
その後の「綾」

　1943 年 7 月のグリゴーリエフ逝去の翌月、綾は 2 人
の娘と共に東京へ戻った。娘たちにとっては父親との
華やかな思い出に彩られた大連も、綾にとってはつら
く切ない思い出に満ちた異国の街でしかなかった。戦
局が悪化の一途をたどる中、命からがら東京にたどり
着いた母娘は、新宿の仮住まいに居を構えた。当時の
日本の法律上、家長グリゴーリエフの死後は、すでに
成人していた長女キーラが世帯主となり、母である綾
は次女のニーナと共にキーラの扶養者となった。3 人皆
で懸命に働きながら戦禍を生き延び、1945 年ようやく
終戦を迎えることができた。革命、国と国との攻防、
世界大戦－国際社会の混乱とうねりの中で生まれ育ま
れた家族が、ようやく落ち着きを得ようとした時、世
界のどこに安住の地を求めることができるのだろうか。

　革命によって祖国を追われ、日本でしか生きるすべ
がなかったグリゴーリエフは、置かれた運命に身を委
ねつつも、日本文化を深く理解し、日本国籍も得て、
日本人として家庭を築いたが、最後までロシア人であ
ることを捨てられなかった。そんな父と同様、娘たち
もまた、 “日本人”であることを捨てられなかった。戦後、
ソビエト国籍を取得して “ロシア人” として生きること
を勧められながらも、2 人は日本人であることを貫いた。
のちにそれぞれアメリカ人男性と結婚し、ソビエトで
はなくアメリカへと移住したのも、日本人としての自
意識を捨てられなかったが故の結果であったかもしれ
ない。

　では、綾は？

　綾はいつも、無自覚に、そして無条件に「日本人」だっ
た。夫とリディアの不倫を知って、自分には手の届か
ないロシア的美貌やエキゾチックな文化に強く憧憬す
ることはあっても、それ故に日本人としての自意識が

揺らぐことはなかったはずだ。なぜなら、愛する夫グ
リゴーリエフにとって、自分は、かけがえのない日本
の象徴であったから。のちにロシア系アメリカ人のポー
ル・カルフに惹かれたのは、単に亡き夫の面影を求め
たからだけではなく、ある日突然「リディア」と「死」
によって夫を奪われてしまった綾が、夫に似た人を通
じて、日本人としての自己を確認したかったのかもし
れない。
　しかし、綾と結婚したカルフという男は、とんだく
わせものだった。キーラとニーナにソビエト旅券を取
得させた上、何の目的か、それを自らの手元に保管した。
そのおかげで、姉妹がアメリカへのビザを申請した際
には、F B I の捜査対象となってしまった。アメリカ側
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このたびは 6 月よりスタートした Alacrity 通信 Vol. 1 - 
The Russians の最終号をお届けします。最終号では、本
コンサートの「語り」には無かった、主人公「ミハイル」
の死後、その後の「綾」の人生ついてご紹介します。
お楽しみください。
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キーラ、綾、ニーナ　（東京、1947）

との面接において、キーラは、姉妹はソビエトに住み
たいと思ったことは一度もないこと、自分たちは日本
国籍のみを持つ日本人であることを宣言したという。
結局、既にアメリカで安定した生活を営んでいたグリ
ゴーリエフの弟ペチャ（ピーター）とシューラ、そし
てシューラの夫でありグリゴーリエフの親友でもあっ
たベンツェンの尽力により、キーラとニーナの姉妹は
日本人のままアメリカに渡り、アメリカ国籍を取得す
るに至った。

　カルフとの再婚後サンフランシスコへと渡った綾は、
2 人の娘たちが彼の怪しげな策略に激しく抵抗したこと
が応えたのか、ほどなくして離婚。その後は、娘たち
と共に本格的にアメリカに落ち着き、やがて看護師と
なった孫の一人が営んだテネシー州の介護施設で、大
勢の孫たちに囲まれながら晩年を送った。

　日本からもロシアからも遠く離れた新天地アメリカ
で、綾は幸せだっただろうか。綾自身の言葉が残され
た史料はあまりにも少なくて、それを確かめるすべは
ない。ただ、長女キーラの手記「Two Worlds: East and 
West」には、キーラとニーナ姉妹の子供たちは祖母綾
との幸せな思い出を育むことができたと記されている。
綾や娘たちと同じく、祖国を後にしたディアスポラが
多く生きるアメリカで、綾はきっと孤独ではなかった
と思いたい。ロシアからの亡命者グリゴーリエフに出
会い、懸命に生き延びた綾の生きざまは、大正から昭
和期に目まぐるしく訪れたグローバル化の波を全身で
受け止め、時に翻弄されながらも、国際社会での地位
をもがきながら築いた近代日本の姿そのものだった。
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キーラ手記
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父ニコラが行った野心的英才教育の功罪
　銀行家だったフランクの父親（ニコラ＝ジョゼフ・
フランク）は、幼い頃から弟（ジョゼフ）と共にピア
ノの才能を示し始めた息子たちを、リストのような偉
大なピアニストに育て、富と名声をもたらすことを夢
見て英才教育を始めます。
　1834 年、リエージュ王立音楽院を卒業したフランク
は、同年ベルギー王国のレオポルト 1 世が隣席するコ
ンサートで演奏会デビューを果たし、翌年、一家は夢
を実現するために芸術の都パリへと移住。パリ音楽院
へ入学させるため教授らの個人レッスンを受けさせる
など、音楽院へ入学するための準備に励みました。し
かし、音楽院への入学には解決すべき別な問題があり
ました。それは当時フランスでは、フランス人以外の
入学を認めていなかったために、フランス国籍を取得
する必要があったのです。そこで一家は、ベルギー国
籍からフランス国籍へと帰化取得へと動き、1837 年 10
月、無事帰化が認められたフランクは弟と共にパリ音
楽院への入学を果たします。入学後は、ピアノの個人
レッスンを受けていた教授のピエール・ジメルマンの
下で引き続き学び、同時にエル・ルボルンの下で本格
的に作曲を学び始めました。また、オルガン科の教授
であったフランソワ・ブノワからオルガンの演奏と即

ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
Sonata for Violin and Piano, FWV 8

　1866 年にフランクが作曲した作品。幻想的で情熱的
なこの作品は、ヴァイオリンとピアノのデュオ曲。現代
までに名だたる演奏家らが演奏し、レコーディングし
ている世界的な名曲です。また、チェロやピアノ、フルー
トのソナタに編曲され演奏されるほど演奏家やクラ
シック音楽ファンの人気上位にラインキングされ、バ
イオリニストらのレコーディングにおいても上位にラ
ンキングされる人気作品。

セザール＝オーギュスト＝ジャン＝ギヨーム＝ユベール・
フランク

（1822 年 12 月 10 日 - 1890 年 11 月 8 日）

　1822 年、ベルギー（ネーデルラント連合王国リエー
ジュ）生まれのフランクは、フランスを代表する作曲
家でありオルガニスト。また多くの音楽家を指導した
偉大な教育者でもあります。紀のフランスを代表する
女性作曲家であり、教育者でもあります。

興の指導を受けるようになりますが、これが後に彼が
晩年までオルガニストとして活躍する礎になるのです。
こうして彼らの下で研鑽を積み重ねたフランクは、入
学からわずか 1 年目にしてピアノ演奏で 1 等賞を獲得。
その他の科目でも毎年 1、2、3 等までの優秀な成績を
収め、偉大なピアニストになるべく才能を開花させて
いきました。
　ところが、このように順調だった彼は 1842 年 4 月に
自主退学し、一家はベルギーへと帰郷してしまうので
す。彼が自主退学したのは、父ニコラが原因であった
といわれています。ニコラは、息子 2 人を演奏家とし
て売り出すために、自ら企画したコンサートでバイオ
リンを弟に、フランクにはピアノを演奏させました。
また、彼は作曲家としてはまだ未熟なフランクに作曲
を命じ、コンサートで自作の作品を披露するため演奏
させました。その他にも、兄弟は学問を学ぶ傍らで、
父親の指示により個人的にレッスンを行なうこともあ
りました。これらは一家の収入源となっていたため、
息子たちは父親に従わざるを得ない状況だったことは
言うまでもなく、この時期のつらい心境がフランクの
書簡などからもうかがえます。こうした、息子たちを
利用した野心的で商業的な売り出し方は、パリの音楽
雑誌や批評家の厳しい批判と反感を買います。そして

セザール＝オーギュスト＝ジャン＝ギヨーム＝ユベール・フランク
César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck Music
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年の日曜ミサにはリストが出席するほどでした。彼は
フランクのオルガン作品を高く評価し、その後演奏会
を開催しています。普仏戦争が終わり 1872 年から授業
を再開したパリ音楽院で、恩師であったブノワがオル
ガン科の教授を退官したことから、後任教授に任命さ
れたフランクは作曲家として教育者として、多くの弟
子たちを育てていきました。

フランクを世界的な作曲家として知らしめた “イザイ”
との出会い
　晩年、60 代となったフランクに、作曲家としての成
功を決定付ける運命の出会いが訪れます。ベルギー出
身の若き天才バイオリニスト、ウジェーヌ＝オーギュ
スト・イザイとの出会いです。イザイは、高い技術と
聴衆を魅了する表現からパリではショパンやリストに
その才能を認められるほど、当時もっとも優れたバイ
オリニストでした。またロシアを代表するピアニスト
のルービン・シュタインとツアーを共にするなど、当
時ヨーロッパでは、既に希代のバイオリニストとして
人気を博していました。
　1883 年、そんなイザイがベルギーからパリへと移住
します。音楽協会のメンバーとなったイザイは、フラ
ンクの弟子らと共にフランクとも親交を温めていきま
す。1886 年の夏、60 代にして作曲し完成させた『ヴァ
イオリン・ソナタ』を、フランクはイザイの結婚祝い
に献呈します。彼はこの作品を当初イザイではなく、
共通の友人であったピアニストのハンス・フォン・
ビューローに献呈するはずでしたが、ビューロの勧め
で当時バイオリニストとして人気を博していたイザイ
の結婚祝いに献呈したのでした。イザイは、この作品
を受け取ると、すぐに暗譜し結婚式で愛する妻のため
に演奏しました。その後、この作品を高く評価したイ
ザイは、1886 年 12 月 16 日、ブリュッセルで初演し大
成功を収めたのち、自身の演奏旅行で積極的にこの作
品を演奏しました。また、フランクの弟子たちも作品
を演奏し広めていきました。こうして、フランクの『ヴァ
イオリン・ソナタ』は、瞬く間に大成功を収めたのです。
　この作品は、バイオリンとピアノの甘美で幻想的で、
時に激しく、また浮遊的な旋律と最後を飾るにふさわ
しい輝かしいフィナーレで終わるドラマティックなエ
ンディングが特徴的です。晩年のフランクの高く安定
した完成度を物語り、エンディングはまるでフランク
のこの成功を称えるかのようにも聞こえてきます。こ
の作品とイザイとの出会いにより 60 代にしてようやく
フランスを代表する作曲家としての名声を手にしたフ
ランクは、1885 年 8 月 4 日、フランスのレジオン・ドヌー
ル勲章のシェヴァリエに叙されました。

弟子たちから「父フランク」と呼ばれ愛された晩年
　その後のフランクは、オルガニストとして、作曲家、
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批評家と父親との間に生じた確執などから父親の評判
が悪くなり、次第にパリでは演奏会を開催できなくなっ
てしまいます。やがて収入源を失った一家は、ベルギー
への帰郷を余儀なくされ、フランクは音楽院を父親の
命令で退学することになったのでした。
　こうしてベルギーに戻った一家でしたが、そこでも
収入源となるような演奏会を開くことは困難なことで
した。そして 2 年後、1844 年にフランクは再びパリへ
戻り、パリ音楽院へと復学します。復学後のフランク
の活動は、リストやショパンにも才能を注目されたピ
アニストとしての華やかだった頃とは異なり、まるで
日の当たる場所から闇の中へと導かれたかのような、
ピアノ教師、作曲家としての謙虚でつつましいもので
した。しかし、彼にとってそれは、以前のように父親
の夢を生きるのではなく、自らが決めた人生を生きる
ことでもありました。フランクのこの決断は父親も認
めざるを得なかったようです。一方でこの頃、フラン
クは自身も認める初めての作品『ピアノ三重奏曲集』
を完成し発表。後にリストがこの作品を評価し演奏し
ています。その後もフランクは、幾つかの作品を発表
しますが、成功を収めることはなく、公の場から身を
引き、教師また伴走者として日の当たらない生活を送っ
ていました。

フェリシテとの結婚と父ニコラとの決別
　1846 年、フランクにとって人生の転機となる出会い
と別れが訪れます。同年 7 月、ピアノを教えていた恋
人ウジェニー＝フェリシテ＝カロリーヌ・セイヨとの
結婚を父親が認めなかったことから、フランクは実家
を出て父親と決別します。父親が結婚を認めなかった
のは、彼女の両親がコメディ・フランセーズ会社の一
員だったことが理由でした。しかし、フランクにとっ
て彼女の家族は、銀行家であった厳格な父親とは違い、
暖かく心安らぐ場所でした。この頃から彼は、作品や
書類には「César Franck」または「C. Franck」と署名
するようになり、父親との完全なる決別を世間に知ら
しめます。そして、1847 年に 25 歳となったフランクは、
2 月革命が勃発した 1848 年 2 月、フェリシテとついに
結婚し新たな人生を歩み始めます。この時、結婚式に
は彼の両親も出席し和解しています。
　結婚の前年にノートル＝ダム＝ド＝ロレット教会が
フランクの教区教会となったことから、彼は教会のオ
ルガニスト補佐となり、これを契機として次々とより
重要で影響力の高いオルガニストの職を歴任していき
ました。これは、かつてピアニストとしての才能を期
待され華やかに活躍した音楽院時代とは違いましたが、
オルガニストとして安定した収入を得ることになりま
した。その後、1858 年 1 月にサント＝クロチルド教会
の正オルガニストに就任したフランクは、オルガン曲
や声楽曲を作曲しオルガン演奏会を開催し活躍、1866
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そして教育者として謙虚で勤勉に活動し以前にも増し
て多忙を極めていきました。1890 年 7 月、彼が乗車し
ていた辻馬車が馬引きの列車と衝突。この事故で頭に
損傷を受けた彼は一時意識を喪失します。一説にはこ
の事故が後の死亡の原因と言われていますが、事故直
後に後遺症が見られなかったことから、多忙を極めて
いたフランクが、休暇を取って体を癒すこともできな
かったことで、次第に歩行が苦痛になり、やがて演奏
会やリハーサルを休むことを余儀なくされ、音楽院で
の講義も断念せざるを得ないようになったのかもしれ
ません。そして、最後には作曲も困難となり、10 月半
ばに風邪をひきこじらせ胸膜炎にかかり、急速に病状
が悪化。1890 年 11 月 8 日、68 歳の生涯に幕を下ろす
のです。フランクの亡骸は今、パリのモンパルナス墓
地に眠っています。
　友人たちから「これ以上ないほど謙遜し、気取りなく、
尊敬の情にあふれ勤勉だった」と評されたフランク。
弟子たちからは、その子弟間の固い絆と尊敬と愛情か
ら「ペール・フランク Père Franck」すなわち「父フラ
ンク」と呼ばれた彼は、まさにフランスを代表する偉
大な作曲家であり、また教育者でもありました。

オルガンを演奏するフランク（サント・クロチルド教会）



【お問合せ先】
お問合わせフォーム : https://alacrity.jp/contact/
E-mail: music@alacrity.jp

～ ご購読いただいた皆さまへ ～

このたび最終号となりましたが、皆さまには、今後も様々なコンサートに
足をお運びいただきたいと切に願います。また、ご家庭でもクラシック音
楽を聴きながら、これまでにご紹介した作曲家や本物語、戦前戦後の激動
の時代を逞しく生きた人々を思い出していただければと思います。

最後までご購読いただき、ありがとうございました。歴史研究家をは
じめ編集部スタッフ 一同、心よりお礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集部より

サラリーマンと専業主婦
　働き方やライフスタイルが大きく変わった大正時代。「サ
ラリーマン」という言葉が誕生したのもこの時代でした。

「サラリーマン」とはよく言ったもので、会社に勤務して
毎月の給料＝サラリーを得るという階層です。もちろん和
製英語。英語で言えば salaried worker、あるいは office 
worker となります。
　明治時代は、月給制の職業といえば高級官吏や教師など
の官員か、経営者や銀行マンなどの実業家でしたが、第 1
次世界大戦の好景気に沸いた大正バブルの頃になると、産
業構造が大きく変化したことで頭脳労働の事務職の需要が
増え、「サラリーマン」は一気に人気職業となります。彼
らは大学出のエリート。華族や大金持ちの上流階級でもな
ければ無産階級（プロレタリアート）でもない中間層とい
うことで、中産階級とか中流階級と呼ばれました。
　質素で真面目で紳士的、会社や上司の言うことをよく聞
くというのが模範的なサラリーマン。大きな失敗さえしな
ければ自動的に昇進・昇給していくという仕組みです。家
族総出で生計を立てている自営業の人たちからすると、安
定した俸給に加えてボーナスも出る、毎日決まった時間勤
務し、休日は家族と映画や買い物など自由な時間を楽しめ
るとくれば、なんともうらやましい身分です。
　しかし実態はといえば、会社や事業の規模が大きくなる
につれて増えた安月給のサラリーマンたちは、わずかのサ
ラリーでいかに暮らすかに知恵を絞り、会社に行けば理不
尽な思いを我慢してと、決して楽なものではなかったよう
です。好景気時代の後は戦後恐慌、関東大震災、昭和の金
融恐慌と日本経済が悪化する中で、就職難やリストラの恐
怖と、サラリーマンも受難の時代を迎えます。昭和 3 年、
恐慌の真っただ中に公開された小津安二郎監督映画『大学
は出たけれど』はまさに象徴的で、大学卒の約 3 割しか就
職できない時代でした。
　ともあれ、サラリーマンの登場によって “サラリーマン
家庭” という新しい形態が生まれたことは、共に家庭を営
む妻の在り方にも変化をもたらしました。ほとんどが都市
部に移ってきた核家族です。家計を助けるために職業を持
つ主婦は職業婦人と呼ばれました。一方、職業を持たない
専業主婦は、夫が毎月運んでくる決まったサラリーの中で
家計をやり繰りし、一家団欒、楽しい我が家を築くことが
課せられた使命です。継がせる家業がないので、子どもが
将来より良い給料のサラリーマンやその妻になれるように
学歴を付けさせようと、寝に帰るだけの夫に代わって大奮
闘。子どもを教育するためにまず主婦も学ぶ必要があると
いうことで、たくさんの主婦向け情報誌が刊行されます。

現在でも発刊され続けている『婦人之友』や『主婦之友』
もその一つでした。
　『婦人之友』は自由学園を創設した羽仁吉一・もと子夫
妻が刊行したもので、料理や育児、家事などの実践的知識
を紹介し、近代的新家庭の実現に向け家庭生活の改良を具
体的に啓蒙するものでした。愛読者は中産階級の中でも
ちょっと上位の階層だったようです。一方、『主婦之友』
は主婦の実体験の懸賞文の募集などを盛り込んだ、大衆の
生活に根差した大衆参加型です。
　とまあ、こんなふうに夫も妻も理想の将来を描き、必死
に頑張っていた時代。ラッシュアワーの電車にもまれなが
ら一生懸命給料を運ぶサラリーマンの夫。家庭の運営から
子どもの教育までを一手に担う妻。そんなサラリーマン階
層の登場は日本の社会を大きく変えました。
　時は流れ、リモートワークにテレワーク、フリーランス
にノマドワーカー、クラウドソーシング、そしてジェンダー
レスにセクハラ、パワハラ等々、私たちが生きている社会
で飛び交っている言葉に耳を澄ますと、今またとても大き
な変化の波が来ていることを実感します。
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カフェでお茶を楽しむ
エリートサラリーマン婦人

エリートサラリーマン


