を訪ねた
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節,色 々と標本 を見せて貰ひ,意 見を聞いて見 る

積 りです.兎 に角,此 所で「オ トスクレローゼ」の

組織所見竝に ウイッ トマー ク教授の假説をかな り

了解す る事は出 來た と思ひます.尚 ほ索引簿 を出

して來 て見 ると,「オ トスクレロー ゼ」の内に入つ

て居る標本で1つ,私 が ランゲ教授の所竝に此所

で12月 か ら標本に就 て勉強 した範圍で考へ る と,

どうも「オ トスクレローゼ」と考へられない ものが

有 りま したので,之 に就 て質問 します と,『確かに

之は 「オ トスクレロー ゼ」でない.「 オステ オプサ

チュ ロージス」であつて.恐 らくは惡 性貧血 に よ

るもので あら う』 との事で,尚 ほ又其の内耳所見

が近頃 ウイッ トマーク教授が興味を もつて居 られ

る先天性聾唖(之 に就ては 又後述 します)の 所見

に非常 に よく似 て居 る事等 よ りして,と ても喜ば

れて,『 君は 好いものを見つ け出 した,君 は時間

があつたら此所で「 アルバイテン」 しないか,此

標本等調べ て書 くと好いんだが,併 し君は時間が

無い と云ひま したわ』 と云はれ、尚ほ半 分は獨白

の樣な調子で,『 自分が死んで しまつたら自分の

後任の者が此澤出の標本を どうして しまふか分 ら

ない.多 分無茶苦茶 に して しまふだ らう.獨 逸の

學會には今之を理解す る者は 居ないんだ.自 分の

標本は田中教授の教室に贈 りたい』 と言つ て居 ら

れま した.―(ウ イッ トマーク教授は獨逸の專門

學者 とどうも意見が合はない らしく學會に も一 切

出席 されず,尚 ほ又耳鼻咽喉科專門の雜 誌に も獨

逸のものには 執筆 され ない さうです.「 アクタ」と

「ミュンヘナ ー.メ ジチーニツシェ.ウオッヘ ンシュリ

フ ト」に だけ書いて居られる樣で す.「 ゼクレテ ー

リン」も,『「セフ」は誰に も「ベヨーゼ」で唯 シュ ト

イエルだけには好いら しい』 と云つ て居 ま した.

これには小生には何 とも返答の仕 方も無 く,唯「ニ

ャニ ヤ」笑つて聞い て居 ま したが,日 本の教室 に

標本 を遣 りたい と云ふ事は,萬更 根からの冗談で

もないら しく,以前 に 「ゼ クレテー リン」が こん

な樣な事を云つてた事もあ り,こ の時 も 「ゼ クレ

テ ー リン」 が其の後で眞面目 な顔 を して,『 これ

は他で 云つてもらつては困るが』 と前お きを して

『「セフ」は 「エ ミリティーレン」す る迄に4年 ある.

そ して「ナハ フォルゲル」が來て しまふ と難か しく

な るから退職 され る前頃 に貴 下が來 るか,又 は誰

か必要 な組織標本を探せる人 を教室 か らよこす樣

に田中教綬 に云 ひなさい.』と申 します.あ ま り默

つ て居るわけにもゆかな くな りま したので,『大變

有難いが,大 學の「アイ ゲン トゥーム」を外國に贈

る事は難 しいだら う』 と申 します と,『 否,贈 與

出來 る』 と云つて居 ります.こ んな冗談か ら出た

話 の一端に もウイッ トマー ク教授が先生の指導 さ

れる業績を正當に評 價 して居られる事が よ く分か

る と思ひま した.

中耳眞秣腫 に就 て

色 々な得難い標 本が有 ります.眞 珠腫 →頭蓋内

合併症→ 死亡(而 も手術を しないで)と 云ふ例,

他 の疾患で死亡 したものの〓顳 骨で,眞 珠腫 をも

つ て居 るもの,其 の色 々な過程を隨 分澤 山見 る事

が出來ま した,そ して色 々 と臨牀 上診斷 とか治療

とかにも參考になる所見 をかな り見ま したが,私

はここで 「フアル シェ.ヒ ヨ レステア トーム」の外

「ゲ ヌイ ネ.ヒヨレステア トーム」の成立に就て,出

來るだけの智識を得たい と思ひま して,其 の方に

カを入れて觀察致 しま した.始 め1人 で見て居 り

ます と,段 々見 て居 ります内に 「ゲ ヌイネ.ヒ ヨ

レステア トーム」の原因が,果 して獨逸の學者が

(殊にアルブ レヒ ト等)云 つ て居 ります 樣に,「ミク

ソマテーゼ.エ ンブ リオナー ル.ゲ ウエーベ 」の殘

留を主 として出來 るものか,又 は 其の成因 と して

の鼓室内の炎症の關係は どうで あら う等 と,色 々

と疑問が湧いて参 りま した.― が,ウ イッ トマ

ーク教授に質問 して見ます と,矢 張 り之に對 して
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炎症は 原因 として一 次的意義は無 く,胎 生時結締

織の殘留に主 なる原因的の意義がある との意見で

ウイッ トマー ク教授が更に又出 して下すつた標 本

を見 ると,矢張り ウイットマーク竝にアルブ レヒ ト

教授等の説― 中耳體 質の 問題,即 ち所謂「エ ンブ

リオナ ール.ゲ ウェーヴェ」殘留の説明其のに他に

就ての兩 者の間の意見の相違は 別 として― は認

めなければ なるまい と思ひま した.但 し又ランゲ

教授 から頂い た別刷 を讀 んで見る と,こ の際の中

耳結締織が果 して胎生時の もので あるか ど うかは

決定困難の樣にも思は れた り,仲 々難 しい點 もあ

ると思ひま した.尚 ほ又「ゼクンデー レ.ヒ ョレス

テァ トーム」の 内には鼓膜 に弛緩部 も 「イ ンタク

ト」で緊張部の中心性穿孔を有す るものがあ りま

した.が これは臨牀 上多少 注意を要する事 と思 ひ

ま した.こ れに就 ても色々 とウィッ トマー ク教授

の話 を聞 きま した.ウ イッ トマー ク教授の見解に

少 し「ナ トュール トロイ」でない點が あり,一 寸承

服 しかねま したが,長 くな りますか ら省略 します.

又中耳粘膜 の性質に就て,中 耳含氣機轉竝 に乳兒

耳炎に就て色 々と質問,標 本を見せて貰つ て啓發

され る事少 くありませんで したが,含 氣機轉に關

聯 して骨の吸收 に就て質ねます と,『 未だ解 らな

い事がい くらで も有るんだ.研 究する事はい くら

で も有るんだ』 と感慨深 さ うな顔を して居 られま

した.中 耳含氣問題に就て もアルブ レヒ ト教授 と

意見の反對 な點 があ り,こ れに就ては時間が得 ら

るればチュー ビンゲンに行つて標本 を見せ て貰つ

たら勉強 になる と思つ て居ます.

迷路竝に聽神經變性の問題

聽神經 の變性に就ては老人性變性,中 毒性變性

等を見せ て貰 ひま したが,多 くの場合蝸牛殼神經

の變 性は 下方廻轉 より萎縮 の姶つ て來 る事,聽 神

經 自身 にはか な り進行 した變性が來 てもコルチ器

には何等の變性の無い事等は神經性難聽の形竝に

細 見君,高 原君達の實驗 成績 と關聯 して面白い と

思ひま した.唯,聽 神經の變化は,比 較的稀に二

次的「オスミー ル ング」をやつてあるだけで,大 部

分「ヘマ トキシリン.エ オジン」染色だけですが,

(尤 もそれ で も よく分る位の著 明な變化 で す が)

色 々と特別染色で見 る事が出來たら と思ひなが ら

見た事で ございます.

迷路變 性に關 しては ウイッ トマー ク教授特有の

解 釋が色々有 る樣です し,又 ウイッ トマ ーク教授

が病的變化 として居 られ るものであつて ランゲ教

授等は病的變化 に非ず死後變化又は人工的變化な

りとして居られ る もの もあります し,尚 ほ又そん

な事をはなれても,將 來迷 路 標 本 を 見 て,人 の

コルチ器の變化が人工的 なりや病的變 化な りやを

判定す る上に も參考にな ると思ひま したので,か

な り念入 りに見 てお きま して色 々 とウイ ットマ ー

ク教授に質問致 しま した.ウ イッ トマー ク教授が

「ヒポ トーニッシェ.デゲ ネラチオ ン」として居られ

るものは少 くとも其の一部は― ど うも若輩 の く

せ に生意氣 な樣ですが― どう も生前に於ける變

性では無い樣に思ひます.『 これは死後變化 とは

違ふ から病理的變化で ある』 とのウイ ッ トマ ーク

教授 の御説明で したが,(死 後變化に關す る動物で

の實驗的 標本を出 して見ま す と,成 程死後變 化 と

は違ふ と思ひます.)ウ イッ トマー ク教授 も「ヒボ

トーニッシェ.ラビ リン ト.デゲ ネラ チオン」の際は

聽力障 碍は ない と云つて居 られ,其 の標 本の内,

聽力檢査の施 されて あ る もの を 見ます と高度の

コルチ器の所謂 「ヒボ トーニッ シェ.デゲネラチオ

ン」があ るのに.聽 力の變 化の無い ものがあ りま

す.私 は聽 器組織標 本の樣に,製 作に色 々複雜 な

操作 を要す るものに於ては,死 後變化でな くても

而 も標本製作の其の過程中に,人 工的變 化の來得

る事は考へ得ざ る事で はない と思 ひま した.こ れ

と反對 に 「ヒペル トーニツシェ.デ ゲ ネラチオ ン」
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とウイッ トマーク教授の云つて居 られ るものは,

始めは 内心これ もどうだら うと思つて居 りま した

が、其の成立が果 してウイッ トマーク 敬授の説明

して居 られる樣な もので あるか どうか,又 は 「ヒ

ペ ル トニー」な る表現の當 否は別 として(人 體 に

起つた變化を「カル シューム」や 「グアニディン」の

中耳内注 入に依る實驗的研究の成績に直に當ては

めて解釋 して好い ものか どうか判定は困 難だと思

ひますので)そ れが病的變化で ある事は,ど うも

否定出來 ない樣に思ひま した,殊 に此病變 に於て

は.無髓神經纎 維の變 化を重視 して居られる樣で,

これに關 して犬の實驗の色々な面白い標本を見せ

て貰ひま した.

尚ほ臨牀 的に も迷路變性を斯樣 に分けて 「ヒペ

ル トーニッシェ」 及び 「ヒボ トーニッ シェ.デ ゲ ネ

ラチ オン」として診斷 して居 られ この「ヒペル トー

ニッシェ.デゲネラチ オン」の治療 として,ヒ ペル ト

ーニッシュ」の葡萄糖を靜脉 内に注射 する と,少 く

とも聽力障碍 の進行が止まるとの意見で,助 手の

ツァン ゲン マイス ター君が論文 に纒めて居ま した

が,こ れは どうだら うと思ひま した.(こ れは後で

フラ ンクフルトに行つた時,助 手の ショル ツ君が

「レフェ リーレ ン」して フォ ス教教に報告す ると,

フォス教授は 唯 「フンフン」 と云つ て居 られま し

た.)尚 ほ先天性聾唖 の標本を5例 見せて貰ひま し

た.こ の總 ての例に於 て,迷 路嚢又は骨軸 に於け

る骨組織の發育 不全,又 は畸 型は全然無 く,主 な

る所 見は聽神經(前 庭神經に も變化ある もの有 り)

其の終末装置殊に コル チ器の變性で あ りま して,

共 の所見其 の ものは ウイ ットマー ク教授のPost-

hydropisehe Veranderungと 云つて居 られる も

のに全 く一致 して居 りま して,ウ ィッ トマー ク教

授は これは決 して發育不全に依るものでな く,發

育 した内耳が變性に陷つた ものである.而 してこ

ねは定型的な 「ボス トヒドローピッシェ.デゲネラ

チオ ン」で あつ て恐 らくは迷路内壓の急激なる上

昇 の爲 に,(ことでは胎兒 の中耳炎及び「グアニデ ィ

ン」,「カル シューム」の作用 を引用 し)急 激 なる

「ラビ リン トヒ ドロッブス」を來 し,斯 かる變化を

來 した るもので あると説明 され,尚 ほ 又近頃 「ア

ル ヒーフ」に,ラ ンゲ教授が檢索 された15例 の先

天性聾唖の耳の内,發 育不全に依 ると認む可きは

2例 しか無かつた と書いて居 られ るのを引用 して,

眞の先天性聾唖 と云ふ ものは殆 ど無 いで あら う.

所謂先天性聾唖 とされて る ものは 大部分Intra-

partum erworbenで ある との 事,(こ れは近い う

ちに「ミュンヘ ナー.メ ヂチ ーニッシュ.ウオッヘ ン

シュリフ ト」に出る筈です.)而 して先天性聾唖の

遺傳的關係に關 しては以上の所見竝に見解 よりし

て,遺 傳的疾患で ない との意見で,こ れは 現在の

獨逸の状態 より見て,實 に大膽 な意見で,― 遺

傳性聾は斷 種法に依 りて「シュテ リリジー レン」さ

れる1つ に なつて居ます.― これが獨 逸の學會

に どう反響す るか,或 は默 殺 されるかは見物だ と

思 ひます.但 し此研究には精 しい家族歴 も(殊 に

家系等)既往 症 の精 しい點 等缺 けて居 る樣に思 ひ

ま した.

動物實驗 の標本 もかな り澤山出 して見ま した.

生理的現象 と對照研究 された標 本には,一 々其の

「プロ トコール」がついて居 り,仲 々よく整理 され

てあるには實に感心 しま した.此 所で 死後變 化に

關 する概念を得,鳥,魚 類等の内耳の標 本を見 る

機會を得 ました事,又 電氣,其 の後の例の 「トー

ヌス レーレ」の標本(こ れは 實に莫 大なもので と

て も全部は見 られ ません)の 一部を見ま したが,

「トーヌス レー レ」に就 ては あれだけの結論を この

標本から出 し得 るか ど5か(唯 組織標本の所見だ

けで あれだ けの結論を して好いか どうか)疑 問 を

抱かざるを得 ませんで した.(少 くとも電氣の實

驗だけで見 ても若 し「トーヌスレー レ」が正 しけれ
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ば,電 流閉開 の前後に於て所見が正反對で ある筈

です.所 が其の樣な 事實はあ りませ ん)其 の後

色 々な ものを見せ て貰ひ,ウ イッ トマー ク教授の

見解には色 々と考へ直 さなければならない ものが

有 る樣には思ひま したものの,其 の標本の莫大な

る量 と,立派 な 事には實に感心 しま した.― こ

れを全 く囚はれない自由な立場から も1度 見直せ

たら又大きな問題 もある樣に思つた りしま した.

私の「ノー ト」には もつ と色 々な見 ら し學び もした

所を書 き止めて居 りますが餘 り長 くな ります から

この位に致 します.

臨牀 の方 も始めは注 意 して見ま したが,こ れは

餘 り見 る可き ものが無い樣に思 ひま したので,こ

の教室の特徴たる研究室だけを主に見ま した.標

本製作の技術等 流石に參考になる點 が あ りま し

た.人 間の標本は實に立派ですが,「 ヘマ トキシ

リンエオ ジ ン」染色だけやつ てるのには感心 しま

せん.又 動物の標 本は,我 教量の神田君の方が上

手です.技 術員の 「フロイライン」エンゲルと「フ

ロイライン」フオ ン.デアベ ーテが色 々と標本製 作

の苦心 を話 して,『 大事な標本に限 りうま く出來

な くつ て困 る事がある』 と話 しま した.私 はハ ン

ブル クでは書 も研究室 で技術 員 と30「ペニヒ」 の

病院の食事を食べ て居 りま したが,食 後に色々な

話を します.標 本製作に就 きま しては仲 々自信を

もつて居 るこの2人 の老孃 も我教室の田中政治 君

の蝸牛殼導水管の標本の話だの,中 村博郷君の脂

肪染色 の話だの します と,と ても感心 して.ウ イッ

トマーク教授の 「ビブ リオテ ーク」から別刷(中 村

君,田 中君の)を 出 して來 て附圖を見せ ます と,

殊 に凍結切片であんな立派 な標 本の出來る事を驚

いて居 りま した.

ウィッ トマーク教授は私が 考へて居た よりも年

とつ て見え,少 し元 氣が無い樣です.獨 逸の學界

とは どう もよくないら しい樣に聞 きま した.元 來

少 し人嫌ひな方ら しく,誕 生日 には友 人 とか教室

員を招 く等 と云ふ事 も無 く.毎 年 「族行」だ さ う

です.「 フロイラィ ン」エ ンゲ ルが畫食 の時に,

何 年か前の誕生 日(1月17日)に デ ンケル教授 と

シュ トイエ ル教授が訪問 された所,女 中 が出て來

て,例 に よつ て 『旅行中です』 と云つたので すが,

2人 共どん どん入つ て行つたので ウイット マ ーク

教授閉口 された と云ふ 事を口 面白 く話 して聞 かせ

ま した.教 授の學説に餘 り假説や獨 自の見解 竝に

用 語が多いので,準 備の無 い助手諸君には,先 生

の語が了解 出來ず,「 オーベ ルア ルッ ト」をやつ

て るロリン講師に も時には分らない事が あるらし

く,從 つて教室 で も好 きな研究上の話 なす る相手

も無 く,ウ イッ トマー ク教授 は淋 しい のだ と老孃

達話 して居ま した.

ウイットマー ク教授は 朝8時 に(冬 のハ ンブル ク

は まだかな り暗いです)教 室に見え,廻 診 を濟ま

せて9時半 に外來に見 え,1週間 に3囘 は講 義を

され,他 の日は外來の重要な患 者を診察(主 とし

て難聽 患者)し,そ れから手術 をされた り,そ れ

がなければ研究室 の方の 自分 の室で顯微 鏡を見て

居 られます.そ して12時半 頃 には歸宅 されます.

1月17日 食事に來い と招かれ ま した.但 し此 日 は

教授の誕生日 だ さうですが,相 客の 「フロイライ

ン」 エンゲ ルに 『小田に誕生 日だ と云ふ事 を云は

ないでお け』 との事だつた さ うですか ら,私 も知

らない事に して,唯 奥 さんに花 をもつ てヨーンス

ア レー40番 の靜 かな宅に伺 ひま した.粉雪 がちら

ちら して冬枯れの寒い 日で した.今 は冬枯れで荒

れて見 え ますが,夏 は嘸 氣持 が好いだら うと思は

れ る 「サ ンルーム」で奥樣 の御自慢 ら しい仔牛の

「ブ ラーテ ン」 が出ま して 實に美味 しく頂 きま し

た.食 後の「シュパイゼ」に教授があま り砂糖 をか

け て奥 さんか ら叱られて居 られ るので,『 先生は

耳が遠いんですか』 と申 します と,(丁 度其の時,
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「ヒペル トーニッシュ.ラビリ ン ト.デゲ ネラチオン

に高張葡萄糖 を注射す ると好い と云ふ論 文の校正

刷 が出來たばか りの時で したので)す つか り先生

喜こんで しまつて,奥 さんに頻 りに説 明 して居 ら

れ ました.食 後奥さんが自慢 の 「ボル ツェラン」を

見せて下すつた り.寫 眞帳 を見せて 下すつた り,

4時 には辭 ま しま したが,仲 々親切でウイッ トマ

ーク教授 もかう して見る と好いおちい さんだ なと

思ひま した.1月23日 お禮旁 々お別れに伺 ひま

す と,奥 さんから色 々日本の車を聞かれ,先 生は

『又 きつ と來給へ,今度 は流暢に獨逸語 を話すん

だぜ』 と言はれ,私 の下手な獨逸語に閉口 された

のだ らうと歸 り道 で1人 苦笑 しま した.

ハンブル クの町は12月 か ら1月 に か け て居た

わけで,日曜 日には「シュタット.ルン ドファール ト」

をやつた り,「ハー フェン.ルン ドファール ト」をや

った り,高 い「ミハエ リスキルヘ」の塔に登つ て街

を眺め下 した りしま した.歴 史的な味ひの少ない

伯林 と異つて,何 と申しませうか.一 種 の氣分を

持つた街ですね.綺 麗な緑錆 のついた銅葺 の屋根

の「キルヘ」の高い塔 だの,「 アルト シュタット」の

細い「 カナー ル」に沿 つた古い中世期的 な家だの

隨分氣に入つて,日 曜 日には寒い暗 い冬 の午後を

(太陽を見た事は2箇 月間に5,6度 と思 ひます)

古い市街だの,ア ル スターの岸を歩いて見た りし

重 した.1933年 までは共産黨 の巣窟で あつて,赤

旗が何 時も飜つて居た と云ふ,そ して今で も其の

邊 には まだ「ハ イルヒ トラー」をやらない勞 働者が

有る と云ふ きたない舊 市街の小 さい家 も,段 々 と

取 りくず されて新 しい近代的な住宅や事務所 にな

りつつ あります.「 ラー トハ ウス」を見物 しま し

たが成 程「ハ ンザ」同盟の昔 を偲ばせ るものがある

と思ひま した,「 ラー トハ ウス」の銅の屋根,石 の

壁,又 所に よると室内の 「シヤ ンデ リヤ」に も彈

痕 が有 ります.1918年 の革命騒 ぎの名殘 だ さうで

す.ハ ンブルクは令で も「ナチス」に とつ て弱點だ

さうです.「 ラー トハ ウス」の前 には示威の意味で

せう か.武 装SS.の 番兵が立つ て居ます.1月30

日國會での 「ヒ ノトラー」の演説を「ラヂ オ」で聽 い

てる聽集が,「 ラヂオ」の中では拍手喝采 の音 が聞

えて居ますのに何 の感動 も無い樣な顔を して聞 い

たのには異樣な感 じも し,又 これがハン ブル クの

「アルバ イター」か も知れ ない と思ひま した.

日本は今年の冬は暖かかつた さうで すが,獨 逸

は 實に塞 く,10年 目の寒 さの由で す.暗 くつ て(正

午,明 るい研究室 の〓際で も,顯 微鏡 を見 るのに

強擴 大では入工 光線無 しには見えませ ん)毎日 霧

ば か りかかつて居る上に,寒 いのです から實に閉

口 しま した.1月 には零下10度15度 と云ふ 日が

續 き,雪 は粉の樣で,ア ルスターの池は 氷つ て,

「スケー ト」をつけて子 供が どん どん滑 つて居ま し

た.病 院の前の「ゲ レンデ」で も雪が降 る と直 ぐ子

供達が橇 を持 ち出 して滑 ります.時 には仲間入 り

を して遊んでや らうかな と思ふ 事もあ りま した.

電車の硝 子〓の 内働に1mm位 の氷 が張 りま した.

併 し妙な もので12月 には毛の 「シヤ ツ」を着 ま し

たが,1月 になる と,外 套を透 して寒 さが泌み る

樣に思ひなが ら,木 綿の薄い「メリヤス」1枚 で通

せ るか ら妙 に思 ひま した.部 屋 が暖か く風が少い

か らでせ うか.

ハ ンブル クは食物の美味 しい 所だ と思 ひ ま し

た.材 科の關係でせ うか.日 本 料理屋が1軒 有 り

ます.伯 林の日本料 理は砂を 食べ る樣 で す が,

ハンブルク では 一寸日 本へ歸 つた樣 な氣持が致 し

ま した.
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