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序文

訳者のことば
翻訳者：

朝山宗路

この翻訳を始めて、かれこれ８年近くになる。原著者のステファネリ師から薦められて
着手したのが切っ掛けであった。しかし、片やフルタイムの仕事をかかえながら、余暇を
使っての仕事であったため、予想したよりも長い月日を要してしまった。その間、このよ
うな仕事をしても、所詮、戸棚の埃をつくるに過ぎないのではないかとの思いに駆られ、
幾度、止めようと思ったか知れない。しかし、その度に、心のすみで、
「がんばれ、がん
ばれ」と励ましてくれる声を聞き、とうとう、今日に至ってしまった。もし誰かがこの本
を読んで、この本の主人公と同じように、大きな使徒的精神に燃えてくれるならば、それ
に勝る喜びはない。
正直に言って、この本は、決して、読みやすい本ではない。アデルの手紙を中心に、種々
の文献を繋ぎあわせたようなもので、小説のようにすらすら読めるものではない。ただ、
この本の有難いことは、ちょうどジグゾー・パズルの断片を一つの絵に繋ぎあわせるよう
に、そのものとしては余りわしたちに語り掛けてくれない種々の文献を、アデルの生きた
時代背景に合わせて、うまく一つの絵に纏め上げてくれている、ということである。膨大
なアデルの手紙を読んでも、ただそれだけを読んでいたのでは退屈するばかりである。そ
れは、その手紙が書かれた時代背景と、その手紙の相手と事件・事物の繋がりが分からな
いからである。
文中にある括弧内の数字は、その個所に書かれていることがらの情報源（文献）の所在
を示している。もし、原初にもどって研究したいと思われる方は、英文の巻末にあるリス
トに照らし合わせていただきたい。資料の出所が分かるはずである。翻訳書では、この資
料編を省略した。ただ、文中の数字の中で、数字と数字の間に N の文字の入った個所 (例
えば、 (131N151) のように記された個所) に関しては、これを翻訳し、巻末に「特別ノー
ト」として付加しておいた。読書中、この注釈にも目を通されることをお勧めする。これ
によって、その個所の背景がよりよく理解できると思う。
もう一つ、おことわりしておきたいことは、文中のフランス語の固有名詞に関する表記
と発音についてである。まず、フランス語のアクサンを付けることが出来なかったこと、
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そして、発音の正誤を検証する暇がなかったことの二点である。訳者の至らなさと思い、
お許しいただきたい。
ただ、このような不完全な翻訳書ではあるが、あえて時間をかけて纏めたのは、この本
は読者にかなり正確なアデルの人間像を伝えてくれるものであるからだ。
アデルは、女子マリア会の創立者であると同時に、男子マリア会の創立者でもある。し
かし、残念なことに、かの女はしばしば誤解されている。私自身、この本を読むまでは、
かの女にたいして、かなり大きな偏見をもっていた。恥ずかしいことではあるが、それま
でのわたしのアデル観は、勝ち気で、神経質で、虚栄心の強い、貴族の娘さんで、たまた
まシャミナード神父と出会ったために、修道会を創立したに過ぎないという、きわめて浅
薄なものであった。しかし、この本を読めば、年若く、か弱なおとめアデルの中に、エネ
ルギーに燃えた使徒としての大きな姿が潜んでいることに気づかれると思う。どうか、偏
見を抜きにして、読んでいただきたい。きっと、読者の皆様も、もう一つのアデルの姿を
再発見していただけると思う。

(1997 年 1 月 10 日、アデルの命日、横浜にて)

著者まえがき

著者：

ジョゼフ・ステファネリ

アデル・ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオンの伝記を書くために、最初に資料集めを始
めたのはメール・サンバンサン であった。それはアデルの死の直後のことである。メー
ル・サンバンサンはアデルの補佐役を勤めた人であり、のちにアデルの後を継いで総長に
なった人物である。
アデルが死亡したのは 1828 年 1 月 10 日であった。しかし、すでにその二日後には、二
人の人物がアデルの伝記を執筆すべくメール・サンバンサンに申し出ている (1)。ギヨー
ム・ジョゼフ・シャミナード神父も、アデルの死後ただちに修道女やアデルの家族に資料
の提供を依頼した (2)。
９月に行われた男子マリア会の評議会では (3)、執筆可能な４名の候補者の中から 1 名
の執筆者を選定すべく協議しており、この４名の中にはアデルのいとこカロリン・ドゥ・
バッツも含まれていた (4N1)。
それから２年の後、すでにシャミナード神父は編集資料をラコスト氏 (Lacoste) に手渡
すばかりになっていた (5N2)。しかし、おそらく 1830 年の革命に続く混乱のためであろ
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うか、それとも当時シャミナード神父自身が直面していた諸問題のためであったのかもし
れない。それ以上の進展はみられなかった。
それから数年後のことと思われる。メール・サンバンサンはかなりの量におよぶ資料を
某司祭に委託している (この司祭の素性は明かでない)。この司祭は創立者の伝記の執筆
に同意していた。しかし、突然の死がかれを襲い、その相続人は経理に関する書類を残し
て、かれが残した他のすべての書類を焼却してしまった。かくしてメール・サンバンサン
の手記は、その複写を修道院に保管されることもなく、灰燼に帰したのである (6)。

1847 年から 1857 年の間に (7)、メール・マリ・ジョゼフは「マリアのむすめの修道会の創
立者であり初代総長であるマドモアゼル・アデル・ドゥ・トランケレオンの伝記に資する
ためのメモアール」(Mémoires pour servir à la vie de mademoiselle Adèle de Trenquelléon

fondatrice et première supérieure de l’Institut des Filles de Marie) と題する文献を書き起
こした。このメール・マリ・ジョゼフはアデルのいとこにあたり、女子マリア会の総長の
補佐役をつとめた。また 1856 年以降は総長の職についている。
このメモアールは、メール・マリ・ジョゼフ自身が書き残した回顧録と種々の口伝なら
びに多数の人びとから提供された手記などを集録したものである。しかし、それは歴史書
でもなければ伝記でもなく、厳密な意味での年代記でもなかった。しかしながら、この忘
備録やノート類こそは、現在わたくしたちに残されたアデルにかんする多くの出来事を書
きとどめた集大成であり、アデルの手紙とともにアデルに関する第一の情報源となって
いる。
これらのメモアール (8) と、いくつかの手紙の抜粋を土台にして、ベネディクト会の
ジャン・プラディエが「レヴェランド・メール・ドゥ・トランケレオンの生涯」(Vie de

la révérende Mère de Trenquelléon ) を著した。これはマリー・ジョゼフによって発注さ
れたもので 1861 年に出版されている (9)。

1921 年、マリア会員アンリ・ルッソーは、同じくマリア会員シャルル・クロッブが集
録した膨大な手書きの資料をもとにして、「アデル・ドゥ・トランケレオン」(Adèle de

Trenquelléon) を出版した。クロッブ師が 35 章にわたって集録した資料に、ルッソー師は
自分で行ったアデルの家族とその環境についての調査結果を付け加えている (10)。
これらの他に、アデルの列福・列聖運動が開始された 1946 年から最終的にローマに提
示された 1967 年までの間に (11)、膨大な調査が行われた。マリア会員ジョゼフ・ヴェリ
エは、それまでに集められていたあらゆる資料に加えて、更にそれ以降に集めた資料を
添えて、
「運動申し立てと諸徳の提起に関する論拠」(Positio super introductione causæ et

virtutibus) と題する膨大な文書を著した (12)。
アデルの伝記をその全生涯にわたって英語で書き表した書物としては、本書が最初のも
のである。独創的なものであると主張するつもりはない。すでにフランス語で書き残さ
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れた数多くのデータの幾分かを英語で著そうと試みたに過ぎない。
本書を書くにあたって、上記の諸資料とその他数多くの小論文や研究論文を参考に使わ
せてもらった。こころから謝意を表したい。今後、特定の観点からみたアデルの生涯やそ
の人となりについて数多くの研究や分析がなされることを期待する。
アデルの手紙 (13N3) とアデルが書き残した文書類が (14) ほとんど残存しないことは、
きわめて遺憾なことである。原初の情報が存在しないということは、著者にとって（また
読者にとっても）
、アデルの生涯に登場する人物の素性とか、出来事のタイミング、状況
のなりゆきなどについて多くの疑問を残し、これに満足な答を見いだすことができないこ
とを意味している。しかしながら、いま私どもの手元に残されたメモアールや手紙には、
アデルの姿を浮き彫りにして余りあるものがあり、アデルのダイナミックでしかも聖なる
生涯と、人のこころを引き付ける人物像をわたくしたちに教えてくれている。
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第 1 章 1808 年 6 月
トランケレオン アデル 19 才の誕生日

つい今しがたまで忙しく働かせていた刺繍の手を休め、満足げにマダム・パシャンに微
笑みかけたアデルは、友だちにあうために身づくろいを始めた。
かれらはいつもこの時間にやって来る。パンがまだ暖かく料理が冷めない早朝である。
しかし、毎日来るわけではない。確かにかれらはアデルの友だちであるが、貧しく自分の
手で家計をこなすことのできない人たち、毎日の生計をたてることのできない人たちであ
る。しかし、ことこれに関しては、アデルとても例外ではなかった。いつもかれらの世話
に時間を費やしていたからである。
アデルは母親から多くのことを学んだ。しかし、中でも貧しい人たち、助けを必要とす
る人たち、教育を受けたことのない人たちへの配慮は、アデルがもっとも早期に学んだこ
との一つであった。だから、かれらが来ると、仕事を中断したり、祈りを途中でやめなけ
ればならないことがあっても、アデルは喜んでかれらを迎え入れたのである。アデルはそ
うすることをこころから喜んでいた。
アデルの友人の一人であり、こころを許して旅を共にすることのできたマダム・パシャ
ンも、かれらが来るとアデルを呼ぶことになんの躊躇もなかった。
二人は急いで台所に降りて行った。シャトーの一階から階下の台所に通じる螺旋状の
階段を、アデルは身軽に、こころ晴れやかに降りて行く。その姿の中にアデルのひととな
りが反映されているようだ。
いまでは 19 才のアデル。人好きのする元気なおとめである。背丈はおよそ 150 センチ
をこえる程度であろうか。細身で精気に満ちあふれ、この地方特有の透き通るような黒い
瞳をしている。子供の頃はふくれ面をしていたのかも知れない。少しすぼめた口元は、い
までは若い大人としての満ち足りたこころをあらわしているかに見える。
子供の頃のアデルは必要以上に短気を起こしたものである。しかし、それも今ではすっ
かり過去のことになってしまった。もの静かで、親切で、思慮深いアデルは、以前よりも
ずっと自分を抑えることができるようになっている。
それでも、いまだに性急なアデルは、考えや言葉や行動を抑えることに苦労することが
多い。6 年前のことである。母親のすすめと自分からのたっての望みによって、弟の家庭
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教師をしていたデュクルノ氏に生活の規則を書いてもらった（当時アデルは 13 才であっ
た）
。その時、氏はアデルのあふれんばかりの活発さを和らげるように勧めたものだった。
それ以来、アデルはこの点に特に力を注いできたが、その激しい性格を統御する努力は
こののちも長く続けねばならないの。そして、その努力は死の最後の瞬間まで続けられる
のだ。
たしかにアデルの陽気さは、後日悔やむことになるような言動を誘発する原因となって
いた。しかしその反面、アデルをそれ程までに人好きのする人物にしていたのも、この陽
気さあってのことだった。人びとはアデルといっしょに居ることを喜び、アデルにこころ
を引き付けられていたのである。いつも気さくで、こだわりのないアデルは、社会的にも
経済的にも異なる階級の垣根を超えて、周囲の人びととつき合うことができた。
二人が降りて行った台所は地下にある。階段を降りて台所を斜めに横切るとドアがあ
り、そこを開けると戸外に通じる階段があった。この扉はシャトーを正面に見て、建物の
右側についている。施しを受けようとしてやって来る貧しい人たちは、ここでアデルを
待っていた。
男の人もいる。しかし大半は女性である。ある人は小さな子供の手をつなぎ、ある人は
赤ん坊を胸に抱いていた。この人たちはシャトーの正門からちょうど一マイルほど下った
ところにあるフガロール村の人たちだった。中にはシャトーの近辺から来ている人たちも
いた。またその他に、広いバッツ家の領地内に住む人たちもいた。領地内に住む人たちは
それほど貧乏ではなく、アデルにとっては顔見知りの人たちである。アデルの父親ドゥ・
バッツ・ドゥ・トランケレオン男爵は、ドゥ・バッツ家の分家トランケレオンの長子であ
り、この領土を支配するトランケレオン城の領主なのである。
領地内に住む人でアデルが顔を見知らぬ者はほとんどいなかった。それと云うのも、ア
デルは領地内の労働者やその家族の生活を助けるために、母親に連れだって、定期的に見
舞っていたからである。この人たちがシャトーを訪れるのは、なにか緊急な用事がある時
とか、家庭の祝い事や、何か特別のできごとのために特に準備されたご馳走を受け取りに
来るときなどである。
アデルは、集まって来るこれらすべての人たちに何か少しずつ与えながら、挨拶や思い
やりの言葉をかけた。家に残してきた家族たちの安否を尋ねたり、かれらの健康や子供た
ちの宗教教育について尋ねたりもした。また、苦しんでいる人たちには希望と励ましの言
葉をかけた。
施しを受けた後もまだしばらく帰ろうとしない人たちには、言葉少なに宗教の話を聞か
せたり、公教要理を教えてやった。また、かれらのこころを啓発するような聖人物語を聞
かせることもあった。
物質的な人助けは大切なことである。経済的に困窮している時代には、ことさらにそう
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である。しかしここに来る人たちは、だれしも、アデルが単にそれだけを配慮しようとし
ているのではないことを知っていた。アデルは、自分が知り、愛している神を、かれらに
も知らせ、愛させようとしていたのである。
アデルが憶えているかぎり、貧しい人たちはすでに久しい以前からここを訪れていた。
それは追放時代以前からのことである。
アデルの生まれたその年は、だれの記憶にも残る厳しい冬に見舞われ、恐るべき飢饉を
引き起こした (1)。あちこちで一揆が起こり、田舎では追いはぎや強盗が横行した (2)。
アデルがまだ 6 才か 7 才の頃、すでにアデルの母親は、この幼いアデルに種々の慈善事
業を手伝わせ、人びとに愛と思いやりの手を差し伸べることの大切さを教えていた。恵ま
れた人が恵まれない人を助けるのは当然の義務である。母親はこのことをアデルのこころ
に深く刻みつけたのである。
すべての人は神の愛によって救われた神の子である。だから、すべての人はキリストの
慈愛を継承し、キリストのこの世における癒しのみ業を続けねばならない。母親はアデル
に、絶えずこう言い聞かせていたのである。
幼い頃のアデルには、なぜ世の中がそれほどまでに困窮し、多くの人びとが飢えと寒さ
に苦しみ、互いに憎しみ合っているのかを理解することはできなかった。しかし、成長し
た今ともなれば、まだ完全とはいわないまでも、少なくとも自分が生まれたその年に端を
発したフランス革命がなぜ起きたのかを、幾分かでも理解することができたはずである。
革命はアデルとその家族の生活に劇的な変化をもたらした。そして、その結果はアデル
の世界にも及んだ（父親の友人は「悪結果をもたらした」と述べている）
。
ナポレオンは、今ではフランスのみならず、ヨ−ロッパのほとんど全域を掌握する皇帝
となっている。しかし、アデルの世界はパリでもなければナポレオンの世界でもなかっ
た。ましてや教会の高度な政策の世界でもなければ、教皇とナポレオンのいがみ合いの世
界でもなく、ガリア主義者と教皇権至上主義者 (ウルトラモンテイン) の争い、地方政治
とその論争の世界でもなかった。
アデルがこれらのことを知らなかったわけではない。父親や、父親を尋ねてくる訪問客
が、しばしばそのような事を話し合っていたからである。父親の親友ディシェ氏は、その
ような訪問客の一人であった。
氏は、県 (デパルトマン) の首都アジャン市の出身で (3N4) 刑事法廷の高官を勤めてい
たために、地方政治の実態に明るかった。氏はすでに革命以前からトランケレオンの人た
ちとつき合っており、今ではしばしばここを訪ねて来る。
しかし、アデルの家族は追放された国王に従軍した名誉ある家系に属し、熱心な王制派
であったため、政治に関与することは避けていた。追放の地から帰国したのちの男爵は、
領地と財産の再建に専念した。大革命とその余波によって大きな打撃を受けていたからで
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ある。
アデルの弟シャルルが勉学のためにパリにのぼったのも、ほんの最近の出来事である。
弟から送られてくる手紙や、パリに弟を訪問する父親の話から、家族たちはある程度まで
社会の動きを知ることができた。
敬虔で熱心なカトリック信徒であった年若いおとめアデルは、当時のフランスの教会に
影響をおよぼしていたさまざまな神学や霊生の風潮からまったく免れていたわけではな
い。事実、アデルは告白の秘跡と聖体の秘跡について、小教区の主任司祭がとる厳格主義
と、霊的指導者がとる均衡のとれた立場との間で、苦慮することが一度ならずあった。
すでに子供の頃から、追放の地スペインにあって、アデルはこのような考えの相違に遭
遇し、こころを痛めたことがある。キリスト者としての生活を実践しようとするアデルに
とって、こうした不便さを幾度か経験しながらも、アデルのこころに養われつつあった深
い信仰心と神の愛にたいする信頼は、かの女に内的な平安を与え、霊的生活の確かな円熟
さを育て上げていった。しかし、それから数カ月して、このアデルの霊的円熟さは試練を
受けることになる。
ところで、そのような世の中の動きはさて置いて、いましばらくの間、アデルの世界は
フランス南西部の田園生活の中に置かれていた。

6 月 10 日。アデルは第 19 回目の誕生日と授洗の記念日を迎えた。わずか 19 才とは云
え、アデルの存在は、すでにこの田園生活の中で欠かすことのできないものに育っていた。
地理的にも経済的にも、また、社会的にも宗教的にも、アデルの世界の中心は 25 部屋
をもつ、美しく印象的なシャトーの中にあった (4)。このシャトーは 1771 年、アデルの祖
父によって建てられた。その年代は、アデルが貧しい人たちに会う場所の上にある二階の
冠石に刻まれている。それはちょうど祖父が死ぬ 8 年前で、アデルの誕生から数えて 18
年前にあたる。
当時建築されていた大きな家のほとんどがそうであったように、このシャトーも木造で
はなく石造であった (5)。石は山から切り出され、形を整えられて、ぴったりと重なり合
うように注意深く積み重ねられている。こうして出来上がった建造物は、石が掘り出され
た元の岸壁と同じように堅牢なものとなっている。
シャトーのほど近くにある小さな教会堂の傍らには、祖先が眠る墓地がある (6)。中で
もアデルがよく知っている父方の祖母と大伯父は、ここに葬られていた。
北に面して建てられたこのシャトーの一階は、地上より 2.5 メ−トルほど高くなってい
る。戸外から室内に入るためには湾曲した二重石の階段を昇らなければならない。その
階段は中央建物の前面をはしる小石を敷き詰めたテラスに通じている。建物の幅は、中央
の建物とその両袖を合わせると、およそ 40 メートルにおよぶ。
中央部の建物は一階建で、その内部は伝統的なサロンで占められている。このサロン
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は幅約 9 メートル、奥行きはシャトーの奥行きと同じである。従って、正面玄関から入る
と、そのまま裏庭まで通り抜けることができる (7)。サロンの両側には、いくつかのドア
があり、隣接した部屋に通じている。右側の一番奥のドアを開けると、そこには家庭用の
小聖堂があった。アデルが母親と祈りをささげたのはこの聖堂であり、宿泊客の司祭がい
るときなど、家族が召使たちと一緒にミサにあずかったのもこの聖堂であった。
この小さな聖堂には祭壇の他にいくつかの聖像が安置されており、数台のひざまずき台
が置いてあった。光は後ろの壁の窓から差し込んでくる。この窓は庭に面していた。
中央建物の両袖は伝統的な建築様式にのっとり、二階建てになっている (8)。その屋根は
ルイ 14 世の建築家の名にちなんで付けられた (10) 二重勾配のマンサード方式である (9)。
この両袖の建物には家族部屋や客間があり、寝室、化粧室、食堂、図書室などがあった。
召使の部屋や仕事部屋、リネン置場や納戸もここにあった。
部屋の中は冬は寒く、がらんとしていて、なごむことがなかった。暖炉に火があるとき
も、暖かさよりは煙を出すことの方がおおかった (11)。壁に掛けられた絵画やタペストリ
（つづれ織りの壁掛け用の絵）は、凍てつく寒さからある程度まで部屋を守る役目を果し
ているが、暖房の主な手段はなんといっても厚着をすることだった。しかし、夏ともなれ
ば、これらの部屋も、天井が高く、心地よく涼しかった。外から吹き込む新鮮なそよ風を
包み込んでくれるからだ。
アデルはこのシャトーの内部をよく知っていた。家族部屋だけでなく召使の部屋も知っ
ていた。なんの躊躇もなく召使たちをその部屋に訪問し、かれらと共に時を過ごしていた
からである。
アデルがもっとも好んで出入りしたのは台所である。そこには牛の半身を串焼きにする
ことができるほどの大きな竈（かまど）が据えられていた。竈の焚き口は、ゆうに 3 メー
トルを超え、大きな丸太を同時に数本くべることができる。焼き串はいくつかのギアと
ロープでうまくコントロールされており、反動を利用しながら 26 分かけてゆっくりと一
回転するようになっている。そのあいだに料理人たちは他の仕事をこなして行く。すでに
竈の前の床石も、調理台の周囲の床石も、たくさんの人に踏み込まれてすりへっていた。
パンを焼いたり肉を焼くコックたち。その料理を手伝うヘルパーたち。かれらの中に
は裸足の者もいれば、靴を履いている者もいた。
台所にどっしりと構えている竈の上には物干し竿があり、洗濯した衣類や予期せぬ雨に
濡れた衣服を乾かすことができるようになっていた。この他にもフックとラックがついて
いて、この大きな台所で使う柄の長い道具を掛けることができるようになっていた。
竈の右側にはオーブンがならんでいる。できあがった料理を暖めておく薪ストーブも一
台ある。よく見受けられるような納戸があり、その中には乾燥果実（これはこの地方の特
産品である）を中心に、野菜、ジャム、塩づけの肉やソーセージなどが貯蔵されている。
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収穫した穀物やぶどう酒などのように広いスペースを必要とするものは、それぞれ別棟
の背の低い建物の中に保管されている。これらの倉庫はシャトーとともに、花や芝生に覆
われた前庭を抱きかかえるように建ち並んでいる。
このシャトーは田園にあり、サン・シルの小教区に属している。アデルが洗礼を受けた
のは、このフガロール村の小さなサン・シル教会堂であった。

1200 人の人口を擁するフガロール (12) は、ガロンヌ川流域の南端にあり、川から約 6.5
キロ離れている。人口 99,000 人の (13) フランス第三の都市ボルドーの港からは、約 100
キロ川上に位置している。
ガロンヌ川流域はフランスの果物の宝庫であり、美味しい果物、とりわけプルーンや、
やわらかい野菜を産出することで有名である。南東から北西に走るこの川の両岸には耕地
が広がり、森林や牧場、葡萄畑や広々とした原野が、シャトーの周囲を取り囲むように散
らばっている。
この流域に点在する小さな町は農産物の交易の場となっており、この地方では手に入ら
ない産品やサービスを供給してくれる。フガロールはそのような町の「典型的」なものの
一つであった。ガロンヌ川を越えた対岸には (人口 3,000 人の町) ポール・セント・マリ
があり、(これもさほど大きくない) 南の町ラバルダックとの中間にフガロールは位置し
ていた。そして、これらの町は、自然の地形に沿って曲がりくねる道路によって互いに結
ばれていた。
ラバルダックは、街道沿いに僅かばかりの家と商店があるだけの小さな町で、数マイル
先から見える教会堂の尖塔は、まるでこの小さな町全体を支配しているようだ。
ガロンヌ川は大きくて美しい。しかし、それはしばしば氾濫し、特に春先になると荒れ
狂う。その源流は中央ピレネの北斜面の高みにあり、その斜面のほとんど全域を潤しなが
ら本流に注ぎ込む。支流、とりわけタルン川とロット川は、フランス南中央部のほとんど
全域を潤している。ボルドーに到着するころには、このガロンヌ川は大河となってジロン
ド川に流れ込み、最終的にはフランスの西岸にあるビスケイ湾に渦巻く水を注ぎ込む。
この辺りには橋がなく、川を渡るには、渡し船を利用するしかなかった。ポール・セン
ト・マリは、そのような数少ない渡し場の一つである (15)。この町は、フガロールから北
方 8 キロの東側に位置しており、人口 12,500 人を擁するアジャンの町 (16) から 25 キロほ
ど離れた川下にある。
アジャンでガロンヌ川に橋を掛けようとする試みは、過去すでに何回か繰り返されてき
た。1154 年、アキテーヌのエレオノールがヘンリー・プランタジュネットに嫁いだとき

(17)、この地方は英国の支配下におかれた。1189 年、獅子王リチャードは、アジャンから
左岸に架橋したが、まもなく荒れ狂う氾濫によって押し流された (18)。それから二世紀の
後、再び架橋が試みられたが、これも 1453 年の大氾濫によって失敗に終わっている (19)。
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1808 年の今、ナポレオンは再び架橋を決意し、工兵隊を送り、アジャンと西岸の小さ
な町ル・パッサージュをつなぐことになった。事実、この土木工事はそれから間もなく開
始され (1811 年）、アデルがディシェ家を訪問する時は、その進捗状況を目の当たりにす
ることができた。
工事はディシェ家から川上に向かって僅か 800 メートルほど離れた所で行われていた。
アデルが他界する直前に完成したこの橋は、全長約 250 メートル。コンクリートと石で造
られた 11 本の頑強なアーチが、激流の中でこの橋を支えていた (20N5)。
ガロンヌ川の小さな支流の一つバイーズ川は、トランケレオン家の領地の中を走ってい
る (21)。曲がりくねったこの川は、ここに来るまでに、アデルがよく知っているいくつか
の町を通って来る。まず最初に (人口 7,100 人の) コンドムを通り (22)、次に (人口 6,300
人の) ネラック (23) を経て、ラバルダックに到着する。それから男爵の領地トランケレオ
ンを通過してコースを北西にとり、ポール・セント・マリの川下約 8 キロのところでガロ
ンヌ川に注ぎ込む。
ほとんど毎年のように起こることだが (24)、ガロンヌ川が増水してバイーズ川の流れを
遮ると、トランケレオン家の台所は水浸しになる。その水かさは、時には 60 センチを超
えることもあった。事実、この流域は非常に平坦で、トランケレオンからガロンヌ川の対
岸にあるポール・セント・マリを眺めると、その町の背後にある丘稜まで見渡せるほどで
ある (25)。
シャトーは流域の高台にあり、バイーズ川が少しくらい氾濫しても、それほど大きな脅
威にはならない。このバイーズ川にはギャループ川が注ぎ込んでいる。そして、このギャ
ループ川はシャトーのほど近くにある自家用の水車を回している (26)。
シャトーとその領地にたいする責任は、当然のことながら男爵の双肩にかかっていた。
近頃では父親が留守をすることは稀であるが、父親が在宅のときは、アデルはことのほか
嬉しかった。アデルの男爵にたいする関係は、母親にたいするものと性質を異にするとは
いえ、同じように美しく満ち足りたものだった。父親もアデルを愛し、常にこころに掛け
ていた。しかし、その軍人としての職業柄、一見他人の目には、そのように見えないこと
もあったようである (27)。
アデルは、男爵の最初の子供であった。アデルが選んだ人生の道は必ずしも男爵の期待
に添うものではなかったし、その生き方に順応するのも決して容易なことではなかった。
しかし、そうは云っても、娘をめで慈しむ父親のこころに変わりはなかった。
一般に貴族の父親がするように、何処かに所用で出かけた時などは、幼いアデルに人形
を買い求め、また、大きくなれば今風のドレスやリネンを持ち帰るなど、どちらかといえ
ば贅沢すぎるみやげものを買い与えたものだった。しかし、いまではそのようなものが必
ずしもアデルの望みにかなうものではなく、アデルがほしがっているものは他にあること
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を知っていた。だからパリやアジャンやボルドーに出かけた時などは、アデルが世話をし
ている貧しい人たちや子供たちに必要なもの、アデルの祈祷所に必要なものを持ち帰るよ
うになった。
シャルルがパリに行ってしまった今では、男爵と男爵夫人の手元には、アデルの他に両
親を失った母方の姪のクララが暮らしている。学校が休みになるとアデルの妹デジレと、
クララの姉エリザが帰省する。数年前にくらべれば随分小さな家族になってしまった。あ
のころは男爵の姉妹たちや弟に加えて、男爵の伯父も一緒に暮らしていた。その上、シャ
ルルとデュクルノ氏も同居していた。しかし今でも、召使やマダム・パシャンを勘定に入
れると、大きな所帯と云えるだろう。
パシャンは革命以前、修道女であった。しかし、反聖職者主義をとる政府によって修道
院は男女の区別なく解散させられ、修道院は国家 (La Nation) によって没収された。居場
所を失ったパシャンは、トランケレオンを避難所として身を寄せたのである (28)。
アデルにとって、パシャンはこころの許せる親友であり、旅に出るときには、しばし
ばかの女を同伴した (29)。年若い貴婦人の一人旅は考えもおよばない時代のことである。
しかし、そのような混乱した時代でありながらも、若い貴婦人たちは、不便な交通機関を
利用しながら、わたしたちが想像する以上に頻繁な旅をしていたようである。
もちろん、当時の貴族たちが公的な交通機関を利用することは稀であった。日曜日ごと
に教会へ行くトランケレオン家の人びとは、自家用の馬車を利用した。教会堂はシャトー
の北方 1 キロ半ばかり離れたところにあり、その尖塔は樹木の上にそびえている。
アデルは、雨の日も、教会の行き帰りは好んで歩くようにしていた (30)。そうすること
によって、歩く以外に方法を持たない若い女性や子供たち、労働者階級の若者たちや農夫
たちと直接交わることができたからである。一緒に歩いている時やミサの後で立ち話をし
ている時など、アデルは上手に話題を霊的なことがらに向け、公教要理の説明などをする
のだった。
社会階級を異にし、しばしば猜疑心を持っていがみ合う者同士でありながらも、いまで
は、町の人びとは、アデルとこころを交わすことができるようになっている。実際、トラ
ンケレオン家の人びとは、だれかれの差別なく、一般の民衆から愛され、信頼されていた。
だから、フランス大革命のときにしばしば起こった一揆や暴動のときに、トランケレオン
家の人びととその財産を護ってくれたのは、フガロールの近辺に住むかれら一般の庶民た
ちであり、農夫や商人や召使たちであった。
もちろんアデルが馬車を利用しなかったわけではない。領地を一巡し、労働者を訪ね、
食物や薬を届け、子供たちに衣類を与え、病人の看護を手伝い、かれらを家族同様に世話
をする母親に同行するときなどは、馬車で回った。
母親は数多くの慈善事業を手掛けていた。しかし、どの程度まで手を広げていたのか
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は、家族さえも知らなかった。ただ分かっているのは、かの女の死に際して手元に残され
ていたのは僅か 5 フランの現金と当時かの女が使用していた衣服のみであったということ
である (31)。
アデルは、また、ほとんど毎年のように母親に同行して、母方の祖母を訪問していた。
それは東へ約 160 キロ行ったのち、少し北へ上ったところにある人口約 6,300 人のフィ
ジャックの町 (32) への旅である。ここへ行くにはビルフランシュを経由して行くのだが、
かなりの長旅である。でも、曲がりくねったロット川沿いに行くならば、更に時間がか
かる。

1808 年、今年もアデルは母親と共にフィジャックに赴いたが、この旅はアデルの生涯
をまったく予期せぬ方向に変えてしまうことになった。
さて、このようにトランケレオンを、数週間あるいは数カ月ものあいだ、留守にすると
きは、川の船便を使ったり、乗合馬車を利用することが多かった。そして、おおやけの交
通機関を使って旅をすることは、とくに子供たちにとっては一つの冒険でもあった。
当時の公的交通機関と云えば (33)、伝統的な乗合馬車のようなものであり、おそらく
当時開発されていたディリジャンス (diligence) とよばれる乗合馬車であったと思われる。
この乗合馬車は (34) 車体が大きく、車内は小部屋に仕切られていて、15 人から 20 人を収
容することができるようになっていた。いずれの小部屋も、程度の差こそあれ、乗り心地
の悪さには変わりはなかった。座席をとるには、15 日から 20 日前に予約しておかなけれ
ばならない。席をとるだけの余裕をもたない貧しい人たちは、荷物と一緒に屋根に乗る。
もっとも、それも場所が空いていればのことであった。
普通、5 頭から 6 頭の馬に曵かれたこの馬車は、平均時速 5、6 キロ程度のスピードで
走った。歩くのとそれほど変わらない速度である。しかも、時にはもっと遅くなることも
あった。一般に、道路の手入れが悪く、田舎道はほんの少しの雨でもぬかるみになったか
らである。
お天気の良いときでも、登り坂になれば、馬の体力を消耗させないために、乗客が車を
降りて歩くことが多かった (35)。車掌であるコンデュクトゥール (conducteur) は、お船
の船長さんのようなものだ。巧みな技術で馬と御者、乗客と荷物を完全に自分の管理のも
とに置いていた (36)。
この他に、もっと高価ではあるがスピードの速い乗り物があった。それは、一人または
二人乗りの駅伝馬車、シェーズ・ドゥ・ポスト (chaise de poste) である。これは一頭曵き
の二輪馬車であった (37)。
昼間シャトーから見おろすと、このような乗合馬車や駅伝馬車が近くの道を行き来する
のが見えたにちがいない。しかし、このような公的交通機関は、歩行者に比べれば、ずっ
と数が少なかった。畑から畑に渡り歩く農夫たち、使い走りをする田舎商人の小間使い、
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週毎に荷車を曵いて市場に出かける農夫の女 (38)、行軍する兵士たち (ナポレオン時代の
戦争はフランスの若者たちの大半を徴兵した)、夏のそぞろ歩きやピクニックを楽しみな
がら近くの野原へ出かける貴族のおとめたち、教区を巡回する神父たち、かれらはみんな
歩いていたのである。
しかし、一般に夜の道路は静まり返っていた (39)。かすめ捕ってきた獲物を抱えて走る
こそ泥や密猟者 (40)。一軒家や無防備な家に侵入する盗賊。そして、もっと悪いことに
は、人の住んでいる家や村の貯蔵庫を荒そうと画策して回る泥棒の群。動くものはかれら
だけであった。後はなに一つ動くものはない。しんと静まり返っている。毎年行われる森
林の間引き (course) で、泥棒や悪党は隠れ家を失い、新しいアジトを探さざるを得ない
状態に追い込まれていた (41) にもかかわらず、このような乱世においては、いつも、ど
こか、人びとの住む周辺に、かれらは徘徊していたのだ (42)。
アデルが旅をした場所と云えば、どちらかといえば近距離の場所であり、アジャンとか
コンドム、ロンピアン、ピュッシュ、エギィヨン、ラガリッグ、サンタヴィなど、いずれ
もトランケレオンを中心にして半径 40 キロメートル内の町々であった。しかし、当時の

40 キロは片道 5、6 時間を意味していた。
これらの（比較的）近い町や、もっと遠く離れた町には、アデルの友人が住んでいた。
この人たちは、アソシアシオン (Association) のメンバーであった。このアソシアシオン
は、またの名をプティット・ソシエテ (小さな会 Petite Société) と云い、今ではアデルの
生活の中で最も重要な位置を占めている。
このグループは、1804 年、アデルを含む三人のメンバーによって始められた。今では
少なくとも 60 人の若い女性が会員となっている。そのメンバーは主にフランスの南西部
に住む貴族や中産階級の人たちで、広範な地域に点在していた。
時折アデルは会員たちを訪問し、会員たちもアデルを訪問した。しかしほとんどの場
合、連絡の手段として手紙が用いられていた。そのため、文通はアデルの生活の重要な日
課となった。普段は祈りを終えた早朝か、シャトーが寝静まった夜更けに手紙を書くこと
にしていた。しかし、アデルの一日は長く、厳しいものであった。朝の 6 時か 7 時に始ま
り、夜の 11 時ごろに終わる。夜の 11 時ともなれば、疲れきったアデルは、手紙を書きな
がら眠りに落ちることもあった。そのようなときは、結局、書きかけた手紙を次の日に持
ち越すことになった (43)。
アデルが書く手紙には、まだ会ったことのない見知らぬ人に宛てたものもあり、また、
親しい友人に宛てたものもあった。親しい友人たちとは、手紙を通して自分の理想や希望
を分かち合っていた。
このような友人の中で、アデルがもっとも親しくしていたのはディシェ家の二人姉妹ア
ガタとジャンヌである。ジャンヌは今ではベロック夫人になっている。この二人にたい
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しては、お互いが訪問していない限り、週に一度は必ず手紙を交わすことにしていた。
この二人は、アデルがこころから敬愛する親しい友人であった。両家の家族は、多くの
点で互いに共通する興味をもっていた。ディシェ家が住んでいるアジャンは、直線距離に
してわずか 24 キロしか離れていなかったが、実際に、そこまで行くとなれば、優に 30 キ
ロを超す道のりであった。アジャンには、ガロンヌ川を渡る橋がなかったからである。
トランケレオンからアジャンに行くには、先ず北にあるポール・セント・マリまで行き、
そこでガロンヌ川を渡って、更に川上に向かって 24 キロ行かなければならない。アメリ・
ドゥ・リサンもアジャンに住んでいた。アメリの家族とは古くから家族ぐるみのお付き合
いをしていた。スペインとポルトガルへ追放されていた間は、二人の友情も途絶えがちで
あったが、ここで二人は再会し、変わらぬ友情を確かめ合うことができたのである。
コンドムではアデルの伯母たちが少女のための寄宿舎学校を経営していた。エリザと
デジレは、この学校に寄宿している。そのほか、アデルの親友ロロット・ドゥ・ラシャペ
ルとコンパニョ家の姉妹たちもコンドムに住んでいた。
後日、アデルはメラニ・フィガロールとも知合いになるが、このメラニは、今は、まだ

12 才でしかない。熱意とエネルギーにあふれたメラニは、やがてアソシアシオンのメン
バーの中でもっとも積極的な人物の一人となる。
メラニの家族はいつも何処かに移動し、一つの場所に定着することはなかった。しか
しメラニは、どこにいても必ず連絡をとることを忘れなかった。また、家族が一時的に落
ち着くと、その落ち着いた先で、アソシアシオンの新しいメンバーを熱心に勧誘するの
だった。
これらの友人の他に、コンドムには、裕福で、活動性に富み、才能豊かな美しいクレマ
ンティン・ヤナッシュが住んでいた。かの女の「回心」とアソシアシオンへの入会は、家
族と知人に衝撃を与えたが、同時に感激的なできごとでもあった。
さらにコンドムにはドゥ・ポミエス家の姉妹ロザリと、もう一人のアデルがいた。この
二人は、このグループの人たちによって募集された最初のメンバーである。
これら全ての人たちと、その他数多くの人たちが、今後のアデルの生涯に大きな位置を
占めることになる。そして、かれらはお互いに異なる人生の道を歩みながら、いずれ変わ
らぬ友情を守り続けることになるのだ。
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第 2 章 1789 年–1793 年
アデルの誕生と両親のこと
フランス大革命の勃発 ルイ 16 世の処刑

1789 年 6 月 17 日、アデルは生まれた。そして、その日に洗礼を受けた。「ご聖体の祝
日」の前日のことである (1N7)。
洗礼式はフガロールにある小さな教会、サン・シルの聖堂で行われた (2)。後年、アデ
ルはこの二重の誕生日を毎年祝うことになるが、そのたびに、数日前からこころの準備を
した (3)。
さて、この日、アデルはアドライド・マリ・シャルロット・ジャンヌ・ジョゼフィー
ヌ (Adélaïde-Marie-Charlotte-Jeanne-Joséphine) と命名された (4)。幼い頃は、アドレイ
ド (Adélaide) の愛称アデル (Adèle) の名で呼ばれていたが (5)、大人になってもその名で
呼び続けられた。親しい人たちは、いつもアデルまたはシェール・アデル（親愛なるアデ
ル）と呼び、かの女自身も修道名をとるまでは、手紙にアデルとのみ署名している (6N8)。
生家は、軍人を職業とする貴族で、裕福な地主階級であった。その家系は、父方も母方
も、数世紀以前にさかのぼる (7)。父親はシャルル・フランソワ・ジョゼフ・マリ・マルタ・
ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン男爵（Baron Charles-François-Joseph-Marie-Marthe

de Batz de Trenquelléon）である。
バッツ家は、ガスコーニュ地方の名門である (8)。この家系で最初に「男爵」の世襲称
号を取得したのは、15 世紀後半の某貴人、レイモンドという人物で、ドゥ・バッツ男爵
と呼ばれていた。それからおよそ 130 年。この地の多くの貴族がそうであったように (9)、
バッツ家もプロテスタントに改宗した。そして、1690 年、父親シャルルの祖先にあたる三
人兄弟が、オレンジ公ウイリアムに従軍してフランスを離れた。この兄弟は、三人とも、
その年の 7 月 11 日、アイルランドのボアンヌでカトリックの勢力と戦い、名誉の戦死を
遂げている (10)。

18 世紀初頭、男爵の直系にあたる祖先がカトリックに改宗した。そしてちょうどその
頃、フランソワ・ドゥ・バッツは、これもプロテスタントから改宗したアンヌ・ドゥ・ト
ランケレオンと結婚した。従って、このフランソワが、バッツ家でトランケレオンを名
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乗った最初の人物であり、アデルにとっては曾祖父に当たる。ガスコーニュ地方特有の建
築スタイルをもつシャトーをトランケレオンの地に建設したのは、その息子、すなわち、
アデルの父方の祖父シャルルであった (11)。
フランソワとシャルルは、この家系にしばしば登場する名前である。アデルの祖父、父
親、弟のいずれもがシャルルを名乗っており、男爵の父方の伯父、すなわち父親シャルル
の兄弟も、シャルルであった (12)。
アデルの祖父シャルルは、普通、夏の間はトランケレオンのシャトーで過ごし、冬には
約 150 キロ南方のネラックにある実家の領地で過ごしていた (13)。かれには三人の兄弟が
あり、そのうちの二人は誉れ高き軍人、もう一人は高位聖職者であった。この司教は、と
りわけ貧者にたいする慈善家として世に知られていた。

1750 年、アデルの祖父シャルルは結婚した。その妻マリ・カタリン・エリザベット・
ドゥ・マリッドは 10 人の子をあげたが、そのうち 4 人は夭折している。しかし、そのよ
うなことは当時としては決してめずらしいことではなかった。残された 6 人の兄弟姉妹の
うち、アデルの父親シャルルは最年長者であり、かれは家督を相続した。あとに続く他の
兄弟や姉妹も、アデルの大家族を形成する上で、大切な構成要員となっている。
シャルルの弟フランソワは、1759 年に生まれた。その姉カタリン・アンヌは 1756 年に
生まれ、妹アンヌ・アンジェリックは 1761 年に、そして、マリ・フランソワーズ・エリ
ザベットは 1764 年に生まれた。一番末のアンヌ・シャルロットは、1769 年の生まれであ
る (14)。
アデルの母親は、マリ・ユルシュール・クロディーヌ・ジョゼフ・ドゥ・ペイロンネン
ク・ドゥ・サン・シャマラン (Marie-Ursule-Claudine-Josephe de Peyronnencq de Saint-

Chamarand) である (15)。この母親の家系は、父方も母方も、共に 13 世紀のフランス国
王聖ルイ 9 世の二人の息子にさかのぼる。アラゴンのイザベルと結婚した長男の大胆王
フィリップ 3 世 (1245-1285) の家系と、ブルボン家のベアトリーチェと結婚した第 6 子の
クレルモン伯爵ロベ−ル (1256-1317) の家系である。
この二つの家系は、過去において、フランス、アラゴン、ルクサンブールを含むヨー
ロッパの多種多様な王家や貴族と血縁関係を結んできた。そして、この家系の分家一族
が、17 世紀、ルーエルグ地方に住み着いた。ルーエルグ地方はフランスの南中央部に位
置しており、後年のアデルにとっては、ゆかりの深い土地となる。この分家に嫁いできた
のがアデルの祖母で、ドゥ・ノカーズ家の出身であった (16)。
二つの家系、すなわち、ペイロンネンク家とドゥ・ノカーズ家は、ちょうど男爵の先祖
と同じように、数多くの有名な軍人や聖職者を輩出している (17)。このフランスの著名な
二つの家系は、シャルル・ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン男爵 (Baron Charles de

Batz de Trenquelléon) と、マドモアゼル・ユルシュール・ドゥ・ペイロンネンク・ドゥ・
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サン・シャマラン (Mademoiselle Ursule de Peyronnencq de Saint-Chamarand) の結婚に
よって一つに結ばれた。1787 年 9 月 27 日のことである。
結婚式はモントバンにある司教館のチャペルで挙行された (18N9)。モントバンは、フ
ガロールから東へガロンヌ川を 100 キロばかりさかのぼった所にある (19)。
二人の契りは、男爵の母方の伯父にあたるモンペリエの司教ドゥ・マリッドを証人とし
て結ばれた。この両家の婚姻が二人に財産をもたらしたのはいうまでもない。男爵は（弟
や姉妹に権利のある不動産 15 万リーブルを差し引いた）正味 44 万リーブルに相当する

(20N10)19 カ所の不動産と、その他の財産を相続した。この財産のおかげで、男爵は年間
1 万 9,000 リーブルの収入を得ていた。妻マリ・ユルシュールは、11 万リーブル相当の持
参金をもって嫁いできた (21)。
新婚夫婦は、二人とも、その先祖の名にふさわしい立派な人物であった (22)。1754 年

7 月 25 日に生まれた男爵は、15 才で見習い兵士として宮廷に仕え、その後急速に昇進し
ている。パリで兵役についていたころの男爵は、母方の親戚に身を寄せ (23)、女王マリ・
アントワネットと親交のある人びととつき合っていた (24)。軍人としての容貌を和らげ
る礼儀正しい上品なマナーを身に付けたのは、この頃のことである (25)。
シャトーを建設した父親が 1779 年にこの世を去ると、シャルルは長男として男爵の称
号を受け継ぎ、領主の権利を相続した。家長となったシャルルはその責任を真面目に果た
し、親身になって弟と四人の妹の面倒をみた。この面倒見の良さが幸いして、後年かれを
襲った混乱の時代にも、苦境から救われることになる。

1763 年 11 月 16 日、マリ・ユルシュールはフランスの東中央部カンタル地方にあるマ
ルセナックの家で三人姉妹の長女として生まれた (26)。幼少のころは両親とともにパリ
で過ごしている。
父親はグレイ・マスケット銃兵（近衛兵）の武官をつとめる伯爵であり、首都パリの貴
族社会においては、妻と共によく知られた存在であった。マリ・ユルシュールがやっと 7
才になった時、父親は 34 才でこの世を去っている。
未亡人となった伯爵夫人は、パリを離れて実家のあるフィジャックに移った (27)。この
町は、大西洋と地中海沿岸の中央に位置するフランス南部のロット地方にあった。三人の
幼い娘たちは、この地で養育された。母親は子供たちに立派な教育を施し、良きキリスト
者として育て上げた。この母親は多くの慈善事業を行ったことで知られており、人びと
から敬愛された人物である (28)。アデルが毎年母親に連れ添われて訪れたのはこのフィ
ジャックであり、この母方の祖母に会うためであった (29)。
トランケレオンで蜜月をすごした 33 才の男爵は、24 才になる新妻を伴ってパリに居を
構えた。当時男爵は、ルイ 16 世の王室近衛兵 (les gardes françaises) として仕えていたか
らである (30)。二人はパリの貴族階級が居住するサン・オノレにある (31) 男爵の母方の
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屋敷に居住し、召使に仕えられながら身分相応の生活を送っていた。かれらは宮廷で拝謁
をたまわり、男爵夫人は国王と王妃に謁見している (32)。
この若い夫婦は、パリの名士や貴族のあいだで人望厚く、いささかの問題もなく人びと
に受け入れられていたが、最初の子供の出産の時、それを理由にトランケレオンに帰る
ことを決意した。しかし、それはあながち子供の出産のためだけではなかった。男爵は、

1789 年の初頭に行なわれる選挙に参加するため、法律上の居住地に戻っていなければな
らなかったからである。
ところで、この選挙こそは、フランス大革命の運命を決する一連の諸事件を誘発する発
端になったものである (33)。この選挙は経済的に破綻をきたした中央政府の命令によっ
て行われたものであるが、当時としては驚くほどに「民主的」なものであった。すべての
納税者に選挙権が与えられていたのである。この納税者たちは所属する小教区を単位とし
て集会をもつことになっていた。大革命以前のフランスにおいては、小教区が宗教ならび
に民事の地方行政単位となっていたのだ。
納税者たちは、小教区ごとに選挙人を選び、次にその選挙人がパリにおけるエタ・ジェ
ネロに出席する代議員を選出することになっていた。この代議員の選挙のほかに、投票
者はその地方選挙区から寄せられた不平や不満、改善の要望などを記したカイエ（手帳）

(cahiers) を準備することになっており、このために催される会談は、三つの身分ごとに別
個に行なわれる手はずになっていた (34)。
故郷に帰った男爵は、コンドムとネラックの貴族議会に参加した後、再び国王に仕える
べくパリに帰るが、ここで男爵は国王の武官として、当時ますますつのりつつあった緊急
事態に直面することになる (35)。
フランス議会エタ・ジェネロは、5 月 5 日、ヴェルサイユで開催され、議会を牛耳ろう
とする王政派のあらゆる企てに抵抗した。事実、王制派の議員からは、真に指導力を発揮
することのできる者はあらわれなかった (36)。

1789 年 6 月 10 日、国王と王制派にたいする威嚇が日々増大する中で、アデルは父親不
在のまま誕生した。アデルに洗礼をほどこしたのはフガロールの主任司祭、サン・マルタ
ン神父である。
代母は父方の祖母マリ・カタリン・エリザベト・ドゥ・マリッドで、トランケレオン男爵
の未亡人、代父は母方の祖母の兄弟ジャン・バプティスト・ゴッドフロア・ドゥ・ノカー
ズであった。しかし、かれはその時パリを離れることができず、代役を男爵の伯父シャル
ルに依頼している (37N11)。
アデルの幼少時には、フランス史上忘れることのできない数多くの大事件が勃発した。
そして、その諸事件によって、フランス社会は根底から覆されてしまうことになったのだ。
アデルが 5 才になるまでに、国王は処刑され、200 年間続いたブルボン王朝のアンシア
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ン・レジーム（旧体制）は終末を告げる (38)。王族と貴族による封建制度は完全に崩壊し、
カトリック教会は地下に追いやられた。そして、新生フランスは苦悩と流血を通して、そ
の混乱の中から誕生するのである。次々に台頭する新政府はその矛先を王制派と貴族に向
け、やがてはその矛先を国王と教会に向ける。これに刃向かう王制派は、国の内部と外部
の両側面から抵抗し、ヨーロッパの諸王朝もこれに荷担した。アデルの幼少時は、このよ
うなヨーロッパ史の絵巻物語を背景に送られたのである。
アデルの両親が所属する上流社会では、最初はこれらのできごとを驚きの目で眺めてい
た。しかし、やがてそれは不信に変わり、さらに恐怖心へと変貌した (39)。

1614 年以降、国王ルイ 16 世によって最初に招集された三部会エタ・ジェネロは、財政
問題を解決するためのものであった。しかし、結局これはフランスを瀬戸際に立たせる惨
事を招来してしまったのである (40)。この「エタ」(Etats) とはフランス国王の臣下を大
別した三つの身分を意味しており、三部会（エタ・ジェネロ）は新しい税制をしくために
定期的に召集されていたものである。
第一の身分は約１万人の「高位聖職者」で、一般に国王によって任命された司教、大修
院長、修道院次長がこれに該当する。教区司祭を含む約 6 万人の「下位聖職者」の大半は、
むしろ第三身分と見なされていた。また、この他に 6 万人の修道士や修道女がいたが、か
れらは市民権を持たず、社会的にも政治的にも代表権を持っていなかった。それは、かれ
らが宣誓する「荘厳」誓願が、社会的・政治的な市民権を抹消し、非人格化する性質のも
のであったからである。
いずれにせよ、これらすべての人を合わせた約 13 万人の聖職者は、フランスの当時の
全人口の約 1 パーセントを占めていた (41)。139 の司教区の大半は司教によって統括され
ていたが (41)、この司教たちは同時に貴族でもあり、いつもそうであったとは云えないま
でも、一般に、かなり裕福であった。司教の平均年収は、その聖職録と荘園から上がる利
益をあわせると、3 万リーブルから 4 万リーブルにのぼった (43)。
（このリーブルは、後
日、新フランに置き換えられる）(44N10)。
第二の身分は「貴族」である。家族数にして約 5 万世帯、人数にして約 25 万人いたと
考えられる。当時のフランスでは、貴族の子供もすべて「貴族」と見なされていた。出生
による貴族もいたし、買収によって貴族になった者もいた（この代金は国王の財源になっ
ていた）。中には、兵役の報酬として貴族の称号を得た人もいた。
貴族は一般に兵役に服するか、聖職につくか、あるいは法務にたずさわり、実業につく
ことはなかった。そして、土地に恵まれていながら現金に乏しい貴族が多かった (45)。貴
族のある者は、アデルの父親のように進歩的な地方大地主で、
「小作人と親密に接し、農
民たちのよい相談相手になる」ものがいた。しかし、そのような貴族は少数派であったと
いえよう (46)。
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第三の身分は、商人や交易者からなるブルジョワジー階級と一般庶民によって構成され
ていた。フランスの人口の大半がこれにあたる。下級聖職者や幾人かの司教もこの階級
に含まれていた (47)。
ヨ−ロッパ大陸ではきわめてユニークな現象であるが、フランスには数多くの土地所有
農民と小作農民が存在した。農民人口の 70 パーセントから 80 パーセントに当たる成人男
子約 400 万人が土地所有農民であり、その所有する土地は国土の三分の一から二分の一に
およんでいた。このような農民による土地所有の傾向は、南部において、より顕著にみら
れた (48)。
下級聖職者はたいへん貧しく、一般に信徒や修道院長によって任命され、司教から任命
されることは稀であった。例えばシャルトルの司教区における 943 の小教区では、875 人
の主任司祭が種々の女子修道院や男子修道院の首長から任命されていた (49)。
一般に、下級聖職者、とりわけ小教区の司祭は、民衆とともに生活し、貧を分かち合っ
ていた。そして、かれらの中には、学問さえ身につけていない者が多かった。これらの下
級聖職者と、ややもすれば横柄な高位聖職者との間には、不信感と軽べつと敵対意識が渦
巻いていた。1789 年、多くの下級聖職者が第一身分よりも、むしろ第三身分を選んだの
は (50)、きわめて当然の成り行きといえよう。
三部会の代議員を選出するこの二段構えの選挙は、多くの困難をともないながらも終結
した。第一身分 (聖職者階級) の代議員は 308 名。その中の約三分の二が主任司祭であっ
た。第二身分の代議員は 285 名。かれらは貴族であった。第三身分は 621 名の代議員に
よって代表されていた。その約半数は法律家であり、小数の聖職者と貴族が混じっていた

(51)。かれら代議員はその 5 月、国王ルイ 16 世の代議員と集会をもつためにヴェルサイ
ユ宮殿に集まった。
議会に集まった国王政府の大臣は、三つの身分、とりわけ数世紀にわたって無税の特権
を享受してきた第三身分から、金銭を巻き上げようと企んでいた。第三身分にはブルジョ
ワ階級の商人や銀行家がおり、かれらは国家の流動資金の大半を手中に収めていたからで
ある。
一方、議会に集まった第三身分の代議員の思惑はまったく別のところにあった。かれら
は自分たちの不満を申し立て、独自の方法で改革を進めようと考えていたのである。かく
して、かれらは迅速に動き、特権を嫉む裕福な地主階級、第一・第二身分の釈然としない
態度を巧みに誘導して、国王政府の裏をかいてしまったのである (52)。

6 月 17 日、アデルが生まれて一週間後、第三身分は国民議会アッサンブレ・ナシオナー
ルを宣言する。その三日後、かれらは有名な「球戯場の誓い」を行い、国王、貴族ならび
に教会の権力に制限を加える新しい憲法が制定されるまでは決して解散しないことを誓
い合った。それから五日後、第一身分の聖職者が、そして、またその五日後、第二身分の
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貴族階級が、国王の許しを得て第三身分に合流し、立憲議会を構成した (53)。この立憲議
会の目的は新憲法の草案を作成することであった。
革命はいよいよ勢力を強め、やがてそれは反乱に発展する。有名なバスティーユの攻
撃は、アデルが生まれてちょうど 35 日目に勃発した。この事件そのものはパリの群衆に
よって引き起こされたもので、さほど重大のものではなかった。しかし、この事件によっ
て民衆の不満が触発され (54N12)、近衛兵は群衆の力を押えることに失敗した。この敗北
が、すでに始まりつつあったフランス革命のシンボルになったのである。後にこの事件が
起こった 1789 年 7 月 14 日は、近代フランスの建国記念日として祝われることになる。国
王が立憲議会の解散を躊躇したのも、おそらくこの事件が大きな要因の一つになっていた
と思われる (55)。
一方、男爵は、アデルが生まれたその翌日に昇進の栄誉を受け、8 月 24 日にはサン・ル
イ十字架勲章を授賞した。しかし、9 月にはトランケレオンに帰った。8 月 31 日、男爵の
率いる軍隊が他の軍隊とともに国王によって解散を命じられたからである。この解散の
理由は、7 月 14 日、パリ民衆の暴動に決定的な打撃を与えることができなかったことに
あった (56)。
その頃、かれの率いる軍隊の下士官や兵士たちの間には、すでに革命思想が蔓延し、過
去数回にわたって軍規の乱れが生じていた。もはやこのような軍隊に期待することはでき
ないと悟った国王は、近衛軍を解散したのである。
解散された兵士たちは、ラファイエットの率いる市民による新しい軍隊、ナショナル・
ガードに吸収され (57)、下士官は予備軍としてその身柄を保留されることになった (58)。
男爵の俸給はしばらくの間続いたが、翌年の 12 月には三分の二にカットされ、年俸わず
か 1,000 リーブルになった (59)。
さて、国民議会では、8 月 4 日、王族や貴族の特権を含むすべての封建的諸特権を廃止
する法案を可決した (60)。この法案の可決によって生じた種々の結果は、やがて男爵とそ
の家族にも影響をおよぼし、男爵はこれにたいして行動を起こさざるを得なくなる (61)。
フランス全土はこのような険悪な事態に覆われていたが、トランケレオンでの生活は今
まで通りに続けられた。男爵は、いつ起こるとも知れぬ非常事態に備えて領地の管理に精
を出し、男爵夫人は娘の養育と召使を含めた家族全員の世話に全力をあげた。
当時、男爵の母親はすでに未亡人になっていたが、まだ 58 才と若く (かの女は 19 才で
結婚した)(62)、女性家長としてシャトーに起居していた (63)。かの女の他に、その義兄
であり男爵の伯父にあたるシャルルも居た。かれは 68 才で、未婚者であった (64)。アデ
ルの伯母である男爵の二人の妹も同居していた。この二人は、33 才になるカタリン・ア
ンヌと 25 才のマリ・フランソワーズである。この伯母マリ・フランソワーズは、マダム・
ドゥ・サン・ジュリアンと呼ばれ、ゆくゆくはアデルにとって、もっとも身近な存在の叔
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母になる (65)。この叔母はトランケレオンのシャトーで生まれた。従って、他の兄弟たち
がすべてネラックで授洗したのに対し、かの女だけはフガロールで洗礼を受けたのだった

(66)。
残る二人の姉妹はプルイヤンのドミニコ会修道女であった。プルイヤンはコンドムに
近く、フガロールから南へ約 30 キロばかり離れた所にある。この修道院は、1280 年、貴
族の子女を寄宿生として受け入れるために創設された。もしこの施設がなければ、この地
方の貴族の子女はアルビジョワの人びとと結婚し、当時蔓延していたアルビ派の異端にか
ぶれてしまう恐れがあったからである (67)。
この修道院は奇妙な建物で、ジェル川を跨いだようにして建てられていた (68)。1569
年、モンゴメリーの率いる英国軍によって破壊されたが、後ほど再建された。それから

80 年後のこと、一人の修道女が力づくで修院長に就任させられたことがあった。この事
件は当時の混乱した世相を反映している (69)。
男爵の弟フランソワは、フランスの海軍に所属していた。当時のフランス貴族の若者の
多くがそうであったように (70)、かれも 1774 年にはアメリカに渡った。当時 15 才であっ
たかれは、フランス海軍の一員として、母国イギリスと戦うアメリカの植民地軍と戦闘を
共にしたのである。男爵の叙勲に先駆けること数カ月、弟フランソワは、兄シャルルと同
様、サン・ルイ十字架勲章を授与され、いまでは艦長となって自分の船を率いている。後
年、フランスと英国が戦った際、おおいに活躍して英国元帥ブライの率いる軍艦「アレク
サンダー号」をだ捕した (71)。陸軍に席をおく兄男爵と、いわば、敵対関係に立っていた
のである。
このように弟フランソワは革命軍の海軍に所属していたのであるが、王制派に属する兄
男爵がラインの陸軍に所属していた (72) ために、この二人が直接戦火を交えることはな
かった (73)。しかも、1795 年の後半、追放の地ロンドンに身をよせていた兄男爵が、英
国軍と共にヨーロッパに進撃して敗北した頃 (74)、すでに弟フランソワは結婚し、海軍を
退役していた (75)。それのみならず、1793 年に結婚したフランソワは (76)、結婚後もト
ランケレオンに住居を定め、その名声と影響力を発揮して、男爵の領地の安泰を図るため
に政府に掛け合うことさえいとわなかった。
さて、この間、パリにおいては次々に事件がおこり、王制派や貴族たちの恐怖は増大す
るばかりであった (77)。シャトーの中央サロンにはフランドル地方で作られた大きなタ
ペストリーがいくつか掛かっており、また、むかしルイ 11 世の戦いに参加した有名な祖
先たちの肖像画が飾られている (78)。男爵が訪問客を受けるときには、このサロンを使
用した。訪問客の中には、男爵同様に挫折した軍人や、悩みを抱く地方政治家がおり、困
窮した友人たちもいた。あるものは国が良くなるのを待つよりは (80) 亡命者 (émigrés) に
なって (79N13) 祖国フランスから脱出することを決意する人もいた。ときどき男爵はパ
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リにのぼり、母方の親族や信頼のできる友人たちの意見を求めていた (81N14)。
国の政治や経済とは裏腹に、男爵の家庭では愛と平和と思いやりが満ち溢れていた。社
会にたいする強い責任感をもっていた男爵は、領地に住む召使や労働者を家族の一員のよ
うに取り扱っていた (82)。男爵の領地内にはおおよそ 27 家族が住んでいたが、その大半
はトランケレオンからフガロールに通じる街道沿いに住んでいた。かれらは何世代もの昔
からそこに家を建て、小さいながらも自分たちの農地を耕していたのである (83)。このよ
うな耕地には、あるものは農作物の半分を領主に収める小作地で「折半小作地 (métairies)」
と呼ばれるものがあり、その他のものは一定の期間賃貸される「契約小作地 (fermes)」と
呼ばれるものがあった (84)。
男爵は、結婚をして家をはなれる召使の娘には、原則として、持参金をもたせることに
しようと考えていた (85)。しかし残念なことに、革命によって被った被害は男爵のこの望
みを踏みにじった。死にさいして、自分が使っていたすべてのリネンを下僕の (87) ブリ
ヴェル (86) に残し与えたほどの男爵である。使用人に出会うと挨拶をし、握手し、会話
を交わし、家族のことを尋ねるようにしていた (88)。このように取り扱われていた召使の
一人ランヌロング (89) は、男爵の領地が政府によって没収されたとき、その一部を買い
入れ、社会情勢が落ち着くのをまってこれを男爵の手に返している (90)。
男爵シャルルは、また、非常に信仰心の厚い人でもあった。このような男爵にとって、
フランス革命にともなうかずかずの不幸なできごとが、かえってその生活に深い信仰心を
根付かせることになった (91)。シャトーでは中央サロンに隣接する部屋に聖堂をつくり、
家族だけではなく召使たちまでも、そこで祈りを捧げ、黙想することができるようにした

(92N15)。一方、男爵夫人は、この家庭用聖堂を使用する上で必要とされる種々の許可を
教会に申請したり、ミサ聖祭や告白の秘跡をおこなう上で必要とされる許可を得るように
手配した (93)。
妻にたいする男爵の態度は、まるで崇拝とも思われる程の尊敬の念が込められていた。
実際、夫人のひととなりは、十分それに値するものであった。後年、男爵は遺書の中で妻
に触れ、
「母親としてはこよなく優しく、真に掛け替えの無い婦人であった」と表現して
いる (94)。
夫人のこのすばらしい人柄は、やがてやって来るであろう数年の間、いかんなく発揮さ
れることになるのだが、新妻である現在においても、掛け替えの無い母親であり、霊的
に「堅固な婦人」であった (95)。アデル自身、母親のことを「わたしの聖なる母親」(ma

sainte mère) とよんでいる (96)。
男爵夫人は召使たちに特別な配慮を施した。毎夕、かれらを集めて祈りを捧げ、宗教書
を読んで聞かせたり、公教要理を教えることもあった。男爵が自分の姉妹たちに宛てた手
紙の中で、
「わたしの妻に会いに来て下さい。かの女はまるで聖女のような人です」と記
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している。男爵夫人は、人びとが祝う宗教儀式やお祭りのときなどは、すすんで農民たち
と行動を共にするのであった (97)。
中でも際だっていたのは、男爵夫人の貧者や身分の低い人にたいする慈愛心である (98)。

1846 年、男爵夫人はこの世を去った時、人びとは自分から進んで感謝と愛の気持ちを表
すために葬儀に参列した。大勢の参列者の中にはシャトー周辺の地域から来た人たちも居
り、フガロールの教会は内も外も参列者でいっぱいになった (99)。葬儀を伝える地方新聞
は長文の記事をのせ、男爵夫人が行った数多くの慈善事業をたたえている。そしてその記
事は、イエスについて語られたと同じ言葉で結ばれている。
「マダム・ドゥ・トランケレ
オンは善業を行いながら私たちの地を通り過ぎて行った」(100) と。実際、かの女は死の
床にあるときさえも、暫くみ主への祈りを停止して、世話の必要な人たちのリストに三人
の貧しい人の名を追加したほどである (101)。
若い頃の母親は、自分がおこなう慈善事業をアデルにも教えていた。そのため、アデル
は多くのことを母親から学びとったが、とりわけ慈善事業に関しては、母親からすっかり
その実践のしかたを受け継ぐことができた。
シャトーの生活は平和のうちに過ぎて行った。フランスの南西部 (102)、とくに都心部
から離れた田舎では、比較的平穏な社会情勢が保たれていたからである。しかし、パリで
は上層階級のあいだに深刻な問題が起こり始めており、じわじわとその余波がトランケレ
オンにも押し寄せて来た。
国王はパリの群衆と国民衛兵に「守られ」て (103)、ヴェルサイユからパリのチュイル
リー宮殿まで護送され、事実上、そこに幽閉されてしまった (104)。もっとも、その頃の
国王は、まだ民衆のこころを信じていたようである (105)。一方、1789 年 11 月 2 日、な
んとかして財政を立て直そうとした立憲議会は、反聖職者主義の過激派をなだめようとし
て、教会財産の没収を決議した (106)。
教育に関しては、9 月と 12 月に可決された法令により、すべて民間支配のもとにおか
れることになった (107)。その結果、教会ならびに修道会が経営していたすべての教育施
設が閉鎖された。幾世紀ものあいだフランスの教育の主力をなしてきた教会は、ここに来
て若者たちへの教育の使命に終止符を打ったのである。政府は学校教育と民間の祭儀や劇
場を「共和政体の道具」として利用し、歴史と文化と宗教の三面から、フランスを完全に
その過去から切り離そうとしたのである (108)。
翌年の夏、アデルが満一才になったときのことである。
「聖職者にかんする民事基本法」
が可決され、なすすべをしらぬ国王は、これを承認せざるを得ない状況に追い込められた

(109)。この基本法はフランスにおけるカトリック教会のあり方にメスを入れるものであ
り、教会を市民政府の管轄下に置くものであった。皮肉にも、これは幾世紀ものあいだ燻
り続けていたガリカニズムを燃え立たせることになった。なぜなら、かれらはかねてか
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ら「フランスにおける教会」ではなく、
「フランスの教会」を打ち立てようと考えていた
からである。教区の数は 134 から 83 に縮小され、いままでコンドム教区に属していたフ
ガロールは、アジャン教区に併合された (110)。

11 月 (1790)、司牧にあたるすべての聖職者は、この民事基本法に忠誠を誓うように要請
された。これにより聖職者の身分は、事実上、民間の役人になった。フランスの教会は二分
され (111)、この誓約を行って報酬を政府から受けとる司教・司祭（
「立憲派」constitutionals
とか「宣誓者」jurors とよばれる）と、この宣誓を非合法であり非倫理行為である考えて
忌避した聖職者（
「忌避派」recalcitrants とか「非宣誓者」non-jurors とよばれる）に分か
れた。
忌避派は、これ以降、公に聖職を行使することを禁止された (112)。しかし、事実上こ
の新しい法令に従った者は数少なく、当時 10 万人いたと考えられる司祭のうち、その半
数を割っていた。司教にいたっては、135 人 (113) の中からごく僅かしかこの法令に従っ
ていない (114)。
フガロールのサン・シル教会の主任司祭は宣誓者であった。またアジャンには、以前ド
ミニコ会の修道士であった (115) 新しい「立憲派」の司教が着座した (116)。事実、それ以
降、アジャン教区ではフランスのどの教区よりも宣誓者の比率が多くなっている (117)。
フガロールの教区民にとっても、シャトーの人たちにとっても、他の多くの人たちと同
様に、かれらの関心は、いわゆる「立憲派聖職者」が執り行う聖祭にあずかり、秘跡を授
かることが今後とも許されるのかどうか、という点に向けられていた。宣誓者は正しいカ
トリックの司祭なのであろうか。あるいは、— 多くの司教が云っているように — 教会
をコントロールしようとする反聖職者主義の非合法的な政府に忠誠を誓うことであり、合
法的な教権から逸脱し、教皇に背反する離教者ではないのか。これは、トランケレオンの
人たちにとっても切実な問題であった。主任司祭も新しい司教も宣誓者であったからであ
る (118)。
フランスの教会は、その後長年の間、革命が終わった後でさえも、この分裂に苦しむこ
とになる (119)。この混乱期には、忌避派の司教や司祭たちは、反聖職者主義がもっとも
鎮静化している時でさえも、聖職をつかさどることが許されていなかった。また、もっと
も峻烈をきわめた時期には、文字通り死の恐怖にさらされ、追放に駆り立てられたので
ある。
しかしながら、宣誓することが事実上離教行為であり、宣誓者は教会に背くことになる
との宣言が教皇ピオ 6 世によって発布されたのは (120)、やっと 1791 年 4 月 13 日になっ
てからのことである。この公式宣言によって、悪意を持たずに宣誓を行っていた司祭たち
の間では、誓約を取り消すものが現れた (121)。
この教皇の宣言にかんする情報が徐々に人びとの間にひろまり始めると、宣誓者が執り
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行う聖祭をボイコットし、かれらの手から秘跡を受けることを拒否する教区民があらわれ
始めた。もちろん、かれらはそうすることによって政府の手先から疑われ、愛国者を自認
する教区民や近隣の人びとから非難攻撃されることになった。ある時は、群衆や怒り狂う
市民たちの襲撃の犠牲者になるものも現れた (122)。しかし、トランケレオンの聖堂では、
非宣誓派の聖職者も、比較的内密に、安心して聖祭を執り行うことができた (123)。
貴族に打撃を与え、聖職者を攻撃し、教育を弾圧した政府は、次にその矛先を男女の修
道会に向けた。1791 年 2 月、政府は修道誓願の無効を宣言し、事実上存在しないものと見
なすと宣言した。そして、ゆくゆく行われるであろう押収に備えて、すべての修道会に、
その建物と領地と財産の台帳を作るように要求した。こうして公表されたすべての財産
は、国家 (La Nation) の財産と宣言されたのである (124)。
すでに 1789 年 7 月の中旬までには、王制派や貴族に加えて、新政府に批判的な立場を
とる多くの人たちが、フランスを背に亡命の道を歩んでいた。しかし、そのような人たち
も、この混乱は数カ月そこそこでおさまるであろうと簡単に考えていたようである (125)。

1791 年 6 月、ルイ国王は変装して国から脱出しようとした。この逃避行を促した理由
の一つは、民事基本法を可決しなかったことへの良心の呵責があったのかも知れない。国
王はよわい性格の持ち主であったが、非常に宗教心の厚い人でもあったと云われている

(126)。しかしながら、国王はその亡命の途路、群衆にみとがめられて逮捕され、投獄さ
れてしまった (127)。こうして国王は、亡命しようとしたばかりに、民衆の支持を完全に
失ったのである (128)。
フランスの国外では、亡命王制派の人びとが、当時のフランス社会を動かしていた革命
勢力をくつがえそうとして虎視耽々とその機会を狙っていた。かれらはヨーロッパの諸王
朝と手を結んだ。それは、ヨーロッパの諸王朝が一つにはフランス国王に同情していたか
らでもあるが、同時にまたフランスの革命の手が自国に波及して来るのを恐れたからでも
あった。

1791 年 11 月、男爵も国王の復権運動に荷担することを決意した (129)。近衛軍団の士
官であった男爵は、亡命先で再編成される近衛軍団に (130) 自費で参加しようと決意した
のである (131)。こうして男爵は、妊娠七ヶ月の妻と家族を故郷に残し、国王の従兄弟プ
リンス・ドゥ・コンデが組織するラインランドの攻略軍に参加した (132)。
フランスにたいする厚い忠誠心を抱いていた男爵は、代々国王に仕える家系に生まれて
いたことと、母国の将来を憂慮する気持ちとから、他の人びとが自分の財産と命を賭けて
戦っている時に、手をこまぬいて見ていることができなかったのである (133)。こうして

2 才半になるアデルは、そのいとこの言葉をかりて云うならば、
「父親のいない孤児」(134)
になった。
それから二ヶ月後、アデルに弟が誕生した。1792 年 1 月 26 日、聖ポリカルポの祝日の
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ことである (135)。父親は戦いに出て不在であった。この戦いで王政の復興を目指した男
爵の軍隊は東からフランスを攻めたが、結局は失敗に終わっている (136N16)。
弟は生まれたその日、フガロールの立憲派司祭ジャン・サン・マルタン神父 (Jean Saint-

Martin) によって洗礼をほどこされ (137N17)、シャルル・ポリカルプ (Charles-Polycarpe)
と命名された (138)。
パリの事態は急速に進展した。(1792 年) 4 月、立憲議会 (Constituent Assenbly) に続く
立法議会 (Legislative Assembly) は、すべての地方自治体にたいして亡命者の領地と財産
の完ぺきな財産目録を提出することを命じ、これを押収する法案を可決した。これは、亡
命者のすべての土地と財産を最終的に国家 (La Nation) のものにするための地固めであっ
た (139)。こうして亡命者は、永久に祖国フランスに帰ることができなくなった (140)。亡
命者を親戚にもつ者は、社会的な制裁を受けることになった (141)。それは、かれらが国
家存亡のときに母国を捨てた裏切り者と見なされたからである (142)。
男爵の名は、ネラック (Nérac) の役所が作成した亡命者リストの 10 番目に記載されて
いた (143)。男爵の名がこのリストに記されていたのは、フガロールがネラックの管轄下
におかれていたためであり、また、ネラックに男爵所有の土地があったためでもある。5
月 19 日、検査官は役人とともにシャトーを訪れ、命令どうりに住まいとそのすべての別
館を財産目録に記載した。この財産目録はあきらかに形式的なものであり、シャトーの部
屋数とその家具が記されたのみで、きわめて大ざっぱなものであった (144)。
立法議会では、反聖職者主義の過激派が、日に日にその勢力を強めつつあった。貴族と
聖職者からの報復を恐れ、外国勢力による共謀を恐れたかれらは、それを理由に、さらに
強硬な手段をとるようになった (145)。5 月、立法議会は、すべての忌避派聖職者を、たと
え公に聖職を執行していなくとも、20 人の市民が告発したならば強制的に国外に追放する
ことを決議した (146)。法律が次つぎに過激になるのをみて態度を硬化させた国王は、こ
の法令の裁可を拒絶した。しかし、その反動は峻烈を極めた。6 月にはチュイルリー宮殿
が襲撃され、国王は全ての権限を剥奪された (147)。そして家族とともにパリの牢獄「テ
ンプル」に投獄されたのである (148)。
一揆、暴動、殺りくがパリ市内に横行した。司祭、貴族、王制派が虐殺された (149)。あ
るものは投獄され、あるものは国外に追放された (150)。暴力は僻地や地方にも広がった。

7 月にガロンヌ沿岸のポール・セント・マリに近いクレラック（Clairac) で、ドゥ・ラル
ティーグ (de Lartigues) 神父が熱狂する民衆から拷問を受け、殺りくされた事件は、当時
の状況を雄弁に物語っている。
この神父は多数の慈善事業を創始し、人びとを支援してきた人物であった。この町から
わずか 10 キロも隔たぬトランケレオンやフガロールの住民たちにとって、この事件がい
かに大きな恐怖と狼狽を与えたかは想像に難くない (151)。
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8 月、フランス全土の修道者が、男女の区別なく修道院から追放され、財産は押収され
た。この直接的な影響はトランケレオンにもおよんだ。
修道者の中で、宣誓派には政府からの年金が支給されたが、忌避派は自活の道を選ばな
ければならなかった。従って、当時のフランスにおける修道者のおおよそ半数の者が政府
の要求に屈服したのも無理はない。中にはこれを口実に、よろこんで修道生活を捨てる者
もいた。この傾向は特に男子修道者のあいだに強く、多くの人が立憲聖職者の身分を選ぶ
ことになった。女性の場合は、一般的に、修道者としての召命に忠実なものが多かったよ
うである (152)。
たとえばマダム・パシャンの場合、かの女は誓約を拒絶している。しかし、かの女はト
ランケレオンに身を寄せることができた (153)。プルイヤン (Prouillan) にいた二人の男爵
の妹も誓約を拒絶した。マドモアゼル・トランケレオンとして知られていたアンヌ・ア
ンジェリック (Anne-Angélique, Mademoiselle de Tranquelléon) は、当時 31 才であった。
かの女は 1784 年に修道院に入り、すでにこの頃には修道誓願を宣立していた。マダム・
ドゥ・ロルム (Madame de Lorme) として知られたアンヌ・シャルロット (Anne-Charlotte)
は 23 才で、修練女にすぎなかった。この二人も、いまは修道院を去らねばならず、二人
はコンドムに移り住み、そこでこれから襲い来るであろう混乱の年月を過ごすことになる
のだ (154N18)。
二人の住んでいた修道院は押収されて、最初は騎兵隊の兵舎となり、40 人の兵士と 400
頭の馬が収容された。後日この建物はスペインの捕虜収容所となり、その後、大砲の貯蔵
庫となった (155N19)。

1792 年の 9 月と 11 月の二回にわたり、男爵の所属する王制派の軍隊は (156)、オース
トリアとプロシアのあとおしを得て、フランスの革命軍と戦火を交えた。しかし、この試
みは二回とも失敗に終わった。軍隊は解散させられ (157)、男爵は英国に亡命した。ここ
でかれは再起の日を待つことになった。革命軍に矛先を向けた男爵は、かくして国家 (LA

NATION) の敵となったのである。
ロンドンでの男爵は、母方の伯父モンペリエ (Montpellier) の司教ドゥ・マリッド (De

Malide) の元に身を寄せた。立憲派の司教に座を奪われたドゥ・マリッド司教は、すでに
一年前、ロンドンに亡命していたのである (158)。今では遠い昔のように思われるが、こ
の伯父がマリ・ユルシュール・ドゥ・ペイロンネンクと男爵との結婚式を祝別してくれた
のであり、それは僅か 5 年前のことであった (159)。1812 年、ドゥ・マリッド司教は亡命
先のロンドンでこの世を去っている (169)。
困惑、恐怖、混乱、嫌疑、暴力、そして何にもまして巷の噂がフランス全土に広がった。
脱獄した囚人、失業した労働者、不満を抱く農民。かれらは地方をはいかいし、町では一
揆を起こした。政治的な一揆があり、経済的な一揆があり、そして、単なる暴動もあった
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(161)。貴族や王制派の人びとは身をかくし、ときには何週間も明りを消して、ひっそり
と過ごすことがあった (162)。リオンの保守派や絹で儲けた商人たちは、自分たちに不利
にはたらく革命に抵抗した。軍隊は二ヶ月のあいだリオンを包囲し、住民は餓死寸前の状
態に追い込まれた。そして最終的にリオンの町は占拠され、町は半壊し、市民は虐殺され
たのである (163)。

1793 年 1 月 21 日、国王は、議会で可決された法案に裁決を下すことを拒否したかどで
反逆罪にとわれ、処刑された。フランスの貴族階級、ヨーロッパ諸国の王室、数多くの
民衆、そしてトランケレオンのシャトーに住む人たちは肝を冷やした。かれらが受けた
ショックには、計り難いものがある (164)。
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アデルは、まだ幼かった。だから、身の周辺に起こっていることが何を意味しているの
かを理解することはできなかった。しかし、シャトーの中にまで押し寄せてくる不安と憂
慮は、肌で感じ取っていたにちがいない（アデルは当時３才半であった）
。国王は処刑さ
れ、男爵は亡命し、家も財産も押収されようとしていた。歴史の大きな流れから見れば、
欧州の諸王朝はすでにフランスに敵対し始めており、オランダ、スペイン、イギリス、そ
して、ロシアは、東、北、南からフランスを攻撃すべく大軍を集結していた (1)。
地元では、(1793 年) １月、略奪者の手によって、二度にわたってシャトーが包囲され
た。一度は、17 人の暴徒がシャトーの中に押し入り、一夜を明かした。かれらは国民軍
に支援されたフガロールの役人に追い払われるまで、シャトーを占拠していた (2)。
町の巷には貼紙が貼られ、いますぐにでもトランケレオンが押収されんばかりの噂が流
れ飛んだ (3)。
このような恐怖と不安の中で、トランケレオン家の人びとは、ルイエ家 (Lhuillier) の好
意によってアジャンへ行き、そこに身を寄せることになった。しかし、留守中に再び泥棒
や無頼漢に侵入されることを恐れたカタリン・アンヌは、シャトーを離れる前に人びとの
手を借りてそれまでに持ち出すことのできなかったできるだけ多くの貴重品を敷地内に
隠すことにした (4)。
しかし、このような行く先知れぬ状況において、すぐにはシャトーに帰ることができな
いかも知れないと考えた男爵夫人は、
「もし、お母さまがわたくしの主人にお逢いになる
ことがあるならば、そして、もしわたくしが主人に逢うことができない場合には」(5) と
前置きして、貴重品を隠した場所を母親に手紙で知らせておいた。それによれば、あるも
のは敷地内の数カ所に埋められ、あるものは石壁の裏に、あるものは秘密の隠し戸棚に、
あるものは古い衣類の裏に縫い込まれていた。
その年の冬 (1792-93) は大禍なく明けた。一家はトランケレオンに帰り、田園地帯では
再び平和が訪れたかにみえた。南部地方ではどちらかと云えば保守派が優勢で、地方役人
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は激変するパリから伝えられる厳格な命令の実施を、意識的に延ばしていた (6)。たとえ
ば、2 月と 3 月の二度にわたって布告されたパリ政府の命令によれば、忌避聖職者を見つ
けて告発する者には賞金が与えられ、忌避聖職者を発見した市民には 24 時間以内に告発
する義務が課せらる、と云うものがあった。もしその通報を怠ったならば死罪に処せられ
る、とも述べられていた。しかしながら、ボルドーでは忌避派の司祭はほとんどと云って
いいくらい、おっぴらに聖職を遂行していたし、少なくともこの年の初頭までは、役所も
市民もかれらを厳しく追求することはなかった (7)。
しかし、フィジャックでは、役人は精力的に活動した。男爵夫人の母親であるペイロン
ネンク伯爵夫人は世間に名の通った影響力のある貴族と見なされていたために、当局から
嫌疑を受け、抜打ちの家宅捜査を受けた。
捜査に当たった検察官は、男爵夫人から送られてきた手紙を発見し、さっそくネラック
当局に通報し、ドゥ・トランケレオン家が「国家 (La Nation) の所有である」貴重品を隠
匿していると伝達してきた。これらの財産は押収に備えて予め作成された財産目録に登記
されていたものであった。
国の法律によれば、いかなる市民も国家に所属する貴重品を売買したり隠匿すること
は許されていなかった。（今では政府の管轄下におかれている）パリ議会 (Convention of

Paris) が恐怖政治をはじめたころには、このような「犯罪」で告発され革命裁判にかけられ
ること自体が、ほとんどの場合、死刑の宣告を受けるのと同じ意味をもっていた (8N20)。
その同じ週、すなわち 4 月 23 日の夕暮れ、ネラック当局の官憲隊はすでにトランケレ
オンを目指して行進していた。午後 7 時、シャトーは役人に率いられた国民衛兵の騎兵隊

25 名と数名の官憲に包囲された。屋敷には非常網がはられ、どの入口にも見張りがつき、
家族と召使は全員一つの部屋に閉じ込められて官憲の監視下に置かれた (9)。
フガロールの地方当局が召集され、シャトーとその敷地全域の徹底捜査が決議された。
従って、今回の捜査は、たんなる形式的なものではなかった。
カタリン・アンヌと男爵夫人は、家財が必要以上に侵害されることを防ぐため、積極的
にこの捜査に協力することにした。二人を案内人に仕立てた警官は、男爵夫人の手紙の写
しを手がかりに、文字通り地下室から屋根裏にいたるまで捜索した。手紙に記されたいく
つかの場所では、家族がアジャンから帰省した際、隠してあった家財をすでにそこから取
り出していたために、何も見つからなかった。カタリン・アンヌは、なにがその場所に隠
されていたか、また、いまそれが何処に置かれているかを証言させられた。
最初の日の夜、男爵夫人はやっとのことで役人から許可を取り付け、子どもたちを寝さ
せることができたが、その夜は子供部屋の外にまで監視が置かれた。当時ようやく 4 才に
なろうとしていたアデルは、側にいる子守のユルシュールに、なぜこのような騒動が起き
ているのかと尋ねるのだった。シャトーから財産が持ち出されようとしているのだと説
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明すると、
「それでは、わたくしたちはもうすぐあのかわいそうなヨブのようになるのネ」

(10) と叫んだと云われている。
男爵の伯父である年老いたシャルルは別としても、そこに居合わせた全ての婦人と子供
にとって、この家宅捜査は大きな衝撃と恐怖を与えることになった。家財隠匿に関わった
と見なされた召使たちも例外ではなかった。捜査員によって作成された 16 ページにわた
る財産目録は、当時この家族がどのような家財を所有していたかをつぶさに物語っている

(11)。
男爵が館を離れるとき、善後策にと古着の裏地に縫い込んでおいた信用状が発見され
た。男爵夫人が手紙の中で記した古着の裏地に縫い込まれたとする金額と、実際に発見さ
れた金額 (12,000 リーブル) との間に約 18,000 リーブルもの相違があることに気付いた捜
査官は、その差額を他の場所に隠していないことを誓うように男爵夫人に強要した。しか
し、このような状況で誓いを立てることは宗教蔑視につながると判断した夫人は、誓いを
立てるよりはむしろその差額を他の財産から差し引いてもらうように希望して、宣誓を拒
んだ (12)。
召使の部屋の隠し場所からは、多数の金器や銀器、食卓用の大皿、食卓用の銀器、多数
のナイフ、大型の鏡、中国風の模様をあしらった磁器製の皿 41 枚、その他数々の皿や鉢や
盆、チェス・セット一式、黄色のフランス製陶器 6 ダース、白色のフランス製陶器 1 ダー
ス、食卓用の塩の容器、家庭用聖堂の銅製ローソク立、黒ガラスのボトル 146 本、フラン
ス製陶器の白い寝室用便器 6 個、寝室用洗面台、洗面器・・・などが発見された。これら
全てのものが、スプーンからベッドカーテンにいたるまで、60 項目に分けてリストされ
た (13)。
家族が不在の間、数多くの食器類をジョンという召使に依頼して保管してもらってい
た。家族が帰省した時、ジョンは預かっていた食器類をすべて家族に返還した。このこと
に関して捜査官から取調べを受けた男爵夫人は、それらすべては自分の部屋の洋服ダンス
の下に隠してあると答えている。「事実、かの女が供述した場所を掘り起こしてみると」
、
そこから 20 数個の大型の食卓用銀器、食卓用の皿、コーヒーわかし、ローソク立てなど
総重量にして 40 リーブル相当の銀器類が「発見された」と財産目録に記されている (14)。
この他にも、安全を期して家財を委せられた召使が幾人かいた。たとえばポール・セン
ト・マリの船頭とか、同じくポール・セント・マリのパン屋などがその好例である。その
他にも何人かの信用のおける召使が、家財道具の保管を引き受けていた (15)。これらの家
財道具は、いまではすべて返却され、敷地内に保管されている、と男爵夫人は証言してい
る (16)。
家財道具がこれらの人びとに委託されていたということは、かれらとトランケレオン家
との関係を雄弁に物語るものであり、また、どれほどトランケレオンの人びとが近隣の人
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びとから信任されていたかを物語っている。かれらは自己の身の安全と生命を賭してま
で、トランケレオン家の財産を保管したのである。
男爵夫人の部屋を捜査した係員は、次に家庭用聖堂の捜査に取り掛かった。そこでか
れらは、さらに 15 リーブル相当の銀器を見つけ出した。スープ用のスプーンとティース
プーン、フォーク、6 セットのディナーセット、コーヒースプーン 19 個などである (17)。
捜索は部屋から部屋へ移り、宝石や真珠（中には「かなり質の悪いもの」もまじってい
た）
、大きなメダル、信用状を縫いつけた罪な洋服などが発見された (18)。地下室、ぶど
う酒貯蔵庫、屋根裏なども召使たちの部屋と同じように注意深く捜査された (19)。
男爵夫人の手紙に記載されていた金額が十分に満たされなかったために、捜査官は各人
を尋問し、それぞれいくらずつ隠したか、そしてそれが今どこにあるかを問いただした。
カタリン・アンヌは 3,000 リーブルを隠したことを認め、サン・ジュリアン (St-Julien) は

1,000 リーブルを、男爵夫人は 5,000 リーブルを、シャルルは 3,000 リーブルを、男爵の母
親は 2,000 リーブルを隠したと認めた。しかしながら、かれらは全員帰宅すると同時にそ
の金を回収し、その大半をそれまでの支出に充当したと説明している (20)。
男爵夫人は、ダイヤモンドで飾られた家族の肖像画のミニアチャー 2 つを手元に保管す
る許可を捜査官に願い出た。男爵夫人の誠実さを知っている捜査官たちは、できればその
願いをかなえたいと思ったが、かれらには自由裁量の権利は与えられていなかった。かれ
らに与えられていた命令は明確であった。すべてのものを押収し、請求権を剥奪し、最終
的に没収することであったのだ (21)。
最後に捜査官は、家中にあった全てのものを一カ所に集め、リストに集録した。クリス
タル製の食卓用栓付き瓶は大型 6 個と小型 11 個、クリスタル製の足長グラスは 37 個、足
長リキュール・グラスは 11 個、それに輸入ものの赤ワイン 100 本と白ワイン 20 本があっ
た (22)。このぶどう酒は、年齢と健康を考慮して、シャルルと男爵未亡人に使用が許され
た。しかし、最終的に没収されるときには、その等価を弁償することが条件として付け加
えられた (23)。
この三日間の捜査で見落とされたものは何もなかったと思われる。御者の鞭、馬車の替
え車輪、ペンキ、多数のコルクなども財産目録に記入された。事実、三つのトランクにい
れられた洋服と個人用のリネン類およびアジャンのルイエ家に預けてあった台所用品１
ケース分も含まれていた。この他に、漂白のために出されてまだ返却されていなかった綿
のベッド掛けも記載されていた (24)。
当局は、25 日までシャトーに踏みとどまった。捜査が終わると、取扱に注意を要するも
のを一つの部屋に集めて鍵を掛け、封印した。鍵は捜査官が持ち帰った (25)。家族は警官
の監視の下におかれ、シャトーの住民とその財産にたいする政府の処遇が決定するまで、
自宅に監禁されることになった。トランケレオン家の人びととその召使たちにとって、事
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態はきわめて憂慮すべき状態に陥ったのである (26)。
政府の決定を待つトランケレオン家の人びとは、当時フランスで起こっていた諸事件を
疑惑と狼狽の目で見守っていた。革命勢力はアンシアン・レジームの壊滅を図り、新政府
の樹立に奔走した。1793 年 11 月、急進派はグレゴリオ暦を廃して「共和暦」を採用した。
ローマ時代以降、西ヨーロッパではユリウス暦が使用されていた。この暦は 16 世紀にバ
チカンの学者たちによって改正され、1582 年 10 月 4 日、教皇グレゴリオ 13 世によって
新暦への切り替えがローマ市全域に公布され、10 月 15 日に実施された。フランスでは、

1582 年 12 月にこれを採用したのだった (27)。しかし、フランスの新政府は、このグレゴ
リオ暦の廃止に踏み切ったのである。それは、ドゥ・バレールの言うように、
「今日から
われわれは、フランスに新しい日をしるしたい」からであった (28)。
この新しい「共和暦」は 1792 年（旧暦）9 月 22 日にさかのぼって用いられることになっ
た (29)。この暦によると一週間は 10 日間、一カ月は 3 週間となり、日曜日はなくなった。
こうして、キリスト教のすべての伝統的な祝祭日は姿を消した。市民の休日は 10 日に一
日となり、年末に五日（閏年には六日）の「補足日」が付加された (30)。曜日も、時間も、
分も、すべてが十進法によって作り変えられた (31)。
フランスの政治体制そのものも一新された。国家は中世封建制度の公爵領、伯爵領、男
爵領に代わる行政単位デパルトマン (Départements) に従って区分され (32N4)、先の王朝
による行政区分「アンタンダンス」は姿を消した。その目的はフランスの歴史や集団的な
追憶、利益共同体や起源を共有する共同体にまつわるあらゆる「偏見」を払拭することに
あった。「フランスのすべては新しくなければならない」と述べられている (33)
運輸制度も刷新された。今までの公的交通機関は、王朝の庇護の元に開発されたもので
あった。たとえば、ナバール (Navarre) のアンリ 4 世 (Henri IV) が開発した交通網によれ
ば、すでに 1577 年にはアジャンとボルドーを結ぶ「駅」(Stations) のシステムが確立さ
れていた (34)。ルイ 14 世は、1665 年に、パリと諸県を結ぶ運輸網を敷いている (35)。か
くして王朝の独占体制は、徐々にフランス全土に広がっていった。この政策は、多くの場
合、顕著な進歩を社会にもたらした。例えば 1768 年当時、パリからボルドーへの旅は 13
日かかっていたものが、わずか 10 年たらずのうちに 72 時間で往来できるようになったの
である (36)。

1789 年までには、駅長 1,400 人、御者 7,000 人、馬 22,000 頭がフランス国土ほとんど全
域を網羅する交通網に配置された (37)。しかし多くの場合、この運輸システムは情実や独
占権、収賄などで腐敗していた (38)。一つの家族がこの交通網の一部を 300 年もの間独占
していたケースもある (39)。1789 年の革命はこの独占状態に終止符を打ったが、代わり
に運輸を空白のまま放置する結果ともなった。1793 年には、王室と伝統的なしがらみか
ら解放されたより公平な運輸システムの建設に着手している (40)。
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すべてのフランス市民が革命運動に好感をもっていたわけではない。貧者にしても同
様であった。ある農民は、それまで長年の間耕作してきた農地から追い立てられ、以前に
もまして厳しい生活条件を強いられた。商業や貿易も大きな打撃を受け、そのために起
こった経済不況は悪化する社会情勢に追い打ちをかけた。概して南部と西部、とりわけボ
ルドーでは、中央政府にたいする抵抗運動が強かった (41)。(1793 年) 6 月、農民は王制
派と共に大挙して暴動を起こしている。この反動は独裁的でしかも絶対権をもつ恐ろしい
公安委員会の設立 (42) に道を開くことになった。70 万人の徴兵軍が同盟軍の最鋭兵を敗
北に追い込むと (43)、それを契機に、恐怖政治は、虚実の差なく国家の敵と見なされた人
びとを容赦なく弾圧したのである (44)。
その間の情報は噂として流れ、召使の口からトランケレオン家の人びとにも伝わった。
男爵の親族二人は逮捕され、ギロチン刑を宣告された。ドゥ・バッツの分家ミールポワ
家 (Mirepoix) の父子である。しかし、好運にも隣人が書類を手にいれて消却してくれた
ため、二人は釈放された (45)。キリスト教を冒涜するような反キリスト教的「宗教」儀式
が、パリやボルドーなどで行われた (46)。身近では、12 月、男爵の二人の妹が住んでい
るコンドムで、マリア像やその他の宗教用具が由緒ある聖堂から持ち出され、カトリック
の儀式を嘲弄する人びとの前で火あぶりにされた (47)。

1794 年 2 月、政府は国家 (La Nation) の敵対者の財産を没収すると宣言。すべての亡
命者と革命勢力に刃向かった者、民衆の安全を脅かし、あるいは脅かすであろうと考えら
れる者たちの財産が没収の対象となった。没収された財産は、貧乏な民衆に与えられるこ
とになっていた (48)。以前行われたようにブルジョワジーに売却するよりも、この方がよ
り「民主的である」と考えられたからである。
かつて国家の財政が窮乏に瀕したとき、教会財産を没収し、ブルジョワジーに売却した
ことがある (49)。有産階級はアッシニア (Assignats) とよばれる国債を購入し、その売却
された教会領土や財産を買い戻した (50)。トランケレオン家もその領土を没収されるこ
とになっていたが、それは、この新しい法律によるものであった。
一方、その間、恐怖政治は猛威をふるった。この年の 6 月 10 日から 7 月 27 日の間に、
パリでは 1,376 人が処刑されている (52)。ボルドーでは、多額の罰金を支払うことによっ
て処刑を免れた金持ちもいたが (53)、その他の者は運命を逃れるすべを知らなかった。
すべての司祭は違反すれば死刑になるとの条件のもとに、フランス国外に追放された。
宣誓派の司祭も例外ではなかった (53)。あらゆるキリスト教的礼拝行為は厳重に禁止され
た。数多くの司祭は命がけで地下に潜り、秘かに集まる信徒のために聖祭を行った (54)。
当時、トランケレオン家の人びとはほとんど文通を行わず、また、知人を訪問すること
もなかった。それは、一つにはかれらが自宅で軟禁状態になっていたことと、もう一つ
は、上流社会に横行していたスパイを恐れたからである。このスパイの横行は、1793 年
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9 月に発布された「嫌疑の法律」が、市民に「国家の敵」を告発するように呼びかけたこ
とに起因する (55)。
全員の同意によって、家長としての責任はカタリン・アンヌに預けられた (56)。そのた
め、ある意味で外部から遮断されていたこの期間、男爵夫人は二人の子供の教育に専念す
ることができた。

1794 年、アデルは 5 才、シャルルは 2 才であった。子供の教育は聖書と宗教美術を中心
に行われ、母親が自分の考えに従って実践的な立場から説明を施した。利発なアデルは多
くの質問を投げかけ、教わったことをよく憶えた。後日母親が記しているように、アデル
は理性を用いる年齢以前に、すでに恩寵を得ていたのである (57)。
政府から追われながら秘密裏に行動していた司祭が、ときどきシャトーを訪れた。その
ような時には、こころを許すことのできる人たちのみが集まる中で、司祭でなければ行い
得ない秘跡をとりおこなった (58)。
日曜日の礼拝を定期的に行うことはできなかったが、男爵夫人が古いカレンダーに休息
と祈りの日のマークを付けた日曜日には、召使たちを含めて家族全員が集まる中で宗教書
を読み、実践的で簡潔な黙想を行うのであった (59)。
男爵夫人は、このようにして注意深くアデルに宗教教育を施すと同時に、知的教育を施
すことも怠らなかった。6 才になるアデルは、読み書きを覚え、算数や歴史、地理の初歩
的な知識を身につけた (60)。
アデルは鋭利で豊かな天分に恵まれていたが、我がままで怒りっぽい性格の持ち主で
あった。自分の考えや意向に沿わぬときは徹底的に抵抗し、泣いて抵抗するか、怒りの激
発に訴えた (61)。しかし、この激しいアデルの性格も、母親と二人の叔母の心のこもった
辛抱強い教育のおかげで徐々に緩和され、気が静まったときには許しを乞うことを覚える
ようになった。
弟に対するアデルの態度は典型的なもので、仲良くしながらも嫉妬を抱き、おとなしく
遊んでいるかと思えば喧嘩をすることの繰り返しであった。しかし、弟シャルルが罰を受
けたときは、きまってアデルはシャルルをかばい、自分で責任を取ろうとした (62)。
アデルが貧乏人や困った人たちに対する意識を高めたのはこの頃のことで、母親の手本
に倣って行動するようになった。政府の行政措置によって資産は凍結され、収入は減り、
かつ、不定期なものとなってしまった。しかも、フランス全土を襲った不況はガロンヌ地
方にも悪影響を及ぼした。シャトーの召使の多くは解雇を余儀なくされ、家計の出費は高
騰した。家計を助けるために男爵夫人は宝石を売り、衣服を手放した。従って、貧者に施
そうにも与えるものもなく、貧しい中にも持てるものを分かち合うのが精いっぱいの状態
であった (63)。
母親のこの態度はアデルを啓発した。ある時アデルは、母親から新しいドレスを買い与
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えられたことがある。幼いアデルは喜ぶ代わりにむしろ悲しみ、
「このお金を貧乏な人た
ちに施した方が、どれほどわたしにとって嬉しかったか知れない」と述べている。

1793 年も暮れに近づいた頃、当時としては大金であった 200 フランがパリの大叔母か
ら送られて来た。アデルはこの全額を、寒い冬の間、着るものもなくネラックの監獄に収
容されているスペイン人の囚人たちに送って下さい、と母親に頼んでいる (64)。
アデルがカルメル会の修道女になりたいと言い出したのは、この頃のことである。当時
のフランスでは、修道女はいなくなり、修道院もなくなっていた。それなのにアデルが修
道女になる望みを抱いたのは、なぜであろうか。ひょっとしてアデルは、以前ドミニコ会
の修道女であった二人の叔母から、修道生活について語り聞かされていたのかも知れな
い。あるいは、家族が親しくしていた友人のカルメル会修道女から感化を受けたのかも知
れない (65)。
もう一つの可能性は、冬の間家族と共にアジャンで過ごした際、以前カルメル会の修道
女であった人たちに会う機会があったから、その影響を受けたとも考えられる。弾圧以前
にはアジャンにカルメル会の修道院が存在したのである。アデルはたどたどしい文字で、
フランスのカルメル会修院長に宛てて何通かの手紙を出している。人形にカルメル会の修
道服を着せたり、修道生活への準備として断食をしたこともあった。その激しい性格から
極端な禁欲生活に走ろうとするアデルを均衡のとれた方向へ導き、アデルの長所を助成し
育成したのは他でもないアデルの母親であった (66)。
一方、政治的局面はますます混乱を極めた。人びとは公安委員会の過度な行動を批判の
目で見るようになり、恐怖政治はロベスピエールの没落とともに終末を告げようとして
いた。

1794 年 7 月 27 日、ロベスピエールはパリで処刑され、悪名高いラコンブはボルドーで
処刑された (67)。1795 年 2 月、礼拝の自由が公布され、
「聖職者に関する民事基本法 (Civil

Constitution of The Clergy)」が廃止された (68)。宗教行為は許され、司祭は共和国の法
律に服従を誓うことによって公に聖職を遂行することができるようになった。この誓い
は、過去の宣誓 (Civil Oath) と全く関係なく行われた (69)。この時、宣誓派の聖職者の
多くは宣誓を取り消して、教会への恭順を誓っている (70)。

1789 年 6 月、ルイ 16 世の息子で（ルイ 17 世として）王位継承権を持つフランスの皇
太子ルイ・ジョゼフがこの世を去り (71)、イタリアに亡命していた 40 才になるルイ 16 世
の弟コント・ドゥ・プロバンス（プロバンス伯爵）が王制派の支援を受けて王位を継承し
た。これが、ルイ 18 世である (72)。
フランスの革命政府を覆そうとする新しい動きが起こり、英国からの大陸への侵略が試
みられた。ルイ 16 世のもう一人の兄弟コント・ダルトア（アルトア伯爵）の要請を受け
た男爵は (73N21)、モアラ卿 (Lord Moira) の率いる軍隊に陸軍大佐として加わった。
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1795 年 9 月、男爵は英国から船出した。しかし、この侵略作戦は失敗に終わった。軍
隊は英国に引き上げ、男爵は亡命生活の継続を余儀なくされた。しかし、この作戦におけ
る男爵の貢献は王制派と英国政府から高い評価を受け、それが後日、男爵に有利に働くこ
とになる (74)。
同年の 10 月、パリ議会は再び忌避聖職者にたいする弾圧を行い、追放令を出した (75)。
やがて、パリ議会は解散され、執政府がこれに代わった。過度な恐怖政治の時代に比べれ
ば、世の中は比較的に落ち着いてきた。人目を盗んでこっそり帰国する亡命貴族も現れ、
故郷のシャトーに突然姿を現す者もいた (76)。
この間、トランケレオン家では、貴重品の隠匿に対する法的追求と、亡命貴族の財産を
押収しようとする法的拘束力から、たとえ全面的に逃れることができなくとも、少しでも
軽減されるように、懸命な努力が払われた。この運動で主導的な役割を果たしたのはカタ
リン・アンヌで、かの女を助けたのがフランソワであった。貴重品を隠匿したのは、決し
て国家（La Nation) の目をごまかそうとしたのではなく、泥棒や略奪者から守るためで
あり、従って、違法な行為でなかったことを主張した。男爵の母親からの懇願書、男爵夫
人、叔母やフランソワからの懇願書などが接収を遅らせるに一役買った。フガロールの役
人とその住民は、こぞってトランケレオン家とその召使たちを擁護し、ネラックの告発か
らかれらを守ろうとした (77)。

1794 年、中央政府の高官がこのケースに関与することになり、すべては彼の裁量に任せ
られることになった。しかし、事態はその後もはかばかしく進展せず、そのままの状態で
更に数カ月が続いたが、やがて政府代表部との折衝も歩み寄りを見せ始め、ネラック地方
当局もこれを受け入れるにいたった (78)。自宅監禁は解除され、基金の使用も許された。
フガロール当局はトランケレオン家の国家にたいする忠誠心を保証した。事実、いまでは
財産を隠匿する「犯罪」は、国家の財産をバンダリズムから守る「市民の義務」とさえ見
なされるようになったのである。今までの刑事犯人は愛国者になったのだ！

押収され

ていた銀器や宝石類の大半は、1796 年の 7 月までに、家族の手に返された (79)。
トランケレオン家の領土を没収の災いから守ろうとする努力も、かなりの成果をおさめ
ていた。全所有者の賛同を得て、カタリン・アンヌが、いままで分割されずに共同所有し
ていたトランケレオン家の全財産を統括して、その義務と権利を代行することになった

(80)。かの女が家族全員の所有権を擁護し得たのは、たゆまぬ努力と賢明さによるもので
あり、巧妙な法的処置と戦略上重要な鍵を握る役人の助けがあったからである。また、ネ
ラックやアジャンに居住する友人たちからの支援もこれに与って大いに力があった。フラ
ンス王室海軍の将校として人びとの尊敬をうけていたフランソワの名声と当局にたいす
る影響力も、大きな力となったことは否み得ない事実である (81)。

1739 年、フランソワは、マリ・ギャブリエル・ドゥ・ビルコール (Marie-Gabrielle de
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Villecourt) と結婚し、その翌年、海軍を退役した。フランソワとその妻は共にトランケレ
オンに居住しており、1796 年 2 月には第一子が誕生した (82)。やがてフランソワは、自
分の持ち分に当たる 22,000 フランとの交換に、ネラックの近隣にあるサン・ジェネ (St.

Genès) を自分の領地とし (84)、家族を連れてそこに移り住んだ。
アデルの弟シャルルは家督として領地の二分の一を相続した。男爵夫人と先代男爵の
未亡人は、男爵の四人の姉妹とともに、各々固有の所有権が与えられた。その結果、男爵
の固有の財産は領地の四分の一と判断され、これは国家 (La Nation) の所有物として競売
にふされることになった (85)。
フランスの南西部は平穏を保ち、1796 年の前半には男爵夫人は、当時結婚したばかり
の妹を訪問するために、フガロールを離れることができたほどであった。27 才になる妹
ジャンヌ・ギャブリエルは、同年 1 月 7 日、フィジャックにて、非宣誓派司祭を証人とし
て、秘密理にベルトラン・ドゥ・カステラ (Bertrand de Casteras) と結婚した (86)。
夫のベルトランはムレード (Mourède) の人で、トランケレオンからさ程遠く離れてい
ないベトゥリコ (Bétricot) のシャトーに住んでいた (87) 。男爵夫人と二人の子どもは、
このシャトーに新婚夫婦を訪れ、2 月 14 日から 3 月 30 日までそこに滞在した (88)。当時、
アデルは 6 才と 6 カ月、シャルルは 4 才であった。多難な日々を過ごしていた男爵夫人は、
この長期の滞在で、その疲れを休めることができた (89)。
政治状況は極めて平穏な状態が続いており、トランケレオンに帰った男爵夫人は政府
に没収されていた二つの不動産を国家 (La Nation) から買い戻すことが出来たほどであ
る (90)。この交渉に当たって、アジャンのディシェ氏がエイジェントとして一役買った

(91)。こうして、家族が元の平穏な状態に戻るためには、長い間家を留守にしている男爵
の帰国を待つばかりとなった。
翌一年間は、フランス全土がそうであったように、トランケレオン家も極めて平和な
生活を送ることができた。それは、中央政府において穏健派が大勢を占めたからである

(92)。
1797 年の春、男爵夫人の妹三人のうち一人が結婚することになった。男爵婦人はその
年の 5 月、母親と居を共にしていた妹マリ・ポール (Marie-Paule) に会うために、二人の
子供を連れてはるばるフィジャックまで赴いた (93)。マリ・ポールは、ジャン・バブティ
スト・フランソワ・ドゥ・テルム (Jean-Baptiste-François de Termes) と結婚した (94)。
かれは陸軍将校として国王につかえたことのある人物で、自分からすすんで国外に亡命し
た後、帰国していた。

8 月、執政府 (Directoire) は追放されていた聖職者の帰国を許した (95)。しかし、帰国し
た王制派や亡命者ならびに聖職者の数が増すにつれ、また、とりわけあちこちの選挙区か
ら穏健派がパリに送り込まれるようになると、急進派の怒りを買うことになった (96)。反
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動として、親ナポレオン派に後押しされた革命が起き、9 月 4 日、新政権が誕生した (97)。
選挙で選ばれていた 200 人の代議員は無効とされ、その内の 50 人は国外に追放された。
数多くの抑圧的な法律が復活し、9 月 4 日と 5 日の二日間で議会を通過した新しい法令は、
帰国した王制派の抱負を無惨にも踏みにじる結果となった (98N22) 。
この革命によって直接的な影響を受けたのは、新妻マリ・ポールの夫であった。かれは
再度亡命を余儀なくされた (99)。フランス政府のこの急変は、男爵夫人自身にも悪影響を
もたらした。
男爵夫人はその夏フィッジャックに留まっており、革命の知らせがこの地方にもたら
された頃には、そろそろトランケレオンへ帰ろうとしている時だった。かの女は、9 月 5
日、パリ政府の有力派によって、最初の法案が可決されたことを知っていた。それによれ
ば、過去において亡命し帰国したと考えられる者は再びフランスから離れることが命じら
れており、この法令が地方当局によって布告されてから 24 時間以内にその土地を、そし
て、2 週間以内にフランスの国境を、出なければならないことになっていた (100)。しか
し、男爵夫人は一度も国土を離れたことがなく、従ってこの法律がかの女に適用されるこ
とはないと考えていたし (101)、また当然のことながら、一度もフランスに帰国したこと
のない男爵にも適用されることはない、と考えていた。従ってこの法律は、男爵夫人とそ
の直接の家族たちに何ら影響をおよぼすものではないと考えていたのである。
しかし、このことに関してかの女が疑念を持ち始めたのは、父方の伯父アントワン・
ドゥ・ペイロンネンク (Antoine de Peyronnencq) がフィジャックを訪れた時のことであっ
た (102)。スペインに逃れようとしていた伯父は、自分の義理の妹にあたる伯爵夫人に別
れを告げようとフィジャックを訪れたのである。
実は、この伯父は、間違って亡命者のリストの中に記載されていたために、地方当局に
抗議してそのリストから名前を削除してもらった。しかし、地方当局を信頼しない中央
政府は、この種の訂正をすべて無効にした (103)。その結果、伯父はこの決議の犠牲者と
なった。パリの判断に従えば、アントアンは帰国亡命者であり、2 週間以内に国外に出な
ければならなかったのである。
これを聞いた男爵夫人は、当然のことながら、自分自身の立場についても疑惑の念を持
ち始めた。1793 年 10 月、男爵夫人が母親宛に出した手紙がもとで警官からトランケレオ
ンのシャトーが捜索された時、母親の居住地カンタル (Cantal) 地方当局の亡命者リスト
には、男爵夫人の名前が載せられていた。この記載ミスを知った男爵夫人は自分が国外に
一度も脱出したことがない事実をよく知っているフガロール当局に申し出て、リストから
名前を抹消してもらうように要請した。フガロールの町役場が発行した住民証明書を見た
カンタル当局は (1794 年 1 月）、事実上、男爵夫人の名前をリストから削除した (104)。
悲しみと恐れを深める中で、男爵夫人はこのような地方当局による訂正がいまではすべ
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て無効とされていることを知ると同時に、伯父自身がリストに男爵夫人の名前を見たとも
聞き知らされた (105)。こうして男爵夫人は、帰国亡命者にたいする新しい法律に従うこ
とを余儀なくされた。
急遽、二人の子供と身の回りの物を取りまとめ、急いで帰省した。その帰り道、男爵夫
人は本籍地ロッテガロンヌ (Lot-et-Garonne) の県庁があるアジャンを通過した。さっそ
く男爵夫人は役所に立ち寄り、リストに自分の名前が記載されているかどうかを確かめる
ことにした。係の役人はリストを調べ、男爵夫人の名は記載されていない、従って、法令
に触れる心配はない、と確認してくれた (106)。
いくぶん落ち着きを取り戻した男爵夫人は、二人の子供を連れて帰省の道を急いだ。時
に 9 月 26 日、フィッジャックの母親のもとで夏を過ごした年のことである。
しかしながら、かの女が帰省して身を落ち着ける暇もなく、その日の内に、またもや自
分の名前がリストに記載されているという噂を耳にした。文字通り、男爵夫人にとっては
生死の境目である。この法に従わなければ自動的に逮捕され、裁判所ではなく陸軍本部に
出頭せねばならないことになっていた。その出頭の目的は、被告を確認することであり、
確認するや、24 時間以内に銃殺されることになっていた。上告する余地は全く残されて
いなかったのである (107)。だから、噂の真偽を確認することは、男爵夫人にとって最重
要課題であった。
翌 9 月 28 日、木曜日、二人の子供を連れた男爵夫人はポール・セント・マリの町を経由
してアジャンに行き、今度は自分の目でリストを確認した。リストには、確かに、カンタル
県ペイロンネンク・トランケレオン夫人と自分の名前が記されていた。二日前に調べてく
れた役人は、自分の見落としを認め、語尾が「q］で終わるペイロンネンク (Peyronnencq)
ではなく「c］で終わるペイロンネンク (Peyronnenc) と勘違いしていたのだと言い訳をし
た (108)。ロッテガロンヌに滞在できる猶予期間はあと数時間で終わろうとしている。男
爵夫人は直ちにパスポートを手に入れると共に、間違った情報を与えられていたことを説
明する地方当局の文書を手に入れた (109)。
男爵夫人には、一刻の猶予も残されていなかった。アジャンから数時間離れたシャトー
に帰る暇はなかった。子供たちをどうすればよいのだろう。男爵夫人は子供たちに、なぜ
いま逃げなければならないのかを説明し、シャトーに帰っておばあちゃんや叔母さんたち
と一緒に過ごすか、それとも、お母さんと一緒に逃げるか、そのどちらを選ぶかと問いか
けた。二人の子供は、なんの躊躇もなく母親と行動を共にすると答えた (110)。
アジャンの友人（おそらくルイエ家か、ディシェ家か、リサン家 (Rissan) の人であっ
たと思われる）が馬車を用意し、旅に必要なものを取りまとめてくれた。トランケレオン
の家族や友人と別れの言葉を交わすひまもなく、二人の子供を連れた男爵夫人は一人の召
使に伴われてスペインを目指して落ちて行った (111)。
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急いで馬車に子供たちを乗せた男爵夫人は、時を移さず出発した。時にアデルは８才と
４カ月、シャルルは６才と数カ月であった。二人の子供は、自分たちの身の周りになにか
予期せぬ緊急事態が起こったこと、そして、
「遠く離れた」よその国スペインへ旅立たね
ばならぬこと、この二つのことは理解できたにちがいない。子供たちも母親といっしょに
なって興奮し、心配した。しかし、このような事態が自分たちにとって何を意味している
のか、なぜ起こったのか、そして、どのような結果をもたらすのかを理解することはでき
なかったと思われる。ただ子供たちは母親と一緒にいることで安心し、たとえシャトーの
人たちに会えなくても、母親からだけは離れようとしなかった。
目的地と道順を詮索している余裕はなかった。国を出る最短距離はスペインの国境で
あり、一刻も早くこの国境線を越えねばならなかった。
だが、どれほど急いでいるとは云え、いきなりピレネ山脈を越えて、スペインに入る
ことはできなかった。フランスとスペインの国境に横たわるピレネ山脈（約 3,000 メート
ル）は、フランス・アルプス（およそ 4,500 メートル）ほどではないとしても、極めて険
しいものである。渓谷は深く、峰は高い。だから、この山脈を越えるにはどこを通るにし
ても高く険しい山道を通らねばならなかった。実際、フランスから眺めたピレネは、まる
で平地に突き刺した白壁のように見える (1)。
旅人は、遠回りであると知りながらも、先ずピレネの中で比較的低い山合いを縫って南
に下り、そこから西に向かってポー (Pau) へ向かう。そこから更に西に進み、急流に洗
われてできた幾つもの渓谷を越えて、ビスケイ湾の沿岸まで来る。そして、港町ベイヨン
ヌ (Bayonne) を通って国境沿いの町イルン・ヘンデイ (Irun-Hendaye) を経て南へ進み、
フランスとスペインの国境を渡る。男爵夫人はこの道順を通れば期限が切れる前に安全な
場所へ逃れることができると考えた。
激しい性格を持ったアデルは、アジャンを離れるとき馬車の窓から首を出して叫んだ。
「ひどい人たちだ。わたしたちを殺そうとしているのね！」
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母親は、このような言動がかえって事態を悪くするとアデルを諭し、かの女の興奮を
鎮めた (2)。通り過ぎる町や村では罵倒を浴びせられ、時には泥や石を投げらることさえ
あった。土壇場になって命からがらフランスを落ちて行く貴族をみた民衆の憎しみが、こ
のような形で表されたのであろう (3)。
アジャンからポーまでの約 180 キロの道のりを、文字通り走るように通り過ぎた男爵夫
人の馬車は、馬を取り替える以外には休んでいる暇はなかった。9 月 30 日、土曜日、ポー
に着いた (4N23)。ロッテガロンヌの県外に出ねばならない期限ぎりぎりのことである。
県境を越えさえすれば、後は国境近くのベイヨンヌまでゆっくりと旅することができる。

10 月 3 日までに国外に出なければならないのだ (5)。
男爵夫人の国外脱出はまさに追いつめられた逃避行そのものであった。だから、他の亡
命者のように、入国を容易にするためにスペイン在住の貴族や友人への紹介状を手に入れ
る暇さえなかったのである (6)。しかしながら、幸いなことに、ポーの町で遭遇した一人
の労働者が、困惑する男爵夫人に同情して、トロサの修道院にいる従兄弟の修道士宛に一
通の紹介状を認めてくれた (7)。
ポーでいくらかの余裕を持った男爵夫人は、故郷に残してきた用事を片付けることがで
きた。しかし、やがてバス・ピレネ県 (Départment des Basses-Pyrénées) に滞在できる期
限も終わりに近づき、一行は再び旅路についた。そして、120 キロ先にある国境を越えた
のである。
生命の危険は去った。しかし、かれらには国もなく、家もなく、友もなく、財産もな
かった。いまは男爵と同じ亡命の境遇にありながら、皮肉にも亡命中の夫と離ればなれに
住まねばならなかった。しかも、男爵のように境遇を共にした知人や親類は、一人も身の
周りに居なかったのである。
身に危険を感じながら、しかも、時間に追われ、十分な支度もないままに、舗装もされ
ていない 300 キロの田舎道を旅することは決して容易なことではなかった。しかも、警官
や兵士の姿を見る度に恐れを抱き、遅れや予期せぬ事態に見舞われる不安の中での旅で
ある。幼い二人の子供を連れて亡命する夫人の心は、想像に絶するものがあったと思わ
れる。
やっとの思いで国境を越えた三人は、安堵の胸をなで下ろした。もう慌てる必要はな
い。道すがら休息をとることもできたし、静かに景色を眺めることもできた。一通の「紹
介状」を頼りに一行は国境から 40 キロほど離れたトロサに向かい (8N24)、そこでコルド
リエ・フランシスコ会修道院の門を叩いた (9)。
従兄弟の手紙を見た修道士は、とりあえず仮の宿を探し、いろいろと面倒を見てくれ
た。しかし、身の周りには、頼りになる人は一人もいなかった。二人の子供を連れ、夫も
なく、男性の保護者さえも連れずに旅をしている女性の姿を見れば、だれしも浮浪者 (10)
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か娼婦と考えてしまう。態度と身なりから、貴族と思わせる気品があったとしても、人び
との最初の対応は決して快いものではなかった (11)。
フランス革命が進展し、国家 (La Nation) の敵と見なされた貴族階級や聖職者、政治的
反動分子などにたいする弾圧が次々と進む中で、フランスの国境近くにあるスペインの町
トロサは格好の逃れ場となった。しかし、トロサは小さな町である。みるみる飽和状態に
陥ってしまった。
一般にスペインのカトリック信徒は、苦境にあえぐ亡命者、特に司祭や修道者には同情
的であった (12)。しかし、このトロサに限らず、国境近くの町々は、どこも亡命者で一杯
になり、これ以上面倒を見切れない状態に陥っていた。しかも、このように国境近くの町
や村が亡命者で満ち溢れていても、それでパリ政府の強硬政策が緩和されるわけでもな
かった。
やがてスペイン国王は、フランスから流れてきた聖職者たちに、スペインの更に奥へ入
るように命じた。同じような命令が亡命貴族や王制派にも下された。時に、1794 年 8 月、
戦いに勝ち誇ったフランス軍が侵入してきた時のことであった (13)。しかし、男爵夫人
が国境付近に到着した頃には、1797 年の革命で新しく国を追われた人たちが次々と入国
し、地方当局や地元住民の負担は増大するばかりであった。従って、もう一組の新しい亡
命家族が到着したとしても、人びとの心にはその面倒をみるだけの余裕は残されていな
かった。
しかし、幸いなことに、トロサには夫人が以前から親しくつき合っていた亡命将校が住
んでいた (14)。この将校は、夫人の親戚が住んでいるネラックの出身であった。夫人の苦
境を伝え聞いたこの将校は男爵夫人を探しだし、同郷の亡命フランス人を数多く紹介して
くれた。言語や習慣、食物や気候の違いにも、徐々に適応しはじめると、生活も少しづつ
落ち着いてきた。中でも男爵夫人にとって幸いしたのは、英国にいる夫と自由に文通がで
きたことである (15)。
フランスとの文通は当局によって差し押さえられ、検閲された (16)。しかし、スペイン
と英国間の文通は正常であった。それは、この両国が同盟を結んでフランスに敵対してい
たからである。もちろん、英国からスペインやポルトガルに行き来する船舶は常に攻撃の
危険に曝されていたが、実際に攻撃されることは滅多になかった。
この亡命から受けたもう一つの恩恵は、スペインでは信教の自由が認められていたこと
である。警官やスパイの目を心配する事なく礼拝行為や祈りの集会に参列することがで
きた (17)。フランス人にとって、このように自由に礼拝行為を行うことができるのは数年
ぶりのことである。朝、昼、晩、お告げの鐘が鳴り響くと人びとは立ち止まって祈りを捧
げた。このような地元の人たちの姿は、男爵夫人一家にとって目新しいことであると同時
に教訓的でもあった。同じように目新しく教訓的であったのは、窓に幕も引かず、戸棚の
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後ろに隠れることもなく、おっぴらに家庭に集まってロザリオを唱えたり信心業をするこ
とができたことである。とりわけ幼い子供たちにとって大きな驚きは、自国では見たこ
ともない宗教儀式や行列が、教会の暦に従って、堂々と公衆の面前で行われていたことで
ある。
やがて冬が来た。英国の男爵とは文通ができたけれども、トランケレオンからは何の音
沙汰もなかった。入って来るのは噂だけである。トロサの冬は、湿度も高く、寒さも厳し
かった。おそらく、トランケレオンよりも厳しかったに違いない (18)。徐々に言葉や習慣
に慣れ、食事や衣服にも慣れてきた。亡命者のリストから自分の名前が抹消されさえすれ
ば、9 月の法令に拘束されることなく、子供たちを連れて祖国に帰ることができるのだ。
男爵夫人はなんとかして自分の名前を亡命者リストから抹消しようと努力した。しかし、
すべての努力は徒労に終わった。
ポーでの滞在期間中に男爵夫人は、自分に代わって問題解決にあたる有能な人物を代理
人として立てるために公証人役場で文書を作成する余裕をもつことができた (19)。その
時、男爵夫人は、トランケレオンで家族の面倒を見てくれている男爵の妹カタリン・アン
ヌを自分の代理者として全権を委託した。
委託を受けたカタリン・アンヌは直ちに行動を起こし、ネラックとフガロール当局か
ら、男爵夫人が 1979 年 9 月の法令成立以前に国外に出たことがないことを立証する居住
証明書を取り寄せた。しかし、残念なことに、この文書はパリに送られて、同様の法手続
きをとっていた男爵夫人の伯父アントワン・ペイロンネンクのファイルの中にしまい込ま
れてしまった。
伯父にはフランス国内で妻が申請した特赦が下り、1798 年の 4 月には亡命者のリスト
から名前が抹消された。しかし、その同じファイルに入っていたはずの男爵夫人の文書に
関しては何の結論も下されないまま放置されたのである (20)。

1797 年の物憂い日々は、こうして希望と失意の繰り返しの中で過ぎて行き、亡命生活
もだんだんと日常化していった。
さて、その間、政治情勢は新たな局面を迎えつつあった。反聖職者派の大臣やパリから
の圧力が増大すると、スペイン国王カルロス 4 世は自国に逃れているフランス人亡命者に
たいして少しづつ同情心を失い始めていった。事実、亡命者の中にはフランス国境にあっ
て革命政府打倒の作戦を行うものも出始めていたのだ (21)。

1797 年 10 月、新しく任命されたフランス大使がマドリッドに着任するや、かれは聖職
者を除くすべてのフランス人亡命者をスペイン国外へ追放する権利を国王に要請し、これ
が受託された (22)。そこで先ず手掛けたのが、旅行者を含むすべてのフランス人に、その
名前を 2 週間以内に最寄りのフランス領事館へ届けさせることであった。

1798 年 3 月 27 日に出されたこの条例は結果的に「国家 (La Nation) の敵と見なされる
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容疑者たち」のリスト (23) をフランス政府に提供することになったのである。これに続
いてスペイン政府は、聖職者を除く全てのフランス人亡命者に国内撤去を命じる条例を出
し、もしこれに従わない場合は強制的にマジョルカ島またはカナリア諸島へ追放すること
を決定した (24)。
これにより、リストから名前を外してもらうことに失敗した男爵夫人は、今では公式に
亡命者（エミグレ）として登録されてしまい、従って、スペイン政府のこの新たな条例に
も服さねばならないことになった (25)。英国にいる男爵に合流するのはリスクが大きす
ぎた。フランスの軍艦が聖職者や貴族を捜索するために近海に出没していたからである。
マジョルカ島やカナリア島へは行きたくなかった。さりとてそのままスペインに留ま
ることもできなかった。しかたなく、男爵夫人は、フランスに近いポルトガルへ亡命する
ことにした。そうすれば、時期が来ればフランスに帰国することも容易であり、かつ、英
国からもさほど遠く離れることにはならないと考えたからである (26)。
子供を連れた男爵夫人は、乗合馬車を使ったり、らばの背中に揺られて、険しい山道を
ゆっくりと西に向い、次いで南に方向を変えて、スペイン平原を進んだ。ポルトガルの国
境沿いにある町、ザモラ (Zamora) まで、500 キロ近くも旅をしたであろうか。しかし、
そこでまた新たな困難が待ち受けていたのである
フランス人亡命者で国内が満ち溢れるのを恐れたポルトガル国王は、国境を封鎖したの
だ (27)。一家はついに行くところを失ってしまった。
ところが、はからずも、ザモラについた男爵夫人は、そこで男爵からの手紙を受け取っ
た (28)。男爵夫人からの手紙で、一家がポルトガルに向かうことを知った男爵は、ロンド
ンでの縁故を通じて夫人に助けの手をのべたのだ。男爵は英国駐在のポルトガル大使に依
頼してリスボンの首相に推薦状を送ってもらうように依頼し、夫人とその側近をポルトガ
ル国内の国境近くにある町ブラガンサ (Braganca) に受け入れ、丁重にもてなしてくれる
ように手配した。夫人が受け取った男爵からの手紙には、このことが記されており、ポル
トガルに入国するための手続きについての説明も付け加えられていた。
しかし、混乱を極めた世の中のことである。この手紙がフランス人の手に落ちて傍受さ
れることを恐れた男爵は、きわめて注意深く、かつ、慎重な言い回しで手紙をしたためて
いた。そのため、男爵の手紙の内容はきわめて曖昧なものとなっており、これを読んだ夫
人も、また、夫人の相談役をしていた司祭も、その内容を全く反対の意味にとってしまっ
た。つまり、男爵の試みは失敗に終わり、ポルトガルには入国できないと解釈したので
ある。
手紙の内容とその結末に動転した男爵夫人は、思わず床に膝まずき、聖霊の光を仰ぎ求
めた。祈り終わって立ち上がった夫人は、震える手で再び手紙を取り上げて読み始めた。
ところがどうしたことか、今度は、全く反対の意味が読み取れたのである。男爵の試みは
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成功した、だからポルトガルを目指して旅を続けるように、と伝えているのである。
夫人を助けていた司祭も手紙を読みなおした。するとかれも同じように、今度は夫人と
同じ意味を読み取った。なぜ最初に読んだとき、二人は読み違えてしまったのだろ。二人
は理解できなかった。
ことの成行きに心を強くした男爵夫人は、家族を連れてザモラを離れ、国境線に到達し
た。時に、1798 年の 4 月末日のことであった。手続きを完了し、一家はブラガンサに入っ
た。しかし国境沿いのこの町は混雑を極め、家賃は高騰し、フランスの亡命聖職者さえも
援助の手を差し伸べることはできなかった (29)。ところがここで意外なことが起こった。
町の有力な貴族の一人が、男爵夫人一家に迎えの馬車を差し向け、家具付きの家を提供し
たのである。これは、夫人とその子供たちのために、わざわざ準備されたものであった。
しかも一家は丁重にもてなされ、とりあえず必要なものはすべて調えられた。この亡命家
族が自国にとって大切な賓客であるとの通達が、予め首相から送られていたからである

(30)。
リスボン当局から特別の保護を受けていることを知った地元の貴族たちは、このフラン
ス人亡命家族を殊のほか親切にもてなした (31)。晩餐会への招待はあとを絶たず、家庭に
招き、ミサや郷土祭りに招待し、遠足やピクニックに招待した。一家の生活が落ち着くま
では、外出のたびに馬車を用意し、必要なものは全て手配してくれた。トロサからブラガ
ンサへの苦しい旅を経験した男爵夫人にとって、これは大変な境遇の変化であった。こう
して一家は、新しい土地で、今までよりも居心地の良い生活環境に身を置くことができた
のである。
ポルトガルから送る男爵への通信は、思いの外スムースに行われた。ブラガンサとロン
ドン間の通信はリスボン経由で自由に行うことができたからである。ブラガンサに身を落
ち着けてから三ヶ月を経たその年の 7 月のこと、夫人と子供はついに男爵に再会すること
ができた (32)。男爵にとって、その息子シャルルの顔を見るのはこれが初めてであった。
時にシャルルは 6 才、アデルは 9 才であった。アデルにとって、父親との再会は 7 年ぶり
のことであった。
スペインを夾んでパリから遠く離れたポルトガルでは、フランス政府の嫌がらせも遠の
いた。フランスに隣接するスペインに住んでいるよりは、ある意味で政治的に安全な状態
にあったと云える。ポルトガル国王による亡命者国外追放令も、発布後 5 カ月もすると死
文化し、効力を失ってしまった (33)。こうして、男爵一家がポルトガルに踏みとどまるこ
とができたおかげで、それはかれらに有利な結果をもたらすことになった。人びとからは
大切に扱われ、貴族階級の間に多くの友人を作ることができた。首相の影響力を持つ客人
として尊敬され、丁重に取り扱われた。男爵がロンドンに残してきた基金からお金を引き
落とすこともできた (34)。ロンドンには、帰国の日を夢みつつ待機している親族や友人が
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いたのである。
この頃になると、革命による過激な行動が必ずしもフランス人の期待と願望を反映する
ものでないことが表面化しはじめ、より穏健な政策に転換するかに見受けられた。
こうした状態の中で、向かう 2 年間の生活は、平穏の内に過ぎ去った (35)。アデルが 10
才になる誕生日の五日前、1799 年 6 月 5 日、第三子デジレが誕生した。生後一週間目にデ
ジレは、ブラガンサの司教座聖堂で、カノンの見守る中、ジャン・バプティスト・ビグー
ル神父 (Jean-Baptiste Bigoule) の手から洗礼を受けた。ビグール神父は、ロット川 (Lot)
の沿岸で、フィジャックから西方へ約 100 キロ離れた所にあるカオール (Cahors) の主任
司祭であった (36)。
洗礼式では、ロンドンに居住する代父ドゥ・マリッド司教の代理としてシャルルがその
代理を勤め、トランケレオンに住む叔母サン・ジュリアンを代行してアデルが代母役を勤
めた。時に、シャルルは 7 才と 6 カ月、アデルは 10 才であった。
不便な生活を強いられながらも、男爵夫人は子供たちの教育に配慮することを怠らな
かった (37)。デシレが生まれた頃、アデルは少女に成長し、母親から受けた教育と躾を
しっかりと身に付けていた。亡命生活の 2 年間はともかく、比較的平穏であったトランケ
レオンに居た時にも、アデルは急速に精神的な成長を遂げて行った。数々の辛苦とその境
遇に順応することを学び、時には死の危険さえも経験したからである。
襲いかかる逆境、物資の不足、絶望的な事態、先知れぬ不安。このような脅威におびや
かされながらも、けなげに生きて行く母親の姿は、アデルの心に神にたいする信仰を刻み
込み、神への信頼を強めていった。
深くかつ素朴な信仰を持っていた男爵夫人は、その人生の数々の場面で神の摂理の手を
感じ取っていた。アジャンで亡命者のリストから名前を削除すべく奔走しようと決意した
こと、慌ただしく国外に脱出した時に必要なものを提供してくれた人びと、ポーで援助の
手を差し伸べてくれた人びと、死線を越えようと必死なって逃げたのちに安全なスペイン
へ逃れ着くことができたこと、トロサで偶然に知人に会えたこと、夫の手紙がポルトガル
国境で待ち受けていたこと、首相が直々に働きかけて取りなしてくれたことなど、これら
一連のできごとの中に、夫人は神の摂理を読み取っていたのである (38)。この純粋な夫人
の信仰心はアデルに伝わり、生涯を通してアデルの生活の最も顕著な特徴として培われる
ことになった。
アデルが母親から学びとったのはそれだけではなかった。他人をおもんばかる夫人の
気持ち、スペインやポルトガルで誰はばかることなく実行した宗教心、何にもまして神を
大切にするこころ、困難と不遇に見舞われながらも勇敢に立ち向かう勇気と決断力、物事
に動ぜぬ冷静さ、驚くべきほどの落ち着き。アデルは母親の姿を通して、これら多くのこ
とを学びとった。男爵が書き残しているように、男爵夫人はまさに無類の婦人であった
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のだ。
男爵は、同様のことを娘についても証言することができたにちがいない。アデルは母親
そっくりに成長していたからである。そして、母親は母親で、娘を信頼し、心の内を分か
ち会い、困難な場面に遭遇したときは娘に相談するほどにさえなっていた (39)。こうし
て二人は亡命生活のあいだ、とりわけ男爵が合流するまでは、お互いに切り離すことので
きないパートナーに成長していたのである。友人を訪れるときも、母と娘は一緒だった。
教会や修道院でフランス人亡命司祭が執り行う典礼に参列するときも、二人は連れ添って
いた。
このような時に行われる説教に、アデルは注意深く耳を傾け、それについて母親と意見
を交換し、自分の生活にそれを当てはめるように努力した。母と娘は、故郷からニュース
がもたらされると、それについて話合い、フランスにおける宗教事情について話し合うの
であった。とりわけ二人が心を痛めたのは、1798 年 1 月、教皇ピオ 6 世がフランスの軍隊
によって力ずくでローマから連れ去られ、投獄され、1799 年 8 月、流刑の身でその生涯を
終えたことである (40)。
母と娘は、心の内にある考えや気にかかる事柄に関して、お互いに分かち合うことがで
きるようになっていた。トロサにいた当時のことである。アデルは、ある司祭がする説教
の中に正説を逸脱するかに思える言葉を感じ取った。公に異議を申し立てるべきか否かに
ついて思い悩んだアデルは、この悩みを率直に母親に打ち明けている。
母親は以前から娘を信念をもつ人間に育てようとしていた。年若いアデルは、印象的な
儀式に与ったときなどは、真面目に、かつ、真剣に議論をして賛成意見や反対意見を述べ
るのであった (41)。教会で説教を聞いたときや、アデルと弟シャルルを前に熱心に語り聞
かせる母親の公教要理の説明を聞いているときなどは、それをノートに書き留め、後日こ
れを教科書風に書き改めたり、小論文にまとめたりしている。
アデルが書いた小論分の中に、フランスの教会が直面する困難な状況の中で司教はどの
ような態度を取るべきかについて書かれたものがある。アデルの書き物に興味を示した何
人かの司祭は、教義に関するアデルの考えが非常に真面目で、しかも正当性にかなったも
のであることに感銘を受けた (42)。
肉体的にも、アデルは美しくチャーミングな乙女に成長し始めていた (43)。母親に似
て、アデルは洗練され、優雅で、思いやり深く、絶えず物事に興味を持つ人物としての風
貌が備わり、フランス貴族としての伝統をほうふつさせる乙女に育ちつつあった。はやる
気持ちを統御することも学び始めた。騒々しく頑固な幼児期から抜け出し、また、ともす
れば思慮に欠け、思いやりに欠ける子供時代の習癖から抜け出して、生き生きとした、し
かし、自制心のある大人に成ろうとしていた。父親からは遠く離れていながらも母親とは
身近に送ったトロサやブラガンサでの亡命生活は、アデルの人格形成に大きな影響を与え
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たのである (44)。
一方、フランスでは、ナポレオンが巨星のごとく世に現れた。エジプト遠征から凱旋し
たナポレオンはパリ政権を手中に収め、新憲法を発布すると、自ら共和国の第一執政官の
座についた (45)。1799 年後半のフランスは、強靭にしてかつ天才的なナポレオンの指導
のもとに再建の道を歩み始めた (46)。祖国の情勢が改善に向かったとの朗報に、数多くの
亡命者たちは帰国の途についた。
しかし、それ以前にあって、11 月、男爵はブラガンサにおいて亡命者のリストから自
分の名を削除し、国家の敵対者としての汚名を払拭しようと努力していた。
男爵は、モンバザン (Montbazens) 市当局に対して要望書を提出した。モンバザンにい
る友人の手を借りようとしたのである。1800 年の 6 月、男爵の提出した請願書は地方当
局の手を経てパリの国家治安警察省の上層部に届けられた。しかし、男爵の請願書はそこ
で差し止められ、拒否された (47)。その間、夫人の請願書も、何の進展もないままに、伯
父アントワンのファイルの中で眠っていた。
この頃スペイン政府は、すでにフランス政府のプレッシャーも遠のいたので、亡命者に
たいする制約を緩和した。そこで男爵は、新たにフランス政府に働きかける前にスペイン
に入り、国境にほど近い所に居を構えることにした (48)。
男爵の帰郷日記によれば、一家が旅発ったのは 1800 年 9 月 12 日、金曜日の午後 4 時頃。
一家はスペインのブルゴスから送られて来た馬車に揺られて、フランスの方角、北東に向
けて、道を進めた (49)。一家は都合 28 カ月の間ポルトガルに留まったことになる。
ブラガンサ地方の軍の指導者によってしたためられた推薦状を持った一家は、ポルトガ
ルの町ブラガンサを離れた。この推薦状には、男爵とその夫人ならびに 3 人の子供（誤っ
て男児二人と女児一人、と記されている）が召使たちと共にブラガンサからスペインのサ
ン・セバスチアンに向けて旅をすること、また、この家族のポルトガルへの入国は合法的
なものであったこと、そして、二年間にわたるブラガンサでの滞在期間中の一家の行動は
申し分のないものであり、男爵とその家族は常に賢明さを忘れず品位をもって行動したこ
と、また、宗教心の深さと忠誠な生活態度で周囲の人たちの良い模範になったことが記さ
れていた。そして、サン・セバスチアンの市民がこぞってこの一家を歓迎し、必要とする
ものを提供してくれるようにと要請していた (50)。
一家は、二年半前に夫人が通ったと殆ど同じ道をたどり、スペインのザモラ (Zamora)、
バヤドリ (Valladolid)、パレンシア (Palencia)、ブルゴス (Burgos)、アラバ (Alava)、ギ
イプツコア (Guipúzcoa) の諸県を 11 日かけて通り抜けた。
こうして一家は、9 月 23 日、ビスケイ湾に沿った人口 8,000 人の美しい町サン・セバス
チアン (San Sebastián) に到着した。ここからは故国までわずか 20 キロたらず。このサ
ン・セバスチアンに到着した一家を迎えてくれたのは、故国からの嬉しい知らせであった
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(51)。
サン・セバスチアンに到着して一月ばかりたった頃である。第一執政官ナポレオンは亡
命者リストからすべての女性と子供の名前を取り除く法令を発布した。おかげで夫人と
子供は、これ以上何の手続きを取ることもなく帰国することができることになった。しか
し、男爵はこの恩典から除外されていた。国家 (La Nation) に武器をもって刃向かった男
性は亡命者リストに据え置かれたのである。
しかし、男爵をはじめ他の数多くの「人民の敵対者」たちは、この除外令を暫定的なも
のと考え、いずれは恩赦が与えられるものと期待した (52)。事実、ナポレオン統治下のフ
ランス国家 (La Nation) では、過去 10 年間に祖国を離れることを余儀なくされた数多く
の王制派や反革命派の才能と、経験と、忠誠心を必要としていたのである。
かくして一家は、帰国の予定も立たぬまま、サン・セバスチアンに踏みとどまり、13 カ
月をここで過ごした。やがて待降節が終わりに近づくと、男爵夫人はクリスマスの大祝日
に聖体を拝領をするため、当時の習慣に従って、告白の秘跡を受ける準備をした。アデル
は聖体を拝領するわけではなかったが、かの女も告白の秘跡を受ける準備をした。アデル
は既に 11 才も半ばに達していたが、初聖体はまだ受けていなかったのである。
アデルは公教要理をよく理解していたし、聖体と聖体拝領の意味もよくわきまえてい
た。しかし、革命以前のフランスの習慣によれば、初聖体は 12 才か 13 才に成ったとき
に、荘厳な儀式の中で行われることになっていた。亡命先のスペインやポルトガルでは、
幼い子供たちは、特別な儀式もなく初聖体を受けていたのであるが、亡命フランス人たち
は祖国の風習をそのまま守り続け、荘厳な儀式なく幼児が初聖体を拝領することはなかっ
た (53)。
さてクリスマス・イーブがやって来た。母親と娘は告白の秘跡を受けるために教会に出
かけた (54)。最初に母親が告白をすませた (55N25)。夫人は感謝の祈りを捧げるために、
静かな場所に席をとった。続いてアデルが告白場に入った。ところが、しばらくすると告
白場から議論を交わす声が聞こえてきた。興奮した口調で真剣に議論している模様であ
る。そしてその声は少しづつ大きくなって行った。やがて告白場から出てきたアデルは
狼狽し、目に涙を浮かべて母親のもとに走りより、泣き伏した。まだ準備もできていない
自分に、明日聖体を拝領せよと司祭から言われた、と云うのである。
母親は、早速、告解場に行き、スペイン人の聴罪師と相談した。司祭の説明によると、
アデルは恩寵に恵まれており精神的にも年齢に似合わず成長している。なぜいまだに初聖
体を受けないのか理解できない。また、なぜこれ以上引き延ばそうとするのかも分からな
い、と云うのであった。とりわけこの司祭が気を悪くしたのは、このできごとの中にフラ
ンスのジャンセニスト的な傾向を見て取ったからである。かれは過去 10 年間、フランス
人亡命者を指導し、フランス人司祭とつき合っているうちに、かれらの間にジャンセニス
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ト的な傾向があることを知り、いたくこれを憂慮していたのである (56)。
納得のいくまで司祭と意見を交わした男爵夫人は、涙にくれるアデルと話し合い、一つ
の妥協案に到達した。それは、まだ十分に準備ができていないとするアデルの気持ちを尊
重してクリスマスには聖体を拝領しない、しかし、司祭が主張するように、み主はこのよ
うに美しい魂においでになることを殊のほか望んでおられるのだから、今から初聖体の準
備を始め、御公現の祝日には聖体を拝領する、と云うものであった。
このような経過をへて、1801 年 1 月 6 日、アデルはサン・セバスチアンの町にそびえる
丘の麓のサンタ・マリア聖堂で初めてご聖体を拝領する恩恵にあずかったのである。この
日は、アデルにとって生涯忘れることのできない日であった。この先、アデルはその手紙
の中で、秘跡の内におられるみ主を頂くことに関して、かの女なりの深い考え方を、しば
しば述べることになるのである (57N26)。
さて、このサンタ・マリア聖堂の丘の上にはカルメル会の修道院がある (58)。この丘か
らは、果てしなく広がる海原を一望に見下ろすことができる。修道院の静けさの中で讃え
るこの神のみ業の美しさは、アデルの心を深くかつ成熟した観想生活へと誘い寄せるもの
があった。そのような思いの中で、アデルは以前にも思いを寄せていたカルメル会への
召命を、心に感じるのであった。そして、アデルのこの気持ちは、数カ月もする内に、や
がて確信となり、フランスへの帰国が決まった頃には、もはや何の躊躇もなく、サン・セ
バスチアンに踏みとどまって、カルメル会に入会する、と宣言するまでに至ったのである

(59)。
さて、こうして一家がサン・セバスチアンに滞在していた頃、男爵はリューマチを煩っ
た。霧の深いロンドンに滞在していたのが災いしたのかも知れない。医者は男爵に、30
キロばかり離れたセストナ (Cestona) で湯治するように言い渡した。
そこで一家は、その年の 8 月、サン・セバスチアンを離れてセストナへ旅立つことに
なった。一行は、途中、アズペイチア (Azpeitia) とよばれる小さな町に立ち寄ったが、そ
の時、イグナチオ・ロヨラの生誕の地を訪問している (60)。そこには素晴らしい聖堂と修
道院がたてられていたが、当時、すでにイエズス会士はスペインから追放されており、そ
の聖堂と修道院はプレモントレ会の修道士によって守られ、バスク人の巡礼の地になって
いた。
家族の間に語り伝えられたエピソードは、おそらくこの旅の時に起こったのであろう。
そのエピソードは次のようなものである。
アデルの家族は、ラバの背に揺られながら、砂ぼこりのする山道を登っていた。夏の山
道を登っていた一行は、だれしも極度の喉の渇きを感じていた。ようやく小川にさしか
かったときのことである。馬子は、自分が被っていた汚い帽子を脱いで水を汲み、アデル
に差しだした。貴族の乙女アデルはなんの躊躇もなくこの帽子を受け取り、馬子の心遣い
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に感謝して水を飲んだ (61N27) という。
逃亡と亡命生活、そして、それに伴ういろいろの困難がアデルの子供らしい短気をため
なおし、庶民の生活を身近なものに感じとり、このような小さな親切をも、敏感に感じと
ることができる心の持ち主に育て上げてくれたのであろう。
特赦を待ち望む男爵の願いも、亡命者リストからの名前の削除も、いまだにかなえられ
ないままであった。しかし、これにも勝るいま一つの朗報がもたらされた。トランケレオ
ン家を熟知するシャプタル (Chaptal) が、新しくフランスの国務大臣 (French Minister of

The Interior) に就任したのである。かれと男爵との間柄は、大臣自身の言葉を借りて云
うならば、尊敬と感謝の念で結ばれていた (62)。
シャプタルの要請を受けた国家治安大臣 (Minister of Internal Police ) フーシェ (Fouché)
は、1801 年 7 月 27 日、男爵の案件が検討されている間、トランケレオンで警察の監視の
もとに身を置くことを条件として、また、他の亡命帰国者と同様にフランスの新政府に忠
誠を誓うことを条件として、フランスに帰国することを容認した。こうして、ついに、ト
ランケレオン一家にも帰国の道が開かれたのである。
しかし、新政府に忠誠を誓うことはデリケートな男爵夫人の良心に一抹の不安を残した

(63)。新政府の法律にはたくさんの反宗教的な要素が含まれていたからである。このよう
な政府に忠誠を誓うことは許さるべきことなのであろうか。新政府は合法的な政府なの
か。男爵夫人はこれらの点について少なくとも二人の教会の権威者に質問状を送って問い
ただした。一人はサクソニー (Saxony) へ亡命中のブーローニュ (Boulogne) の司教、も
う一人は在パリ教皇使節カルジナル・カプラーラ (Caprara) であった。
司教はこのような宣誓はしないほうが良いと伝えてきたが、カルジナルは、亡命者リス
トから名前を削除してもらうよりは、むしろ個人的な恩赦を請願するように努力した方が
よいと勧めてきた。それは、帰国亡命者に要求される宣誓よりも、恩赦に伴う宣誓の方が
より受け入れ易いものであると考えたからである (64)。そこで男爵は、恩赦の申請が受理
されるまでのあいだ警官の監視のもとに身を置くことを条件として、フランスに帰国する
ことになった。
ところで、その間のアデルはどうなっていたのだろうか。まず、アデルが心に抱いてい
たカルメル会への入会の希望は変わらなかった。従って、かの女はサン・セバスチアンに
踏みとどまるつもりでいた。カルメル会への召命を強く確信していたアデルは、フランス
に帰るわけにはいかなかったのである。フランスでは、単にカルメル会のみではなく、す
べての修道会が禁止されていたからである。
だからカルメル会に入るならフランス国外に留まらなければならない。しかし、アデル
はまだ未成年者である。両親の許可が必要であった。母親は娘の召命を大切に取り扱った
が、何と云ってもまだ 13 才の未成年である。このような決定的な結論を出すにはまだ若
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すぎると考えた。だから一旦家族と共にフランスへ帰国するようにアデルを説得した。成
人した暁に (65N28)、もしそのときまでカルメル会への希望が変わらないでいるならば、
そして、その頃までにフランスにカルメル会が再建されていないならば、その時になって
サン・セバスチアンへ戻ればよい、と言い聞かせた。年若いアデルはこの結論にいたく失
望した。しかし、両親の命令に背くことは許されなかった (66)。

1801 年 11 月 4 日、水曜日、一家はサン・セバスチアンを出発した。一家の亡命生活は
こうして終わりを告げたのである (67)。スペインで受けた人びとの厚意は、かれらの心
に深く刻まれた。この時から数えて 20 年目、すでに男爵は他界した後のことである。ス
ペイン政府の弾圧を逃れて亡命してきたスペイン人を男爵夫人は手厚くもてなしている。
かの女は亡命者の一人をわが家に受け入れ、恩赦が出て帰国するまで面倒をみた (68)。
男爵の日記は、帰国の途についた一家の旅を毎日事細かに記録している (69)。道路事情
とその印象（当時の道路は一般に悪く、とりわけスペイン国境の道路は悪かった）
、街道
沿いの田園風景や小さな村などについても描写している。一家はイルン・ヘンデイ (Irun-

Hendaye) を渡った。その時、一家とその所持品を運ぶためにラバ 4 頭を雇い、莫大な費
用を費やした。国境からポー (Pau) までのあいだに、一家は 3 日間ベイヨンヌ (Bayonne)
で休息している。したがって、男爵夫人が短期日で駆け抜けた道を、6 日間もかけて旅し
たことになる。

11 月 11 日にポーを発った一家は、その翌日の夜タルブ (Tarbes) に着き、そこから懐
かしいガロンヌ渓谷に向かって坂道を下りて行った。オーシュ (Auch) では男爵の伯父ア
レクサンドル・ドゥ・バッツ・ドゥ・ミルポア (Alexandre de Batz de Mirepoix) を訪問
した。ミルポアの家長であるこの伯父は 86 才で、孫がいた。その中の一人、幼いシャル
ル・フランソワは、後日アデルの妹デジレと結婚することになる (70)。
さらに一行は旅をつづけ、コンドムで一夜を明かした。ここでは以前ドミニコ会の修
道女であった男爵の 2 人の妹に会った。それより一年先、妹のアンヌ・アンジェリック

(Anne-Angélique)（マドモアゼル・ドゥ・トランケレオン）とアンヌ・シャルロット (AnneCharlotte)（マダム・ドゥ・ロルム Madame de Lorme）は、この土地で少女たちのため
の小さな学校を設立したのである。後日、この二人に、もう一人の妹マリ・フランソアが
合流することになるが、かの女は当時まだトランケレオンに住んでいた (71N29) 。

11 月 14 日、ついに一家はトランケレオンの自宅に到着した (72)。男爵にとって、これ
は 1791 年 11 月から数えてちょうど 10 年目の帰宅であった。夫人と二人の子供アデルと
シャルルにとっては 4 年目の帰宅であり、デジレにとっては、もちろん、初めてのことで
ある。喜びと涙、そして、愛するシャトーでのトランケレオン一家の再会を確かめ合う抱
擁。その喜びは筆舌に尽くしがたいものがあった。しかし、そこには二つの悲しい知らせ
が待っていた。一つは男爵の母親が他界したことであり、もう一つは領地にたいする所有
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権の喪失であった。男爵の母親の死は取り返すことのできないできごとであった。しか
し、領地にたいする所有権は最終的にもう一度男爵の手に返ることになる。
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コンコルダ ナポレオンと教皇
デュクルノ氏による「生活の規則」
堅信の秘跡/ディシェ家の姉妹との出会い

ついにアデルは帰郷した。四年間の亡命生活であった。苦しみと喜び。思いもおよば
ぬ環境と、その中から得た数多くの体験。アデルは、この四年間に、身も心も成長した。
幼い頃、無邪気にはしゃぎまわった屋敷のあちこち。最初は、遊びまわるのも一人であっ
た。しかし、弟が生まれてからは、二人で駈けずりまわったものだった。アデルは、当時
のことを思いだしながら、屋敷のあちこちを見て周った。たくさんのことが変わった。ア
デルの周囲も、そして、心の中も。
屋敷の中で最も変わったことと言えば、それはアデルの祖母で、男爵の母親である女性
家長が居なくなったことである (1)。かの女が家族と力を合わせて政府から財産の押収を
守ってくれた甲斐があって、ついに、1799 年 3 月 28 日、一家の所有権は認められた (2)。
しかし祖母は 1800 年の秋 (3)、息子男爵の帰宅を待たずに、69 才でこの世を去ったので
ある (4)。
祖母の死は、家族全員に大きな悲しみをもたらした。しかし、だれよりも大きな悲しみ
を抱いたのは男爵であった。祖母の亡きあとはアデルの母親が女性家長の跡を継ぎ、祖母
の部屋に移り住んだ。こうして過去と現在を繋ぎあわせる鎖の失われた輪が、再び継ぎ合
わされたのである (5N30)。
召使や下僕たちの間にも、居なくなった顔ぶれがあった。ある人は年老いて死に、ある
者は病でたおれた。凄惨な恐怖政治によって、隣人と隣人、友と友、そして、家族の間に
さえも溝を作った。そのような争いの中で、暴力によってこの世を去った者さえいた。あ
る者はより良い生活を求め、ある者は身の安全を求めて放浪の旅に出た。巷にさまよう放
浪者の群れに加わった者もいただろうし、フランスを毒するごろつきや盗賊の仲間入りを
したものがいたかも知れない。「平等」と、より良き時代への果たし得ぬ夢の悲しい結末
であった。
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アデルと母親は、再び以前と同じように労働者たちの家を訪れ始めた。かれらの妻や子
供たちと再会し、四年間のできごとを語り合い、慰め励まし合った。亡命以前の凄惨な革
命時代がそうであったように、再び屋敷の扉は貧しい人たちや飢えに苦しむ人たちで取り
囲まれるようになった。収穫も乏しく、資力も衰えた中にあって、男爵夫人とアデルは力
の限りかれらを助け、できるだけ多くの人たちに助けの手を差し伸べた (6)。
事実、男爵の資力は乏しくなっていた。法的に云えば、男爵はもはや自分の財産に対す
る所有権はなく、収入を得る権利もなかった (7)。伯父、母親、妻、姉妹、そして自分の
息子に相続権相応の持ち分を分配すると、全財産の約四分の一が男爵のものとして残っ
た。しかし、これは、今では国家 (La Nation) の財産とみなされている。1793 年の押収
の際に財産目録に書き込まれ、権利を放棄した家財道具の大半は、今では家族の手に戻さ
れていた。しかし、それさえ、分に応じて相続された後は、男爵の持ち分は国家の所有物
になってしまったのだ (8)。
持ち合わせのお金は、現金も預金も、男爵の亡命生活とそれに続く家族の亡命生活で、
ほとんど費やされてしまった。以前家族が使っていた馬車も無くなったが、これを新調す
ることができなかった。だから、しばらくの間は簡単な屋根付きの小型馬車 (Carriole)(9)
で用を足さねばならなかった。切り詰めることのできる支出はできる限り切り詰め、子供
たちにも節約に協力するように要求した (10)。しかも、帰国の条件として課せられた警察
による監視は、ナポレオン政権が没落して王政が復興するまでは、実際に実行されたので
ある (11)。
ナポレオン政権下のフランスは、ある程度まで安定性を取り戻した。対外的には国家の
安全が確保され、国内的には和解が実現した (12)。同じフランスの国民同志が傷つけ合っ
た国内紛争が、どれ程までに深刻で根が深く破壊的な傷跡を人びとの心の中に残したこと
か。それは、この時代に住む人でなければ理解できないであろう。
近隣の人びと、いな、親族や家族さえもが、ちょうど男爵と弟フランソワの関係がそう
であったように、異なるイデオロギイと政治思想で対立し、自分たちの住んでいる町や村
を舞台に激しく争い、傷つけ合ったのである。はては、愛する家族を殺したり、惨殺する
者さえいた (13)。そのような人びとが、今では互いに和解と平和を提唱し、新生フランス
の建設へ協力を呼掛けるようになったのだ。
国家と政府のレベルでは、ナポレオンと新しく着座した教皇ピオ 7 世の間で結ばれた

1802 年 4 月 18 日のコンコルダによって、新しい第一歩が踏み出された (14N31)。分裂し
た聖職者や司教が再び調和のとれた協力関係に統合されるには、まだ、しばらくの時間を
要した (15) とは云え、信仰の自由は復権した。フランスの教会は刷新され、新しく教区
の境界線が引きなおされた。没収されていた教会の建造物は、あるものは買い戻され、あ
るものは返却され、あるものは原型に復元された。教区の聖職者は、宣誓派・非宣誓派の
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区別なく、新しい司教と新政権のもとに置かれることになった (16)。
しかしながら、修道会はいまだに禁止されたままであり、新しい修道会を創立することも
許されていなかった (17)。以前修道者であった者たちは、公の承認を得ぬままに共同体を
形成し、使徒活動を展開した (18)。こうして、新しい型の「修道会 (Religious Associations)」
が浮上したのである。
アデルの二人の叔母は、以前のドミニコ会修道女たちと共にコンドムに共同体を再建
し、少女を教育する寄宿舎学校を始めた (19)。後日、この事業にマリ・フランソワが合流
するが、かの女は男爵が恩赦を得るまで、トランケレオンに留まることになる。
フランスが国内情勢を整えているとき、男爵もわが家の整備に力を注いだ (20)。パリ
に出かけて母親の家族を訪問し（まだ警官の監視のもとに置かれていたので、旅に出る
ときは許可が必要であった）、母方の伯父ドゥ・マリッド伯爵 (コント・ドゥ・マリッド

(Count de Malide)) の遺産を売却したりもした。この伯父は、男爵の母親が死んで間もな
い 1899 年の 12 月に世を去ったのであった (21)。男爵はまた、国家 (La Nation) と法的に
かけあって、父方の伯父シャルルや姉妹や弟フランソワの所有物となっていた財産を買い
戻す手はずを整えた (22)。
この頃、弟フランソワは、妻と四人の子供（最終的には七人の子供を持つことになる）
を連れてフガロールの近くにあるラバルダック (Lavardac) のガジャン (Gajean) に移り
住み、それまで住んでいたサン・ジュネ (St-Genès) の所有地を兄に返却した (23)。
以前、男爵に仕えていた下僕の一人ランヌロング (Lannelongue) も、政府の押収から買
収していた男爵の所有地の一部を、男爵に返却した (24)。
これらの取引に必要な資金を得るために、1803 年、男爵はネラックにある父方の所有
地とフガロール周辺に点在する土地を売却した (25)。
男爵の身分はまだ完全に正常化されたわけではなかった。しかし、男爵とことを構えよ
うとするものは、このフガロールの地には誰一人としていなかった。10 年間土地を離れ、
しかも、いまだに亡命者を疑の目で見る風潮があったにもかかわらず (26)、男爵の名声と
尊厳は保たれていた。

1802 年 4 月 26 日、政府に対する忠誠を誓うことを条件として、一切の例外を除外して、
全ての亡命者に帰国の許しが与えられることになった。そこで男爵は、早速、その手続き
に取りかかった。5 月 17 日、ロッテガロンヌ (Lot-et-Garonne) の県庁に出頭し、
（1801 年

7 月 26 日付で下付された）国内治安大臣 (Minister of Internal Police) による特別認証を
もってフランスに再入国した旨を説明し、法律の要求する宣誓を行った。男爵の書類は治
安省 (Ministry of Police) と司法省 (Ministry of Justice) に送付され、1802 年 7 月 31 日、
ついに恩赦を受けることができた (28)。
恩赦の条件には次の事が明記されていた。この恩赦は亡命していた者にたいして与え
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られるものであること、また、特殊法により除外され、または、売却されたものを除くす
べての財産の所有権を復権し、それを認めること、の二つである (29N32)。
すでに 48 才になっていた男爵は、これでやっと自由の身になったのである。過ぎにし

10 年。それは危険の連続であった。追跡、侵略、押収、ギロチン、追放。これらはすべて
過去のものとなった。
同じ年の 12 月 17 日、男爵夫人もついに「恩赦」を受けることができた。しかし、亡命
者リストからの名前の削除は、ついに実現することはできなかった (30)。
ところで恩赦を受けたこの喜びも、家族を訪れた死によって、再び悲しみの雲の中に包
み込まれた。81 才になる男爵の伯父シャルルが逝去したのである。7 月 30 日、男爵に恩
赦が下ったちょうどその日のことであった (31)。
アデルを囲む家族の数は減少した。父方の祖母が死に、伯父も死んだ。その妹マリ・フ
ランソワはコンドムに行った。シャトーに残ったものとしては、男爵と男爵夫人、そし
て、その三人の子供の他に一番年かさの叔母カタリン・アンヌが居るだけだ。この叔母
は、男爵と男爵夫人が不在のあいだ、落度なくその代理を勤めた人物であり、また、家族
の権利を立派に擁護してくれた人である。かの女はこれから後も、子供たちの教育に貢献
してくれることになる (32)。
この叔母の他に、もう一人シャトーに残った人物がいた。それはアデルの呼び方を用い
るならば「親愛なるマダム・パシャン」(Dear Madame Pachan) である。以前は修道女で
あったが、追放のときトランケレオンに迎え入れられた。かの女は、いわば、召使と家族
の中間的な存在であった。家庭内のこまごました仕事を手伝うかたわら、家政婦としてア
デルの身の回りの世話をし、旅に出るときは常にアデルの付添いをした (33)。55 才にな
るかの女は、1747 年 12 月 22 日の生まれであった (34N33)。
この家庭では、子供の教育が重要な位置を占めていた。アデルの教育は男爵夫人の手で
おこなわれたが、男子であり将来家長となるべき弟シャルルの教育は、家庭教師の手に委
ねられた (35)。経済的に大きな負担となるにしても、堅実な教育を息子につけることは、
男爵の堅い決意によるものであった (36)。

1802 年の初頭、帰国してから僅か数カ月のちのこと、マダム・パシャンと同様、以前修
道者で革命中に追われた 32 才のジャン・バプティスト・デュクルノ氏を家庭教師として
雇い入れることができた (37)。当時すでに神学の勉強を始めていたデュクルノ氏であった
が、まだ司祭に叙階されていなかった (38)。かれの聡明さと成熟した人となり、そして、
秀でた宗教心と高度な霊的生活は、やがて家族全体の尊敬を集めることになる。
かれは単にシャルルの家庭教師を勤めるだけでなく、アデルの家庭教師とも霊的指導者
ともなった (39)。霊的生活にたいする穏健でかつ均整のとれたかれの考え方と、アデルの
人柄を的確に把握するかれの洞察力は、アデルの霊的生活の育成に大きな影響を与えた。
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いつしかシャトーに平穏な日常生活が戻って来た。若い頃パリに居を構え、宮廷に出入
りし、華やかな舞踏会や貴族階級の社交会に席をつらね、首都の賑わいを体験し、お金と
権力と人脈の力を知っていた両親とは対照的に、アデルの生活はどちらかと云えば田園で
人目にたたない地味なものであった (40)。しかも、逼迫した家計はアデル自身に様々な不
便さを余儀なくすると同時に、貧者への援助にも自ずから限りが生じた。
アデルの日常生活は、かの女自身の霊的生活の育成と、恵まれない人びとへの溢れんば
かりの愛情と配慮の実践であったと言える。アデルは屋敷における日常生活の中で、自分
に与えられた日課を忠実に果たし、両親と共に居ることを喜び、弟シャルルや妹と生活を
分かち合うことに何よりも大きな喜びを見いだしていた。
アデルの教育は、最初はカタリン・アンヌの指導のもとに進められたが、のちにデュク
ルノ氏によって引き継がれた。こうして、亡命中に母親から断片的に教えられてきた教育
をまとめ上げ、肉付けすることができたのである。かの女が受けた教育は基礎的なもの
で、読み書きや算数などであった。アンシアン・レジームの貴族の子女教育にみられる美
術に関する教育は含まれていなかったように見受けられる。音楽や美術の代わりに、裁縫
や刺繍、家政や屋敷の管理を学んだ (41)。後日、両親が不在の時、屋敷を切盛りし、広範
囲にわたる領地を采配することができたのは、このような教育の成果であろう。
アデルが最も大切にした学習は霊的生活と祈り、そして、信仰生活の育成であった。屋
敷の環境は、このような教育には最適であった。近隣の人びとや友人の中には、このよう
な屋敷の生活環境をいくらか批難を込めた語調で「修道院のような環境」だと云う人もい
た (42)。
アデルにとって、この時期はカルメル会に入る準備の期間であった (43)。アデルは、い
まだに神からカルメル会への召命を受けていると確信していたのである。もしフランスで
修道会が復活するならばフランスで、でなければスペインのサン・セバスチアンでカルメ
ル会に入ろうと考えていた。デュクルノ氏に生活の規則の作成を依頼したのも、このよう
な前提があったからであり、母親とよく相談した結果であった。それは、1802 年の初頭
で (44N34)、アデルはまだ 13 才になっていなかった頃のことである (45)。
やがてこの年若いアデルと、弟の家庭教師デュクルノ氏のあいだに、素晴らしい人間関
係ができ上がった。わずか数週間の短い期間のうちに、アデルはデュクルノ氏のうちに深
い霊生を知り、その鋭い洞察力とキリスト者としての均衡のとれた生活態度を見いだし
た。デュクルノ氏も、また、アデルの中に年齢にもまして成熟した霊生を見いだし、カル
メル会への召命を確信して心の底から神に仕えようとする選ばれた魂を感じ取っていた。
しかしそれと同時に、この年若いアデルには、その若さと燃えるような性格に起因する弱
点と限界があることをも、見落してはいなかった。
アデルを善行へと駆り立てたその長所自体が、もし矯正されずに方向性を誤れば、かの
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女を善から遠ざけることになる。人びとの霊生を指導する上で、自分の能力の限界と経験
不足を自覚していたデュクルノ氏は、はじめはアデルの申し込みを断わった。しかし、氏
を霊的指導者として仰ぐことを切望するアデルの願いは強く、母親もアデルの希望に賛同
した (46)。
時には、せがむように繰り返されるアデルの要求に、さすがのデュクルノ氏もついに折
れた。こうしてデュクルノ氏は、アデルの霊的生活に、母親に次いで大きな影響力を持つ
人物となるのである (47)。同氏がアデルのために作成した「生活の規則」(48) は、アデル
が生涯これを大切にし、後年この規則書のなかに、種々の決心を自分の手で書き加えるこ
とになるのだ (49)。
このようなわけで、この「生活の規則」はデュクルノ氏とアデルの二人の人物をきわめ
て忠実に反映していた。13 頁にわたるこの規則書は、デュクルノ氏自身の手で書かれた
ものであり、前書きの後に 25 項目のアドバイスと勧告が記載されている。そして、その
後に、毎日の生活のあらゆる局面を網羅するスケジュールが詳細にわたって記されてお
り、最後に推薦読書のリストが付加されていた。
この規則書は、社会人として、また、家庭人として、そのあらゆる局面においてアデル
が立派に、成熟した娘として、振舞うことができるように書かれたものであり、そこに書
かれた種々の勧めは、デュクルノ氏のアデルにたいする鋭い観察と、氏の率直な気質を反
映していた。
氏は、アデルが信仰をより良く理解し、それを生活の中で徐々に実現することができる
ように、幾つかの勧めを提案している。また、氏は、アデルがこの勧告を十分に活用し、
「み主が望んでおられる完徳の域に達する」ための一助になることを希望する、とも付け
加えられている。
アデルがこの規則を母親の監督のもとに誠実に実行するであろうと確信していたデュク
ルノ氏は、同時にまた、この規則がアデルの心を縛りつけるものになりかねないとも考え
た。事実、ある状況おいては、より大きな善のために、一時的にこの規則を無視しなけれ
ばならないことがある、と考えていたのである (51)。
政府が集録したシャトーの財産目録に関して誓いを立てることを拒み、教会の権威に伺
いを立てるまではフランスの新政府に忠誠を誓おうとさえしなかったほどに繊細な男爵夫
人の良心は、アデルにも受け継がれていた。亡命の地にあって、正当性を踏み外している
かに思われる説教師にたいして、その非をただすべきか否かを論じたほどのアデルであっ
た。聖体を拝領するに当たって、聴罪師が考えている以上に準備が必要であると考えたア
デルである。このように繊細な良心を持っていたアデルは、その持ち前の熱烈な性格と快
活さが手伝って、霊的生活を送るに当たっては、容易にある種の小心に陥る危険性を持っ
ていたのであった (52)。デュクルノ氏はこの危険性を察知しており、生活の規則を与える
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にさいしては、その当初から、この危険性からアデルを守るように配慮したのである。
デュクルノ氏は、この生活の規則が良心を束縛するものでないことを強調している。告
白は、誠実かつ素朴で、簡潔なものであるべきことを諭しており（第 20 条）
、心に疑惑を
持てば直ちにこれを聴罪師に打ち明け、一端これを解決すれば二度と同じ点に立ち戻らな
いこと。いかなる理由があろうと過去のことをむしかえし、不十分であったと思い直して
祈りや償いを繰り返すべきではない（第 21 条）と教えている。また、黙想は神の愛を中
心に行い、全てを神のみ手に委せ、神の慈しみと愛、あわれみと寛大さに身を置くべきこ
と。
「決して地獄や審判、永遠性を主題にしてはならない・・・」とも述べている (53)。神
を恐れ、その審判の恐れに導くような読書をしてはならないこと。
「愛の道」こそが、か
の女にもっとも適切な道である（第 17 条）と教えている。
デュクルノ氏のこの勧告と、その勧告に忠実に従ったアデルの態度は、立派に実を結ん
だ。アデルは自己中心的な小心に陥ることなくして良心の繊細さを保ち続けることができ
た。そして、この同じ勧告を、アデルは、将来自分の下に立つ人たちの指導に用いること
ができた。
デュクルノ氏はアデルにたいして種々の奨励事項を記しているが、これを裏側から読む
ならば、氏から見たアデルの弱点、かの女の子供ぽい欠点のリストであると云うことがで
きよう。氏はアデルに、怠惰に打ち勝ち、与えられた仕事にたいする不服の感情を克服す
るようにと教えている（第 1 条）。また、両親とりわけ母親を敬愛し、親に対する反抗心
を抑え、親に対して口答えをしないこと、心の中で不平をこぼし、いやいやながら命令に
従うことのないように、と勧めている（第 3、14 条）
。
親から忠告されたときは有難くこれを受け取り、言い訳をしないこと（第 13 条）
。批判
を避け、過度な好奇心を抑制すること（第 5 条）。すべての人にたいして忍耐深く、親切
であること。決して人の陰口をせず、他人の行動に関しては常に善意をもって解釈するこ
と（第 4 条）を勧めている。
特に強調されていたのは、ややもすれば多くの欠点を生む原因となっていたアデルの生
来の激しさを抑えることであった（第 6 条）。あらゆることをできる限り完璧に行い、し
かし、決して焦ったり無闇に慌てた行動に出ないように、と諭している（第 10 条）。
デュクルノ氏は、また、この貴族の娘に、母親や叔母カタリン・アンヌの指導のもとに、
手仕事を習うことを強く勧めている（第 11 条）
。公の集まりや社交の場、友人たちと会う
ときなどの身の振舞い方に関しても事細かに忠告し（第 2、9 条）
、にこやかであってもほ
どほどにし、神の現存を忘れないこと（第 10、12 条）
。浅薄な読物や不道徳で非宗教的な
交際を避けること（第 2、16 条）、休息のときや遊びのときに過度な遊興に走らないこと
（第 12 条）、会話や行動において常に謙虚で慎み深くあるべきこと（第 13 条）。でき得る
かぎり他人の意思を尊重し、自己主張を通さないこと（第 7 条）。また、善きにつけ悪き
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につけ、他人の目を気にすることなく、常に神の栄光を求めること（第 13 条）
、をすすめ
ている。
つまるところ、デュクルノ氏の忠告は、生活全体を神の愛に向かわしめ、人を思う神の
愛を意識し、神と隣人にたいする愛を表現することに生活を方向付けることにあった。
デュクルノ氏は、また、頻繁に秘跡に近ずき、週に一度は告白をおこなうことを勧め、
とりわけ、毎週の日曜日や、いくつかの祝日には、聖体を拝領する許可を得ることを勧め
ている（第 20 条）
。しかし、聴罪師ドゥッセ神父 (Dousset) は、この二点すなわち告白の
秘跡と聖体の秘跡を受けることに関して、正反対の勧告をおこなった。
デゥッセ神父は、1803 年の秋、フガロールの主任司祭に任命された。かれはアデルが
頻繁に聖体を拝領することを許さず、後日、熱心な教区信徒にたいしても、月に一度の聖
体拝領を許したに過ぎない。従って、アデルは長い間この制約に縛られた (54)。後になっ
て主任神父はこの規則を緩めたが、それでもそれは、週日で、しかも、ある意味で個人的
な形での聖体拝領を許したのみであった (55)。
デュクルノ氏がアデルのために作り上げた日常生活のプログラム (56) は詳細にわたっ
ている。起床は朝の 6 時から 7 時の間。就寝は夜の 11 時。7 時間から 8 時間以上の睡眠は
許されなかった。起床すると、先ず祈りに時間が当てられた。約 30 分、神の愛とその慈
悲、キリストの苦しみとその原因について黙想し、その愛にどのようにお応えするかを黙
想することになっていた。その後、聖母マリアの小聖務日課の一部を唱え、次に教会また
は時としてシャトーで行われるミサに与ることになっていた (57)。
残された午前中の時間は、母親の指示に従って、手仕事や勉強に当てられた。昼食前の

15 分間は霊的読書を行い、つづいて午前中の行動について反省する。昼食の後は、しば
らくのあいだ休息し、それから午後の半ばまで仕事をする。仕事が終わると再び聖母マリ
アの小聖務日課の一部を唱え、夕方の黙想の準備のために短い読書をする。6 時近くにな
ると約半時間の黙想をする。時には、その後でロザリオを唱える。夕食の前には、しばら
く時間をとって翌朝の黙想の準備をする。夕食のあとは休息をとるか仕事をする。就寝
前には家族と共に夕の祈りをし、しばらく良心の究明をおこなう。そして、一日の終わり
には就寝の準備をしながら、いくつかの短い祈りを唱える。
最後にデュクルノ氏は、毎年、保護の聖人の祝日と初聖体の記念日、ならびに誕生日と
授洗の記念日を祝うことをすすめ、誕生日と授洗記念日の前には 4・5 日間の黙想をおこ
なうようにすすめている (58)。
生活の規則の最後には、推薦読書、とりわけ、福音書と「キリストの模倣」を掲げ、結
語としては、この「生活の規則」は日々の生活の中で敬神と英知において成長することを
目的としたものであり、神がアデルを祝福し、アデルも神に祈るように、と結んでいる。
生活の規則は非常に厳しいものであった。しかし、アデルは感謝の気持ちをもってこれ
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を受け入れ、寛大な気持ちでこれに従った。アデルの生涯はこの規則によって方向付けら
れ、霊的生活と知的生活、そして情緒の成育もこの規則によって正しい方向に導かれた。
かの女の人格形成においてこの生活の規則が果たした役割と重要性は大きい。
アデルは、この規則を入手して間もなく、デュクルノ氏のために毎日祈を捧げることを
決心し、それを規則書の最後に書き留めた。また、謙遜と親切と従順の徳を主軸に実践
し、我意を捨てて他者に従い、あらゆる徳目、とりわけ現在の自分に最も必要とされてい
る徳目と、カルメル会への召命に必要とされる諸徳を身につけるように努力する、という
決心をも付け加えた (59)。
デュクルノ氏の指導や両親の助言は確かにアデルの霊的生活を育てる上に大きな力を
持っていた。しかし、それだけではなかった。かれらの正しい行動の模範があったことを
見落とすことができない。決して豊かとは云えない家計を切盛りしながら、貧乏な人たち
を援助する男爵夫人 (60)。かの女は家族や召使たちを集めて共同の祈りを行い、新政府の
もとで再び自由になった教会の祝日を祝ったりなどもした。
夫人はまた、家族と共に、いつもの通り教会に出かけた。男爵自身も革命と亡命生活を
経験する中で、ある種の回心を体験しており、他の紳士たちが公の宗教行事に参加したり
聖体拝領をすることにためらいを感じている時も、男爵は家族と行動を共にした。事実、
男爵の祈る姿は、これを見る人に深い感銘を与えたものである (62)。
生活の規則を与えられてから一年も経たぬ頃、アデルは洗礼に次ぐ大きな霊的体験を
した。
亡命から帰って以来、アデルはことある度に堅信の秘跡を受ける望みを両親に打ち明け
ていた (63)。しかし、それには大きな障害が横たわっていた。アジャンのロッテガロンヌ
の司教は革命時に宣誓を行った（離教）宣誓派司教であり (64)、教会に復帰したアジャン
の司教座は、1802 年 4 月のコンコルダ以降、空席のままになっていたからである (65N35)。
しかし、1802 年 10 月 17 日、ジャン・ジャクピ (Jean Jacoupy) がアジャンの新司教と
して着座した (66)。1761 年生まれの司教は革命勃発のころ聖職につき、離教をうながす
宣誓を拒否して、革命の間は、英国に身を寄せていた。ひょっとして、当時、男爵は、英
国でジャクピ師に会う機会があったのかも知れない。しかし、それを裏付ける証拠はない

(67)。
師がナポレオンによって司教の座に上げられた行きさつは、一連の偶然的なできごとの
結果と云うことができる (68)。後日、皇帝ナポレオンが、
「朕は将軍を作るよりも、司教
を作ることに秀でている」(69) と語ったと言われているが、それは、このジャクピ司教に
ついて述べられたものであると言われている。年若く（この頃、司教は 43 才であった）エ
ネルギイに満ちた司教は、必ずしも才能に恵まれてはいなかったが、良き常識の持ち主で
あり、如才なく行動し、決して目的から身をそらすことはなかった (70)。
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ジャクピ司教は、着座とともに直ちに教区の復興に着手し、過去 10 年間放置されてい
た司牧の充実に精力を費やした。中でも、数多くの人たちが待ち望んでいた堅信の秘跡を
授けることに尽力した。10 年を越える司教不在の時代をへて、やっと合法的な司教を持
つことができたのである。司教は早速スケジュールを作成した。そして、秘跡を受ける準
備のできた信徒の中で、司教のプライベイト・チャペルに来ることのできる人には、堅信
の秘跡を授ける用意がある、と発表した (71)。
良き時代には、カテドラルの荘厳な儀式をもって堅信の秘跡を授けたものである。しか
し、中世風の堂々とした風格をもつ聖ステファノ司教座聖堂は (72) は、革命政府に差し
押さえられ、1799 年に売却された。その後これは解体され、一部の石材は町の劇場の建
材として用いられ、他の一部は、ガロンヌ川のグラヴィエ島 (Gravier) と町の本体を境と
する堀を埋める際に、その舗装材として使用された (73)。残されたのはカテドラルの本体
と正面だけで、革命の残酷さを無言の内に物語っていた。

1808 年、ナポレオンがアジャンを訪問したが、その時、この廃虚を見た皇帝はジャク
ピ司教に向かって、こう云ったと伝えられている。
「司教さん、これではまるでヴァンダル人の国のようではありませんか！」(74)。
宣誓派の司教コンスタン (Constant)(75) は、3 世紀に殉教したアジャンの聖人 (76) カ
プレ (Caprais)(77) に奉献された大聖堂 (Colligial church) を司教座聖堂として使用して
いた。12 世紀に建てられたこの聖堂は 1791 年に政府によって閉鎖され、倉庫として使用
された。のち、1796 年に再び教会として使用されたが、間もなくこの教会は、アジャン
の司教座聖堂になった。それは、聖ステファノ聖堂の跡地が他の目的に使用されることに
なったからである (78N36)。
堅信の秘跡に関する司教の通達を入手した男爵夫人は、早速、アデルもこの招きに応じ
るように提案した (79)。13 才半ばに成長していたアデルは、この提案を喜んで受けいれ
た。ただ、十分な準備もなく秘跡にのぞんだ初聖体のときとはちがい、今度は十分な準備
をしてから秘跡に近づきたいと希望した。そしてアデルは、アジャンのカルメル会で数週
間の黙想をする許可を申しでたのである。思いもよらぬアデルの要求に男爵夫人は家族全
員の賛成を得ることはできなかったが、アデルの望をかなえることにした (80)。

1628 年以来、アジャンにはカルメル会修道院があった (81)。1792 年、革命によって、
そこにいた 6 人の修道女は離散し、院長はスペインのサラゴッサに亡命した。家庭に帰っ
た修道女もいたが、弾圧の時代をアジャンに残り、秘密裏に修道生活を送っているものも
いた。広大な修道院の建物と敷地は、今ではデパルトマンの本部として使用されている。
これは、のちに学校として使用されることになる (82N37)。
信仰の自由が与えられると、修道生活の自由はまだ認められていなかったが、かつての
修道女が幾人か集まり、アジャンに居を構えた。こうして、教会や政府の承認を得ること
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なしに、修道生活を再現させたのである。アデルが黙想に行きたいと申し出たのはこの修
道院のことである。おそらく、1802 年のクリスマスの後のことであったろうと思われる。

6 週間のあいだアデルは長いあいだ待ちこがれていた修道生活を体験することができた
(83)。この修道院では、囲壁（クロイスター）の規則を除いては、他の全てのカルメル会
の戒律が忠実に守られていた。共同の祈りがあり、生活の規則があり、仕事と黙想の時間
があった。ここでアデルは、祈りの生活の深い意味を悟り、ますます深くみ主のみ手に身
を捧げる望みを増大させた。そして、最終的にカルメル会に入る日が来るまでは、熱心に
心の準備をする決意を固めた。
ついに堅信の日がやってきた。それは 1803 年 2 月 6 日、教会暦では 6 旬節の主日に当
たる（公式には、1805 年まで「共和国の暦」が使われていた (84)）
。アデルはキリスト教
の成人式に匹敵するこの堅信の秘跡を受けるために、他の人たちと一緒に司教館のチャペ
ルに集まった (85)。
この秘跡を受けたとき、アデルの心は聖霊に満たされ、深く感動した。そして、み主に
すべてを奉献するよう、こころの奥深くに、み主の招きを感じ取った。霊生日記にかの女
は次のように記している。
「1803 年 2 月 6 日、6 旬節の主日、午前 9 時 30 分、堅信の秘跡を受けて、次のような
決心をたてた。我意をすべて捨てさること。怒りを完全に抑えること。自尊心を完全に
放棄すること。人間的なすべての尊厳を捨てさること」。
短かいが、すべてを包括するこのプログラムは、その後のアデルの人生において、かの
女の勇気と寛大さを試みることになる (86)。
この日はアデルにとって非常に意義深い日であった。それは、この日にアデルが秘跡を
受けたからであり、また、この日以来、毎年この日を祈りの内に過ごすようになったから
でもある。しかも、この日がアデルにとって意義深いものになったもう一つの理由があっ
た。それは、この日、アデルに全く新しい人生の道が示されたことである。この新しい道
は全く予想だにしないものであって、今までアデルが考えていたカルメル会への召命を補
完すると同時に、緊張関係におくものでもあった。
堅信の秘跡が終わると、司教は授堅者とその家族を朝食に招いた。招かれた人たちの中
には、トランケレオンの人びとと、亡命以前から友人としてつき合っていたジャン・バプ
ティスト・ディシェ氏の家族がいた。アジャンの刑事法廷で治安判事を勤めていたディ
シェ氏は、かつてトランケレオン家が政府によって押収された二カ所の所有地を、1796
年、代理委任権を行使して男爵夫人の手に買い戻してくれたことがある。
ディシェ家には 5 人の娘がいた。この日は、その中の二人が父親に伴われて朝食に出席
していた。一人はアデルとほぼ同年のアガタ (Agathe)、もう一人は 4 才年上のマリ・テ
レーズ・フォア (Marie-Thérèse-Foy) であった (87)。この二人も、この日、堅信の秘跡を
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受けたのだ。マリ・テレーズが初聖体を受けたのは 1800 年 5 月 4 日のことで (88)、それは
アデルの初聖体に先駆けること一年足らずであった。かの女は授堅に際して、ヴァロアの
聖人ジャンヌの名をもらった。祝日は 2 月 4 日で、ヴァロア地方の多くの人びとから慕わ
れている聖者である。この日以来、マリ・テレーズは、ジャンヌと呼ばれることになった。
しかしかの女はディシェ家の長女であったため、ディシェレットとも呼ばれている (89)。
朝食では、アデルとジャンヌは隣同志の席をとった。おそらくこの二人は、それ以前に
会ったことはなかった (90N38) と思われる。しかし、まるで旧知の間柄でもあるかのよう
に会話が弾んだ (91)。14 才に成ろうとするアデルと、18 才を少し上回ったジャンヌは、
この時、お互いの間に共通するものを認め、強い友情を感じあった。
この友情は、アデルが死ぬまで持続されることになる。アデルの最も親密な友であり、
パートナーであり、腹心の友となったジャンヌは、アデルの理想をだれよりも良く理解し
てくれた。そして、死の床にあるアデルを慰め励ましてくれたのも、このジャンヌであっ
た (92)。
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深まるジャンヌとの友情/アソシアシオンの設立
/ディシェレットの結婚

新しい友人をえたアデルは、胸いっぱいに幸福感を抱きしめていた。事実、肉親関係を
のぞけば、ジャンヌはアデルが真に心を許すことのできる最初の友人であったのだ。子ど
も時代のアデルは、その生活の大半をシャトーで送り、どちらかと云えば世間から隔離さ
れた存在であった。亡命中には、子ども同志の付き合いもあった。しかし、当然のことな
がら、それは長続きするものではなかった。だが、今のアデルは、初めて家族の枠から外
にでて、新しい世界に生き始めたのである。

1784 年 11 月 18 日に生まれ、その翌日に洗礼を受けた (1) ジャンヌは、アデルより四才
年上であった。でも、この年の差は、二人の友情にいささかの障害ともならなかったよう
である。
母親の指導と、アデル自身が亡命生活を通じて得た数々の体験、そして、デュクルノ氏
から受けた霊的指導のおかげで、アデルは年齢以上に成熟していた。
アデルとジャンヌをくらべれば、ジャンヌは静かで自制心があり、他人の意見を受けい
れる性格の持ち主であった。アデルは、それに反して、活気に富み、興奮しやすく、エネ
ルギッシュな性格の持ち主であった (2)。
しかし、また、二人はいろいろな面で共通点を持ち、お互いに欠けたところを補い合う、
よくバランスのとれた仲であった。後ほどわかることであるが、この二人の間で、大きな
影響力を持っていたのはアデルであり、強い意思でジャンヌを一つの方向に引っ張ってい
く役割をはたしたのである (3)。子ども時代も、大人になってからも、そして、一人は結
婚して未亡人になり、もう一人は修道女になってからも、その生涯の多くを分かち合い、
同じ夢を抱いて過ごした二人であった。
そしてまたこの二人は、アデルの偉大なライフワークの中で、良き協力者となった。そ
して、最終的には、ジャンヌはアデルの臨終に立ち会い、そこで真の友人としての確証を
得ることにもなる (4)。
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最初に出会った堅信の日から間もない頃、アデルは再びジャンヌに会う機会に恵まれ
た。二人が素晴らしく意気投合しあっているのをみた男爵が、ジャンヌを同伴してトラン
ケレオンを訪れるようにディシェ氏を招待したからである。このときジャンヌは、ディ
シェ氏が帰郷したのちも、しばらくトランケレオンに滞在した。そして、それ以来、ジャ
ンヌはしばしば長期にわたってトランケレオンを訪問するようになる。少なくとも年に一
度から二度、結婚して子供ができたのちも、ジャンヌはトランケレオンを訪れ、数週間滞
在することになるのだ (5)。
アデルにしても同様であった。かの女もまたディシェ家を訪問するためにしばしばア
ジャンに足を運んだ。また、母親とフィジャックを訪れるときには、必ずディシェ家に立
ち寄った (6)。
ジャンヌが最初にトランケレオンを訪れたときは、時間の大半を体験談で過ごした。二
人はお互いの体験を比較しあい、話に尽きることを知らなかった。こうして二人は、どち
らも宗教心に篤く、神を大切にし、霊的に精一杯成長しようとしていることを知り、司教
館の朝食でえた第一印象が間違ったものではなかったことを、たがいに確認し合ったので
ある。
アデルはこの新しい友人と家族ぐるみのつき合いをし、シャトーでの生活を共にする
ことに大きな喜びを見いだしていた。しかし、それ以上に大きな喜びは、アデルがすでに
一年前から守っている「生活の規則」を分かち合うことであった。二人は、祈りにおいて
も、興味においても、そして、リクリエーションにおいても、共通するものを見いだして
いた (7)。
性格の適合性、生活背景の相違を超えた趣味の一致、そして、霊的な絆。これら三つの
要素の上に二人の友情は深く根を下ろした。そして、その友情は、かの女たち二人のため
だけではなく、かの女らを取り巻く周囲の人びとのためにも、立派な実を結ぶことになる
のだ。
「神のみがキリスト者の友情の原理であり、不変の絆です。ですから、もしわたくした
ちが神において愛し合い、神のために愛し合い、神を見て愛し合うなら、その友情は永遠
です」(8)。
ジャンヌの妹アガタに宛てたアデルの最初の手紙に手短く記されたこの言葉は、まさに
アデルとジャンヌの友情を雄弁に物語るものといえよう。
この友情は、かの女たちの霊的進歩を助長し、二人で一緒に受けた堅信の秘跡を通して
与えられた神のたまものを、より一層忠実に生きるように励ましてくれたのだった (9)。
ジャンヌがトランケレオンを訪問したときは、共に祈り、交代で霊的読書を朗読した。
そしてこの二人は、ゆくゆくは司祭の指導のもとに、共に黙想をするようになる。しか
し、当分のあいだ二人の生活を指導するのはデュクルノ氏の役目であった。
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最初の訪問で初めてデュクルノ氏に出会ったジャンヌは、氏の人柄にこころをうたれ、
氏の確信に満ちた宗教心に深い感銘を受けた。こうしてジャンヌも、アデルのように氏の
指導を仰ぐようになったのである (10)。
ディシェ家とトランケレオン家の交際は、この二人の友情を超えて、両家の親族全員を
包み込むまでに育っていった。事実、後になって、亡命時代からの付き合いであるイギリ
スの軍人がトランケレオンを訪問した際、5 人の娘のうち、どの子がトランケレオンの娘
か見分けがつかなかった、と述べているほどである。娘たちは皆、男爵をパパと呼んでい
たのである (11)。
アガタはとくに強くこの友情に引かれ、この後、かの女もしばしばトランケレオンを訪
問するようになる (12)。両親たちも (13)、シャルルやデュクルノ氏と同じように (14)、ア
ジャンとトランケレオンの間を行き来するようになり、ちょっとした手助けをしたり、使
い走りをするようになる (15)。そして、コンドムに住む叔母たちさえもが、この友情に加
わるようになるのだ (16)。
この年の夏も終わりに近づいた頃、アデルは黙想を行った。おそらくそれは「規則」に
記されている洗礼の約束の更新のためであったと思われる。黙想の終結にあたって、種々
の決心をたてたが、それを見ると、自制心を体得しようとする努力のほどがうかがわれ
る。決して他者、とりわけ司祭に、過度に心を寄せないこと。決して不公平な態度を示さ
ないこと。自分の気持ちにまったく反することがらを依頼されたとしても、喜んでこれに
従う、などがその時の決心である (17)。
このときの第一の決心は、当時フガロールで起きていた変動を予期してたてられたのか
も知れない。事実、1803 年の暮近く、やっとこの小教区にも専属の主任司祭が配属され
たのだ。
当時フランスの教会では、コンコルダの調印に引き続いて、抜本的な構造改革が行われ
た。しかし、司祭不足は深刻であった。1789 年、フランス大革命が勃発した当時には、教
区司祭と修道司祭を加えると、9 万人から 10 万人の司祭がフランスにいた (18N39)。その
うちの約半数が「宣誓」し (19)、やがてその大半は結婚した。亡命した司祭たちは、多数
が亡命先で死亡したり、亡命先の地に定住してしまった。司祭職を離れる者さえいた。革
命が終結した 1800 年当時は、フランスの司祭は僅か 8,000 名であったと推測される。も
ちろん、その大半は「宣誓派」の司祭であったのは云うまでもない。1809 年までには多数
の亡命司祭が帰国し、31,000 人にまで増加した。しかし、かれらのうち、おそらく 30,000
人近くは 40 才を過ぎており、多くは 70 才から 80 才代であったと思われる (20)。
革命以前、サン・シルの主任司祭は、ジャン・サン・マルタン師であった。アデルとシャ
ルルに洗礼を授けたのは、この司祭である。かれは 1790 年の宣誓を行ったため、シャル
ルに洗礼を授けたころは「宣誓派」の司祭であった。そののちこの司祭は、一切の宗教行
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為が禁止されていた恐怖時代は別として、混乱した革命のあいだ、常にこの小さな教会で
聖職の任に当たっていた。トランケレオン家の人びとが亡命の地から帰国したときも、こ
の司祭は教会に留まっていた。しかし、かれの信徒にたいする影響力は目にみえて衰えて
いた。
かれは二度宣誓を拒み、二度宣誓を行った (21)。そして、この司祭とメイドとのあいだ
にただよううさん臭い噂も、憶測の域をこえていた (22N40)。かれの信頼は地に落ち、人
びとにたいする影響力は失われた。コンコルダが調印され、教会の再建が進み始めると、
この司祭は健康を理由に、自からすすんで辞任した (23)。後日、アデルが、以前聖職に就
いており、人びとのつまずきとなっている某司祭のために祈りを依頼しているが、それ
は、おそらくこの司祭のことであったと思われる (24)。
ジャコピ司教は新しい主任司祭としてピエール・ドゥッセを任命した (Pierrre Dousset)。
かれは、当時、43 才であった。この司祭は、革命以前、司祭修道会のメンバーで、ネラッ
ク (Nérac) にあるカレッジの主任司祭をつとめていた。1793 年には、教会を分断する宣
誓を拒否している。当時フガロールが所属していたコンドム教区の司祭であった (25) こ
の司祭は、ジャコピ司教に召喚され、1803 年 10 月に新しい市民宣誓を行って、主任司祭
の職についた。

10 年間の司祭不在ののち、フガロールの小さな村でも、やっと男爵とその家族を交え
て、充実した典礼儀式をおこなうことができるようになった。とりわけクリスマスには、
盛大な祝が繰り広げられた。
しかし、このドゥッセ神父は、当時のフランスの聖職者の多くがそうであったように、
かなりジャンセニスト的な傾向をもっており、穏健なデュクルノ氏とは対照的に、厳格な
司祭であった。このために、後日、アデルはしばしば苦しむことになる (20)。
しかしながら、シャトーとその住民に対する師の関係は良好であった。かれはしばしば
シャトーを訪れ、自分の小教区の大半を占める男爵の家族とその召使たちの安否を問うの
であった (27)。

1804 年。それは、フランスの国民にとって大きな転換期であった。ナポレオンはフラ
ンスを帝国に改め、自らを皇帝として戴冠した。1799 年、ナポレオンが第一執政官であっ
たころ、フランス社会は退廃し、無政府状態に置かれていた。街道筋には盗賊や追い剥ぎ
が横行し、橋は崩れ落ち、通商は停止し、国家の財政は壊滅状態であった。国外からは敵
国に脅かされ、国内では市民が分断されていた。有能な指導者は、あるものは追放され、
あるものは牢獄につながれていた (28)。
背丈わずか 160 数センチ、てんかん症に悩まされながらも異常なまでのスタミナと、け
たはずれの記憶力を持ち、文官武官の区別なく、自分に仕えるすべての人にカリスマ的指
導力を発揮したナポレンは、数週間にしてフランスを掌握し、過去 10 年間、あるいは、そ
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れ以上続いてきた共和政治への風潮を、逆転させてしまった (29)。
国内の秩序はおおむね回復し、社会構造は再建され、宗教の自由は復権し、教会との関
係は修復された。パリの中央政権は再確認され、国を取り巻く敵対勢力は湾岸に釘付けに
され、やがて打破されてしまうことになる (30)。
新しい市民憲章の草稿はすでに 1790 年に着手され、1804 年には、ナポレオンによって
公布された。こうしてフランスに、初めて、真の意味での「国家」憲法が誕生した。この
市民憲章は、それまでフランスの南部を支配していたローマ法に代わるものであり、ま
た、北部を支配していたフランク族習慣法に代わるものであった (31)。やがてナポレオン
は、ヨーロッパのほとんど全域に民法典（ナポレオン法典）と徴兵制度をしくことになる

(32)。そしてこの徴兵制度は、すべてのフランス人男性にとって、初聖体と 16 才の誕生
日に結び付けられた人生の「通過儀礼」になるのである (33)。

1804 年の夏。それはアデルにとって、一つの転換期であった。この夏、ジャンヌはト
ランケレオンに来ていた。ジャンヌはすっかりシャトーの生活にとけ込み、まるで家族の
一員のようになった。二人は一日のほとんどその大半を共に過ごし、デュクルノ氏もこれ
に加わった。おそらくこの夏、かれらはいっしょに黙想をしていたのであろう。アデルが
たてた黙想の決心の最初のものは、ドゥッセ神父を念頭においたものと思われる。
「1804
年の黙想におけるわたしの決心」と題してアデルは次のように記している。
指導者に素直に従うこと。想像力を鎮めること。聖体への望みを、より大きくこころに
養うこと。要求されれば、いかなる犠牲もこばまないこと。
以上の通りである (34)。
デュクルノ氏は、かの女たちとともに革命直後のフランスにおける荒廃した信仰生活に
ついて思いめぐらしていた。2 年前にコンコルダが締結されて以来、人びとの信仰を目覚
めさせ、宗教行事を復活させるために、多大の努力が払われてきたことは事実である。当
時のフランスは、まだ、おおやけには非キリスト教的な革命暦を用いていたが、信徒たち
は典礼暦にもどり、聖人の祝日を生活の節目とするようになっていた。しかし、国民の多
くは、明確に非キリスト教徒であるとも反キリスト教徒であるとも決めかねないまま、宗
教無関心の状態におちいっていたのである (35)。
ここ 10 年以上、カトリック教会は法律によって禁止され、宗教教育も束縛されたまま
であった。もし、いくらかでも存続していたとするならば、それは家庭の中でひそかに行
われていたものだけである。アデルと同世代の若い人びとは、おおやけに行われる宗教行
事に参加した記憶はほとんどなく、一般にかれらはキリスト教の基本的な知識さえも備え
ていなかった。
聖職者のかずは少なく、いたとしても年老いているか病身の人が多かった。また、神学
校は無にひとしかった (36)。宗教心を育て、信仰を実行に移そうとする真面目な乙女たち
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は、人びとから白い目でみられ、ほとんど孤立の状態にあった。それは、以前にも述べた
ように、トランケレオンにおいてさえ、必ずしもすべての人が、長期間カルメル会で黙想
しようとするアデルの希望を快く受けいれたわけではないと云う事実から、容易に理解で
きることである (37)。
デュクルノ氏は、真摯な気持ちで信仰を生きようとするアデルとジャンヌには、ある種
の共同体としてのサポートが必要であると考えたようである。おそらく氏は自分自身に
とっても、そのようなサポートの必要性を感じていたのかも知れない。
革命以前は、このようなグループが数多く存在していたことをデュクルノ氏は知っていた。
小教区単位の団体や、さらに広い範囲におよぶ団体、ならびに、コレージュ (COLLEGES)
や修道女の経営する学校に属するもの、修道会や修道院に所属する団体などがあった。こ
れらはすべて、解散させられたり、嫌がらせや迫害、社会からの冷遇などによって姿を消
してしまった。パリやリオン、ボルドーなどの大都会では、このようなグループを復活さ
せようとする気運が高まってきた (38)。しかし、フランス南西部の田舎では、そのような
動きは皆無にひとしかった (39)。
そのような理由から、デュクルノ氏は、地方貴族の出身であるアデルと、県庁所在地の
ブルジョアの出身であるジャンヌの二人にたいして、祈りと霊的サポートを目的としたあ
る種の共同体を三人でつくらないかと提案した。二人はこの誘いを歓迎し、熱意をもって
受けいれた (40)。
三人が、グループ結成の約束を交わしたのは、その年の 8 月のことである。1804 年 8 月

4 日付けのノートに、ジャンヌは次のように記している。「ジャン・デュクルノとアデル
との三人で結成したアソシアシオンが神に祝福されますように、との意向をもって聖体を
拝領をした」(41)。当時、アデルは 15 才、ジャンヌは 19 才の後半、デュクルノ氏は 40 才
であった。
この「アソシアシオン」は、やがて年若い女性たちのあいだに広がり、その輪は三人の
予想を超えたものになる。実際、これからの数年間にこのアソシアシオンは、アデルの最
も重要な課題の一つとなるまでに発展するのだ。しかも最終的には、教会に二つの新しい
修道会と、数多くの信徒集団をつくり、アデルの死後も末長く存続することになる。
アソシアシオンは急速に発展し始めた (42)。ジャンヌは家に帰ると、すぐに家族と話し
合って、4 人姉妹のうち 3 人までをこのグループに参加させた。テレーズ、ルシール、ア
ガタの三人である。三人は、それぞれ、18 才、17 才、16 才であった (43)。当時、11 才で
あった一番末の妹アデルは、三年後、このグループに参加する (44)。
デュクルノ氏も、故郷に帰り、二人の年若い女性をこのグループに誘った。氏の故郷はボ
ルドーの南、大西洋に面したランド (Landes) 県のビルヌーブ・ドゥ・マルサン (Villeneuve-

de-Marsan) と云う小さな村（人口 1,600 人 (45)）である。氏が募集した二人のメンバー
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は、ロザリ (Rosalie) とアデル・ドゥ・ポミエス (Adèle de Pomiès) であった (46)。この
二人は、将来このアソシアシオンにおいて重要な役割を果たすことになる。当時ロザリは

19 才、アデル・ドゥ・ポミエスは 20 才であった (47)。
こうして、今はまだ名もないこのアソシアシオンであったが、やがて「小さき会」と呼
ばれるようになるこの会は、デュクルノ氏とアデル、ディシェ家の四人姉妹とドゥ・ポミ
エスの二人姉妹を創始者として始められたのである (48)。
このグループが結成された目的は、一般的な相互扶助と祈りの分かち合いのほかに、良
き死を準備することであった。一見この目的は、年若く元気に満ち溢れた女性を主要メン
バーとするグループとしては、いささか病的に思われるかも知れない。しかし、過去 10
年間、死は決してかの女たちにとって縁遠いものではなかった。フランス国中が死に直面
し、町と家族と友人たちのあいだに死はつねに現実のものとして迫っていたのである。し
かも、政府はいつ宗教にたいする政策を変えるか予測もつかず、病と疫病は蔓延し、年若
くして命を落とす可能性はつねに人びとの身辺から離れることはなかったのである (49)。
しかも、そのような社会情勢とは別に、かの女たちが使っていた「規則書」(50) をひも
とくと、強調されているのは死そのものよりも、むしろ、良い死を遂げることができるよ
うな生活に力点が置かれていた。後述するように、アデルはアガタへの手紙の中で、まさ
にこの点について触れており、アデル自身の死に関する見解を明らかにしている。
この小さい「アソシアシオン」の規則書が、デュクルノ氏の手によるものであることは
疑う余地がない (51)。8 条にわたるこの規則書は、簡潔かつ明確なもので、メンバーのな
すべきことが詳細に記されている。だが、この規則を守ることは個人の自由意思によるも
のであって、それ以外のいかなる義務をも負わせるものでないことが明記されていた（第

1 条）。なお、この規則書では、アソシアシオンの形態は一切規定されておらず、指導者
の役割と上司への報告の義務も規定されていない。
文書 (52) の冒頭には、J.M.J. の頭文字が記されている（訳者注：最初のＪはイエス、Ｍ
はマリア、最後のＪはヨゼフの頭文字）
。そして、その後に、この規則書を読む者は、先
ず、愛と感謝のこころを込めた短い祈りをするように、と注意をうながしている。第 2 条
では、生死の別を問わず、すべての会員はミサ聖祭、聖体拝領、禁欲と施しをとおして、
祈りの交わりに参加すると宣言する。
この会の目的は（第 3 条）良き死をまっとうすることであり、そのために、すべてのメ
ンバーは聖体を拝領し、至聖なる乙女のご保護のもとにその身をおく。金曜日はイエスの
死を記念し（第 4 条）、各人はキリストにおける死と復活を黙想し、キリストの七つの傷
を思い起こして天使祝詞を七回唱える。

“Mon Dieu”「わが神よ」という表現は、フランス人が口癖のように用いる表現であ
る。第 5 条では、この言葉に「さあ、神様を愛しましょう」という意味をもたせて、メン
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バー全員の喚起をうながすかけ声にしよう、と規定されている。
メンバーが増えた場合には、金曜日に都合のつく人たちが集まって、祈りや霊的読書の
集会をもつ。しかしそれ以外の日でも、熱意を高め、たがいに励まし合い、読書をし、お
のおのが受け取った手紙をまわし読みするためであるならば、随時集会をもつことは推奨
さるべきものとされていた（第 6/7 条）。
第 8 条では、毎日午後 3 時に、こころの中で十字架のもとに馳せ参じ、キリストの死を
祈念し、キリストにたいする愛を表明する。この祈りは、仕事の手をやすめずに行い、居
合わせる人たちに迷惑をかけないよう、こころの中で行う、と規定されている (53)。
この 8 つの条文のほかに、5 つの条項が付け加えられていた。この 5 ケ条は 1807 年に付
加されたものである (54N41)。その第一の条項、すなわち第 9 条によると、聖フランシス
コ・ドゥ・サールの勧めに従って、月の第一金曜日はミサをもって特別に記念し、死の準
備をおこなうことになっていた。
聖フランシスコ・ドゥ・サールは、この小さなアソシアシオンにとって、聖母マリアと
聖ヨセフに次ぐ大切な保護の聖人として仰がれていた (55)。そして、もし会員が、月の第
一金曜日に聖体拝領ができない場合には、すくなくとも霊的に聖体を拝領するようにと記
されている。
第 10 条では、たがいに助け合い、矯正し合うことによって、生活の中で神の聖旨を見
いだしえるように、霊的伴侶としての友人をもつことを勧めている。また、会員各人は、
他の女性たちが神を愛し神に仕えることができるように積極的に働きかけること（第 11
条）
、そして、神の現存をつねに思い起こしながら生活するよう、より忠実に心がけるこ
と（第 12 条）を規定している。
また、最後の箇条では、アデルがしばしば述べているように、新しいメンバーを受けい
れるときは、徳が高く、適切な人格の持ち主であること、また、とくに服装や態度におい
て控え目であり、他者のこころを惹きつけるような人物であるべきことを規定している

(56)。
原則として、アソシアシオンは 30 才を超えるひとは受けいれないことになっていた（第

13 条追加条項）。しかしながら、後日、この小さな会に歳かさの婦人たちの部会ができ、
男爵夫人自身、そのメンバーになっている (57)。
以上に見てきたように、この会の目的は、第 3 条で述べられているように、自己の霊的
生活を育成することであり、他の年若い女性たちに助けと配慮と司牧の手を差し伸べるこ
とにあった、と言うべきである。
ほとんど毎年のように死は訪れる。アソシアシオンが設立されてから 3 カ月ほど経っ
たころ、シャトーに三度目の死が訪れた。アデルにとって、死は決して珍しいものでは
なかった。亡命の道すがら、数多くの怪我人や病人の死に出会った。また、母親とともに
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訪問した多くの家庭で、死を目の辺りにした。なかでも大伯父シャルルの死は、アデル
にとって、大変身近なものであった。死は、大自然が毎年繰り返す儀式なのである。今回
は、カタリン・アンヌの番であった。11 月 6 日のことである (58)。
男爵の妹の中で最年長者であったカタリン・アンヌは、この時わずか 48 才であった。

10 年間家を守り、財産を管理し、略奪者や政府の手から家族の権利を守り続けたひとで
ある。この重荷がかの女の健康を傷つけたのかも知れない (59)。
革命以前であるならば、貴族の子女の教育は修道院の学校で行われた。しかし、亡命以
降のアデルに教育を授けたのは、デュクルノ氏のほかに、この伯母カタリン・アンヌで
あった (60)。
愛する伯母の死を前に、アデルがどのような思いをこころに抱いたかは想像に難くな
い。アガタに宛てた 1805 年 3 月 6 日付けの手紙 (61) の中で、アデルは長々と死について
語り、教会の最後の秘跡を受けるときのキリスト者の心構えについて記している。その中
でアデルは伯母の死について言及し、
「伯母の死を看取ることは、恐れであるより、むし
ろ、慰めでした」と述べている。
カタリン・アンヌのおだやかな態度、さいごの聖体拝領と終油の秘跡にたいする切なる
望み。このような状況を目のあたりにしたアデルは、思わず「聖なる生活を送った人の死
は、なんと幸福なものか」と叫ばざるを得なかった、と述べている。
この思いは、その後もアデルが典礼行事にさいして記した手紙や、友人やその関係者の
死にさいして記した手紙のなかで、幾度か触れられている (62N42)。

1805 年の初旬、ジャンヌの生涯を左右する重大な事件が起きた。それはアデルを動揺
させ、パニック状態にさえおとしいれるものであった。この年、ジャンヌは 20 才。両親
はかの女を結婚させるべく手配をととのえたのである。ジャンヌ自身は結婚にたいしてそ
れほど興味を持っていたわけではなかった。しかし、かの女はこの両親の計画を神の聖旨
として受け入れた。
両親が選んだ花婿は申し分の無い人物であった。アジャン出身の 28 才になる男性で、
名をエメ・バルテレミ・ベロック (Aimée-Barthélémy Belloc) といった。医師を職業とす
るかれは、才能があり、徳が高く、献身的に医業にたずさわり、とりわけ囚人や施設に収
容されている貧しい人たち (Poor House) の世話をしていた (63)。
結婚の準備はその年の冬に進められ、式は 4 月 23 日に挙行された (64)。アデルとアデ
ルの家族が式に招かれたかどうかは明白でない。ただ、その可能性は非常に高い。アデル
はその時の忙しさについて語り、アガタの心がそれによって取り乱されたのではないかと
心配している (65)。
ジャンヌは結婚して、ジャンヌ・ディシェレット・ディシェからマダム・ベロックに
なった (66)。これがアデルにどのような思いを与えたか。想像に難くない。
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本当にアデルは、この結婚によって友を失ったのであろうか。アソシアシオンも、これ
によって創立者の一人を失ったのだろうか (67)。
アデルの危惧は無意味に終わった。新郎ベロックはめずらしく無欲な人物で、新妻と
その歳下のトランケレオンの友人との間の友情にたいして、十分な配慮を払ってくれた。
それまでも、ベロック氏はアデルに会ったことがあったのかも知れない。結婚して間も
なく、氏はジャンヌにたいして、今まで通り、シャトーを訪問することを勧めている。事
実、結婚後二ヶ月たった 6 月に、ジャンヌはふたたびアデルを訪問している (68)。
バルテレミ（ベロック氏）はトランケレオンを訪問しているジャンヌに手紙を送り、す
べてのひとから愛され尊敬されているアデルとその家族の友情を十分に満喫するように、
と述べている。また同じ手紙の中で、氏は、ジャンヌが素晴らしい友人に恵まれたことを
嬉しく思うと述べ、この友情が末永く保たれるように祈るとも述べている (69)。また、バ
ルテレミ自身、可能な限りジャンヌと行動をともにして (70) アデルにたいする尊敬の念
を深めていった。
バルテレミは、自分の妻がアデルと起居をともにし、共通の興味を分かち合っているこ
とに大きな喜びを見いだしていた。氏はジャンヌとの間に子どもができた後も、ジャンヌ
が以前と同じようにトランケレオンを訪問することができるように配慮し、子どもたちの
世話を自分でみることもあった (71)。

当初アデルが抱いていた危惧はこのようにして

急速にぬぐい去られ、むしろジャンヌとの友情を以前にもまして深めることができた。
しかし、ジャンヌの結婚は、アソシアシオンに一つの変化をもたらした。ベロック夫妻
はディシェ家に起居していたが、当然のことながら、少しづつジャンヌは忙しくなってき
たのだ。すでにそうなるであろうと予想していた妹のアガタは、ジャンヌに代わって、そ
れまでアデルと交わしていた毎週の文通を受け持つようになった (72)。ジャンヌがアデ
ルと交わす私信は今まで通り毎週続けられていたが、アガタがアデルと交わす毎週の文通
は、アジャン地方に住むアソシアシオンの他のメンバーとの主なコミュニケーションの手
段になっていたのである。
この二つの手紙は、毎週、同時に配達された (73)。疑いもなく、ジャンヌはアデルに
とって最も親密かつ大切な友人であったのだ (74)。そして、それはだれの目にも明らか
なことであり、アガタもそれをよく理解していた (75)。しかし、アガタも、アデルにとっ
て、ジャンヌに次ぐ大切な友人であった。
アデルのアガタにたいする友情は時とともに強くなり、確かなものとなり、活発なもの
となって行った。性格的に気が弱く、内気で、他人に頼りがちであったアガタは、アデル
を頼り、アデルの助けと指導を仰ぐようになるのである (76)。
この二人の友情と文通は、二人が修道女になってからも続いた。現在、残存するものだ
けでも、アガタに宛てたアデルの手紙は 384 通におよび、他のだれにたいする手紙よりも
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多い (77)。これらの手紙の中で、89 通は 1805 年 2 月から 1807 年 7 月までのものである。
そして、この手紙は、この 2 年間のアガタとアデルを知るための、最も重要な資料になっ
ている。
アデルの最初の手紙は 2 月 2 日付けのものである。この手紙で、アデルはアソシアシオ
ンの他のメンバーに書く手紙のパターンを作り上げている。先ずその冒頭に J.M.J.T. と
記されている。それはイエス、マリア、ヨゼフの頭文字にテレジアの頭文字を付加したも
ので、アデルのカルメル会への召命の熱望を思い出させるものである (78)。
この頭文字の下に、普通、短い文章や祈りの文句がしるされていた。これは、その週の
スローガンである。スローガンは、当時増加しつつあったアソシアシオンの他のメンバー
から提案されるものもあったようだが (79)、実際には、そのほとんどがアデルの手による
ものであった。新しいメンバーがひとを介してスローガンを伝えて来た場合には、それを
優先して自作のものを後回しにすることがあった (80)。しかし、このスローガンがだれの
手によるものであれ、アデルはそれを手紙に書き、また、その手紙を受けたひとが、同じ
ように他のひとに書き送ることになっていた。

1809 年頃には、だれでもが利用できる標準化された標語のリストが作られた。このリ
ストには 52 のスローガンが掲げられており、典礼暦にあわせて、待降節から聖霊降臨後
最後の主日まで、一年間を網羅するようになっていた (81)。
アガタに宛てたアデルの手紙は、二人の生活のなかで起こる数々のできごとを詳しく
物語っている。しかし、これらの手紙ができごとの全貌を物語っているわけではなく、ま
た、そのような叙述が手紙の主要部分をなしているわけでもない。
アデルは友人を大切にし、特にジャンヌとアガタを大切にした。その友情はますます発
展し、それが親密なものとなるに従って、手紙の表現も豊かになって行った。アデルのア
ガタへの最初の手紙は、アガタから送られてきたものへの返事であったが、その中でアデ
ルは、今までジャンヌと交わしてきたと同じような形式で文通を交わすことができるよう
になった幸せを表明している。それは、文通を通して良きインスピレーションを分かち合
い、お互いの霊的進歩を助け合い、神の栄光を求めて記す手紙に神の祝福を祈り合うこと
ができたからである (82)。
アデルは文体に凝るよりも受け取るひとの気持ちを汲んで手紙を書いた。それはアガタ
に送る手紙が、アガタを経て他のメンバーにも伝えられることになっていたからであり、
また、その文通をとおして他のすべてのメンバーの心の内にますます強い神への愛が養な
われ、霊的進歩の憧れが養われることを念願していたからである。
アデルは、また、かの女自身、文通を通してアガタの良き模範と忠告を学びとることを
望んでおり、従って、おたがいに忠告し、矯正し合うことを躊躇すべきでないと記してい
る (83)。また、アガタと文通することが大きな喜びであるのは、アガタが自分の最も愛す
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る友人の妹であり、かつ、アソシアシオンのメンバーであるからだ、とも述べている。ア
デルは、また、いずれ近いうちにアガタに会う機会があるだろうと述べ、この最初の手紙
がそちらに着く日は、二人にとって、聖霊を受けた日の記念日に当たることを思い起こさ
せている。そして、もし会員の中で、幸いにもこの日に聖体を拝領をする恵みに浴するひ
とがいたならば、ぜひ、祈の中に二人を思い起こしてくれるようにと依頼している (84)。
またアデルは、今後アガタに手紙を書くときは「お嬢さまへ (Mademoiselle)」と呼びか
ける代わりに「親愛なる友へ (Dear Friend)」と呼びかけるようにしたいと述べているが、
これこそアデルがアガタにたいして手紙を書くときの気持ちを雄弁に物語っているかに
思われる。事実、アガタにたいして「お嬢さまへ」と呼びかけた手紙は、この手紙が最初
であり、かつ、最後であった。
これ以降、アデルはアガタを「親愛なる友」と呼んでおり、数カ月後の手紙では「親愛
なるアガタへ」と呼びかけている (85)。
友人関係というものは必ずしも順調な時ばかりではない。このことを十分に認識して
いたアデルは、もし自分たちの友情がその基礎を神に置いているならば、たとえどのよう
なことが起ろうと一生涯続けることができるだろう、と記している。
当時、アデルは 16 才であった (86)。かの女は友情につて語り (87)、死全般について語
り (88)、とりわけ (89)、祝日と年間の典礼暦を守ることによって得られる数々の救霊の秘
義 (90)、聖体におけるキリストを拝領する喜び (91) について語っている。また、祝日や
記念日におこなう特別な行事（これはジャンヌとも分かち合っていた）(92) や、聖母マリ
アの諸徳の模範 (93)、慎み (94)、生活の種々のできごとの中で示される神の聖旨 (95)、自
己統御 (96)、などについても語っている。
明らかに、その多くはかの女が黙想を通して得た成果であり、読書や説教から得たもの
であった (97)。アデルが好んで用いた源泉としては、聖書のほかに、
「キリストの模倣」
、
聖スランシスコ・ドゥ・サール、アビラの聖女テレジア、シャンタルの聖ヨハネなどがあ
げられる。
ジャンヌが結婚すると、アソシアシオンにおけるアデルの位置はますます重要度を増し
てきた。規則書はアソシアシオンの組織や構造について一切触れていなかったが、当時、
会員の中で一番歳下であったにもかかわらず (99)、明らかにその指導者としての重責をア
デルは背負い込んでいたのである (98)。
ますます増加する会員にたいして、アデルは毎週手紙を書いた。最初は 3 人であった会
員が、いまでは 8 人に増えていた。1807 年の 1 月には、24 人になり (100)、1808 年の年末
には 60 人に増加した (101)。
会員の分布はトランケレオンとアジャンを中心に、フランス西南部のいくつかの県 (Dé-

partement) に波及して行った。田舎に出される手紙は個人宛のものだが、町に送るばあ
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いは、グループ宛てに書かれたものが多かった。
毎年コンドムの叔母を訪問していたアデルであるが、今年の夏は、ジャンヌが来るまえ
に叔母を訪問した (102)。そして、そこでもアデルは新しい会員を募集した (103)。アジャ
ンではジャンヌとアガタが、ビルヌーブ・ドゥ・マルサンではロザリとアデル・ドゥ・ポ
ミエスが新しい会員を募った。そして、その新しい会員が、また新しい会員を増やして
行った (104)。
アデルは、これらの会員各人と連絡を保つようにした。ある人とは手紙を通じて直接に
連絡を保ち、ある人とは他の会員への手紙を通じて間接的に連絡を保った。またその他に
も、一人の会員に手紙を送り、その手紙をまわし読みしてもらうことによって、間接的に
接触を保ち続けた会員もいる。アデル自身も、他の会員から送られて来る手紙を他の会員
に回送した。とりわけ司祭から送られて来る手紙は回送した。この司祭たちも、やがて
は、アソシアシオンの会員になる人たちであった (105)。
ジャンヌの結婚の喜びから一週間。いま一つの死がトランケレオンに近づいていた。普
通アデルは、自分の書いた手紙が土曜日にアガタの手元に届くように、水曜日に手紙を書
くことにしていた。それにたいして、アガタは返事を日曜日に書いていた (106)。しかし
病状が悪化したため、アデルはスケジュールを変更して 4 月 30 日の火曜日に手紙を書い
ている。
男爵夫人は、すでにディシェレットから依頼されていたノベナを、木曜日から、もう一
度始めてくれるように依頼した。このノベナは男爵夫人の姉妹、ジャンヌ・ギャブリエル

(Jeanne-Gabrielle) のためのものだった。 重い病気にかかっていたジャンヌ・ギャブリ
エルには、三人の子どもがいた。アデルは、アソシアシオンのメンバー全員に、このノベ
ナへの参加を呼びかけている (107)。
ムレード (Mourède) の近郊ベトリコ (Bétricot) のシャトーに住んでいたジャンヌ・ギャ
ブリエルは、その夏小康状態を保っていた。
ところでそれより少し前の 6 月の初旬、16 才になるアデルは、ジャンヌの訪問を待ち
ながら自分の召命について考えていた。聖霊降臨の祝日から数日後に記したアガタへの手
紙 (108) の中で聖霊について言及し、聖霊がわたしたちのこころを照らす霊であることを
思い起こさせてから、次のように述べている。
「わたしたちの道、わたしたちの仕事、わたしたちの行動を照らして下さいますように」
聖霊に祈りましょう。「まだ若いわたしたちは、いやが上にも聖霊の光を必要としていま
す。聖霊がわたしたちに望んでおられる人生を示して下さいますように。そして、そのた
めに必要な聖寵を下さいますように」。
また、その同じ手紙の中で、忍耐をもち、心を開き、自然的な動機と意向を捨てるよう
にとも述べ、次のように記している。
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「わたしたちが歳をとったとき、なぜこのような人生を歩むようになったのか、このわ
たしにその道を選ばせたわたしの趣向や傾向、動機などについて考えさせられる時がく
るでしょう。ですから、わたしたちは常に聖霊の勧めに耳を傾け、神がその聖旨を示すた
めに用いられる霊的指導に耳を傾けなければなりません」
。神の聖意に召されて身を固め
る日がくるまでは、毎日「聖霊よ、来て下さい。あなたの光でわたしたちを照らして下さ
い。あなたの聖なる愛の火でわたしたちのこころを焼き尽くして下さい」と祈るように勧
めている。
アデルは、自分たちがこのような祈りを、あと数年ものあいだ続けなければならないだ
ろうと感じていた。しかし、もし熱意をもって祈り、忠実に生きるならば、たとえどのく
らい長いあいだ祈らなければならないとしても、問題ではないと考えていた (109)。アデ
ルは、ジャンヌを除くすべての会員に、同じ気持ちで祈りを続けるように勧めている。こ
の祈りからジャンヌが除かれたのは、すでにかの女は結婚し、神がかの女とその夫の救霊
のために召し給うた道を歩んでいたからである。
この手紙はデュクルノ氏とシャルルによってアガタの手に届けられた。かれらはアジャ
ンへ行き、ディシェ家を訪問した (110)。晩餐の際、デュクルノ氏はアガタの隣に座った。
アデルはその手紙の中で、デュクルノ氏のこの好運を羨ましく思うと書いている。デュ
クルノ氏とシャルルは、共に、この訪問の喜びを胸一杯に満喫していた。とりわけ、ア
ガタの妹で 12 才になる幼いアデルの魅力にこころを引かれた。シャルルはこの時 13 才で
あった。
ちょうどその頃、アガタは告白と聴罪司祭についてこころを悩ましていた。アデルは
かの女に支援と勇気付けの言葉を送っている。当時アガタは、定期的にムネ神父 (Menet)
に告白していたようである。しかし、細かいことは定かではないが、事情を難しくさせる
なにごとかが起こったようである。それが、アガタのこころを乱していた (111)。アデル
は、苦しむかの女に罪はなく、み主が約束されたように、いつかその悩みが喜びに代わる
日が来るであろうと述べている。そして、その日が来るまでは、マリアとイエスにならっ
て、苦しみと屈辱を、信仰と望みの内に分かち合って行きましょうと述べている。
この問題は、次に来るジャンヌの手紙で、さらにアデルのこころを悩ますことになった

(112)。それは、この同じ問題によって、アガタだけでなく、その妹テレーズまで悩み始
め、ついに新しい聴罪師を探さねばならなくなってしまったからである。アデルは二人に
忍耐をもってこの状況を堪え忍ぶようにと伝えている。
この問題は、アガタが勇気をだしてセレス (Serres) 神父を聴罪師として選ぶことによっ
て解決した。アデルはかの女の勇気を讃え、聴罪師をかえることがどれほど難しくても、
聴罪師なしで聖体拝領を延ばすよりは遥かに好ましいことであると述べている (113N25)。
この間、嬉しいことがまたくなかったわけではない。7 月、アデルは教皇ピオ 7 世に祝
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福されたロザリオを手に入れ、友人たちにも分け与えた (114)。8 月 26 日には、伯父フラ
ンソワが属するラバルダック (Lavardac) の教会で、アデルの従兄弟シャルル・アンリ・
マリ・ポリカルプ・ギャブリエル・ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン (Charles-Henri-

Marie-Polycarpe-Gabriel de Batz de Trenquelléon) が洗礼を受けた。このときアデルは洗
礼の代母をつとめる栄誉をえた。伯父フランソワには 7 人の子どもがあり、このとき洗礼
を受けたのは、その第 5 子であった (115)。
それから一ヶ月経った 9 月 28 日 (116)。14 才になろうとする (117) アデルの弟シャルル
と、19 才になるフランソワの息子が、フガロールにおいてジャコピ司教から堅信の秘跡
を受けた。この二人が告白と堅信の秘跡を受ける準備をしているとき、アデルはアソシア
シオンの会員に祈りを依頼している。司教がフガロールの教会を訪問したのはこれが初め
てであった。司教はトランケレオンにしばらく滞在した。
このときジャンヌもトランケレオンを訪れており、2 年前にアデルとともに堅信の秘跡
を授けてもらったこの司教と親しく交わる機会をえた。二人はデュクルノ氏を交えて、自
分たちの間でつくったアソシアシオンについて説明した。この話を聴いた司教は大変喜
び、祝福を与えるとともに、自分自身もこの小さな会の準会員となり、その擁護者になる
ことを検討すると約束した (118)。ジャンヌはトランケレオンから夫に手紙を出し、司教
に会ったこと、そして、司教の訪問がかの女とアデルにとって大きな喜びであったことに
ついて語っている (119)。
その年の 10 月、医師ベロックとディシェ氏がトランケレオンを訪れた (120)。そして、
司教がまだトランケレオンに滞在しているあいだに、もう一つの悲劇がやってきた。ジャ
ンヌ・ギャブリエルが危篤におちいったのである。男爵夫人は司教の世話をアデルにまか
せ、急いで見舞いに出かけた。
アデルは叔母サン・ジュリアンとともにアジャンを訪れ、アガタに会う計画をしてい
たが、この突発的なできごとで、アデルは計画を延期しなければならなくなった (121)。
ジャンヌもまた、出発の延期を余儀なくされ、この危機のあいだ、アデルとともにトラン
ケレオンに留まることになった (122)。

10 月 5 日、36 才のジャンヌ・ギャブリエルは、夫と幼い子どもをあとに遺して、この世
を去った。かの女は 4 人の子どもに恵まれたが、そのうちの一人はすでにこの世を去って
おり、三人の幼い女の子があとに残されていた (123N43)。妻を喪ったマルキ・ドゥ・カ
ステラス (Marquis de Casteras) は (124)、経済的な問題を抱え込んでおり、家庭を留守
にしがちであった。そのため子どもたちの世話をすることができず、さりとて家政婦を雇
う資力もなかった。そのようなわけで、三人の子どもたちは、ジャンヌ・ギャブリエルの
二人の姉妹に養女として預けられることになった。
マリ・ポール (Marie-Paule) （マダム・ドゥ・テルム Madame de Termes）は一番年上
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のマチルダ (Mathilde) を養女としてパリに連れ帰った (125)。かの女の夫は以前亡命者
（エミグレ）であったが、いまでは立派に社会復帰し、ナポレオンの統治下で重要な地位
についていた (126)。残された二人の女の子、エリザ (Elisa) とクララ (Clara) は、男爵夫
人が連れて帰った (127)。この二人は、当然のことながら、アデルのいとこである。
エリザ (Françoise-Elisabeth) は 7 才。男爵夫人は、エリザを男爵の姉妹が経営するコ
ンドムの寄宿学校に送った (128)。学校が休みのときはトランケレオンへ帰るようにして
いたが、最終的にはトランケレオンに住み着き、ゆくゆくアデルとともにアソシアシオン
の仕事に従事することになる (129N44)。クララは当時わずか 3 才にすぎず、男爵夫人は
自分の手元に置くことにした (130)。こうしてこの二人の孤児は家族の一員となり、アデ
ルのいとこというよりは、妹のような存在になった (131)。
その年の 12 月になると、またもや告白の問題がもちあがった。それまで 2・3 ケ月留守
にしていたセレス神父が帰るまで、告白と聖体拝領を差し控えていたアガタにたいして、
アデルは厳しい言葉でアガタを戒めている。聴罪師以外の神父に告白をするときに抱くあ
る種のいとわしい気持を経験したことのあるアデルは、アガタの気持ちをよく理解するこ
とができた。しかし、このいとわしい気持ちは、秘跡から遠ざかるいささかの理由にもな
らず、そのような気持ちに左右されてはならない、と述べている。しかし、このように述
べたのち、アデルは、この問題は本来は聴罪師の領域に属する事柄であり、そのような問
題にかんして私見をさしはさんだことにたいして詫びの言葉を入れている (132)。

1805 年が終わりに近づくと、アデルは会員にたいして、この一年を省みるようにうな
がしている。自分たちにとって、この過ぎにし年が人生の最後の年になることも可能で
あった。だから、これからは、いままで以上に大きな愛をもって神に仕えよう、とすすめ
ている (133)。
過去一年間、アデルとアガタとジャンヌは互いに友情を深め合い、喜びと悲しみをとも
にした。16 才の少女としては驚くべき成長を遂げていたアデルは、明らかにアソシアシ
オンの霊的指導者であり、オーガナイザーであり、そして、士気を鼓舞するリーダーとし
ての地位を固めつつあった。
アデルはディシェ家と連絡をとり、ビルヌボー・ドゥ・マルサンのドゥ・ポミエス家と
も連絡をとっていた (134)。そのほか、アジャンのセレーヌ・ドゥ・サンタマンス (Sérène

de Saint-Aamans) や コンドムに住む友人たちとも連絡をとりあっていた。
私的なものではあったとはいえ、すでに司教の祝福を得ていたこのアソシアシオンは、
若い娘たちの輪を超えて、やがては聖職者をも含む組織にまで発展することになる (136)。
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ラリボー神父とアソシアシオン/アソシアシオンの発展

1805 年の後半、すでにアデルは友人のジャンヌが身ごもっていることを知っていた。生
まれてくる子どもの名前はもう決まっていた (1)。アデルは一生懸命に安産を祈った。当
時、出産にともなって母親が死亡することはけっして稀なことではなかった (2)。死産を
したり、生まれた子どもが早世することもめずらしくなかった。だから 1 月 2 日、マダ
ム・ベロックことアデルの親友ディシェレットが男の子ユージェーン (Eugène) を無事出
産したと聞き、アデルは大いに喜んだ。「わたしの代わりにお母さんと赤ちゃんを抱きし
めて、キッスをしてあげてください。」
アガタにそう書き送った (3)1 月 29 日の手紙には、安産にたいする神への感謝の気持ち
が満ち溢れている。アデルはこの手紙を通して、自分がささげるこの感謝の祈りにアガ
タも参加するように勧め、この祈りを通して親子がこころから神を愛し、神の思し召しに
従って生きていくことができるようにと希望している (4)。
出産の知らせを受けたアデルは、最近知合いになったばかりのラリボー神父 (Larribeau)
にもこのニュースを知らせた (5)。
アデルがこの神父に出会ったのは、おそらく 1805 年のことであったと思われる (6N45)。
ゆくゆくこの神父は、アデルの生涯とアソシアシオンに決定的な役割をはたすことになる

(7)。ただ、アデルとラリボー神父の出会いがいつ、どのようにして行われたかは定かで
ない。アデルの手紙の中でこの神父の名前が最初に登場するのは、1806 年 4 月のことで
ある (8)。
しかし、この時にはすでにラリボー神父はアソシアシオンと深いかかわりを持ってお
り、アソシアシオンのメンバーに霊的指導を行なっていたことが判っている。かれの名は
ジャン・ラリボー (Jean Larribeau) と云い、ロンピアン (Lompian) の主任司祭であった。
ロンピアンはガロンヌ川の下流にあり、フガロールからは西北へ約 15 キロ離れたところ
にある小さな町だ。

84

第7章

1806 年–1807 年

かれは 1762 年 1 月 9 日、コンドムに生まれ、今年 44 才になる。フランス大革命が勃発
した当時は、ロンピアンから南へ約 10 キロ離れたダマザン (Damazan) で助任司祭をし
ていた。1792 年には宣誓を忌避し、追放された。ナポレオンの時代になって追放の地か
ら帰ったが、その人徳のゆえに仲間から高い評価を受けていた。かれは深い教養を身につ
けていたにもかかわらず、健康に恵まれず、働き過ぎないように常に配慮しなければなら
なかった。ジャクピ司教 (Jacoupy) がかれをロンピアンの主任司祭に任命したのは、こ
の仕事が比較的楽であったからだ (9N46)。
ラリボー神父は素朴な人で、平和を愛し、どちらかといえば少し内気な性格の持ち主で
あった。かれ自身の言葉をかりて云えば、素朴で敬虔な人たちとともにいることを好むタ
イプの人物であったと考えられる。1804 年に、かれはすでにボルドーの汚れなきおん孕
りのソダリティの司祭メンバーの一人として登録されていた。それは、このソダリティが
ギヨーム・ジョゼフ・シャミナード神父によって設立されてからわずか 3 年のちのことで
ある (10)。
ラリボー神父はアデルとアソシアシオンの会員に出会い、まもなくその賛助会員になる
が、最終的には「指導者」になる (11)。かれはなん人かのメンバーの霊的指導者であった
が (12)、アデルはその中の一人であった。事実、アデルは死ぬまでラリボー神父を霊的指
導者として仰いでいる。
そのようなわけで、ラリボー神父は、男爵夫人とデュクルノー氏に次いでアデルの霊的
生活に大きな影響を与えた人物であり、だれよりも長期にわたってアデルを指導した人
物であった。ラリボー神父が初めてシャトーを訪れたのは、その年の終わりころである

(13)。そして、そのとき以来、師はしばしばシャトーを訪問することになった。
アデルがラリボー神父に出会ったちょうどその頃、かの女は将来アソシアシオンのメン
バーになるもう一人の神父に出会った。
とき折りしも、ピオ 7 世はフランスにたいして特別な聖年を布告し、フランスの教会の
再生に大きな影響力をあたえた。数多くの司教は、教区内の教会に特命の説教師を派遣
し、
「ミッション」をもよおした。このミッションは長期にわたるもので、一般に、一週
間のあいだおこなわれた。人びとは説教を聴き、心霊修業や信心業をおこない、秘跡を受
けた。このようにして、この種のミッションは数多くの人たちに改心の機会を与えたので
ある。
このミッションに、ジャクピ司教は有名な説教師ミクエル (J.C.F.X. Miquel) 神父を起
用した。この神父は司教館つきの参事官であると同時に、モンペリエの神学校の校長でも
あった (14)。ちなみに、このモンペリエでは、以前、男爵の伯父が司教をつとめていたこ
とがある (15)。
復活祭が終わって間もなく、ミクエル神父はミッションの説教をするためにアジャンへ
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やって来た。これを聞いたアデルは、早速このミッションに参加する許可を両親に願いで
た。そして、急いでアガタに手紙を書き、間もなくアジャンを訪問することになるので、
その時には会うことができるであろうことを喜んでいる、と伝えている (16)。
ところで、これを聞いたアガタは、それ以前に他の所でこの司祭の説教を聴いたことが
あったので、そのときの体験を熱意を込めてアデルに報告した (17)。アデルはこのアガ
タの手紙に返事を書き、そのような貴重な体験は、十分に活用するようにととアガタに勧
め、聞いたことを実践に移さなければ無意味であるとも述べている。また、このような恩
寵が与えられるのは、説教を聴いた人が、それまでにもまして熱心なキリスト者となり、
よりよい人間になるためである、とも述べている。

5 月の中旬になって、やっとアデルはトランケレオンを発ち、アジャンを訪れることが
できた。アジャンに到着したアデルは友人たちと一緒に聖霊降臨祭を祝ったのちミクエル
神父が説教する黙想会の一つに参列した。そのときアデルは、アガタをともなってミクエ
ル神父が宿泊する病院へ師をたずねた。二人はアソシアシオンについて説明し、ぜひ自分
たちの祈りに参加してくれるようにと説得した。このとき、師は喜んでこの願いを受け入
れた (18)。
アデルは、ミクエル神父の素朴で心のこもった聖なる人柄に深く感銘を受け、それから
一年たったのちにも、その時に受けた印象をアガタに書き送っているほどである (19)。
アジャンで行われたこの黙想は約 6 週間続き、5 月 30 日に閉幕した。最後の日に、民衆
は行列をして大きな鉄の十字架を運び、町の広場にこれを立てた。司教館の参事官と聖職
者がこれに参加したのはもちろんのこと、市長や評議員ならびに警察署長もこれに参列し
た。当然、ミクエル神父もこの行列に参加したが、その時、師は雨の降りしきる中、ぬか
るみを裸足で歩いた (20)。云わずもがな、アデルもアジャンのアソシアシオンのメンバー
とともに、この行列に参加した。
帰宅したアデルは、時を移さずコンドムの伯母を訪問する旅支度にとりかかった。アデ
ルは再度旅立つにあたって、アガタに手紙を書き、聖霊が心を照らし、コンドムにいるア
ソシアシオンのメンバー、とりわけこれからメンバーになろうとしている若い人たちの上
に豊かな恵みが下るように、また、この新しいメンバーが、神に仕えるこの最善の道を、
さらに多くの人たちに指し示すことができるように祈ってほしい、と依頼している。
アデルはコンドムで新しいメンバーを増やすことができた。3 週間後、トランケレオン
に帰宅したアデルは、早速そのことをアガタとジャンヌに書き送っている。かの女二人も
アデルと同じように、新しいメンバーの募集に力を注いだ (21N47)。
アガタがアソシアシオンに入会させようと考えていた友人の中に、マドモアゼル・ペロ

(Mademoiselle Pérot) がいた。この女性については、アデルの手紙に記されていること以
外はなにも分かっていない。
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1805 年 7 月 5 日のアガタに宛てた手紙の中で、アデルは、マドモアゼル・ペロの消息を
知らせてくれるように依頼している (22)。そして、自分がマドモアゼル・ペロに関心があ
るのは、ペロが自分の友人の知人であることと、かの女が神を愛する人物であるからだ、
と述べている。

12 月にアデルは、再度、マドモアゼル・ペロの消息を尋ねている (23)。1 月になってア
デルはかの女にかんする情報を受け取ったが、結果はあまりかんばしくなかったようであ
る。アデルは、ペロがすばらしいメンバーになるだろうと考えていたが、時はいまだ熟し
ていなかったのだろう。残念ではあったが、神の聖旨にお任せするほかはなかった (24)。
それから一週間後、アデルは再びこの問題に触れている (25)。アデルはアガタに宛てた
手紙の中で、やっとペロと連絡がついたことは喜ばしいことだが、なぜそれほどまでに時
間がかかったのか、いぶかしく思っていた。そして、まだ他にペロをアソシアシオンに勧
誘する方法が残されていないだろうか、と問いかけている。そして、ペロの祈りは、アソ
シアシオンにとって、決して無駄なものではない、とも述べている。

(1806 年の) 6・7 月頃になって、ペロのアソシアシオンにたいする連絡が何者かによっ
て阻止されていたことが判明した（おそらく両親が反対したのだろうと思われる）(26)。
このできごとはアデルを深く悲しめた。ペロは聖なる人柄の持ち主であり、アソシアシ
オンにとっては素晴らしく役に立つ人だと考えていたからである (27)。もし事態を悪化
させることなくかの女に連絡を取ることができるならば、是非これからもそうしてくれる
ように、とアデルはアガタに書き送っている。
事態は、翌年の 1 月になっても好転しなかった。アデルはこのころの手紙の中で、アソ
シアシオンのメンバーと文通できることは大きな喜びであるが、ペロと文通ができないこ
とは残念だ、と述べている。そして、アガタがペロのためにつくった小さな刺繍をペロに
送ってくれたかどうか尋ね、繰り返して、ペロがアソシアシオンに参加できないことは残
念だ、と述べている。そして、アデルはこの手紙をしめくくるに当たって、もし神がお望
みであるならば、かならず解決の道が開かれるだろうと、信仰の言葉で結んでいる (28)。
これがペロにかんする最後の記録である。おそらくペロは決してアソシアシオンに入
ることはなかったのだろう (29N48）。
かの女たちの努力は、このような暗いものばかりではなかった。アジャンのアソシアシ
オンでは、ディシェ家の４人姉妹に次いで、ドロテ・デュマ (Dorothée Dumas) 25 才と、
その妹ソフィ (Sophie) 23 才、マリ・マサック (Marie Massac) 28 才、エリザ・ドゥ・ボ
−ゼイュ (Elisa de Beauzeil) 21 才、アレクサンドリン・セレス (Alexandriene Serres) 22
才、などの新しいメンバーが加わった。このほかにも、今年 26 才になるセレン・ドゥ・
サンタマンス (Sérène de Saint-Amans) がいた。かの女は誰よりも早く入会したメンバー
の一人であったが、4 年後の 1810 年に死亡している (30)。
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12 月、アデルはセレンにたいし、ミクエル神父がアソシアシオンを忘れないように、自
分に代わって手紙を出してくれるように依頼した。それは、セレンとミクエル神父がそれ
までにも文通しており、従って、かの女の手紙にミクエル神父は注意を払うであろうと考
えたからである (31)。
セレンはラリボー神父 (Larribeau) とも文通しており (32)、ラリボー神父からの手紙
や、その他の人たちからくる手紙を、デュマ家の姉妹たちとまわし読みしていた (33)。セ
レンはどうやら刺繍にも秀でていたらしく、かの女は、アソシアシオンのメンバーである
ビルヌーブ・ドゥ・マルサンのアデル・ドゥ・ポミエスと同じ先生から手解きを受けてい
たようである (34)。セレンが病気になるとアデルは非常に心配し、かの女を見舞いに行く
ようにと、アガタに勧めている (35)。

1810 年にセレンが死に、それに先駆けること 1 年、1809 年にはアマント・ドゥ・モティ
エ (Aminthe de Motier) が死んだ (36)。かの女の死は、アソシアシオンのメンバーとして
の最初のものであった。この二つの不幸なできごとは、人間の存在のもろさと、死がつね
に目前にある現実であるとこを、アデルに深く考えさせるよい機会となった (37)。
アソシアシオンは、アジャンを核にしてその周辺のビルヌ−ブ・ダジャン (Villeneuve-

d’Agen) に拡がり（記録によれば、アデルはこのグループに属していた）、さらに、ビル
ヌーブ・シュル・ロット (Villeneuve-sur-Lot) を越えて、アジャンの北方約 50 キロに位置
するモンフランカン (Montlanquin) にまで波及した。ここでは、他の場所におけると同
じように、アソシアシオンはその人たちの家族全員に影響を与えた (38)。
モンフランカンでは、ドゥ・ボンナル家 (de Bonnal) の 2 人姉妹と、マルスピン家 (Male-

spine) の 3 人姉妹、ラグランジュ家 (Lagrange) の 2 人姉妹、ラフォール家 (Lafore) の 3
人姉妹、そして、カンパニョール家 (Campagnol) の 2 人姉妹が会員になっている (39)。
ドゥ・ポミエス家の姉妹たちは、もとはといえばデュクルノー氏に勧誘されたのであっ
たが、今度はかの女たち自身が自分たちの町に住む人たちを勧誘し (40)、しかも、近隣の
町サン・セベール (Saint-Séver) に住むドゥ・ポルテ家 (de Portets) の 5 人姉妹を勧誘し
た (41)。この人たちの年齢は 12 才から 23 才であった。
コンドムでは、アデルが伯母への訪問を通じて知り合うようになった友人たちの中か
ら幾人かのメンバーを募集した (42)。その中には、コンパニョ家 (Compagno) の 3 人の
姉妹がいた。38 才のカタリン (Catherine)、35 才のマリ (Marie)、32 才のヘンリエッタ

(Henriette) の 3 人である。ちなみに、1807 年以降アソシアシオンの会則に付加された条
項によれば、入会年齢は 30 才以下に制限されている (43)。
このほかにコンドムでは、18 才のデルフィン・トンブラン (Delphine Tombrin) と、15
才のビクトリン・ラグテール (Victorine Lagutère)、および、18 才のジャンヌ・マリ・シャ
ルロット（あるいはロロットかも知れない）
・ドゥ・ラシャペル (Jeanne-Marie Charlotte
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[Lolotte] de Lachapelle) がいた (45)。
アデルは、コンパニョ家の 4 番目の娘アドレード (Adélaide) をも勧誘しようとしてい
た。アドレードはコンパニョ家の一番年下の娘で、今年 28 才であった。アデルは云って
いる。
「アドレードは、年若いが素晴らしい聖徳の持ち主であり、姉たちはアドレードが洗礼
のときに受けた潔白さを一度も損なうことがなかったと信じているほどです。もしアド
レードがアソシアシオンに入会するならば、わたくしたちはどれほど多くを得ることにな
るでしょう！

その上、もしアドレードが入会すれば、わたくしが余りよく存じ上げな

いコンドムの若いひとたちをたくさん集めることができると思います。わたくしはアデ
レードにお会いして、わたくしたちのこの愛する会の拡張についてお話しするつもりで
す。ひょっとして、アデレードは他の町にもお知り合いがあるかも知れません。そうすれ
ば、わたくしたちの輪をさらに広げていくことができるでしょう。
」(46)。
アドレード・コンパニョの欠点をあえて挙げるとするならば、かの女の文章がスペルの
間違いだらけであったということであろう (47)。アドレードとの文通は、アデルの方から
始まり、その後なん年間も続いた (48)。
アソシアシオンのメンバーは、その会則の規定によると、近くに住んでいるメンバーた
ちは、すくなくとも週に一回は集会をもち、祈りや反省をし、キリスト者として成長する
ことができるように励まし合うことになっていた (49)。
アデルは田舎に住んでおり、他の会員から離れていたために、規則的に行なわれるこの
ような集会の恩恵を受けることはできなかった (50)。しかしながら、ディシェ家の人たち
がトランケレオンを訪れたときは、かの女たちと多くの時間をともに過ごした。また、ア
デルがアジャンを訪問したときは、その地のメンバーたちと集会をもつことができた。
やがてロンピアンでも、ラリボー神父を中心に集会をもつようになった。しかし、それ
を除けばトランケレオンは、どちらかと言えば他のメンバーから遊離していたといえるだ
ろう。文通がアデルにとって重要であったのは、そのような理由からである。
文通をとおしてアデルは他のメンバーから支援や示唆を受けたのであり、そしてなによ
りも文通こそがアデルにとって他のメンバーと連絡をとる手段であり、他のメンバーを知
る手段であった（アデルはまだ一度も会ったことのない人を、驚くほどよく知っていた）
。
そしてアデルは、文通をとおしてメンバーを霊的成長に導くように励まし助け、慈善事業
や使徒事業、霊生のネットワークをはぐくみ育てた (51)。アデルの手紙は楽観的でダイナ
ミズミに満ち溢れ、アデルの人柄をよく反映している。窮乏や失意や落胆に苦しむ友にた
いしては特に雄弁になり、相手を考え、理解を示し、効果的に支援を送った (53)。
アデルはアソシアシオンのメンバーに、その共通の使命を思い起こさせ、より大いなる
熱誠とチャレンジの精神をかきたてればかきたてるほど、ますます他のメンバーたちから
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「親愛なるアデル (Chère Adèle)」と呼ばれるようになった (54)。
あるときなどは、アデルは、メンバーにたいして忠告をあたえ、
「わたくしたちはもっ
と努力をしなければなりません。努力がなければ後退するばかりです。前進しましょう、
でなければ敗北します。前進するか敗北するかは、あなた方が自分で選ぶことです」(55)
と書き送っている。
アデルは、メンバーの中のある人たちから強い感銘を受けたときは、そのメンバーをア
ガタやその他のメンバーに良き模範として示している。例えばその一例として、17 才に
なるモンフランカンのヘンリエッタ・ドゥ・ラクロア (Henriette De Lacroix) を挙げるこ
とができよう。アデルは云っている。
「なんと熱心なことでしょう。ヘンリエッタはわたくしたちと同世代の人です。模範に
しようではありませんか。かの女は神を愛し、この世のものごとから離脱しようとしてい
ます。わたくしたちは少なくともその精神と望においてかの女の手本に倣わなければなり
ません」(56)。
モンフランカンで、多数の家族から娘たちをアソシアシオンに入会させたのは、ほかで
もない、この年若いヘンリエッタであった (57)。
また、その他の機会には、アデルはアガタに次のように励ましている。
「アソシアシオンのメンバーであるドゥ・ポミエス家のお嬢さんたちを手本にしましょ
う。かの女たちの模範は、わたくしたちに前進することを教えてくれます。あなたもわ
たくしも、このように聖なる人たちと結び付いているのです。でも残念なことに、わたく
したちはいまだに旧態然としています！ これほどまでに多くの恩寵と良い模範をあたえ
られ、これほどまでに多くの救霊の手段を頂いたわたくしたちには、大きな責任がありま
す」(58)。
アデルはメンバーに会則の規定を繰り返し思い起こさせ、ラリボー神父から送られてく
るコメントや示唆を、他のメンバーたちに回覧していた。あるときラリボー神父から送ら
れてきた手紙のなかで、黙想と糾明の大切さが強調されていた。アデルはこれに自分の主
張を付加して次のように書き送っている。
「決して黙想と糾明を怠らないようにしましょう。たとえわたくしたちに与えられた祈
りを全部するだけの時間がなかったとしても、この二つだけは、他に優先して実践しよう
ではありませんか。霊的生活に進歩しようとする者にとって、欠かすことのできないもの
です」(59)。
糾明にかんして、アデルはアガタを激励し、毎日曜日、過去一週間の糾明に時間を割当
て、進歩したか後退したか、改善のためには何をなすべきか、進歩のためにはどんな手段
をとるべきか、などについて反省するように勧めている。そして自分たちの決意を固める
ために、次のような鍛錬を実践することを提案している。
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「おしゃべりをしたくなったとき、一度くらいはこれを抑えるように努力しましょう。
残念なことに、わたくしたちは、しょっちゅう不必要なこと、なんの役にも立たないこと
を口にしています」(60)。
やっと 17 才になったばかりのアデルであったが、まるで経験を積んだ霊的指導者のよ
うに、放置するならば罪にいたるかも知れない傾向を、良い方向に向けるように指摘して
いる。
聖女マリア・マグダレナの祝日に書かれたアガタに宛てた手紙の中で、アデルは、罪人
の愛と優しさがみ主への燃えるような愛に変わった、と述べ、それまで聖女がこの世にた
いしてもっていた際限なき愛が、同じ激しさをもって神に向けられたのだと記している

(61)。
神から呼びかけられたこの種の回心を、アデルは次のように説明している。
「わたくしたちは被造物に愛着し過ぎてはいませんか。こころの優しさと感じやすさを
神に向けましょう。はやる気持ちを野放しにしてはいませんか。この熱意を義務の遂行
に向けましょう。ひとを喜ばせることに気を揉み過ぎてはいませんか。むしろ神を喜ば
せることに気を配ろうではありませんか。ひとからの蔑視を気にし過ぎてはいませんか。
この気持ちを、お悲しませ申し上げたみ主へのお詫びの気持ちに換えようではありません
か。自分の肉体を愛で楽しんではいませんか。興味の対象を心の美徳に向けようではあ
りませんか」(62)。

7 月 22 日に書かれたこの手紙の中で、アデルは間もなくアガタに会えるだろうと述べ、
次のように記している。
「この訪問が良い結果を生むようにこころの準備をいたしましょう。わたしたちが進歩
することは絶対に必要なことです。再会の機会を利用して (63N49) この世のものごとか
ら離脱するように、おたがいに励まし合いましょう。これは、わたしたち二人がたがいに
挑むチャレンジです」(64)。
このように、アデルは、再会の日を待ちこがれ、この再会から得るべきものを得ようと
する期待感に胸をふくらませながらも、その訪問が自分たちをすこしでも神に近づかせる
ものになるよう、そして、そのためにこそ神はこのようなお恵みを自分たちに下さってい
るのだということを、アガタを含めて自分自身に思い起こさせている (65)。しかしなが
ら、この訪問は延期され、10 月まで実現することはなかった (66)。
さて、その間、アガタは、アデルにも大きな喜びをもたらすであろうような二つの状況
の中で歓喜していた (67)。その一つは、アガタの聴罪師であるセレス神父が休暇で田舎へ
行くのを中止したことである。アデルがアガタに書いた手紙を見ると、このためにアガ
タが長期間聖体の秘跡から遠ざかる必要がなくなったことは結構なことだ、と記されて
いる。
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もう一つのできごとは、ミクエル神父が再度アジャンで説教をすることになり、アガタ
はそれを聴きに行くことになった、ということである。「なんと羨ましいことでしょう」
と、アデルは率直に自分の気持ちを打ち明けている。
「祈りの中に神父様と一致できるこ
とは、これ以上大きな幸福はありません。」
アデルは、また、アガタとともに初めてミクエル神父に会ったときのことに触れ、神父
の姿に非常な感銘を受けたことを回顧している。
「わたしたちも厳粛な態度を持し、優しく心を引き付けるような敬虔さを身につけなけ
ればなりません。こうして初めて、宗教はひとから愛され期待されるものになるのです。
これは、わたくしたちの愛する会において、常に追求されねばならないことです」
。

9 月、コンドムの伯母たちが年次の休暇でトランケレオンに帰ってきた。当然のことな
がら、小さなエリザもいっしょに帰省したと思われる (68)。このころのアデルは、忙しい
毎日を送っていた。帰省した伯母の世話だけでなく、自分に課せられた毎日の仕事に加え
て、エリザとクララ、ならびに 7 才になるデジレの世話をしなければならなかったからで
ある (69)。その上、アガタとジャンヌも会いに来ることになっていたし、ラリボー神父も
訪ねてくることになっていた。
聖母マリアの誕生の祝日につづく 2 ヶ月は、聖母マリアにならって生活をするように努
力した。マリアのように謙遜に、マリアのように寛大に、そして、マリアのように忍耐深
く、貞潔で、罪の片らさえも遠ざけるようにした。それは決してやさしいことではなかっ
た。しかし、アデルはみ主の恩寵と助けに満腹の信頼をおいていた (70)。

10 月になった。でもアガタはいまだにトランケレオンへ来ることができなかった。ア
ガタの来訪を心待にしていたアデルは、
「あなたにお会いできる日を一日千秋の思いでお
待ち申し上げております」
、とアガタに書き送っている。このような気持ちに追われなが
らも、アデルは、アガタと過ごす日が二人をより神に近づけるものにな李益代うにと思い
続けるのだった。
すでにアガタの聴罪師セレス神父は休暇で留守にしていたため、アガタは告白に行くこ
とができなかった。アデルはアガタをなぐさめ、今までの罪の償いとしてこの苦しみを甘
受するように勧めている。そして、この期間を有効に利用し、セレス神父が帰ったときに
は秘跡が受けられるように準備しておきなさい、と述べている (71)。
やっとアガタはトランケレオンにやって来た。そして、約一ヶ月間とどまった。アガタ
はこの滞在でマダム・パシャンと親しくなった (72)。
アガタが帰ると、すぐそのあとに、ディシェレットがやってきた。アデルの喜びは大き
かった (73)。ディシェレットと一緒に小さな旅にもでた。フガロールとラヴァルダック
の中間に位置する小さな村ビアンヌ (Vianne) へ出かけ、そこに住むアデルの伯父フラン
ソワを訪問した。もっと良かったことは、ジャンヌの滞在中に、ラリボー神父がトランケ
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レオンに来てくれたことである (74)。それは 11 月 18 日、火曜日の夕刻のことであった。
神父は、その夜、出席者のために黙想を指導し、教会の一員であることの有難さを黙想
し、皆と一緒にロザリオを唱えてくれた。翌朝の黙想は、み主に依存することの大切さに
ついてであった。そして、そののち、もう一度みんなでロザリオをとなえた。
三人は、アソシアシオンとそのメンバーについて長時間話し合った (75)。アデルとジャ
ンヌは、今後も、新しいメンバーの募集に尽力することになった (76) が、希望者を受け
入れるばあい、その標準を高く保つことに決定した。
ラリボー神父は、とくに衣服にかんする慎みを強調した。それは、大革命以降、弾圧時
代の反動で奢侈贅沢と、みだらな風習がフランス全土に蔓延していたからである (77)。後
日、アデルは、手紙の中で、しばしばこの点に触れ、また自分自身でも手紙に書いたこと
を実行するように努力した (78)。
アデルとディシェレットは、ロンピアンにあるラリボー神父の小さな教会に、なにがし
かの物品を寄付することを決め、そのために必要な布地と縫い糸をアジャンから送ってく
れるようにアガタに依頼している (79)。12 月の初旬、ジャンヌは帰省した。当時、ジャ
ンヌは二人目の子どもをみごもっており、すでに妊娠 6 ヶ月であった (80)。
こうして、この年も終わりに近づいた。アデルは月日の早さを実感した。アデルがクリ
スマス・イーブに書いた手紙には、その一年のできごとが要約されており、当時のアデル
のようすをかいま見ることができる。アデルはアガタに次のように書き送っている (81)。
ですから、わたしの親愛なる友人よ、こうして、また一年が、過ぎ去ろうとしています。
この一年をわたしたちはどのように 利用してきたでしょうか。どれほどたくさんの恩寵
を頂いたことでしょう！ ミッションを頂きました。たくさんの教えを頂きました。会が
成長したために、いままで以上にたくさんの祈りにあずかるお恵みを頂きました。そし
て、そのお恵みを頂きました。でも、それがかえってわたしに悔恨の念を起こさせる原因
になったのではないでしょうか。たくさんの良き模範を頂きながら、それにならうことが
できませんでした。ああ、もしわたしたちにとって今年が人生の最後の年になっていたな
らば、どれほど多くの申し開きをしなければならなかったことでしょう！ なんと大勢の
ひとたちが人生の終末に気付きもしないで生きていることでしょう。そして、わたしたち
も、そのような人たちの様であり得たのです・・・
また、もし、わたしたちが有効に用いることのできなかったこれらの恩寵に加えて、自
分の犯した数々の過ちと、神と神をお喜ばせすることに考えを集中すべき時にこころに
抱いた不純な考え、責任をとらねばならないような無益な言葉は云わずもがな、あとで悔
やまねばならないような言葉の数々、そして、わたしたちの行いや怠慢を加えるならば、
一体、どうなることでしょうか。偉大なる神様、もし、いま、あなたさまの恐るべき裁き
のにわに立たねばならないとしたら、どうしてみ前に拝し奉ることができるでしょうか。
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時は盗人のようにやって来る、とみ主はわたしたちに教えて下さいました。ですから皆さ
ん、いつも用意していましょう。そして、痛悔と謙遜のこころをもってこの年の終わりを
迎えましょう。神は痛悔と謙遜のこころをけっして見捨て給うことはありません。
まぐさ桶に寝ておられる神なる幼子イエスに憐れみを乞いましょう。神はけっしてわ
たしたちを退け給うことはありませ。こころの清いひとも、罪人も、急いでまぐさ桶の前
に馳せ参じましょう。そして、愛すべき「イエス」のみ名を拝みましょう。このみ名は、
わたしたちのために、み主がお選びになったものです。
ディシェレットから大みそかとお正月の「規則」をもらって下 さい。あなたさまがマ
ドモアゼル・エリザ（ドゥ・ボンナル）Mademoiselle Elisa De Bonnal) と文通すること
に、わたしがこころから同意していることを、ディシェレットの口から聞いていただきた
いと存じます。エリザはわたしにとって大きな喜びです。きっと、あなたさまにも大きな
喜びとなるでしょう。そして、あなたさまの喜びは、わたしの喜びを倍加してくれます。
さようなら、わたしのもっとも敬愛するアガタさま。崇拝すべ きイエスさまの馬小屋
で、あなたを優しく抱擁します。
追伸：アソシアシオンのすべてのメンバーに抱擁を送ります。マドモアゼル・ドゥ・セ
レスにできる限りのことをして差し上げて下さい。わたしたちの 3 時の祈りについて、マ
ドモアゼル・ドゥ・セレスに、ご説明下さいましたでしょうか。
この手紙に続いて出された 1807 年の正月の手紙も、同じく、人生のはかなさをテーマ
に書かれている。「ひょっとして、今年が最後の年になるかも知れません。最後の年だと
思いながら過ごそうではありませんか。もっと熱心に生きるように努力しましょう。そ
して、毎日を死の準備の延長として、立派に過ごしましょう」(82)。
アデルは死について、このような考えを持っていたが、それによってアデルの生活が無
気力になることは決してなかった

1 月になると、いつもの慌ただしさとアソシアシオンのメンバーの増加 ー アデルは
手紙の中で「今では 24 名になりました」(83) と述べている ー に加えて、もう一つの仕
事で忙殺されることになった。それは、15 才になる弟シャルルのパリ行きの準備であった

(84)。男爵が先にパリへ行き、
（男爵の）母方の伯母にあたるマダム・
（ドゥ・マリッド）
・
ラールマン (Madame de Malide Lallemant) と共に、シャルルの宿舎の準備をしていた。
男爵は、この時、パリへの途次（あるいはその帰り道に）アジャンに立ち寄り、ディシェ
家を訪問している (86)。後日、男爵はパリへ出かけるたびに、ディシェ家を訪問すること
になる (87)。
シャルルが勉学を継続するためにパリへ旅だつことは、とりもなおさずデュクルノ氏
の旅だちをも意味していた。氏はシャルルに付添い、パリに滞在する (88)。しかし、その
あいだも、氏はアソシアシオンとの関係を維持し、アドバイスをあたえ、メンバーたちを
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励ましつづけるのである (89)。事実、氏はパリへの途次、アジャンに立ち寄ったが、その
際、氏のアドバイスを必要としているメンバーの一人に会ってくれるよう、アガタから依
頼を受けた。しかし、残念なことに、そのときはアガタの要求を受け入れることができな
かった。アデルは、残念がるアガタを慰めた (90)。
確かに、デュクルノ氏の出発は、アデルにとって悲しみであり、今後氏を思いだす度
に、懐かしく思い焦がれることになるのだが、すでにラリボー神父がアソシアシオンの指
導者になってくれている今 (91)、あまり大きな混乱もなくこの別れを受け入れることがで
きた。
事実、アデルにラリボー神父から霊的指導を仰ぐように勧めたのは、ほかでもないデュ
クルノ氏であり、氏はラリボー神父のことを「パトリアルカ（長老）
」と呼び、その言葉
に耳を傾けるべき神の人だ、と云っている (92)。
別れの朝、アデルはデュクルノ氏と最後の朝食をとった (93)。氏がシャルルと共にパリ
に発ったのは 2 月のことであり、そこで向こう 5 年間過ごすことになる (94)。
この同じ月、アデルは、コンドムで説教をしていた宣教師ミグエル神父に再会できるか
も知れないという期待で喜びに満たされたが、この望みは実現されることはなかった。

1 月、アデルは、アガタとジャンヌに宛てて、ミグエル神父への提案書を送った (95)。この
著名な説教師は、コンドムでは、アソシアシオンのメンバーであるコンパニョ (Compagno)
姉妹の家に泊まっていた (96)。師はアデルから手紙をもらい、これに返信を送った。アデ
ルはそれを他のメンバーに回覧している。
コンドムに住むアデルの伯母は、ミグエル神父に会い、ミグエル神父がコンドムから次
の任地へ赴く途中、トランケレオンに立ち寄るかもしれない、と知らせてきた。男爵夫人
は、さっそく神父をシャトーにお迎えすることにした。そして、アデルはこの決定に歓喜
した (97)。
アガタに宛てた手紙の中で、アデルはその時のできごとを説明している。
アデルは、母親男爵夫人につきそって、パシャン神父 (Father Pachan) とともに (98N50)
シャトーの小道のはずれまで出かけ、コンドムからフガロールまで行く街道筋で馬車を
待っていた。ミグエル神父はコンドムの主任司祭デステラック神父 (Father Destérac) を
ともなって旅をしていた (99)。男爵夫人は二人の司祭を呼び止め、トランケレオンで夜を
過ごすように招きかけた。しかし残念なことに、二人には先約があり、この招きを受ける
ことができなかった。
「この聖なるお二人をお泊めすることができたなら、どれほど幸福であったことでしょ
う。そうすれば、ミグエル神父さまにお願いして、霊的な教えを頂くことができたと思い
ます」
、とアデルは述べている。
デステラック神父は、なぜコンドムのミッションに来なかったのかと、アデルに問いか
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けた。アデルはこれにたいし、自分はすでにアジャンのミッションに参加したからだ、と
答えている。これにたいしてミグエル神父は、
「そうでしたね。確かにアジャンの病院で
あなたさまとお目に掛かりました。お嬢さまは、もう一人の若いご婦人とご一緒でした」
、
と述べている。
ミグエル神父がかの女たちを憶えていたことは、アデルにとって大きな喜びであった。
それは、神父が自分たちの会のことも忘れていない証拠だ、とアガタに述べている。
パシャン神父が二人の司祭に、「神の愛のために」お泊まり下さい、と述べたところ、
「まさに、その神の愛のために、わたしは先に急がねばならないのです」とミグエル神父
は答えた。
いつものようにアデルはこのときのできごとを思い返し、そこから実践的な結論を引き
出し、この司祭の手本にならって、わたしたちも神の栄光にたいする熱誠を燃やし、力の
限り神を愛さねばならない、と決意している。そして、ミグエル神父がアジャンの説教台
で祈りを捧げたときと同じように、わたしたちも熱心に祈るように努力しなければなら
ない、とも述べている。この聖なる宣教師は、その後も単にアソシアシオンの誠実なメン
バーとして留まるだけでなく、アデルたちの意向に従って、定期的にミサを捧げてくれる
のであった (100)。
翌 3 月、ジャンヌは二男カミユ (Camille) を生んだ。3 月 5 日、木曜日のことであった

(101)。アデルはジャンヌにお祝いの手紙を送り、二人の子どもの伯母になったアガタに
も祝辞を送った。二番目の子どもは女の子で、将来、アソシアシオンのメンバーになって
くれることを夢みていたアガタは、少々、落胆していた。アデルはそのようなアガタを励
まして、まだこれからも子どもが生まれるでしょうと慰めている。
結婚というものは「教会に子どもたちを、そして、天国に市民をもたらすためにあるの
です。ですからイエス・キリストは結婚を秘跡として定められたのです」
。神さまは、一
般に、大きな家族を祝福して下さいます。そして、このお恵みを、わたしたちは結婚式の
ときに祈ります、とアデルは述べている。また、ジャンヌの最初の子どもユージェーン

(Eugène) の出産をラリボー神父に知らせたときのことに言及し、神父が「ジャンヌと子
どもさんの上に神の祝福がありますように。そして、真の神の下僕の後裔は、ますます繁
栄しますように」(102) と感激を込めて述べたことを伝えた。
ちょうどこの頃、アデルは、アソシアシオンの初期のメンバーで、デュクルノ氏の友人
であるドゥ・ポミエス姉妹 (103) から、なん回かにわたって訪問を受けた。ドゥ・ポミエ
ス姉妹は、近所で休暇を過ごしたのであった。アデルはかの女たちの訪問をことのほか喜
び、これからも、しばしばトランケレオンにおいでになるようにと誘っている。そして、
アガタもいつかかの女たちに会う機会にめぐまれることを希望し、ドゥ・ポミエス姉妹の
良き模範が霊的成長に大きな刺激剤となることを望んでいる (104)。
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アデルは、また、バレーイュ (Valeilles) の主任司祭グルニエ神父 (Grenier) とも連絡をと
るようになった (105)。この司祭はアソシアシオンの数人のメンバーと知合いであり (106)、
自分自身もアソシアシオンに加盟して (107) 精力的に会員の輪を広げていった (108)。
やがて、アデルは、大きな喜びの内にラリボー神父を訪問する機会に恵まれた (109)。
おそらく、当時アデルの旅行の付添い役であったマダム・パシャンに付き添われて旅をし
たのだろう。

4 月 20 日、月曜日、ラリボー神父の任地であるロンピアンへ旅だった。ラリボー神父
の赴任以来、すでにロンピアンの小教区は若返っていた (110)。アデルとパシャンは、近
所の農家に宿泊した (111)。この旅が先例となって、これから先、毎年ロンピアンを訪問
することになる。あるときはアデル一人で、あるときは他のメンバーをともなって旅をし
た (112)。
この旅は、自己反省と霊的考察のために行う静かな黙想のひとときをアデルにあたえて
くれた。アデルは、神のひとラリボー神父に、自分の魂のすべてを示してアドバイスを仰
ぎ、新鮮さと勇気を身につけて帰途につくのであった (113)。
この当時アデルが霊的日誌のようなものを記録していたとしても（後年、アデルがその
ようなものを書きしるしていたことは確かである）(114)、そのコピーは残されていない。
アデルの手紙と黙想の決心、そして、アデルのいとこが残したメモアールに記された一般
的なコメントを除いては、18 才になろうとするアデルの精神状態や、理想、夢、関心事
などについて直接に表現している資料は何も残されていない。しかしながら、アデルの手
紙はごく自然に書かれており、そこに記された考えは非常に個性的であるために、この若
く非凡なアデルを知るためには極めて有力な手がかりとなる。従って、もしアデルの内面
性を知り、かの女の抱負を理解し、心の葛藤を分かち合い、かの女の内的成長ぶりを観察
しようと思うならば、ぜひ、かの女の手紙を読むことをお勧めする。
アデルの霊的生活の指針は、5 年前にデュクルノ氏に書いてもらった生活の規則を忠実
に守ることであった (115)。今では以前ほど確定的な考えではいが、最終的にはカルメル
会に入ることを目標としていた (116)。母親とデュクルノ氏に次いで、今ではラリボー神
父がアデルの生活に影響力をもち、かの女の霊的成長を助け、アソシアシオンを激励し、
その発展を助けている (117)。
アデルは自分の居室に小さな祈祷所を作っていた。それは、いわば、祈りの場所とも
云うべきものだった。そして、1807 年の春、そこにキリストとマリアの彫版を飾り付け
た (118)。アデルはこの静かな場所で、愛するその二枚の彫版画を前に祈りを捧げ、日に
二回の念祷をおこない、霊的読書をし、手紙を書いたのである (119)。ときどきかの女は
居眠りをすることがあった (120)。アガタとジャンヌがトランケレオンに逗留しているあ
いだ、アデルとともに祈ったのは、この祈祷所か、さもなければ、シャトーのチャペルで
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あった (121)。
アソシアシオンのリーダーとして、なかば強制されたようなかたちで自分に課せられた
他人を指導し励ます仕事を、アデルは真面目に受けとめ、自分が他者に勧めたことはなに
にせよ自分自身の生活でも実践するようにこころがけた (122)。会の規則を実践するよう
に人びとの注意を喚起するとともに、特別な機会に守るべきことの取り決め、かの女の表
現を用いれば、特別な「規則 (Regulations)」の実践をも、アデルは会員たちに勧めた。こ
の規則というのは、例えば、以前にも述べたように、召命の照らしを願うときには会員全
体に声をかけて毎日聖霊にたいする特別な祈りを捧げる (123)、といったたぐいのもので
あった。
同じ手紙のなかで、アデルはメンバー全員に、キリストのおん身体 (Corpus Christi) の
祝日につづく 8 日間は、毎日、聖体降福式にあずかるようにすすめ、また、聖ペトロの祝
日には、朝夕の念祷の題材を提案している (124)。ペトロの手本にならって、自分の犯し
た罪に涙を流し痛悔のこころを起こすように、また、パウロにならって、三回、
「主よ、あ
なたはわたしに何をさせようとなさっておられるのですか」と祈るように勧めている。
もう一つの手紙では (125)、離脱について、なにから、どのように、離脱すべきかを黙
想するように勧め、み主の恩寵がなければ、どれほど無力なものであるかを黙想するよう
に勧めている。アガタとディシェレットには、堅信の記念日に行うべき特別な「規則」を
提案している (126)。
アデルの手紙を走り読みしただけでも、この他にいろいろの規則の事例を見いだすこと
ができる。これらの規則の他に、あるときはその付加として、また、あるときは切り離す
ことのできないものとして、「チャレンジ」の実践をアガタに勧めている。
すでに 1805 年の初頭、み主が裁きのにわで守られた沈黙を記念して、ある状況のもと
で話したくなることを話さないようにしようと提案したことがあった (127)。その年の夏、
アガタにたいして、聖フランシスコ・ドゥ・サールの手本にならってこころが乱れたとき
は舌を慎む、という、舌と心の取り決めを、自分と一緒に守ってくれるように依頼してい
る (128)。
聖女テレジアの祝日が近づいたとき、アデルは、聖女が体験した魂の無味乾燥な状態を
思い起こして、聖女の祝日に謙遜の行為を 6 回おこなうことを提案している (129)。1806
年 5 月、アデルはアジャンへ旅だつ日をまちながら、ご昇天の祝日のための「規則」を提
案している。さらに、
「ご昇天の祝日から聖霊降臨の祝日までの 10 日の間に、意識して罪
を犯さないようにしましょう。聖霊が、そのすべての賜をもってわたしたちの心に降って
下さるように、良心の潔白を保とうではありませんか」(130)、と述べている。
先に述べたように、
「少なくとも一度は、しゃべりたいことを話さないでおく禁欲の行
為」をしようと提案してから一週間経ったとき、アデルは、
「なんとしてでもわたしたち
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は、沈黙を守ることによって償いの行為をしたいものです」(131) と述べている。
アデルが出した最初の頃の手紙の一つでは、重い病気を煩っている二人のプロテスタン
トの信者のため、そして、聖職を離れた二人の司祭のために、聖ヨゼフと聖マリアを思い
めぐらしながら、主祷文と天使祝詞をとなえるように提案している (132)。
ときどきアデルは、典礼の暦のある点をとって解説したり (133)、次の日曜日の書簡につ
いて述べたり (134)、かの女自身あるいは他のメンバーが週のスローガンとして提案した
種々の祈り (Actes) について、考えを述べている (135)。つまり、アデルは、祝日や (136)
聖人をとりあげて、そこから自分たちの行動の模範を得るように提案していたのである。

1805 年、聖母被昇天の祝日から間もない頃、アデルは、
「マリアの諸徳はわたしたちが
模倣すべきものであり、この諸徳は、とりわけ、被昇天と聖誕の二つの祝日にはさまれた
期間に学びとらなければならないものです」(137) と語り、マリアの潔白と謙遜、マリア
の従順と神への愛、そして、マリアの忍耐の徳について黙想し、そこから実践的な結論を
導きだしている。翌年のお告げの祝日にも、同じような考えをもって黙想を行っている

(138)。
アデルは、また、聖体拝領を許されたときには感謝の気持ちを手紙に書き、かの女の存
在そのものを満たして下さる聖体の愛と不思議について思いをめぐらしている。そして、
アガタを含めて自分も、聖体拝領の準備を立派に行い、キリストのお身体に触れることに
よって、自分たちの舌と目と心が、キリストの姿に変るように祈っている (140)。秘跡の
内におられるキリストの現存が、愛するものを捨てることのない神の愛のしるしであると
理解して (141)、度重ねていただく聖体拝領が、霊的進歩を助けることになるであろうと
の確信を表明している (142)。
聖体拝領の機会に恵まれないときのアデルの失意と苦悩は激しく (143)、拝領できると
きは、すでにその以前から、喜びに心を満たされていた。
「わたしたちをそれほどまでに
愛し、食卓につくわたしたちを見てお喜びになる神。そのように慈悲深い神を見出すため
に、信頼をもって行こうではありませんか」(144) と述べている。
アデルは、ご聖体の中に、困難なときの平安と慰めを、試練のときの希望を、弱さから
這上がろうとするときの力を、見出すのであった (145)。
手紙の中で反映されたこのような考えや意向は、ラリボー神父を訪問した際に吟味され
検討された。こうして得られた神父のアドバイスや提案は、かの女の手紙に表われてい
る。また、さらに重要なことには、こうして得られた神父のアドバイスや提案が、かの女
の生活に反映されたことである。
アデルがラリボー神父への最初の訪問から帰省したとき、早速、ディシェレットとアガ
タに手紙を書いて、そのときに受けた恩恵を分かち合っている。その詳細の大半はディ
シェレットに宛てた手紙にしるされていたが、残念ながらその手紙は今では消失してい
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る。しかし、アガタへの手紙を見れば、アデルが霊的生活への新しい刺激を得るととも
に、アソシアシオンの仕事にたいする新たな励みを得たことが分かる。
アデルは、また、ラリボー神父から手紙が送られて来ると、それをジャンヌとアガタに
見せている (146)。そして、アソシアシオンを成長させるための神父の「提案」を説明し
ている。その提案は、メンバーの各自が一人のメンバーを選んで霊的進歩の励みとする、
と云うものであった (147)。その上、ラリボー神父は、毎月の第一金曜日、会員の意向に
従ってミサ聖祭を捧げることを約束してくれた (148)。
アソシアシオンは、成長し続けた。5 月の末にコンドムを訪問したとき、アデルは新し
いメンバーを募集した (149)。ビルヌーブ・ドゥ・マルサンでは、聖にして活発なドゥ・
ポミエス姉妹たちが、修道者マダム・ドゥ・サント・アニェス (Madame de Sainte-Agnès)
を募集した。マダム・ドゥ・サント・アニェスは、アデルと文通を行い、それからのちは、
いつも会の発展状況について報告するようになる (150)。アガタの一番年下の妹アデル・
ディシェは、今では 14 才になり、アソシアシオンの会員になっている (151)。
また、アジャンでは、ディシェ家の姉妹たちが 18 才になるアメリ・ドゥ・リサンを募
集した (152)。アデルは以前からアメリの家族を知っていた。亡命以前、男爵夫人が家族
を連れてアジャンに泊まっていたとき、幼いアデルは、ドゥ・リサン家の子どもたちと遊
んだことがある。従って、アデルはすでにアメリと面識があったのだ。しかし、どちらか
と云えば、アデルに年が近いアメリの兄の方をはっきりと憶えていた (153)。
アメリはこの後、アソシアシオンにとって、非常に活発で影響力をもつメンバーの一人
となる。また、アデルの生涯において、特別な位置を占めることにもなる。アデルとアメ
リは、直ちに文通を開始した (154)。
ガロンヌ川の対岸で、ポール・セント・マリから約 20 キロ川下に下ったところにある
トナンス (Tonneins) では、ラリボー神父が、25 才になる優秀な志願者を募集しようとし
ていた (155)。

7 月になると、ラリボー神父は、再びトランケレオンを訪れた。アデルはアガタに手紙
を送り、神父がいる間にトランケレオンに居ればよかった、と述べている。そして、
「神
父さまは、なんと聖なる方でしょう。すべてを神との関係において見ておられます。そし
て、すべてにおいて神を見いだすことができるように助けて下さいました」と感激を込め
てしるしている (156)。
この訪問に際して、ラリボー神父はアデルの服装をより慎み深いものにするように、と
主張した。アデルは、いろりろと神父と話し合った結果、神父の主張に同調することに
なった。
父親がアデルに持ち帰るドレスは非常にスタイリッシュなものであったが、アデルはこ
れを着るときに、体のラインを出さないように、ショールやスカーフを纏うことにした。
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そうすることはあまり格好の良いことではなかったが、
「わたしの願いは、神さまをお喜
ばせ申し上げることです。わたしの心の愛情は、すべてこれを神さまにお捧げします。世
間が何と云おうと、云わせておきましょう」(157)。
しかし、アデルは、ラリボー神父が格好の悪さを好むような極論者ではなく、謹慎と質
朴を主張しておられるに過ぎないのだ、と説明している。

1807 年 7 月 23 日の手紙が最後となって、それ以降、一年半におけるアデルの手紙は存
在しない。アデルが自分から好んで文通を断ったり、そうする意向があった気配はまった
く見られない。この間の手紙は、すべて喪失したのである (158)。
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ラフォンとボルドーのソダリティ
シャミナード神父との出会い/ソダリティとの連携
アデルの結婚問題/アデルの病気

つづく 18 カ月の間、アデルがライフ・スタイルの確立に努力したであろうことは疑い
のない事実である。しかし、この間の情報を詳細に伝える資料は存在しない。1807 年も
秋になると、例年の通りコンドムの伯母が 9 才になるエリザと 8 才になるデジレを連れて
トランケレオンに帰省したと思われる。そして、ディシェレットもトランケレオンを訪問
したであろうし、アガタもトランケレオンを訪問したにちがいない。また、アデルはひき
つづきアソシアシオンの会員と文通を続け、母親といっしょに種々の慈善事業を行ったと
思われる。アソシアシオンは成長しつづけた。

1808 年 2 月には、フランス軍によるローマの占拠が報道された。ナポレオンと教皇ピ
オ 7 世との間のぎくしゃくした関係は、やがて両者の敵対関係にまで発展した (1)。これ
らのことは遠方で起きていたとは云え、やがてトランケレオンにも影響をおよぼさぬわけ
にはいかなかった。
春になると、また、ディシェレットが訪ねて来たであろうし、おそらく、アデルもアジャ
ンを訪れたにちがいない。アデルは毎年 5 月ごろには、コンドムを訪問することになって
いたからである。 おそらく 6 月か 7 月のことであったと思われる。この夏、一つの事件
が起こった。それはアデルの手紙に記録されていないが、よく知られた事実であり、アデ
ル個人の、そして、アソシアシオンのリーダーとしてのアデルの生涯を左右する分岐点と
なった。しかも、このできごとは、きわめて偶発的に起こったのである。
例年のように、母方の祖母ペイロンネンク伯爵夫人を訪問するため、母親につれそって
フィジャックへ旅だった (2)。フィジャックでの滞在中、アデルはアソシアシオンの新し
いメンバーを募るべく努力したが、結果はあまり芳しくなかった。アデルは落胆しながら
帰省の準備を始めていた (3)。しかし、町を離れるまえに、男爵夫人は家族の友人でフィ
ジャックの病院の院長を勤めていた一人の修道女を訪問することになった (4)。
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この修道女、シスター・ジェルトルード・デュ・トレジェ (Sœur Gertrude DuTréjet)
は、今年、84 才になる。かの女は貧しい人びとを大いに愛した。1816 年、かの女が死ん
だときには、
「76 年間、貧しい人たちに仕えた人」として、その業績をたたえられている

(5)。男爵夫人はこの友人に、アデルのアソシアシオンについて説明した。この会がどの
ようにして出来上がったか、なんのために出来たのか、どのように成長してきたか、こ
れを広めるためにアデルはどのような仕事をしているか、などである。

この話をして

いるときに、同じ応接間に、ジャン・バプティスト・ヒヤサント・ラフォン (Monsieur

Jean-Baptiste-Hyacinthe Lafon) という人物が居合わせた (6)。この人は 42 才で、この地
方の学校 (Collège) の先生をしていた。フランス大革命が勃発した当時、かれは助祭で
あったが、その後、何回か家庭教師をつとめ、ナポレオンが台頭した当時はボルドーにい
た。1807 年、フィジャックへ来ていたが、その年の学年が終り次第、ボルドーへ帰るつ
もりでいた。従って、ラフォンが男爵夫人に会い、アデルとアデルのアソシアシオンにつ
いて聞いたとき、かれはちょうどボルドーへ旅たとうとしているときだった。
ラフォン自身、1801 年、ボルドーの汚れなきおん孕りのソダリティに入会し (7)、青年
部の総監 (Prefect) を三回つとめたことがある (8) 活発な会員であった。フィジャックで
の滞在は短期間であったが、そのあいだも、かれはコレージュ (Collèege) を舞台にソダ
リティの仲間を集めていた (9)。
二つのグループの類似性に心うたれたラフォンは、男爵夫人にボルドーのソダリティに
ついて説明をした (10)。しかもこのソダリティは、革命以前、イエズス会の支援するソダ
リティに付与されていた霊的特典を継承するものである、とも付け加えた。

1762 年、フランスにおいてイエズス会が弾圧されたとき、ボルドーではカプチン会が
これを受け継ぎ、その霊的特典を継承した (11)。そして、この同じ特典は、革命ののち、

1801 年にギヨーム・ジョゼフ・シャミナード神父によって編成された新しいソダリティ
によって受け継がれたのである (12)。

1761 年に生まれたシャミナードは、アジャンの北方約 80 マイルにあるペリゴール (Périgord) 地方のムシダン (Mussidan) で教鞭を執り、事務長を勤めた。1790 年、宣誓を拒否
したが、それにつづく数年間、ボルドーで聖職活動をつづけ、恐怖時代には地下に潜伏し
て活動をおこなった。1795 から 97 年、一時的に弾圧が緩和された際、おっぴらに司牧活
動を行ったことが災いして、1797 年 9 月 4 日の革命で男爵夫人と同じ罠に落とされてし
まった。あやまって亡命者のリストに載せられた (14) シャミナード神父は、男爵夫人と
同じようにスペインへ亡命せざるを得なかったのである。二人がたどった道はベイヨンヌ

(Bayonne) で交わっているが、そこで二人が出会った証拠は残されていない (15)。
3 年間サラゴサ (Zaragoza) で亡命生活を送ったシャミナード神父は、ボルドーへ帰る
と、ただちに祖国フランスのキリスト教復興に着手し、おもに汚れなきおん孕りのソダリ
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ティを中心に活動を展開した。
男爵夫人とラフォン氏は、お互いに意見を交わした。明らかに、アデルのアソシアシオ
ンはアジャンの司教の許可を得ていたとは云え、教会における「おおやけ」の地位を持っ
ていたわけではなかった。それに反して、ボルドーのソダリティは教皇庁からの認可を得
ており、それゆえに、メンバーにたいしてある種の霊的特典を付与することができた。
ボルドーのソダリティには婦人部もあった (16)。それでアデルのアソシアシオンも、こ
のソダリティとなんらかの関係を結び、同じ霊的特典を得るようにしてはどうか、と云う
のがラフォン氏の考えであった。そこでかれは、男爵夫人にその可能性を説明し、自分が
ボルドーに帰り次第、この話をシャミナード神父に持ちかけようと提案した (17)。
アデルは男爵夫人とともに帰省すると、早速、ラリボー神父に手紙を送り、この新しい
局面への展開を報告した。ひょっとして、アデルは手紙を書く代わりに、毎年おこなって
いるロンピアンへの訪問の際に、師と会って、直接話したのかも知れない。すでにボル
ドーのソダリティのメンバーであったラリボー神父は、このラフォン氏とシャミナード神
父への摂理的な出会いを十分に活用するように、とアデルを励ました (18)。
アデルがボルドーに手紙を書いたのは、おそらく 9 月のことであったと思われる (19)。
ちょうどその頃、ラフォン氏はシャミナード神父に会って直接に話をしていた (20)。アデ
ルは書簡の中でボルドーのグループへの合流を希望するアソシアシオンのメンバーズリ
ストを同封していた (21)。55 名の若い婦人に加えて (22)、アソシアシオンの指導者であ
るラリボー神父の名前が付け加えられていた。また、その他にも、デュクルノ氏と、他の

5 名の神父の名前が記されていた。この 5 名の神父は、ミクエル神父 (Miquel)、グルニエ
神父 (Grenier)、デステラック神父 (Destérac)、フィジャックのニール神父 (Neil) ならび
にアジャンの助任司祭マルル神父 (Malrou) であった。この他に、ビルヌーブ・ドゥ・マ
ルサンの二人の修道女と、男爵夫人をふくめる 3 名の信徒婦人の名前も揚げられていた。
一方、ラフォン氏は、男爵夫人の説明だけではこの若い女性たちで構成するアデルのグ
ループを的確に把握することはできなかった。しかし、このラフォン氏の提供する不明瞭
な情報をもとにして、シャミナード神父は、アデルあてにソダリティの「黙想の婦人部」
にかんする纏め書きを記し、これをラフォン氏に託したのであった。ソダリティの「黙想
の婦人部」は、既婚の女性または 30 才以上の独身女性のグループであった。
まちがって理解していたことに気づいたシャミナード神父は、さっそくアデルに、アソ
シアシオンの会則を送るように依頼した (23)。アデルのアソシアシオンは、ボルドーの女
子青年部と提携すべきものである。シャミナード神父は手紙の中で、ソダリティの女子青
年部の総会の席上で提携にかんするアデルの希望を発表し、アソシアシオンのメンバーズ
リストを読み上げたところ、女子青年部は喜んでこの提携案を受け入れ、直ちに実行に移
すことを決定した、とアデルに書き伝えている。この提携によってアソシアシオンのメン
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バーはソダリティのメンバーになり、片や、ソダリティのメンバーたちは、毎日の祈りの
中で、アソシエイツのためにも祈りを捧げることになったのである。
しかも、ボルドーの習慣にならって、アソシアシオンのメンバーズリストは、毎日曜
日ソダリティのミサのあいだ祭壇の上に置かれる特別な台帳に記入されることになった

(24)。こうして、かの女たちの名前は女子青年部の部門長 (メール Mère) をつとめるマド
モアゼル・ドゥ・ラムルース (Mademoiselle de Lamourous) の手で台帳に記入されたので
あった (25)。 また、シャミナード神父はアデルにボルドーのソダリティの組織について
説明した (26)。それによれば、ソダリティは五つの部門 (Sections) に分かれており、男
子青年の部門、父親の部門、女子青年の部門、母親の部門、そして、司祭の部門になって
いた。
父親の部門は既婚者と 35 才以上の未婚者で構成されており、母親の部門には既婚婦人と

30 才以上の婦人がふくまれていた。そして、この母親の部門は「黙想の婦人部」(Dames
de la Retraite) とも呼ばれていた。それは、シャミナード神父の説明によると「毎月第一
水曜日を黙想にささげることを主な習慣としていた」からである。そして、この五つの部
門は、それぞれ、さらに小さなグループに分割されていた。
女子青年の部門には、会員台帳 (Register) に登録されている者だけで 250 名を数えた。
これには、まだ登録されていない志願者 (Postulantes) や会友 (Aﬃliées) の数はふくまれ
ていなかった。この 250 名の会員は、二つの「部会」(Divisions) に分かれていた。これら
二つの部会は、単に、「第一部会」、「第二部会」と呼ばれていた。
この「部会」は、さらに分化して四つの「分会」(Fractions) に分けられ、
「その四つの分
会には、聖母マリアの秘義にあやかる名前がつけられていた」
。そして、各部会 (Division)
と分会 (Fraction) には、それぞれ一名の職員 (オフィシエール Oﬃcière) が配属され、各
部門には部門長がいた。女子青年の部門長は「メール」(Mère) と呼ばれ、当時この職を
つとめていたのはマドモアゼル・ドゥ・ラムルースであった。 さて、アデルのアソシア
シオンは、その主たる目的を良き死の準備においていたため、そのかぎりでは「黙想の婦
人部」と類似していたが、アデルの年齢を考えたならば、むしろ女子青年部の行動に合わ
せるべきである。シャミナード神父はそのように手紙のなかで述べている (27)。
かくして、アソシアシオンは「第三の部会 (Third Division)」を形成することになり、そ
の部会は独自の部会長をもち、その下の各分会にはオフィシエール (Oﬃcière) を置くこ
とになった。しかし、「メール」という呼称は、いましばらくのあいだ、マドモアゼル・
ドゥ・ラムルースにかぎられていた。 マドモアゼル・ドゥ・ラムルースは病気がちで、
このときも病気であったが、アデルと文通することを望み、シャミナード神父を通じて、
かの女に挨拶文を送った (29)。
数多くの仕事を抱えていたボルドーのシャミナード神父は、ボルドーとトランケレオン
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を結ぶ「公式の通信係」を任命した。マドモアゼル・マリテレーズ・ラコンブ・ドゥ・ピ
ゲロ (Mademoiselle Marie-Thérèse Lacombe de Puigueraud) である (30N51)。アソシア
シオンのメンバーにとって、このマドモアゼル・ラコンブはすでに知己のあいだがらであ
り、アデルから来るソダリティについての質問は、どんなものでも的確に回答することが
できた。
ラコンブは、今年 27 才になる女性で、ソダリティに加盟してからわずか一年たらずで
あった (31)。聖母マリアの栄光に大いなる熱意をもっていたかの女は、この新しい任務を
喜んで受けいれた、とシャミナード神父は記している。そして、ラコンブの連絡先をアデ
ルに知らせているが、その住所は、実は、シャミナード神父の連絡先と、まったく同じで
あった (32)。

1804 年、シャミナード神父はボルドーで「イエスの母にして最も純潔なる乙女マリア
の召使の手引」(Manual of The Servant of The Most Pure Virgin Mary, Mother of Jesus)
を出版した (33)。この手引には、ソダリティの儀式、祈祷、信心業が記されており、その
ほかに、主だった教会の典礼の祈りなども記されていた。シャミナード神父は、望むな
ら、一冊 3 フランで、50 冊から 60 冊を送ることができる、と知らせている (34)。この本
は、実際に送られ、最初の荷物は船便でアジャンのベロック夫人宛に送られている (35)。
女子青年の部門が実践していたことがらの中には、マリアの聖心の聖務日祷を毎日とな
えることと、死んだメンバーのために詩編 130「深き淵より」(De Profundis) をとなえる
ことがあった。この聖務日祷は短いが美しく印象的なものである、とシャミナード神父は
書き送っている (36)。
これらの推賞された祈りを毎日となえることが重荷になるメンバーは、ただ「元后あわ
れみ深きおん母」(Memorare) の祈りをとなえることでこれに置き換えることができた。
また、すべてのメンバーは、ソダリティに入会したとき皆の前でとなえた「マリアへの奉
献文」を、私的にも公的にも、できるだけ頻繁にとなえるようにすすめられていた (37)。
ボルドーのソダリティのメンバーは、全員、年に二回、会衆の前で奉献を更新すること
になっており、女子青年部門のメンバーは、マリアのおん孕りの祝日とお告げの祝日に、
これを行った (38)。
このようなわけで、地理的には約 100 キロ離れ、都会と田舎の違いはあったが、この
二つのグループは、短期間のうちに緊密な関係を育て上げていった。シャミナード神父、
ドゥ・ラムルース、ベロック夫人、アデル、そして、ラコンブは、おたがいに連絡をとり
あい、そこで取り交わされる書簡は二つのグループのメンバーに回覧された (39)。アデル
に宛てた手紙は、しばしば、ベロック夫人を通じて配達された。それは、その方が便利で
あったからである (40)。
このような活動が行われ、文通が交わされていたとき、アデルは非常に厳しい内的葛藤
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の時代を過ごさねばならなかった。6 月で 19 才になったアデルは、貴族の娘として、結
婚の適齢期にあった。母親とともにフィジャックを訪問した際、友人や親戚関係のあい
だでアデルに心を引かれた家族が少なからずあったであろうことは疑う余地もない (41)。
アジャンでもコンドムでも同じであった。おそらくアデルがしばしば訪問していた伯父フ
ランソワが住んでいるガジャン (Gajean) でもそうであっただろう (42)。チャーミングな
容貌、しとやかな振舞い (43N52)、生き生きとした性格、これらに加えて高貴な生まれと
裕福な家柄をかねそなえていたアデルは、それ以上に素晴らしい心と精神をもっていた。
だから、かの女に結婚の話が持ち込まれても、きわめて当然のことと云わざるをえない

(44)。
そのようなわけで、ちょうどアデルがシャミナード神父とコミュニケーションをもち、
ボルドーのソダリティと連絡をとり始めたころ、両親の口から、かの女に縁談のあること
が知らされた (45)。その相手がだれであり、どのような家柄の人物であったかは不明であ
る。わかっていることは、その人がアデルの知人であったこと、そして、その人柄からみ
ても、家庭の背景をみても、申し分のない相手であったことである (46)。
両親はアデルにこのことを伝え、決定はアデルに任せられた。アデルのこころは乱れ
た。これはすばらしい縁談であり、アデルにとっても、相手にとっても、また、両家族に
とっても、まったく遜色の無いものであった。
明らかに父親男爵はこの縁談に賛成していた。3 年前ジャンヌが両親の考えを神の意向
と考えてこれに従ったように、アデルも父親の考えを神の聖旨とみなすべきではないのだ
ろうか。ジャンヌの話を聞いていただけに、アデルもこれに承諾せねばならないのではな
いかと心が動いた (47)。しかし、もしそうすれば、カルメル会への召命はどうなるのか。
そして、もっと具体的に云って、いままでの慈善事業、地域の貧しい人や子どもたちの世
話はどうなるのであろうか。また、自分のこころに一番密接に感じているアソシアシオン
の仕事はどうなるのだろうか。
アデルは悩んだ。しかし、母親の手本が目のまえにある。母親は結婚して子どもを育て
ながらも、多くの慈善事業をおこなっている。しかも、かの女は、祈りや、深い霊的生活
が、いささかも自分の身分と矛盾するものでないと考えている。親友であるディシェレッ
ト、ベロック夫人もそうである。かの女も、つい最近、三人目の子どもを出産した。それ
は、10 月 4 日のことであった (48)。かの女は結婚し、しかも、幸せな結婚生活を送って
いる。その上、かの女はアソシアシオンの仕事を活発におこなっている。アデルにも、そ
れができないことはない。母親男爵夫人も、親友のディシェレットも、立派に結婚生活を
送っているだけではなく、母親としての生活をもこなしている。しかも、深く神を愛し、
子どもたちを愛している。アデルにもそれができないはずはない。
にもかかわらず、アデルはこの考えに心安らかではいられなかった。心のもっと奥深い
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ところに、何かがうごめいているようであった (49)。祈り、黙想していると、そこから光
がみえてくる (50)。ひょっとして神がなにか他のことをアデルにお望みになっているの
ではないだろうか。まだ、カルメル会への召命があるのかも知れない。あるいは、全身全
霊をアソシアシオンに捧げ尽くすように召されているのかも知れない。

1807 年 6 月、アデルは次のように書き記している。「わたしたちのアソシアシオンが、
自然に生まれ出たものでないことは、確かです. . . 。見えない手が、わたしたちにはまだ
見えていない目的のために、わたしたちを一つにまとめ上げたのです」
。
アデルのこころの葛藤はつづいた。しかし、生活を停止させることはできない。数週
間のあいだ問題は未解決のまま過ぎて行った。こころはちぢに乱れ、休むことを知らな
かった。
アデルは、この内心の葛藤をアガタに打ち明けたのだろうか。二人の友情が結ばれたそ
の初めから、おたがいにまったくオープンであった。打ち明けないことこそ、不自然であ
る。しかしその反面、容易に気を落し、落胆する傾向のあるアガタに、あえてこのような
ことを打ち明けて苦しめたくないと考えたかもしれない。ディシェレットと意見を交わ
し、かの女の意見を求めたであろうことは疑いない。しかし、それを裏付ける文書は存在
しない。
アデルがアドバイスを求めたことは間違いがない。母親はアデルが状況を読みちがえ
ないように (52)、決定は自分自身で下すように主張した。娘の将来を有利な方向にすすめ
ようと望んでいた父親の立場は明白であった。しかし、父親も、自分の考えを押し付ける
ことはしなかった。 アデルは、霊的指導者ラリボー神父の意見を求めた。神父は、はっ
きりした返事をあたえなかった。「神はあなたに、異なる道を歩むように望んでおられる
と、わたしは思っていました」(53) と、自信なさげに述べているに過ぎない。そこでアデ
ルは、他の神父の意見を聞いた。その司祭がだれであったか分からない。この司祭は、次
のように書き送っている。
「結婚の提案を断りなさい。いまのあなたの混乱したこころの状態でお受けすることは
賢明ではありません。もし、後日、あなたが神から結婚生活に招かれているとの確信を得
たならば、そのときは、かならず自分に合った相手がみつかるでしょう」(54)。
明らかに、アデルはこの言葉でこころの平安をとりもどしたようである (55)。父親に、
この話を断わってくれるようにと依頼した。それは、1808 年 11 月 20 日、マリアの奉献
の祝日の前夜のことであった (56N53)。
アデルのこころに平安をもたらすほどに効果的なアドバイスをあたえたこの神父は、
いったいだれであったのか。これにかんしては、いくつかの可能性がある。まず、ラリ
ボー神父でないことだけは明白である。主任司祭であり聴罪司祭であったドゥッセ神父の
可能性がある。しかし、答えが文書であたえられていることから考えれば、その可能性は
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低い。確証こそ存在しないが、主任司祭ならば、口頭で答えをあたえたであろうと考えら
れるからである。
デュクルノ氏であろうか。氏はパリにいた。非常にありそうな話である。年齢からみて
も経験からみても、デュクルノの可能性が高い。氏はトランケレオンの人びとを熟知して
いた。とくにアデルのことはよく知っており、このような決定的な意見をアデルにあたえ
る人物としては、だれよりも、かれをおいては、他にいないと思われる。しかし、当時の
デュクルノ氏は、まだ、司祭ではなかった。ただ、アデルのいとこがメモワールにこので
きごとを記したときは、氏はすでに司祭に叙されていた (57)。
シャミナード神父であろうか。神父は霊的指導に熟達していた。しかし、シャミナード
神父の可能性は薄い。アデルと知り合ってまだ日が浅く、アデル本人や、その家族を、ま
だそれほどよく熟知していなかったからである。当時記されたシャミナード神父の手紙を
みると、神父がアデルの苦悩を知り、アデルのとった最終決定を知っていたらしい形跡は
見あたらない (59N54)。
アデルにアドバイスを与えたのが誰であったにせよ、この言葉によってアデルは心の平
安をとりもどし、生活の方向付けを新たにした。後日アデルはこの日を思い起こし、それ
がかの女の生涯を方向付けた決定的な瞬間であったと述べている (60)。
この重大な決定を下してから二ヶ月後、アデルのアガタにたいする手紙は、既にいつも
の調子をとりもどしている。1809 年 1 月 (61)、ビルジニという女性の生と死についての見
解を述べている。明らかにこの若い女性は、自分自身の家族の手で多くの苦しみを受け、
誘惑にさらされた。そして、かの女はまだ歳若いにもかかわらず、最終的に、癌におかさ
れたのである。アデルはこの女性を賞賛し、かの女を手本とする。おそらく、かの女のな
かに、自分自身の内的葛藤と共鳴するものを見出していたのかもしれない。
アガタは、乱読の習癖をもっていたらしい。この同じ手紙の中でアデルは、ただ読み急
ぐのではなく、読書の内容を生活にあてはめるように熟読すべきだと述べている。そし
て、「マリアの召使の手引」(Manual Of The Servant Of Mary) に掲載された書籍と読書
の項目を一読するようにすすめている。
当時、アデルは、ディシェレットを通して、この「マリアの召使の手引」を手にいれた
ばかりのころで、かの女はこれを大切にしていた。なんと美しい祈りと教訓、なんと素晴
らしいマリアさまへの賛歌が盛り込まれていることでしょう、と述べている。
アガタは、アデルのすすめに従ってこの手引書を読んだ。だが、かの女はそれほど大き
な感銘を受けなかった。アガタには消極的で拘束的なものとしか受け取れなかったよう
である (62)。アデルはアガタの意見に賛同していない。
「小説」というものは、たとえど
れほど素晴らしいものであったとしても、いと清き乙女の子どもであるわたしたちにとっ
ては危険性をはらんでいる。むつかしいこととは云え、小説から遠ざかるべきだと指摘し
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ている。もちろん、そうだからと言って、アデルは自分の判断を押し付けることはなく、
賢明で啓発的な霊的指導者に相談すべきだと説いている。しかしアデルは、気晴らしのた
めに読む気軽な読書を否定していたわけではなかった。それは有益なことである、とも指
摘している。
シャミナード神父 (63) とボルドーのソダリティに深い感銘を受け、ソダリティの熱烈
な歓迎に印象づけられたアデルは、同時にまた、マドモアゼル・ド・ラムルースやマドモ
アゼル・ラコンブが (64) アデルやジャンヌやロロットに送って来る (65) 文通にも感銘を
受けて、この二つのグループの関係をより緊密なものにしようと考えた。
アデルはシャミナード神父に、ボルドーのメンバーズリストを送ってくれるように依頼
した (66)。そして、アソシアシオンのメンバーにたいしては、日曜日と祝祭日にボルドー
のソダリティのセンターであるマドレーヌ聖堂で行われるミサに精神的に参加するよう
に呼びかけ、月の第一金曜日には、ラリボー神父によって捧げられるロンピアンでのミサ
に、精神的に参加するように呼びかけた。 アデルはまた、この頃から、マリアへの献身
とマリアの保護について頻繁に語るようになった (67)。自分たちがマリアの子であるこ
と、そして、マリアの家族であることを口にするようになった (68)。アガタがなにかのこ
とで屈辱を受け、打ちひしがれていた時などは、聖母マリアの元に寄りすがって希望をも
ち、力と慰めをえるように諭している (69)。
一方、シャミナード神父は、当時健康をがいしていたにもかかわらず (70)、アソシアシ
オンをソダリティの「女子青年の部門」の「第三部会」(“Third Division” of The Young

Women’s Sodarity) として統合するための行動を開始した。師はアジャンとボルドーを文
通で結び、ベロック夫人に「手引書」(Manual) のコピーを送ってアソシエイツに配分する
ように依頼した (71N55)。またアデルには、アソシアシオンのメンバーを分会 (Fraction)
に分けて組織し、各分会にはオフィシエールをおき、そのオフィシエールの名前を提出す
るように依頼した。また、各々のグループが歌う賛美歌のメロディーについての情報も交
換した (73)。 シャミナード神父はアソシアシオンのメンバーを一人づつ個人的に受け入
れることができるように、敏速にことを運んだ。公式に、かつ、実効的にソダリティのメ
ンバーになるためには、一人ひとりが、個人として、受け入れられる必要があったのであ
る。そして、そのために、シャミナード神父はアジャンへ出かける計画をしていた (74)。
旅行に先だって、シャミナード神父はアデルにたいして、この旅行に必要な事項を取り揃
え、障害がれば、それを取り除いておくように依頼した。また、アソシアシオンの人びと
が集まりやすい場所で集会が開けるように手配するように、とも依頼した。師は、また、
三カ所か四カ所に足をのばすことはできるが、時間的に余裕がないので、旅行全体はかな
り短いものになるだろう、とも連絡してきた (75)。
一方、アソシアシオンでは組織の再編成にとりかかった。アデルが属していたアジャン
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の分会 (Fraction) は「マリアのおん孕り」と命名され、コンドムのグループは「ご託身の
分会」(Fraction de l’Incarnation) と命名された。そして、ロロット (Lolotte) が「ご託身
の分会」のオフィシエールになった。ロンピアン (Lompian)、ピュッシュ (Puch)、トナ
ンス (Tonneins) でのグループは「ご訪問の分会」(Fraction de la Visitation) と命名され、
ビルヌーブ・シュール・ロットのグループは「ご聖誕の分会」(Fraction de la Nativité) と
命名された。ビルヌーブ・ド・マルサン並びにサン・セベール (Saint-Séver) を含む（ボル
ドーの南岸）ランド (Landes) のグループは「被昇天の分会」(Fraction de l’Assomption)、
ポール・セント・マリから約 10 キロ川下に下ったロット川とガロンヌ川の合流地点にあ
るエグイヨン (Aiguillon) のグループは「マリアのみ名の分会」 (Fraction du Saint Nom

de Marie) と命名された。
これらの分会 (Fraction) には、それぞれ独自のオフィシエールが任命された (76)。シャ
ミナード神父はこのオフィシエールたちに、手紙で相互の連絡を保つように提案し、この
提案は受け入れられた (77)。アデルは満場一致で「第三部会」(Third Division) のオフィ
シエール・サントラール (Oﬃcière Centrale) として選ばれた。 ラリボー神父はこの部会
の副部会長 (Subdirector) になり、全権が委譲されるまでは、シャミナード神父の直接の
指導のもとにおかれることになった (78N56)。
シャミナード神父は、各オフィシエールの義務についての説明書を郵送するか、また
は、もし旅程が早まれば、自分の手で持って行く、と約束した (79)。
既婚婦人や年輩の女性は「第三部会」(Third Division) から切り離され、ボルドーの「黙
想の婦人部」(Dames de la Retraite à Bordeaux) に直結されることになった。最初に受
け入れられたのは男爵夫人であった (80)。シャミナード神父の話によると、ボルドーの黙
想の婦人はかの女を大きな喜びの内に迎え入れたそうである。それは、一つには男爵夫人
の人柄によるものであり、また、もう一つには、アデルの母親であったからでもある。ボ
ルドーの婦人部のメンバーたちは、アデルがシャミナード神父と文通していることを知っ
ていた (81)。
シャミナード神父は、ボルドーの婦人部のメンバーの意向に従って男爵夫人に挨拶文を
送った (82)。男爵夫人とその善業についてラフォン氏から伝え聞いていたシャミナード
神父は、少なからず好感を抱いていたようである。
ボルドーのグループが実行していた事柄の中で、特に「第三部会」に伝達されたものが二
つあった。その一つは、
「今もいつも変わらぬマリアの愛」の信心である。シャミナード神
父はこのことをアデルとそのグループに説明している。そのような事実からも分かるよう
に、アデルはこの時までに、
「マリアへの献身の意義」(Motifs de Conﬁance envers Marie)
の小冊子を読んだことがなかったように見受けられる。この小冊子は、イエズス会司祭ル
クレルク (P. Leclerc) によって著されたものであり、1712 年にリモージュ (Limoges) で
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初版が発行されたものだった (83)。アデルへの返信の中で、シャミナード神父はこの信心
業を次のように説明している。
この信心業は何人かの人たちが一日の一定の時刻に、特別な思いをこめて自己をマリア
に奉献することである。しかし、もしその時刻に、この奉献の行為を忘れたり、実行でき
なかったとしても、それは心配や不安の種となるべき性質のものではない。他の時間にそ
れを補えばよいのだ、と述べている (84)。
そして、この信心業に参加する希望者は、名前と選んだ時刻を知らせるように、とアデ
ルに依頼している。そして、アデルからその返事が来るまでは、ソダリティ全体のリスト
を作らないで待っている、とも述べている (85)。
明らかに、かなりの数のアソシエイツ（アソシアシオンの会員）がこれに参加したよう
である。アデルもこれに参加したが、自分が決めた時間に、ほかのことに気をとられてい
る場合が多いことを認めている。だが、これは良心上の責任を問うものではないので、こ
ころを乱すことはなく、ただ、日中ときどきマリアに思いを馳せるように努力さえすれば
良いのだった。
これに反して、アガタは、かなりの抵抗を感じていたようである。この取り決めを誠実
に実行する自信がなかったからである。しかし、アデルはアガタを安心させ、名前を送る
ように励ました (86)。
もう一つ第三部会に課せられたことは、
「会費 (Dues)」である。ボルドーのソダリティ
では、支払い可能な人は本部会計に「会費」を支払っていた (87)。集められた会費はソダ
リティとその各部会の全般的な支出にあてられるとともに、マドレーヌ聖堂の維持費、病
人と貧者の援助費にあてられた。アソシアシオンがこの会費の支払に参加するかどうか
は、アデルの裁決に一任された。
アデルは、アソシアシオンもすでに経済的な負担をかかえていること、また、プロテス
タントの母親を喪った貧乏な二人の子女に教育費を援助していることを伝えた。
アデルがこの子どもたちの状況を最初に知ったのは、ビルヌーブ・ダジャン (Villeneuve-

d’Agen) のアソシエイツで、27 才になるクロチルダ・デルペック (Clotilde Delpech) から
の情報だった (88)。この二人の子どもの父親はカトリック信者であったが、母親がプロテ
スタントであったため、カトリック教育をまったく受けずに育てられていた。 母親が死
ぬと、子どもたちの伯母に当たる母親の姉妹は、この子どもたちをプロテスタントとして
養育することに決定した（当時、この子どもたちは 10 才と 12 才であった）。しかし、父
親はこれに賛成できなかった。そこで、デルペックは、子どもたちをカトリックの寄宿学
校に入れるように提案した。学校を経営する修道女は授業料の値引きを承諾し、残りの費
用は父親からの出資と善意の人びとの援助によってまかなわれることになった。しかし、
それでもすべての経費をまかなうには十分とは言えなかった。そこでデルペックは、アデ
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ルとアソシエイツに援助をもとめ、その献金に頼ったのである。
この慈善事業にこころから賛同したシャミナード神父は、折衷案として、アソシエイツ
（アソシアシオンの会員）から寄せられた基金の三分の二をこの慈善事業にあて、残りの
三分の一をソダリティの会費として拠出してはどうか、と提案した。アソシアシオンには
新しいメンバーが増えていることだし、今までのメンバーの中で、献金をしていなかった
人もいるわけだから、このようにすれば、少女の教育費を十分にまかなえるだろうと考え
た (89)。しかし、献金を強制することはなかった。み主に励まされて節約をし、お金を貯
めることができた人だけが献金をすればよい、と神父は云った (90)。
ところでその頃、アソシエイツはソダリティのメンバーとともに、短い人生を終えて
この世を去った 5 人の死者を悼んでいた。その中の 2 人は高徳な若者で、1 人はボルドー
で、もう 1 人はパリで逝去した、とシャミナード神父は記している (91)。またその他に、
徳の高い 2 人の婦人が他界した。1 人はボルドーの郊外で、もう 1 人はポアティエで死ん
だ。残るもう 1 人の死者は、「黙想の婦人部」のメンバーであった。この人は聖なる生涯
を送り、それにふさわしい死を遂げた。
シャミナード神父の説明によれば、ソダリティでは、メンバーの訃報を受けると、ただ
ちにマドレーヌで荘厳な追悼式を行い、また、五つの部門では、毎年、その各々の部門の
死者を記念することになっていた。女子青年部の追悼式は、教会の典礼暦で、お告げの祝
日の後にくる最初の平日に行い、黙想の婦人部では、ご訪問の祝日の後にくる最初の平日
をこれに当てた。後日、アソシエイツであるアマンタ・モティエ (Aminthe Motier) の訃
報がボルドーにもたらされたとき、ボルドーのソダリティでは、かの女の永福のために、
三日間の祈りをささげている (92)。
シャミナード神父が述べているように (93)、
「第三部会」であるアソシアシオンは、そ
の後も発展しつづけた。アデルはこれを喜び、神に感謝している。アデルがとくに感謝し
たのは、会員を通して教えられる聖なる模範であった (94)。
「妹たちは」聖徳の道で「わたしたちを追い越そうとしています」
、とアデルはアガタ
に書き送っている。
「少なくともかの女たちの模範にならいましょう。そして、祈りのう
ちにかの女たちに助けられ、いつの日にか、かの女たちと同じような人間になれる喜びを
味わいたいものです」。
アデルはかの女たちの証す善徳からほど遠い自己の姿をかえりみて、この選ばれた霊魂
たちに助言や忠告を与えねばならない自分を深く恥じる、と告白している (95)。しかし、
そのように云ったすぐ後に、もし、わたくしたちもかの女たちと同じような決意をもって
立ち向かうならば、かの女たちを助けておられるその同じ神が、わたくしたちをも助けて
下さるに違いない、と勇気付けの言葉を添えている。
アデルは、1809 年の前半に、これと同じ考えを数回にわたって述べている (96)。そし
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て、恒例のコンドムへの旅行のあいだに記した手紙の中では、
「ご託身の分会」(Fraction

de l’Incarnation) は自分の属している「おん孕りの分会」よりもはるかに熱心である、と
述べている (97)。
一方、ラリボー神父はアデルにたいし、メンバーを慰め助言する努力を今後もつづける
ように励ますとともに、書き送る助言をだれよりも先に実行しなければならないのはその
本人である、とも述べている (98)。 この間、シャミナード神父とアデルとのあいだに、
いままで以上にパーソナルな人間関係が築き上げられていった (99)。シャミナード神父
の初期の手紙の冒頭では「マドモアゼル（お嬢さま）
」と呼びかけているが、このような
呼掛けで書き出された手紙は、1809 年 3 月 28 日を最後に終わっている (100)。その後の
手紙では、
「マ・シェール・フィーユ（わたしの親愛なる娘）
」とか「マ・シェール・アン
ファン（わたしの親愛なる子）
」と呼びかけている。

5 月 (101)、アソシアシオンのメン

バーは、いまだに正式なソダリティへの入会手続きを終えていなかった。しかし、シャミ
ナード神父は、自分に賦与されたフランスの教会への教皇派遣宣教師としての資格をもっ
て、すでに全員を自分の子供として受け入れているのだ、と述べている (102N56)。また、
師は付け加えて、
「熟考の結果というよりは自然に出てきた結果でしょう。すでにあなた
を＜わたしの親愛なる娘＞とお呼びしておりましたね？」とも述べている (103)。

1804 年以来、シャミナード神父はマドレーヌ聖堂を借りて、ここをソダリティの活動
の場として使用していた。その聖堂から火が出たときは、師は、それをアデルに手紙で知
らせている (104)。それは、聖木曜日、典礼が終わった 30 分後のことであった。ちょうど
シャミナード神父がアデルに手紙を書いていたとき、聖体を安置していた場所から火の手
が上がったのだ。
火の手は急速に燃えひろがり、多数の聖器具を焼失した。しかし、このようなときにも
シャミナード神父の信仰はくじけなかった。「与えたお方は、取り去りたまいます。取り
去りたもうお方は、また与えることがおできになります。聖名はとこしへに賛美されます
ように」と述べている (105)。
あるときシャミナード神父は、ぶどう酒の買い手がないかとアデルに尋ねている。ボル
ドー市の郊外でとれるこのぶどう酒は良質で評判が良く、オー・ブリオン・サン・ローラン

(Haut-Brion Saint-Laurent) の銘柄で売りに出されていた (106)。この年は、フィジャッ
クやカオール (Cahors) ならびにパリにまで出荷され、客は例外なく満足していた。シャ
ミナード神父は、まだ、その五年物をいくらか持っていた。折りからの不景気を考慮し
て、1 バレル当り、出荷値段 500 フランで売却しようと考えた。もちろん、ガロンヌ川の
流域であれば、どこにでも配送する用意があった (107)。
一方、アデルはシャミナード神父の健康を気遣っていた (108)。また、シャミナード神父
の略歴について質問し、フランスのペリゴール地方 (Périgord) にあるコレージュ・ド・マ
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フィ (Collège de Maﬃ) で教鞭をとったことがあるか、と問い合わせている (109)。これに
たいしてシャミナード神父は、自分がペリゴール地方で教鞭をとっていたのは確かである
が、マフィという名の学校は聞いたことがない、と答えている。これはおそらく、シャミ
ナード神父が 20 年近く教えていた神学校 (Collège-Séminaire)、ミュッシダン (Mussidan)、
の間違いかもしれない (110)。 アデルは、また、シャミナード神父を紹介してくれたラ
フォンに挨拶をおくり (111)、ラフォンもアデルに挨拶をおくった (112)。

アガタに宛

てた手紙をみると、教会の典礼暦は、アデルに黙想の題材を豊富に提供していた。カーニ
バルの季節がくると節制と禁欲の必要性を説き、単に自分自身を高潔に保つためだけでは
なく、カーニバルにおける多くの不謹慎を償うためにも必要なことだ、と述べている。こ
の考えは、ほとんど毎年のように、アデルの手紙に取り上げられている (113)。盲目的に
快楽を追い求めている世俗の人びとは、まちがった幸福を追い求めている。これにたいし
てアデルとアソシエイツは、世間の人びとが快楽を追求すると同じ情熱をもって、真の幸
福を追い求める努力をしたのである。 アデルは、いつもより少し早く起床することを勧
め、美味しい食物のもう一口と、好きな飲物のあと一口を慎むようにさとした。確かにこ
れは些細なことかもしれない。しかし、もしそれをみ主のために行うならば、それはみ主
の目には大きく映るにちがいない (114)。アデルは、いつも、もっとも口に合わない食物
を選ぶように努力していた (115)。我欲を抑制することのむつかしさを認めながらも、こ
れが誘惑に打ち勝つための唯一の方法であると力説する。なぜなら、誘惑というものは油
断のならないもので、
「ほんのちょっと優しい」一言をあたえただけで、人のこころに毒
素と誘惑をひき起こすことができるからである (116)、と述べている。 四旬節には、カ
ルワリオの教室で、そして、十字架の足元で、どうすればより良く生きることができるか
を学んだ (117)。そして、復活祭が来ると、復活と刷新、世のものごとからの離脱とみ主
への愛着を学んだ。しかし、ここでは自分を正当化している余裕はなかった。表面的に有
徳な生活を送り自己満足におちいっている人よりは、むしろ、自己の過ちを認めた罪人の
方がみ主に近い、と考えられたからである (118)。外的なものごとからの離脱が強調され
た。しかしそれ以上に、こころにおける離脱が大切にされた。それは、イエス・キリスト
と世の中のどちらを選ぶかの問題であった (119)。
聖霊降臨祭には、聖霊の賜の一つひとつについて述べ (120)、喜び、寛容、慎み、貞淑、
忍耐、心棒強さ、愛、平和など、これら聖霊の現存をとおしてわたくしたちがいただく賜
を、アソシエイツ全員が、十分に享受できるように祈っている (121)。アガタがくじ引き
で賢明の徳を引き当てたとき、この賜がアガタにこの世の無意味なものごとに愛着する
ことなく、神ご自身である真実と不動の善に心を寄せる力となるように、と希望してい
る (122)。弱さと過ちに打ち勝つためには、剛毅の賜が必要である。堅信の秘跡によって
「キリストの兵士」となったわたしたちは、利己的な傾向にこころを譲ることなく、神の
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ご意思を実行しよう、とも述べている (123)。
このように一般的な考えを述べたのち、アデルは自分自身の人間形成に戦いを挑みか
けている。アデルの「規則」の第 6 条は、生来の激しい性格を統御することを教えていた

(124)。アデルは、自分たちと同年輩の若い女性に特有の危険と誘惑があることを知って
いた。同時にまた、もし神を信頼してすすむならば、危険も誘惑も害をあたえることは
ないということも知っていた。しかし、それが常に自分の周囲をつきまとう「煩わしさ」
であることをも認めている。誘惑を受けたイエスの手本にならい、誘惑の機会を避け、祈
り、規律を身につけることが必要である。アデルはアガタに、
「すべてにおいて慎みを守
ろうではありませんか」と述べている。ラリボー神父も、また、デュクルノ氏にかわって、
たとえどのように些細なことでも、例えば歩き方ひとつにしても、慎みを身につけて軽率
なふるまいを抑えるようにと力説している (125)。
四月になると、アデルは例年のように、コンドムの叔母を訪問した。コンドムでは「ご
託身の分会」のメンバーに会い、集会の座長をつとめ、会員たちの行動や容貌に啓発され
た (126)。アデルは、また、この分会の長であるロロットに、マドモアゼル・ラコンブと
文通するようにすすめている (127)。
アデルはシャミナード神父に手紙を書いてこの時の訪問について報告しているが、その
同じ手紙のなかで、会員として正式にソダリティに受け入れらるのは何時ごろになるだろ
うか、と問い合わせている。これにたいしてシャミナード神父は急いで返事を送り、決し
て忘却しているのではないと述べ、しかし、今は非常に忙しくて訪問する機会がない。だ
からといって教皇の許可なく代理人を送ることもできない。しばらく忍耐して待っていて
ほしい、と述べている (128N56)。
コンドムから帰省したアデルは、アガタのトランケレオン訪問に胸をはずませていた

(129)。アデルのアガタにたいする友情の深さは、その手紙にしばしば表現される訪問へ
の期待感によってじゅうぶんに理解することができるが、手紙に用いられている表現から
も、さらによく知ることができる。
「み主イエス・キリストの中において、どれ程あなたさまをお愛し申し上げているかを
お話しすることが出来る日が、一日も早く来ますように」(130)。
「わたくしは、まだ、あ
なたさまにお会いできる希望を失っておりません。あなたさまも、そして、ディシェレッ
トも、できるかぎりの努力をして下さい。ラリボー神父さまもおいでになると思います」

(131)。「イエス・マリアの聖心においてどれ程あなたさまをお愛し申し上げているか。こ
のことをお伝えるするまでは、お別れのご挨拶を申し上げるわけには参りません。もしあ
なたさまがおいでになるならば、ラリボー神父さまにもお越しいただけるようにお願いす
るつもりです。きっとおいで下さると思います」(132)。「親愛なるアガタさま、それでは
わたしたちは、まだしばらくの間お目に掛かれない苦しみをお捧げしなければなりません
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ね」(133)。
アデルは、また、アガタに宛てて、こんどコンドムの叔母がアジャンへ行くときは、わ
たしを連れて行くように頼んでほしい、と述べ、
「わたしは、自分から思い切ってなにも
言えないのです」と付け加えている (134)。

1809 年 6 月、皇帝ナポレオンは、教皇領ローマ市をフランスに合併し、教皇を事実上、
幽閉してしまった (135)。ちょうどこのとき、アデルは誕生と授洗の記念日を祝うために
行う数日間の黙想の準備にとりかかっていた。アデルはこれで 20 才になるのだった。
この日、アデルは、20 年前に神の子として教会に受け入れられたことを、こころから
祝った (136)。洗礼のときにおこなった約束を喜びのうちに更新し、主に仕えることに大
きな喜びを見いだした。
アデルはラリボー神父の勧めに従い、聖フランシスコ・ド・サールの著書「献身的生活
への入門書」(Introduction à la vie dévote) で説明されている方法を用いて、毎年決心を
新たにしていたが、このときもまたかの女は、自分が他のメンバーに書き送る勧めを自分
自身にも適応することができるように、決心を新たにした。そして、たとえばアガタに書
き送ったように、この時期にアジャンで催されている博覧会のような興奮と騒ぎの中にい
たとしても、こころの中に自分一人の静かな場所を確保することができるように、と決心
している。
ちょうどそのころ、アデルはまた母親に連れだってフィジャックを訪問していた。そ
こでアデルは、母親の家系で 22 才になる婦人の話を耳にした。かの女は非常に聖なる人
で、行動的な (137) 人物であり、男爵夫人の実家ペイロンネンク家の集中する (138) ビル
フランシュ・ド・ルーエルグ地方の出身であった。アデルはこの女性にコンタクトし、ア
ソシアシオンに誘い入れたいと思った。しかし、ついにかの女に会う機会に恵まれること
なく、アデルがこの女性エミリ・ド・ローダ (Emilie de Rodat) と連絡をとることができ
たのは、それから 10 年も経ってからのことであった (139)。
アデルは帰郷すると、熱心なド・ポミエス姉妹が来ていることを知り (140)、前後して
四回、かの女たちに会った (141)。アデルはド・ポミエス姉妹が帰省するまえに、かの女
たちが滞在していたネラックから、もう一度トランケレオンに足を運んでくれるように、
と依頼している。そして、かの女たちがトランケレオンに居るあいだに、アガタにもトラ
ンケレオンへ来るように、と誘っている。
また、このころ、トランケレオンに、ソフィ・ド・ポルテッツ (Sophie de Portets) が
来ることになっていた。以前、アガタはソフィの姉妹のデジレに会ったことがあるが、ソ
フィ自身にはまだ会ったことがなかった。アデルはアガタにこのことを指摘して、だから
急いでトランケレオンにいらっしゃい、と述べている。

7 月の初旬、アデルはアガタに手紙を書き、過去 2 年のあいだ 7 月になると第一金曜日
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から、ミクエル神父とフェレ神父 (Ferret) がアソシアシオンの意向に沿ってミサを捧げ
てくれていることを思い起こさせている。このフェレ神父は、コンドムに住んでおり、か
れ自身アソシアシオンのメンバーであった (142)。
もちろん、この頃すでにアソシアシオンは、ボルドーのソダリティで捧げられるすべて
のミサに参与していた。こうして与えられる恩寵と支援は、当然のことながら、霊的生活
をより忠実に生き、進歩するように、アソシエイツを力づけずにはおかなかった (143)。

7 月の中旬になると、ついにアガタはトランケレオンに来る機会に恵まれた。長いあい
だ待っていた訪問であった。アガタは 6 週間のあいだシャトーにとどまり (144)、アデル
と共に、思いや理想を分かちあい、男爵夫人がおこなっている慈善事業を手伝って、シャ
トーでの生活を過ごした。その間、アガタは、マダム・パシャンや小さなクララと旧情を
温め、家族の一員であることを新たに確かめ合った。
アガタは父親からの挨拶を男爵に送り、帰りには男爵の挨拶を父親に持って帰った。残
念なことに、訪問が終わりに近づいたころ、アガタは腸の具合いを悪くして病床に伏し、
じゅうぶんに快復しないまま帰路につかねばならなかった (145)。

8 月になってアガタが去ったあと、アデルは例年の通りロンピアンを訪れてラリボー神
父に会うことができた (146)。それから間もなくのこと、フランスと、そして、とくにボ
ルドーにおいて事件が起こり、一年前から始まっていたシャミナード神父やソダリティと
の関係に修正を加えねばならなくなった。
ラフォン氏は、この頃すでにフィジャックを離れてボルドーに移り、そこで再び個人教
授の仕事に従事していた。ラフォンは相変わらず活発なソダリティのメンバーで、行く
先々で新しい会員を募集していた (147)。しかし、9 月 19 日、火曜日、午前 6 時、ラフォ
ンは自宅にいたところを警察に逮捕された。そして、数日の内に、政治犯・破壊主義者と
断罪され、パリの牢獄、ラ・フォース (La Force)、へ送られたのである (148)。 ナポレ
ンが教皇領地を占領し教皇を幽閉すると、教皇ピオ 7 世はこの侵略戦争に参加したすべて
の人を破門するとの教書をだした。当然のことながら、ナポレオンは、この文書のフラン
ス流入を阻止した (149)。パリのソダリティの一部の人は、王制派の不満分子や退役将校
と共謀して (150)、教書を秘密裏にフランスへ運び込み、印刷して、フランス国内で配布
するという危険な仕事に手をだした。
ラフォンはパリのソダリティと文通していた関係上、それまでの警察の逮捕や押収か
ら、かれの名とボルドーとの関係が表面に浮かび上がってきた (151)。事実、ラフォンは
政治的な陰謀者であったのだ。早くから氏の破壊的な手口はボルドーのソダリスト全員の
あいだに知れ渡っていたが、ソダリストたちはラフォンの仕事にはまったく関わっていな
かった。しかし、嫌疑はソダリティとシャミナード神父の上に掛けられた。
この嫌疑は、ふとしたシャミナード神父の行動によって固められてしまった。それは、
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シャミナード神父が、ラフォン氏の投獄理由を知らないままに、氏の告白を聴くために、
かれの聴罪司祭の代理として、牢獄へ出かけたことにある (152)。
シャミナード師の文書類は押収され、尋問を受け、ソダリティの活動は徹底的に取り調
べられた。実際、すでにソダリティの内部には警察の密告者が入り込んでいたのである

(153)。
パリのソダリティとボルドーのソダリティの間には、祈りによる連合は行われていた
が、政治的な結び付きはまったく無かった。そして、警察の地方当局は、ソダリティと
シャミナード神父の、そのどちらにも有罪を裏付ける証拠を見いだすことはできなかっ
た。にもかかわらず、ナポレオンは断固として「おとめマリアへの信心をもつ」すべての
ソダリティを弾圧する命令を下したのである (154)。やがてナポレオンの圧政に激しく抵
抗することになる (155) ダビオ司教の庇護のもとにありながらも、ソダリティは、この弾
圧を逃れることはできなかった (156)。
弾圧はフランス全土の男子青年のソダリティに向けられたものであったが、ある地域で
は、不正にも、女子青年のソダリティにも適応された (157)。そして、それがボルドーで
起こったのである。この決定にたいしてシャミナード神父はアピールしたが無駄であっ
た。この弾圧の手から、せめて少年たちで組織されたソダリティの予備軍だけは守ろうと
努力したが、その努力も無為におわった (158)。
シャミナード神父は、訴えのためにパリに上京することも可能であった (159)。しかし、
政府はすべての訴えを退け、若い人たちは「小教区から分離さるべきではなく、かれらの
力に見合った指導を、主任司祭ならびにその補佐役から受けるべきだ」！

と主張する

ばかりであった (160) 。
もちろん、シャミナード神父は、
「提携」しているということで、この疑惑が第三部会に
もおよぶのを心配した。それで師は、手紙を送るときは特に注意を払い、自分の知人か、
アデルの知人を介して届けてもらうようにしていた (161)。師は、手紙が配達の途中で失
われることから生じる危険性についてアデルに注意をうながしている (162)。師はまた手
紙の内容に注意を払うようにアデルに警告し (163)、政治情勢に言及することなく、内容
は霊的なことにのみとどめるべきだ (164) とも述べている。 シャミナード神父はアデル
にラフォンにかんする情報を伝えたが、そのときラフォンを単に「ある人物」と表現し
て (165)、その人のためにアソシエイツの祈りを依頼している。そして師は、このことが
あってから数カ月のあいだはほとんど手紙を書かず、非常に賢明に行動した (166)。ソダ
リティはおおやけにマドレーヌ聖堂から締め出され、シャミナード神父は郊外にある自分
の土地、サン・ローランに引き篭った。この土地は、クリスチャン・ブラザーズがフラン
スに帰国して最初に居をさだめたところで、暫定的ではあるが、ここに修練院を設置して
いた (167)。
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ソダリティは表向きには弾圧されていたが、実際には寛容な土地柄が幸いして、しばら
くのあいだは、機能し続けることができた。それが部分的であれ、全面的であれ、弾圧の
可能性をずいぶん久しい以前から予見していたシャミナード神父は、常に、このような非
常時に備えていたのであった (168)。
ソダリティの活動は非常に慎重に行われた。しかし、新入会員の登録簿をみると、1810
年、1811 年、1812 年を通じて、いくらかの活動を継続していたことが窺われる (169)。
「困難はともないますが、すべては続けられています」
。シャミナード神父はアデルに、
そのように書き送っている (170)。事実、弾圧はよい結果を生んだようで、ソダリストの
勇気と献身は弾圧のもとでかえって立派に証明された。奉献を忘れ去った会員はきわめて
まれである、とシャミナードは認めている (171)。

1809 年の後半に起こったこの事件でこころを乱したアデルは、シャミナード神父から
長いあいだ音信がないのを気にして、また病気にかかっているのではないかとシャミナー
ド神父に問い合わせた (172)。

11 月、シャミナード神父はこのアデルの手紙に返事を送り、しばらくのあいだ身体の
具合いが悪かったことを認めているが、手紙を書かなかった主な理由は、ソダリティの弾
圧も一つではあるが、それよりも、アデルに送るためのオフィシエールの名簿の準備で忙
しかったからだ、と述べている。そして、その同じ手紙の中で、ラフォン氏の「ひどく重
大な事件」について言及するとともに、毎年自分が指導している黙想会についても触れて
いる (173)。
ところで、この時期に健康を損ねていたのはシャミナード神父であるよりも、むしろ
アデルの方であった。アデルは重い病気にかかり、ほとんど死にひんするほどであった

(174)。そして、約 6 週間ほど床についていたのである。
それが、どんな病気であったのかは不明である。しかし、手紙を書くことができなくな
るほどの病気であり、それ以降、二度とアデルはもとの健康を取り戻すことができなかっ
た。それほど、この病はアデルの身体を蝕んだのである (175N57)。
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クリスマスが近づいた頃、長引いていたアデルの病気は、少しづつ快方に向いはじめ
た。しかし、死に瀕するほどの病気の重さと、当時おこなわれていた治療法が災いして、
アデルの身体は衰弱しきっていた。長風呂に入ったり、ひるに血を吸わせたり、切傷をつ
くって血を流したり、灸をすえたり、強力な下剤をかけるなどした。これらは当時の医学
では、悪い体液を体外に追い出す有効な治療法とみなされていたのである (1N58)。しか
し、アデルは徐々に体力をとりもどし、手紙を書くことができるまでに回復した。最初の
手紙は、1809 年 12 月 21 日付けのアガタに宛てた手紙である。アデルはこの手紙の中で、
自分が長いあいだの病気で返事を書くこともできなかったが、そのあいだ、手紙を書きつ
づけてくれたアガタに礼を述べ、もうすぐ、二ヶ月ぶりで聖体を拝領することができる、
と述べている (2)。
瀕死の病を体験したアデルにとって、話題は自然に人生のはかなさに向かって行く。
「親愛なるお友よ。ひとときも時間を無駄にしないでおきましょう。ひょっとして、わ
たしたちには、もうこれ以上の時間が与えられていないのかも知れません。死は年齢と関
係なくやってきます。ご覧なさい、わたしはまだ 20 才です。それなのに、まさに死なん
ばかりの経験をしました」(3)。
生命のか弱さを自分の肌で感じとったアデルは、この数カ月間、幾度かこれと同じ考え
を口にしている。たとえば、この手紙から数週間のちに出された手紙の中では、次のよう
に述べている。
「一瞬たりとも無駄に時間を費やすことのないようにしましょう。時間は容易にわたし
たちの手から滑り落ちて、あっという間に過ぎ去ってしまいます。すべてを神のために行
うようにいたしましょう．
．
．そうすれば、死の瞬間において、また、永遠にわたって、悔
悟の念に悩まされることはないでしょう」(4)。
アデルは手紙を書くことができるようになると、直ちに今まで中断を余儀なくされてい
た仕事に着手した。ある種の基金の支払にかんする男爵からのメッセージをディシェ氏に
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伝えたり、シャミナード神父からの手紙をアジャンのアソシエイツに送ったり、神父から
依頼された簡単な調査をおこなうようにベロック夫人に依頼したりなどした (5)。

11 月の初旬、アマンタの訃報をアデルから受けとったボルドーのソダリストは (6) 集会
を開き、キリスト者が神を愛する友人を喪ったとき、どのような気持ちでこれに臨まねば
ならないかについて話し合った。結論は、その友情が真実であればあるほど、このような
今生の別れを喜ぶことになるだろう、ということになった。
シャミナード神父は、第三部会もこの見解に賛同できるかどうかと問い合わせ、アデル
に、他のオフィシエールたちと相談して、全員の答えをその理由とともに纏めて送り返し
てほしいと依頼している。当然のことながら、自分でこの仕事をすることができなかった
アデルは、ベロック夫人に頼んでアンケートを配布してもらい、答えを纏めて送り返すよ
うにしてもらった (7)。
ナポレオンと教皇の関係が険悪になるにつけ、このようなアンケートに答えをだすこと
は実質的な意義を持っているとアデルは考えた。フランスは、ひょっとして、ソダリティ
の弾圧にとどまらず、ぶたたび宗教そのものを弾圧する道を歩んでいるのかも知れない

(8)。
昨年、ナポレオンは妻ジョゼフィーヌを離婚し、聖職者の中で自分の立場を擁護できな
いような「くだらない神学者」は、容赦なくその地位から引きずり下ろした。このとき処
分された聖職者の中に、シャミナード神父の友人であるラクロア神父 (Lacroix) がいた。
かれはボルドーの神学校の校長であり、教区の司教総代理を勤め、大司教の秘書をした人
である (9)。

3 月になると、ナポレオンは男子の世継ぎを得ようとしてオーストリアのマリア・ルイ
サと結婚する (10)。アガタと「おん孕りの分会」に宛てた手紙で、アデルは次のように記
している。
「信仰の火がまだわたしたちのあいだで燃え続け、宗教の自由がまだ残されているあい
だに、永遠の生命にふさわしい実を結ぼうではありませんか。そして、わたしたちにたい
する神の怒りを鎮めようではありませんか」(11)。
アデルは、種々の病気をフランスに降り掛かる神の怒りとみなし、祈りと信者たちの模
範的な生活によって遠ざけることができると考えていた (12N59)。
この世のはかなさに目覚めていたアデルは、この世のものから、より完全に離脱するこ
とを熱望し、生活のすべてを神にささげ尽くすことができるように、意向を清める必要性
を認めていた (13)。そして、これにつづく数カ月のあいだに、自分の召命は「この世に留
まる」ことではない、との確信を持つにいたった。この世の仕事に没頭しながら自分の救
霊をまっとうすることができる人もいるだろう。しかし、自分にはそれはできない、と思
うのだった。なんらかの形で自分自身を全面的に神に奉献しなければならない。
「自分の
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こころも、身体も、たましいも、自分のすべてを残すことなく、いつまでも」(14)。そし
て、ナポレオンがスペイン侵略のために南フランスに軍隊を結集するにつけ、アデルは、
ますます、今はこの世のものごとを追い求めるときではない、と確信するのだった (15)。

3 月になると、アデルの健康は快復し、伯母とアソシエイツを訪問するためにコンド
ムへ出かけることができるほどになった。聖週間と復活祭をコンドムで過ごしたアデル
は (16)、そのあいだに謙遜と忍耐を黙想し、今までに受けた数多くの恩寵を感謝するの
だった。
アデルは約一ヶ月ほどコンドムに滞在してトランケレオンに帰ったが、5 月になると
ディシェレットがやって来た (17)。昇天祭の一週前には、ラリボー神父とマドモアゼル・
ドゥ・ポミエスもやって来た。集まった人たちは、グループ・ディスカッションをした
り、個別の話し合いなどをしたが、いずれも、アソシエイツとしての問題点や「慈悲深い
神のため」(18) の話し合いであった。ラリボー神父は、神の愛と謙遜の二つのテーマに基
づいて、二回の黙想を指導し、定期的におこなわれている金曜日の集会にも出席してくれ
た (19)。
昇天祭の木曜日、5 月 31 日の手紙で、アデルは、軍隊が不安な状況にあるので期待され
ていたロンピアンへの旅行は数日間延期しなければならなくなったと述べ、残念だ、と記
している (20)。
とは云いながらも、実際には、この旅行は同じ週に実現した。6 月 2 日の土曜日、アデ
ルとディシェレットはトランケレオンを出発し、午後 7 時にロンピアンへ到着した (21)。
その日の夕方、その地の小さな小教区の聖堂で念祷をおこなったのち、夜の 11 時までラ
リボー神父と会談した。
翌日曜日、朝 5 時に起きて教会へ行き、告白をした。ミサの始まるのが午前 7 時であっ
たため、その地のアソシエイツであるジャンヌ・ラルベス (Jeanne Larbes) と話し合いの
機会を持つことができた。ミサに与り説教を聞き、それぞれ感謝の祈りをささげたのち、
皆といっしょに昼食に出かけた。
かねてから一行の来訪を知らされていたアソシエイツたちは、食事が終わると、訪問客
に会いに来た。来たのはモミュス (Momus) の二人姉妹とマダム・ファーブル (Madame

Fabre)、ならびにポアトバン (Poitevin) の姉妹二人であった。
ポアトバン姉妹の一人はすでにアソシアシオンの会員であったが、15 才になるマリ・ス
レット (Marie Seurette) は、この日、新しく会員として受け入れられた。こうして、ポア
トバンの姉妹 3 人が「ご訪問の分会」に属することになったのである。
晩課ののち、8 人のアソシエイツは戸外に出た。モミュスの二人姉妹、ポアトバンの二
人姉妹、ファーブル、ラルベス、アデル、そして、ディシェレットの 8 人であった。かの
女たちはアソシアシオンの事業について意見を交わし、愛し仕えている神について語り
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合った (22)。
こののち、もう一度教会に帰って祈りをとなえ、マリ・スレットがマリアへの奉献を
行った。この教会はラリボー神父の努力によって再建され、再び神の息吹をとりもどして
いた、とアデルは述べている (23)。
アガタはアジャンに留まっていたため、この「有益な体験」については、アデルの手紙
とディシェレットの口から聞くにとどまった (24)。それでもアガタは、この旅行の実際
面で皆と協力している。アデルはかの女に、ラリボー神父の教会のために買った装飾用
のふさを取り替えて来てくれるように依頼し (25)、その苦労にたいして礼を云っている。
また、帰省したディシェレットを通じてお金を送ったりもした (26)。これらは、向こう数
年間にアデルがアガタにする種々の依頼事項の一例である。アガタは都会に住んでおり、
市場の開かれる中心地にいたので、アデルが田舎や小さなフガロールの町で求めることが
できない品物を、代わりに調達してもらったのだった。

5 月には、サイズの違う金色のスパンコールを送ってくれるように依頼しており (27)、6
月になると、今の仕事に足りなくなったので、もっと送ってくれるようにと依頼している

(28)。アデルはまた、自分に代わって本をアメリに返却してほしいとも頼んでいる (29)。
また、もし伯母のサン・ジュリアンがコンドムの市場で気に入ったシーツを手に入れるこ
とができない場合には、アガタの方で買ってくれるように、とも頼んでいる (30)。
今年の誕生日でアデルは 21 才になり、革命後の法律に従って、法律上の成人になった。
この誕生日はちょうど聖霊降臨祭の日曜日にあたっていた。アデルはいつもアガタへの
手紙を週のなかばに書いていたが、この日はいつものリズムを破って祝日当日に書いた。
その手紙のなかで、アデルは、この日に聖体拝領をすることができたことを喜び、次のよ
うに記している。
弱く臆病な使徒を強く勇気のある宣教師に変えた聖霊の賜は、わたしたちにたいしても
同じようにはたらいて下さいます。もはや他人の意見を恐れているときではありません。
世間の人のあざ笑いと意見に耳を傾けることなく、自己の信仰を告白するときが来まし
た。
「神さまだけをお喜ばせするように努力しようではありませんか。神さまはご自分の
すべてをわたくしどもに下さいました。神さまのためにのみ生きましょう」(31)、と。
アデルは、この手紙を急いで手短に書いたことを詫び (32)、ディシェレットの最近の訪
問でも分かってもらえるように、いま自分は大変忙しいのだ、と述べている。
当時の若者にたいする宗教教育と一般教養の欠如ははなはだしいものがあった。革命は
それまで教会が行っていた教育システムを崩壊し、空白のまま残してしまった。フランス
の国家政府が地方レベルでの初等教育に着手し始めたのは、やっと 1833 年になってから
のことである (33)。そのようなことから、アデルは今までのように、慈善事業をおこなっ
ているときや教会への行き帰りにしていた即興的な宗教教育では満足できなくなり (34)、
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シャトーに「学校」を設置しようと考えたはじめた (35)。
アデルは小さな女の子や男の子を集めて公教要理を教えたり、読み書きを教えたりし
た。しかし、この子どもたちは遠く離れた場所に三々五々住んでいたために、交通の便を
確保することができなかったり、親のする家事や畑仕事の手伝いをしなければならない
ことが多かった。そのため、標準化したプログラムを作ったり、学校のように授業の時間
割を設定することができなかった。子どもたちは、来ることができるときに、一人で来た
り、小さなグループで来たりした。子どもたちが来ると、祈りをしているときでも一家団
らんのときでも、アデルはすべてを差し置いて子どもたちを受け入れ、その世話をするの
だった (36)。
また、日中に時間の取れない近所の農家の召使たちは、しばしば夜、勉強にやってき
た。シャトーの召使、とりわけ少女の召使の教育の責任は、先ず第一に男爵夫人が引き受
けた。しかし、アデルもかの女たちを無視することはなかった。冬のあいだは毎晩アデル
の母親がかの女たちを集めて宗教書を読み聞かせたり黙想をしたりした。アデルはその
あとを引き受けて、召使の中で能力のありそうな子どもを選び、特別な教育をほどこした

(37)。
アデル自身、このような授業のあり方や自分なりの教育法に満足していたわけではな
かった。アデルはもっと進んだ教育をおこない、とくに少女たちには、その将来の身の振
り方が明確になるまで、労働を通して利益をえることができるような仕事を探し、これに
つけてやった。もちろん、ものごとはいつも順調にすすんだわけではなく、よくできた計
画もときには失敗に終わることがあった。
今年、アデルは、このような少女の一人をロンピアンの良家に就職させた。しかし、こ
の少女は病気にかかり、咳をして血を吐くようになったため、住み込みの仕事ができなく
なってしまった (38)。
アデルはまた、恵まれない人たちの慈善事業に精をだした。母親のように、そして、し
ばしば母親といっしょに、貧しい人たちを訪問し、困っている人たちに心身両面の世話を
した。また、数多くの子どもたちを「養子」にとり、子どもたち、とくに赤ん坊のために
衣類を作ってやった (39)。当時のフランスにおいては、多数の母親が手にあまる赤ん坊を
水に沈めたり、生き埋めにしたり、捨てたりしたと考えられている。
革命以来、貧困と飢えは亡霊のように人びとの生活につきまとい (40)、ナポレオンによ
る大胆な軍隊組織は、さらにこれに拍車をかけた。徴兵人口の減少を恐れたナポレオン
は、孤児院に回転台を取り付けるように命令し (1811 年)、人目を忍びながらも安心して
赤ん坊を捨てることができるようにした (41)。
アデルは、もっと年かさの子どもでも「養子」にした。そして、その子どもたちが新婚
生活を始めるとき、嫁入り道具を準備してやった (42)。父親男爵は、召使の子女に持参金
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をもたせたいと望んでいた。しかし、まだそれだけの資力を回復していなかった (43)。だ
からアデルが自分の手で作る嫁入り道具は、ある意味で、それを補っていたといえる。
アデルは 1809 年以来、会計簿を記入しているが、それを見れば、アデルが養子にしてい
た何人かの子どもの名前を知ることができる。帳簿には子どもの名前と、その子のために
使ったお金の額が記入されている。トリクレット (Tricoulette) とカデット (Cadette)、ボ
ンヌフォン (Bonnefond) とラミ (Lami)、ユルシュール (Ursule)、ペラケート (Péraquete)、
そしてジャネトン (Janneton) の名前を読み取ることができる。また、施しを受けた人の
中で、名前が明記されず、単に「貧しい人」とか、
「スペイン人」とか、
「小さな女の子」
、
「大工の手伝い」などと記入されているケースもある (45)。
また記載事項の中には、靴の代金とか、靴の修繕費、ハンカチーフ、ドレス、ストッキ
ング、シーツ、サンダル、公教要理、ロザリオ、布地、などが見出される。これらの支出
のあるものはアデル自身のためのものであるが、大半は他の人たちのためのものであった

(46)。
アデルは伯母の一人から遺産として 6,000 フランを相続していた (47)。アデルの父親は、
この遺産にたいして年 5%、すなわち 300 フランをアデルにあたえ、それに父親自身から
のお金として 100 フランを付け加えてアデルに与えていた (48)。

400 フランと云えば、当時の貧しい社会においては相当の金額であった。アデルはこの
お金の大半を、自分が世話をしている貧しい人、教えている生徒、
「自分の子ども」のた
めに使っていたのである (49)。アデルがこのお金をほとんど自分のために使うことがな
かったので、アデル自身が本当に窮乏するのではないかと心配した父親は、ときどきかの
女のためにリンネルやドレスを買いあたえていた (50)。
施しのお金が不足すると、アデルは母親に助けを求めた。そして、もし母親にお金がな
いときは、400 フランまでの借金をして貧しい人たちを助けた (51)。乞食が来ると、自分
の靴を脱いであたえることさえあった (52)。父親が死んだときには、その下僕ブリベル

(Brivel) にハンカーチーフを作り、ウールのソックスを編んであたえ、普段着用として自
分が使っていたストッキングをあたえている (53)。施しに十分なお金が無くなるのを心
配したアデルは、貴族の習慣として自分の年頃の婦人たちに贈物を送る風習があったが、
それを取りやめた (54)。
時間の使い方にかんして、アガタが、アデルにその素晴らしさをほめたことがある。そ
のときアデルは、大切なのは自分がどれだけ没頭してどれだけの仕事をしたかであるより
も、仕事をするときの精神と動機付けの意向にある、と述べている。
「もし今までにわたしがしたことが全て神さまのためであったなら、少しは功徳を積め
たかも知れません。しかし、わたしは何ごとをするにも、一種の本性的な行動への衝動、
ある種の生来的な嗜好性に基づいておこなっています。そして、しばしば、他人からよく
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思われようとする欲望に駆られています。いままでわたしがしてきたことは、すべてある
意味で無意味なことなのです！」(55) とも記している。
そしてアデルは、アガタに、聖パウロの言葉を思い出させ、何ごとをなすにも主イエ
ス・キリストの名においておこないなさい、と述べ、お互いに競争してこの言葉を実践し
よう、とアガタにうながしている。そして、そのために神の恵みを祈り求め、次の告解の
ときまで、毎日、朝晩、天使祝詞をとなえることを提案している。
アデルは、また、アガタに、愛に反する過ちを克服するように励まし、神のように隣人
を愛し、マリアのように隣人に仕え、助けを必要とする人たちにたいしては心身両面で奉
仕するようにしよう、と述べている (56)。
多忙であることについては、アガタも例外ではなかった。忙しすぎてトランケレオンに
行くことができません、と述べているほどである (57)。しかし、アデルはこのようなアガ
タにたいして、縫物や刺繍など今あなたがしている大半のことはシャトーに来てもでき
るでしょう、と小言を述べている (58)。これは 7 月頃のことで、この前のアガタの訪問か
ら、すでに一年が経とうとしている時のことだった (59)。
当時のアデルは、何人かのアソシエイツの病気に大変心をいためていた。アデルの非
常に親しい友人で、コンドムの「ご託身の分会」のオフィシエールをしていたロロット
は、病気の快復のためにルルドの東にあるバネェール (Bagnères) の温泉に行かねばなら
なかった。もう一人、これもやはりコンドムのアソシエイツであるフェレトン (Férétone)
も、ルルドの南西約 16 キロのコートレ (Cauterets) の温泉へ湯治に出かけた。アデルは
この二人について、どちらもそれほど長くは生きて行けないだろうとの情報を受け取って
いた。アデルは、立派な死を遂げようとしているこの二人のためよりも、むしろ、この二
人の死によって良き模範を失う自分と他のアソシエイツのために大いに悲しんだ (60)。

8 月、マリアの被昇天の祝日に、すべてのアソシエイツはフランス国民として全贖宥を
受けることができることになっていた。この全贖宥は、皇帝の保護の聖人、聖ナポレオン
の祝日のために教皇が布告したものである。アデルはこの日、少なくとも霊的に、アガタ
といっしょにご聖体を拝領し、この贖宥の恵みにあずかることを望んでいる (61N60)。
また、アデルはこの祝日を機会にマリアの謙遜と純潔について触れ、聖母が自分たちに
とってどれほど素晴らしい模範であるかを述べている。謙遜については、
「無益な見栄か
ら身をひきましょう。知られざる存在であることを望み、無視されることを愛そうではあ
りませんか」(62) と述べている。また、マリアの純潔について語るときは、アデルはラリ
ボー神父が力説する (63) ように、服装にかんする慎みについての注意を喚起している。服
装の慎みかんしては、アデル自身も自分のライフスタイルを徐々に変えようとしていた。

3 年前のアデルは、アガタに宛てた手紙の中で、身体のラインをきわだたせるような服
装はいけないと主張するラリボー神父を、「柔軟性に欠ける」と記したものだった (64)。
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当時のファッションでは、カールのかかったなで上げ型の髪を、リボンかボンネットで際
立たせていた。チョーカーや、目だつネックレスも流行していた。
細いウエストラインと、持ち上げたバスト、それに、大胆なデコルテで、ときには乳房
もあらわなドレスを着ることが流行した。フレアが多く、布を幾重にも重ね、口紅や白粉
や香水もふんだんに使用した (65)。だからアデルも、身体の曲線をある程度まで隠すため
に、新しいスタイルの洋服を着るときはショールやネッカチーフを纏うことが慎みのある
人のすることだと主張するラリボー神父の意見に同意していたのである。
しかし、この 8 月 20 日の手紙では、アデルはきっぱりと最近流行のガウンを拒否して
いる。この流行によると、ヒップと股のラインを誇張するためにウエストから膝までをき
つく引っ張り、ときには腰を広く見せる腰当てを着けることになっていた (66)。
アガタの親しい友人で、最近アソシアシオンに入会したアジャンの女性エリザは、この
点で弱さをもっていたようである。いずれにせよ、エリザについて述べている文章の中
で、アデルは昨年話し合われた服装にかんする慎みについて言及している。すなわち、昨
年ラリボー神父がトランケレオンに来た際、師は「朝から晩まで」アソシエイツの服装に
ついてアデルに質問を投げかけたこと、そしてアデルに、もっとこの点にかんして頻繁に
意見を述べるように要求したこと、また、アガタもよく知っているように (68)、アデルは
師のこの点にかんする勧告を実践していること、などである。
そして、いま、アデルはおとめマリアの慎み深い服装を模範としてさし示し、マリアの
服装がどれほど自分たちのものとは異なっていただろうか、と述べている。マリアの子
は、この点にかんして明白に他の人たちと区別され、とりわけ、ぴったりと身に着くガウ
ンを着るのを避けねばならない、と述べている。そして、このようなスタイルは他人の目
には誘惑となり得るものであり、そのことは単に自分ひとりの意見ではない、とも付け加
えている。アデルはアガタにたいして、この点にかんする自分の無遠慮な言い方を詫び、
これからも自分たち二人は、おたがいに、自分たちの霊生を守る上で、率直な意見を出し
合うことを提案している (69)。
シャミナード神父は、アソシエイツが集会において服装や髪型、慎みのない服装につい
て話し合うことに賛同の意を表している。しかし、そのような話合いは率直なものでなけ
ればならない、とアデルに警告をあたえている。また、この種の話題は、新しい会員が来
たときなどは、かなり自然な形で話し合うことができるだろう、とも述べている (70)。
後日、これにぴったりした機会がやってきた。アデルはマリ・スレット・ポアトバンに
宛てて次のように書き送っている。
「わたしたちが世を捨てた者であることを他人の目にもはっきりさせようではありませ
んか。服装においては質素であり、言葉使いにおいては謙虚であり、容貌と振舞いにおい
ては慎み深くありたいものです」(71)。
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1810 年、四旬節前に行われるカーニバルの季節が来ると、ラリボー神父は手紙を書い
て、次のように述べている。
「わたしたちアソシエイツのあいだには、慎みを危険に曝さねばならないようなダンス
や舞踏会やパーティにしばしば出入りする人はいないと思います。わたしたちは、これら
すべてのことを洗礼のときに放棄しました・・・イエス・キリストにおける姉妹たちが、
服装において、もっと質素でありますように。それは、なにごとにおいても、どこにいて
も、皆さんがこの世とその虚栄を捨てた者であることを世に宣言し、そうすることにおい
て、欲に溺れるものを打ち砕き、弱い者を励まし、罪人を呼び戻し、こころの正しい人を
慰めることにあります。これがわたしたち全員にあたえられた召命であり、会の規則に
よって表明したわたしたちのつとめです」(72)。
アデルのいとこの証言によれば、アデルは他のアソシエイツに説いたことを自分でも実
践していたことが分かる (73)。フガロールがファッションの中心地でなかったことは確
かである。しかし、比較的ボルドーに近い場所に位置していたことから、少なくとも最新
の情報を手に入れることができた。しかしながら、アデルはこれらにかんして、いっさい
関心を示していない。
アデルのドレスはたんに質素であったばかりでなく、明らかに時代の流からおくれて
いた。髪の毛も当世風にカールをつけるよりは、むしろ、短くカットしていた。衣類と化
粧道具は、亡くなった祖母の身の周りの世話をしていた召使が管理していたが、明らかに
この召使の趣向は当世の流行からかけ離れていた。アデルの自愛心と虚栄心は苦しんだ。
しかし、かの女は強い意思をもって自分の願望を目標に合わせたていたのである。
男爵も男爵夫人も、自分たちが誇りとする 21 才の娘が、貴族の娘らしい装いをするこ
とを望んでいたにちがいない (74)。しかし、二人とも、娘の生き方を受け入れた。革命と
亡命はかれらのこころに何かを残していた。二人にとって、ある種のことは、もはやそれ
ほど重要ではなくなっていたのである。事実、男爵夫人自身も非常に質素な服装をしてい
た。そして、他の多くの点でそうであったように、男爵夫人はこの点においても、アデル
と一つであったのである (75)。
若いころの男爵は、どこかよその地へ行ったときは、アデルへの土産として、なにか目
新しく、目を引くような衣服類を買って帰るのが常だった。しかし今ではその父親も、自
分に感謝の気持ちを表すために美しく着飾ることはあっても (76)、それはアデルにとって
涙が出るほどかの女の価値観にそぐわないものである (77) ことに気付いていた。
アデルはときとして、わざとおかしな風に不釣合いなものを身に着けることがあった。
お友だちといっしょに家族連れで外出するとき、アデルは父親から買ってもらった色鮮や
かな高価なドレスを着た。しかしそのとき履いたストッキングは、普段着のものであっ
た。アデルはまるで、自分がそそっかしくてそのような顛末になったかのように振舞った
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が、誰もかの女を笑うものはいなかった (78)。
だから、今では、父親は土産を買うとき、かの女が世話をしている貧しい人たちに必要
なものとか、かの女の祈祷所に必要なものを買うようにしている (79)。アデルは、このよ
うな父親の心使いを大変嬉しく思うのであった。
おとめマリアは、アデルにとって良き模範であるだけでなく (80N61)、「優しい母親で
もあり、特別な保護者であると同時に、神への強力な代弁者」(81) でもあった。
早くからアデルはその手紙の中で、熱心なカトリック信者がそうするように、ごく自然
にマリアについて語っていた (82)。しばしばマリアの祝日について触れ、それについて
語り、そこから実行的な結論を導きだしている (83)。自分の祈祷所には、マリアのご絵を
飾っていた (84)。また、アデルは、マリアのこころの内にはいり込み (85)、自分の功徳を
聖なる乙女のみ手に委せ (89)、ロザリオをとなえ (87)、スカピラリオを身につけていた

(88)。
また、アソシアシオンは各々のメンバーをマリアの特別な庇護のもとにおいていた (89)。
そして、アソシアシオンが急速に発展すると、アデルはそれをマリアの特別な保護のおか
げであると公言してやまなかった (90)。
ボルドーのソダリティと提携してからのアデルは、マリアへの見方が広がった。そし
て、そのなかから、その後のかの女の生活を支配するような新しい洞察をくみ出すように
なった。シャミナード神父はアデルに宛てたはじめての手紙の中で、神の母に特別な方法
で所属していることの幸福について語り、その家族の一員であることの喜びについて記し
ている (91)。
「マリアの召使の手引」の中に豊かで力強いマリア論を見いだしたアデルは、これにた
いして大きな熱意をもって応えた (92)。また、アソシエイツがまだ公式にソダリティのメ
ンバーとして受け入れられていなかったにもかかわらず、マリアへの奉献をおこなうよう
にかの女たちを激励した (93)。これはちょうどシャミナード神父が、ソダリストに奉献を
しばしば更新するように薦めていたのとよく似ている (94)。また、このマリアへの奉献
文は、マリ・スレットがアソシアシオンに受け入れられたときにロンピアンの教会でおこ
なった奉献文と同じである (95)。
ボルドーのソダリティにおけるマリアへの奉献は、一般の信心業やマリアへの祈りの範
ちゅうをはるかに超えたものであった。シャミナード神父は、
「第三部会」もこれと同じ
ように育つだろうか、と気にしていた。
手引書 (Manual) には次のように記されている。
「いとも純潔な聖マリアを敬う真心からの奉献というものは、奉献する者と、その奉献
を受ける汚れなき乙女とのあいだで、真の契約を結ぶことである。いとも尊い聖マリア
は、母親としての慈悲のこころに自己の全てを委ねる人を、力強い保護のもとにおき、自
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分の子どもとして受け入れる。これにたいして、この新しいマリアの子は、いとも尊い御
母と、もっとも魅力あり、かつ、望ましいいくつかの義務を、契約の名のもとに受けいれ
る」(96)。
シャミナード神父は、少しづつ、アデルに奉献の本当の意味を分からせるように指導
した。
さて、1810 年の 8 月、ボルドーでのトラブルを機に、シャミナード神父は長い沈黙を
破った (97)。師は、投獄され祈りを必要としているラフォンについて簡単に述べたのち、
約束どおり分会の各オフィシエールに与えられた職務についての説明を書き送った。
各オフィシエールは、自分にまかせられた分会のすべてのメンバーにたいして責任をも
つ。そして、主たるオフィシエール（第三部会の長としてのアデル）は、すべてのオフィ
シエールにたいして責任をもつ。
良きオフィシエールは、すべてのメンバーがソダリティの行事や習慣を正確に遵守する
ように熱意を鼓舞し、支援するものである。また、メンバー全員に、頻繁に秘跡を受ける
ようにすすめ、祝日や集合聖体拝領 (General Communions) の機会を告知しなければな
らない。
シャミナード神父によれば、一般的に女子青年のソダリティは非常に模範的であり、今
では弾圧を受けているが、そのあいだもマリアへの奉献を忘れた者はほとんどいなかった。
シャミナード神父は、アデルとアソシアシオンの会員たちに、もしこの手紙が間にあう
ならば、マリアの誕生の祝日に心からマリアへの奉献の祈りを唱えるように、とすすめて
いる。それは、心からこのマリアへの奉献をおこなう人にあたえられる祝福と恩寵には目
を見張るものがあるからだ、と述べている。イエスの母は、奉献する人たちにとって、本
当の母親となる、ともシャミナード神父は云っている。では、なぜそのようなことが可能
なのであろうか。この問いにたいする答としてシャミナード神父は、マリアがイエスを肉
体的に身ごもる前に、どのように信仰をもってイエスを身ごもったかを手短に説明し、も
し望むなら後日もっと詳しく説明しよう、と述べている (98)。

9 月になると、アデルは再びアガタにトランケレオンへ来るようにと誘いかけた。たと
え一週間なりとも泊まって行くようにと声を掛けている。そうすれば、二人でロンピアン
へ巡礼に行くことができるだろうし、しかも、それはアガタに大変有益な結果をもたらす
だろう、とも述べている (99)。
だが、このとき旅に出たのは、アガタよりもむしろアデルの方で、9 月 24 日、アデルは
マダム・サン・ジュリアンといっしょにアジャンを訪れた。ディシェレットはその時、4
人目の子どもを身ごもり、すでに 5 カ月目であった。帰省のときが近づくと、アデルはア
ガタを仕事から引き離してシャトーに連れ帰ろうとしたが失敗に終わった。いつものよう
にアデルはこの落胆を通して神の摂理のみ手を見いだし、快くこれを受け入れた（100)。

132

第9章

1809 年–1811 年

しかし結局アガタは、10 月になって、トランケレオンへ来たのではないかと推測され
る。なぜかと言えば、10 月 22 日と 28 日のアガタに宛てたアデルの手紙の中には、いと
こエリザとマダム・パシャンから宜しくとの伝言が書かれており、この文脈からすると、
二人はさほど遠くない時期にアガタに会ったことを意味しているからである (101)。もっ
とも、ひょっとして、この二人はアデルがアジャンへ行ったとき、アデルについて行った
のかも知れない。
エリザと叔母は、この時シャトーに留まり (102)、12 才のエリザは 10 月 21 日に初聖体
を受けた (102)。11 月の中旬にはエリザと叔母は寄宿舎に帰ったが、かの女たちが出発し
たあとのアデルは、寂しさを隠すことができなかった (104)。
この間、アガタは、また、失望と落胆に沈んでいた。アデルはそのようなアガタを支え
励ましている。神にお願いができなくなるほど心を落ち込ませていたアガタを叱り、
「ア
ガタさん、正にあなたがそれほどに貧しく惨めだからこそ、神にもっとお願いする必要
があるのです。救い主にお助けを願い、叫び声を上げましょう。神のお助けなくしては、
わたしたちには何もできません。でも、助けていただけば、不可能なことはありません」

(105) と述べている。そして、もしわたしたちの過ちがわたしたちを失望に導くものであ
るならば、
「わたし以上にこの失望にふさわしい人は他にいないでしょう。わたしはこん
なに沢山の恩寵をいただきながら、この慈悲深いみ主に、いまだに背いています。わたし
の高慢さで、私の軽率さで、私の悪い猜疑心で・・・」
。
このころのアデルは、しばしばこの点に立ち返り、自分の弱点と自己愛、そして、軽率
さについて語っている。聖体を拝領した直後においてさえも、アデルはすぐにもとの習慣
におちいってしまう。だから、落胆しようと思えば、容易に落胆できたはずである。しか
し、かの女は落胆しなかった。悔い改めと赦しの恵みをあたえて下さる神の慈悲に依り頼
んだ (106)。「一日に百回過ちを犯すならば、百回こころを新たにして立ち上がろうではあ
りませんか」(107) と述べている。
アガタの落胆は、一つには、かの女の聴罪司祭が頻繁に留守をしたことに起因してい
る。時には、かなり長いあいだ留守をすることがあった。そのため、例えば、11 月 1 日、
諸聖人の祝日に聖体拝領をすることができなかった (108)。
しかし、アデルにしてもこの点にかんしては同じであった。ドゥッセ神父はよく病気に
かかり、そのために一ヶ月、あるいはそれ以上、聖体拝領ができないことがあった (109)。
アデルは、時には、朝 5 時に起きてフガロールまで歩いて行きながら、師に会うことがで
きず、秘跡を受けないまま帰らねばならないこともあった (110)。
アデルは、また、十分に心を集中することができず、自分のためにならないと判断して、
ときどき自分の方から聖体拝領を遠慮したこともあった (111)。
セレン・ドゥ・サンタマン (Sérène de Saint-Amans) が病気であることを知ったのは 12

133
月に入ってからのことである。アデルはアガタにもっと詳しい情報を知らせるように依頼
している。それと同時に、セレンを訪ねるように勧め、病める会員を訪問することはアソ
シエイツの義務の一つである、と述べている (112)。しかし、それから数日して、かの女
が死んだことを知った。目的地に到達した会員は、かの女で二人目となった (113)。
かの女の死が頭にあったアデルは、一年の終わりに当たって、思いをアガタと分かち
合っている。年末は神のみ前で自己を反省し、過ちを悔い、頂いた数々の恩寵を考え、よ
り大きな忠誠と、堅い決意を持たなければならない。
「新しい年とともに、新しい生活を始めようではありませんか」(114) と述べている。
新しい年が新しい生活をもたらすと云う言葉は、また、別の意味でも当たっていた。そ
れは、1 月 26 日にディシェレットが第 4 子アメデ (Amédée) を産んだからである (115)。

1811 年 1 月 29 日の会計帳簿をみると、アデルがもう一つの活動を開始したことが分か
る。これにかんしては、アデルのいとこの方が詳しい情報を残している。貧しい人のため
にもう少しお金を手に入れようとして、アデルは豚を育てて売ることにしたのである。か
の女は自分の金で豚を一匹買い求め、餌を与え、召使に世話をさせ、それを売って利益を
上げた (117)。
このプロジェクトは、トランケレオンと永遠の別れを告げる 1816 年 5 月まで続けられ
た。もちろん、このもくろみはいつも成功したわけではない。ある時アデルが市場で買っ
た豚を、召使の女の子が、鼠とりを仕掛けてあった小屋に閉じ込めた。豚はこの毒を飲
み、すぐに死んでしまった。この災難を耳にした男爵は、死んだ豚の代金をアデルに返し
てやった (118)。
もちろん、この冬、この他にもアデルの心を悩ませる出来事がなかったわけではない。
かねてからアデルはコンドムのアソシエイツ、フェレトン (Férétone) の健康を気にかけ
ていたが (119)、そのフェレトンの身の上に、いま一つの心配事がくわわった。それは、
かの女がアソシエイツと過ごす時間が長すぎる、と非難されるようになったからだ。フェ
レトンの保護者は、かの女が集会に出席することを禁じた。フェレトンはこの命令を「賞
賛すべき従順と謙遜をもって」受け入れた、とアデルは述べ、この従順の行為により、か
の女は神の偉大な計画のなかに包まれていることを確信する (120N62) とも述べている。
アデルは、ラリボー神父が再びトランケレオンを訪問してくれるだろうとの期待に胸を
膨らませていた (121)。しかし残念なことに、2 月になると、また、ガロンヌ川が氾濫し、
旅行も文通も途絶えてしまった (122)。陰気な季節で、なんとなく死を思い起こさせる気
配があった。

2 月 5 日、アガタの祝日に当たって、アデルは、ほんのちょっとした誘惑にも負けてし
もう自分たちであるが、アガタの保護の聖人である聖女アガタのように、独裁者の前で命
を賭して信仰を告白しなければならないとしたら、果して聖女のような勇気をもってこ
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れに立ち向かうことができるであろうか、と問いかけている。そして、ひょっとすれば自
分たちも、現実にこのような状況に立たされるかも知れない！ と付け加えている (123)。
自分たちは神に信頼をおかなければならない。そして、小さなことに打ち勝つことによっ
て、神の望みにかなったより大きなことに打ち勝つことができるように心の準備をして
おかなければならいと述べている。そして、聖体拝領をするときは、いつもそれが最後で
あるかのような気持ちで受けるようにしよう、と提案している。また、可愛そうなセレン
は、11 月 1 日の聖体拝領が、かの女にとって最後の聖体拝領になるとは思ってもいなかっ
たであろう、とも述べている (124)。

3 月、アデルは、自分が出した手紙の一つにたいするシャミナード神父からの返信を受
け取った。師は、司牧にたいするアデルの心使いを誉め、アソシアシオンの人びととつ
き合うに際しては賢明な熱意をもっておこなうようにと勧めている。しかしながら師は、
アデルの手紙に書かれている内容から見て、果して、その中のある人たちは本当に友人と
呼ぶに値する人たちだろうか、との疑問を投げかけている。それは、全く異なる価値観を
持った人がいるように見受けられたからである。しかし、そのような人たちと関係を断ち
切る前に、先ずその人たちの過ちを正し、その服装の不謹慎さと虚栄心をたしなめる必要
がある、そうすれば、ひょっとして心を改めるかも知れない、とも述べている (125)。
アデルは、また、結婚したアソシアシオンのメンバーにたいしてどのような態度をとる
べきか、このような人たちとお付き合いを深めていくべきか、について師のアドバイスを
求めた。
この質問にたいしてシャミナード神父は次のように答えている。まず、一般的に云うな
らば、友好関係を深めて行くべき相手は未婚の人たちである。それは、既婚の婦人という
ものは、取り立てて独身の婦人に興味を示すものではないからだ。しかし、今まで仲良く
していた人が結婚したからといって、その人との関係を断ち切る必要はない (126) と述べ
ている。アデルとディシェレットの関係は、正にその好例と云うべきであろう。この他に
もアソシエイツのあいだで、結婚した人がいた (127)。おそらくアデルがこのような質問
をしたのは、アソシエイツの間で結婚する人がいたからであろうと思われる。
結婚したのはギャブリエル・ドゥ・フォルティソン (Gabrielle de Fortisson) で、マダ
ム・オクシオン (Madame Occion) と呼ばれることになった。ポルテの 5 人姉妹の母親マ
ダム・ドゥ・ポルテは (Madame de Portets)、その娘たちとおなじようにアソシアシオン
のメンバーであったが、アデルはこの母親にマダム・オクシオンを紹介し、近々かの女が
新婚生活に入るので特別な配慮を示してくれるようにと依頼している (128)
春になってアデルは例年の通りコンドムの伯母を訪問した。このとき、アデルは、コン
ドムのアソシエイツの熱心さに心を打たれた (129)。
さて、このコンドムへの旅行を終えたアデルは、母に連れ添って、フィジャックの祖母
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を訪問することになった。そして、その途中、アジャンに立ち寄り、ディシェ家を訪問
することになた。もう 2 年以上もアガタと会っていなかったアデルの喜びは大きかった

(130)。この旅行には、13 才になるエリザが同行していた。おそらくエリザにとって、こ
のフィジャックへの旅は、母親と死に別れてから初めての訪問であったろうと思われる。
フィジャックでの滞在中、アデルは前回の失敗とは異なり (132)、今度は新しいアソシエ
イツを募ることに成功した (131)。この新しい会員は、その翌年、更に新しい会員を募っ
たとアデルは報告している (133)。
しかしこのころ、祖母伯爵夫人には、なにか暗い陰が近寄っていた。アデルは、弱い自
分の姿に当惑し、簡単にこの世のものごとに愛着する自分の姿を反省している。そして、
アガタと他のアソシエイツに祈りを依頼し、自分が一生の宝として選んだイエスに自分の
こころを全面的に捧げ続けることができるように、と望んでいる。
アデルは、また、自分の聴罪司祭が重い病気に罹っており、会うことも難しいと述べ、
「あまり面白いことではありません」と記している (134)。
今年の誕生日は、フィジャックで祝った。6 月の手紙で次のように述べている。
「月曜日でわたしは 22 才になります。今年こそは立派に過ごし、少しでも天国に近づ
きたいと、どれほど強く望んでいることでしょう。これほどまでに恩寵を受けていなが
ら、いまだにほとんど進歩することができない自分を恥ずかしく思っております」(135)。
また、かの女はつづけて、
「わたしたちに怒っておられる最高の裁判官の怒りを和らげる
ために、今こそ真にこころを改めるべき時が来ていると思います」とも述べている。この言
葉は、フランスに降りかかった流行病について言及した際に述べたものである (136N59)。
ヨーロッパでは、あいかわらずナポレオンの侵略と遠征が続いていた。フランス軍がス
ペインへ侵略すると、イギリス軍はポルトガルに上陸し、一路イベリア半島を横断した。

5 月になって、イギリス軍は初めてフランス軍に敗北をもたらした (137) 。戦いによる災
いの波は再び南フランスに接近し、市民は危険なしに旅行をすることができなくなってし
まった。

7 月。2 カ月以上の留守をしたのち、男爵夫人はアデルとエリザをともなって帰途につ
いた。帰り道、一行はふたたびアジャンに立ち寄った。そのときアデルは、アガタに自分
たちといっしょにトランケレオンへ来るように誘ったが失敗に終わった。そしてその代わ
り、マダム・ベロックが一行に加わり、トランケレオンへ向かった (138)。
数週間の長い留守をしてトランケレオンに帰ったアデルは、自分の部屋に入って驚い
た。アデルがいちばんほしがっていた書籍をいれた本棚と、新しい机、それに文通に必要
な品々が取り揃えてあったのだ。そして、小さなカードに、
「大切に育てられるにふさわ
しい大切な娘へ

愛する父親から」と記されていたのである (139)。

一行が帰省して間もなく、ラリボー神父がトランケレオンにやって来た。師は、7 月 16
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日火曜日の午前中に到着し、水曜日の夕刻まで滞在した。火曜日の夜はアソシエイツたち
のために「信仰」についての黙想をしてくれた。次の日、アデルは師にアソシエイツの義
務について講話をするように依頼した。アデルはその話の内容を要約してアガタに送り、
他のアソシエイツにも回覧するように依頼している。
ラリボー神父はマリアについて語り、良く生きることによって良き死を迎える準備をす
ることについて語り、会則の忠実な実行について語り、人の面前でも怖気ず祈りをするこ
とについて語った。また、とりわけお告げの祈りを忠実に唱え、食事の祈りを注意深くと
なえ、十字の印を尊敬の念をもっておこなうように、と教えた。
これと同じ日、ラリボー神父はその後の会話の中で、友人同士でたがいに熱誠をかきた
て、引続きこの世的な物事への執着心や世俗的な集会にたいする用心を怠らないように、
との話しをした (140)。
さて、これに続く 15 カ月のあいだアデルが書いたであろうと思われるアガタへの手紙
は存在しない。しかし、この間の情報は、トナンスの新会員スレット・ポアトバンに宛て
た手紙や、シャミナード神父への手紙で知ることができる。

10 月の初頭、スレットとその他のトナンスのアソシエイツは、ボルドーを訪問した。そ
こでかの女たちはシャミナード神父に会い、マダム・ラコンブとも会った。アデルもいっ
しょに行きたかった。しかし、「わたしはそれに値しません」と述べている (141)。
このときシャミナード神父はアソシエイツからよそよそしく扱われたので、少々残念に
思った。師がいつもかの女たちのことを気遣っているのをまるで理解してくれていないよ
うだ、と師は述べている。そして、もしこれが、最近、あまり手紙を出していないことに
起因するのなら、自分はまだ警察の監視のもとにおかれていて、ほとんど手紙を出せない

(142) 状態にあること、そして、書いたとしても非常に用心して書かなければならないこ
とをアソシエイツに伝えて欲しい、とアデルに述べている。
事実、アデルが会員の一人にことづけたシャミナード神父宛の手紙が紛失してしまっ
たことがる。このような時にそなえて、手紙を書くときは非常に用心して書くように、と
シャミナード神父はアデルに伝えている。シャミナード神父は、それ以降、この手紙をな
くした会員に連絡をとろうとしたが、まだかの女に会うことができない。それは、おそら
く、この会員の母親が反対しているからであろう、と述べている。

10 月 6 日、アデルは例年通りロンピアンへの巡礼に出かけた。おそらくディシェレッ
トとアガタも同行したのではないかと思われる (143)。アデルは、ボルドーを訪れていた
トナンスのアソシエイツがこの巡礼に参加できないことを残念がっている。しかし、プー
シュのマドモアゼル・アンヌ・モミュスをふくめて (144)、トナンスの「ご訪問の分会」に
属する他の会員たちはこれに参加した。
スレットに宛てた手紙の中で、アデルは、結婚を考えている会員のために祈るように、
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そして、特別なノベナに参加するように、とも薦めている (145)。このノベナは、自信を
喪失しそうになった会員が強固な決意をもってこの世を放棄することができるように祈
るものであった。
ロンピアンでの滞在中、アソシエイツは特定の徳目を実践すべく、くじを引いた。アデ
ルは「生きた信仰」を引き当てた。かの女はこの徳目が非常に適切なものであることを知
るのだが、それは、シャルルに会うためにパリへ行った男爵が、パリに着いて熱を出した
というニュースを、ロンピアンの帰りみちに入手したからであった。800 キロも離れた土
地でこのようなニュースを受け取るとは、なんと心騒がせなことでしょう、とアデルは述
べている (146)。
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医師ベロックの死/男爵の病気
ローモン神父によるソダリティの入会式
修道生活への芽生え

アデルは、
「第三部会」の部会長の役目を勤めることはアソシエイツへの奉仕であると
考えるとともに、また、自分自身では手が届かない人たちに熱意と愛を届けるための手段
であるとも考えていた。例えばコンドムでは、自分の知人たちとは異なるサークルに友好
関係をもつ人びとを会員に募り、その人たちを通じて自分の知らない人や、余り親しくな
い人たちにも、キリスト者としての生活のあり方を広めて行こうと考えたのである (1)。
自分が直接会ったことのないアソシエイツにたいしても、アデルは常にこころを配ってい
た (2)。そして、今まで手紙の上でしか知らなかった人に初めて出会ったときは、温かく
愛を込めて迎え入れた。アデルにとって、それは大きな喜びの瞬間であた。だから、かの
女の目も顔も、そしてかの女の存在全体が、興奮と陽気に照り輝いた。まるで長いあいだ
会えなかった旧友に再会したかのように、アデルは、あたたかく、愛情を込めて、その人
を抱擁したのである (3)。
スレットがマルマンド (Marmande) の町を旅行した。この町は人口およそ 7,000 人で

(4)、ガロンヌ川の沿岸にあり、アジャンとボルドーの中間に位置していた。スレットが
この町を訪れたとき、アデルはかの女がこの旅行から使徒事業の成果を上げるだろうと
思っていた (5)。しかし、スレットにたいしては、賢明に動くように、そして、あまり焦
らないように、と警告している。急げば失敗することを知っていたからである (6)。
アデルの報告によると、フィジャックとコンドムで新しいアソシエイツが入会した。コ
ンドムで入った新しいメンバーの中には、伯父フランソワの娘で、自分のいとこにあたる
キャロリン・ドゥ・バッツ (Caroline de Batz) がふくまれていた (7N63)。
ゆっくりと、しかし、着実に行われるシャミナード神父の指導が効を奏して、アデルは
アソシエイツを配慮し、その霊魂の幸福を望むことが、シャミナード神父の云う「マリア
の使命」への参与である、と考えるようになってきた。
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すでにアデルは、
「神のより大いなる栄光のために」という聖イグナチオの言葉をモッ
トーにして生きていた (8)。そして、アソシエイツにも、あらゆる手段を尽くして神の栄
光を求めるように、と励ましていた。とりわけアデルは、喜びと静寂と愛をもって生きる
ことによって、宗教生活を人びとに好まれるものにしなければならないと考えていた (9)。
また、マリアの模範を常に念頭におき、自分もマリアのように「母性的な」熱意を持ちた
いと考え、自己を忘れ、己を他者のために、そして、他者の幸福のために、与えねばなら
ないと考えるようになった (10)。こうして、アデルの親切、アデルのまごころ、アデルの
思いやりは、人びとをかの女のもとに引き寄せ、神のもとに招き寄せるようになったので
ある (11)。
アデルはまだ年若く、大方のアソシエイツよりも年下であった。しかしかの女は、いつ
の間にか自分が第三部会の「メール」
（母親）の役割の中にはまり込んで行くのを感じ取っ
ていた。もっとも、このメールの肩書そのものは、ボルドーのマドモアゼル・ラムルース
に限られていた。
アソシエイツはメールの役割を果たすアデルにたいして、それ相応の態度で接するよう
になった。かの女たちはアデルを尊敬し、賞賛し、愛した。多くの会員にとって、アデル
は腹心の友、信頼のできる友であり、希望であり、恐れと疑いを解き放してくれる人であ
り、良心の問題をさえも打ち明けることのできる人であった (12)。

1812 年 4 月 19 日、シャミナード神父は手短に書かれた手紙の中でアデルの努力を励ま
し、
「恐れず賢明に」行動しなさい、と述べている (13)。そして、マドモアゼル・ラコン
ブを手本に掲げ、かの女は昨年の冬の初めから病気に冒されているが元気な人の二倍の仕
事をしている、と述べている。そして、マドモアゼル・ラコンブの上に神の祝福がありま
すように、と付け加えている。
アデルはこの手紙をコンドムで受け取った。シャミナード神父の手紙の中には、ラコン
ブからの手紙も同封されていた。アデルはこの二つの手紙をアソシエイツに回覧するため
に、スレットに送った (14)。

1812 年の夏のこと、ナポレオンはほぼヨーロッパ全域から 80 万の兵士を徴集し、大軍
団グランド・アルメ (Grande Armée) を結成した。ロシア遠征のためであった (15)。とこ
ろがその間、ウエリントン公爵に率いられたイギリス軍が、スペイン人ゲリラの支援を受
けて、ナポレオン軍をヨーロッパの反対側から攻めたてた。このスペイン人ゲリラ軍は、

1809 年以降、ナポレオンに対抗してできたのものである。
7 月、反ナポレオン勢力はマドリッドを占拠した。こうしてナポレオンのスペイン戦役
は失敗に終わり、12 万人のフランス人兵士が捕虜として英国に連行されて、終わりを告
げた (16)。
いまだにボルドーで監視下に置かれていたシャミナード神父は、アデルに手紙を書くと
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きはその内容に注意を払い、また、その手紙が必ずかの女の手に渡るように配慮していた

(17)。師はアデルへの手紙の中で、頻繁にアソシエイツと文通しているアデルの熱意を誉
め、祈りの内に可能なかぎりアソシエイツを訪問し、アソシエイツがたがいに祈り合うよ
う励ますアデルの態度を賞賛した。
この手紙をみると、まだ一度も会ったことのないシャミナード神父とトランケレオン家
との間に信頼関係が育ち始めていたことを窺い知ることができる (18N60)。
シャルルはパリでの 5 年間の勉学を終え、そろそろ帰省することになっていた。そし
て、この家の後継者にふさわしい結婚相手を探していた。アデルはこのことをシャミナー
ド神父に知らせ、もし適当な相手をご存じであるならば紹介してほしい、そのご家庭に男
爵が訪問する、という男爵夫人の依頼を伝えている。
この依頼を快く受け入れたシャミナード神父は、シャルルにかんするもう少し詳しい情
報を知りたいと述べ、シャルルの年齢、背丈、性格、道徳観、健康などについて知らせる
ように、そうすれば、その情報に基づいて適切と思われる女性を紹介しよう、と約束して
いる (19)。
夏も終わりに近づいたころ、男爵はパリへ行き、シャルルを家に連れて帰った (20)。家
庭教師の使命を終えたデュクルノ氏はアジャンの神学校に入った。革命の勃発によって約

25 年間中断されていた待望の司祭叙階への準備であった (21)。
さて、トランケレオンのシャトーでは、コンドムから来た三人の男爵の姉妹を交えて、
全家族が二人の帰省を待っていた。家族が最後にシャルルに会ったのは、5 年前のことで
ある。シャルルは今では 20 才の青年になっていた。家族が聖堂でロザリオをとなえてい
ると、馬車が到着した。今までロザリオをとなえていた家族は全員立ち上がり、待ちに
まった二人の到着を迎えに出た。そのとき、ひとり聖堂に残ったのは、男爵夫人であっ
た。母親だけは、この嬉しい再会に他の人が誘いにくるまでは、聖堂に留まって祈ってい
たのである (22)。
やがて 10 月になった。アデルはアガタとディシェレットに再会する機会を待っていた

(23)。ディシェレットは、今では、サンタビ (Saint-Avit) と呼ばれる小さな村に家を買っ
て住んでいる (24N64)。この村は、ガロンヌ川の沿岸でポール・セント・マリを見おろす
小高い丘の上にあった。フガロールへの距離はアジャンから行くよりも近い。しかしな
がら、ときどきやって来る悪天候は、トランケレオンへの訪問を阻み、お互いの訪問もま
まならなかった。

10 月 15 日、叔母たちはコンドムへ帰った。アデルが一番心を寄せていた叔母サン・ジュ
リアンは、自分の聴罪司祭がコンドムの北西約 50 キロのカステルジャロへ転勤させられ
たことを知り非常に驚いた。わたしはこの喪失に当惑しています、とアデルに述べている

(25)。
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その数日前（もっとも、ニュースがアデルの手元に届いたのは、これよりずっと後のこ
とであるが）
、ナポレオンは戦いに敗れ、寒さに打ちひしがれてモスクワを退却した。12
月、軍の退却が終了した時、さすがのグランド・アルメも僅か 10 万人の兵士を残すばか
りになっていた (26)。過去 10 年を上回る長いあいだに幾多の戦いで人びとから賞賛され
た無敵将軍の名も、ついに地に落ちた。
この間、活発な性格を抑えようとするアデルの戦いは続けられていた。持ち前のそそっ
かしさや熱し易さ、無遠慮な話し癖、これらはたびたびアデルを苦しめた。アデルは同じ
ような傾向をもつアガタに叫んでいる (27)。「今度限りは全力を尽くして自己を手の内に
おさめるように努力しようではありませんか！」
。アジャンの人たちが尊敬する聖フラン
シスコ・ドゥ・サールも、怒り易く、苛だたしく、落ち着きの無い性格の持ち主であった。
しかし聖人は、慈悲と親切と温厚さの手本になった。聖人も自分たちと同じ骨肉をもった
人間である。かれにできたことがどうして自分たちにできないことがあろうか。
自分が理想としている人間像に思いが至るとき、アデルはこのように、よく聖フランシ
スコを考えるのだった (28)。しかし、アデル自身、その激しく活気に満ちた性格との戦い
を人生の最後の瞬間まで続けなければならないのである。
ナポレオンがロシアで立ち往生をしているとき、国内では反対派が動き始めていた。ラ
フォンはラファールの監獄からパリ市内の診療所に移されていたが、10 月 23 日、マレ将
軍に率いられた武力政変に荷担した。しかし、この奇襲が失敗に終わるや、ラフォンは逃
亡に成功し (29)、偽名を使って地下に潜った (30)。
云うまでもなく、ラフォンのこの行動によって、またもやシャミナード神父とソダリス
トは嫌疑をかけられた。シャミナード神父と、友人の弁護士モニエ氏は、二人ながらに警
察に連行され、尋問された。そしてソダリティの文書は、再び押収された。
連行された二人は証拠不十分で釈放されたが (31)、今やソダリストとそのディレクター
たちは、それまで以上に賢明に、かつ、内密に行動しなければならなくなった。

10 月の下旬、アデルはディシェレットとその子どもたちに会うために、悪天候を押し
てサンタビに出かけ、そこで数日間滞在した。おそらくその時、マダム・パシャンも同行
したと考えられる。アデルは曲がりくねった細い田舎道を辿って、フガロールに出た。教
会の前に着くと、馬車を降りて、み主と聖母マリアにこの旅行をささげた
悪天候が災いして、ガロンヌ川をはさんだポール・セント・マリの対岸地点に行くまで
に、2 時間もかかった。一行はポール・セント・マリでフェリーに乗り換え、注意深く川
を渡った。ポール・セント・マリからサンタビまでの行程は、道が曲がりくねっている上
に、ほとんどが上り坂であったために、さらに 2 時間を要した。泥道で馬の歩みが遅くな
ると、旅客は馬車を降りて、少しでも早く馬を進めるように協力しなければならなかった

(32)。
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サンタビは素晴らしいところだ、とアデルは思った。馬の背中に乗っているように、小
高い尾根が低地の曲がりくねった川沿の渓谷にほぼ平行して進んでいる。小高いサンタ
ビからは、周囲の田園風景が一望に見渡せた。北には曲がりくねった丘が走り、南には平
野が広がっている。あちこちに見える一本立の樹木、果樹園、牧草地。これらが農家や貴
族のやかた、ブルジョアの住む屋敷と混じり合って見える。空気は低地よりも新鮮に感
じられる。この広大な景色はフガロールやトランケレオンでは見られないものであった。
お天気のよい日にはフガロールからさらにその先まで見渡すことができる (33)。
ディシェレットの家に滞在しているあいだ、アデルはその近辺の人や友人など、数多く
の人に会い、その聖なる生活に触れることができた。アデルは、このような素晴らしい人
たちが、一日も早くアソシアシオンに入り、女子青年部や黙想の婦人部などで活躍してく
れる日がくるのを待ち遠しく思った (34)。
諸聖人の祝日をこの地の人びとと共に過ごしたのち、11 月 4 日、アデルとマダム・パ
シャンは、トランケレオンに帰った。パリから帰省して以来、病床に臥していた父親は、
今では以前よりも悪くなった。父親のこの病気は、やがて潜行性の麻ひ症に進行し、ほと
んど身体を動かすことができなくなってしまうのだ (35)。
それから一週間の後、アデルはアガタに手紙を書いた。しかし、その手紙の主題は父親
の病気ではなかった。医師ベロックが病に倒れたというニュースであった。ある種の伝
染病がこの地方に蔓延し、ベロック医師は、その手当に奔走していたのだった。
自分の健康よりも、伝染病におかされた貧しい人や囚人の治療に力を注いでいた医師ベ
ロックは、自分がこの恐ろしい病に倒れてしまったのだ (36)。このニュースがトランケ
レオンに着いたころ、医師の容態は、もうほとんど手が着けられないほどに悪化していた

(37)。三日後の 11 月 14 日、仕事に全身全霊を捧げ尽くしたベロック医師は、神のみ元へ
帰って行った (38)。
このニュースを聞いたアデルは、直ちにアガタに宛ててお悔やみ状を書き、医師の死に
ついてもっと詳しく知らせてくれるように依頼するとともに、ディシェレットの様子も聞
いた。ディシェレットとは、たった十日前に別れたばかりであった。
未亡人となったディシェレットとその家族に弔意を表しながらも、アデルは自分の信仰
の奥底に触れないまま通り過ぎることはできなかった。ベロック先生は、今はこの世を
ハッキリと見ておられるのだから、もうこの世に帰ることを望んでおられるはずはない
と述べ、そのすぐあとで、これを自分自身に当てはめ、
「わたしたちも準備をしておきま
しょう。遅そかれ早かれ、
・・・わたしたちが最も予期していないときに、同じ道を通ら
なければならないのですから」と記している (40)。
アデルは、アガタに宛てた 12 月 30 日の手紙で、もう一度この同じ点に返り、来るべき
年が最後の年になるかも知れないと述べている。そして、
「昨年、気の毒なベロック先生
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は、今年がこの世で迎える最後の年になるとは、夢にも思っておられなかったでしょう。
同じようなことがわたしたちにも起こり得ます。用意していましょう。その日も、その時
間も、わたしたちには分からないのですから」(41)。
愛する夫を喪ったディシェレットは、どのような気持ちでいたのであろうか。それを
わずかに暗示しているものとしては、かの女の日記にしるされた簡潔な一つの記述があ
るのみである。
「1812 年 11 月 14 日 ー み主から頂いたかけがえのない配偶者を喪いま
した。生贄と云うものは、わたしが考えでいた以上に苦しいものです。夫は 35 才でした。
わたしは 28 才です」(42)。
年若い未亡人は、4 人の子どもを抱えていた。一番年上の子はそろそろ 7 才に成るが、
一番年下の子はまだ 2 才に成っていなかった。アデルは友の苦しみに、深く心をいめた。
祈りを捧げ、弔意を表す以外は、今のところ何もすることができなかった。
アデルは、人を喪った悲しみを信仰による思いで和らげていた。また、かの女は教え子
たちの世話に専念し (43)、アソシアシオンの仕事に精を出した。
フランスに厳しい飢饉が襲ってきた。そのため、この冬のあいだ (44)、ボルドーは今ま
でとは違ったかたちで、アデルと男爵夫人の協力を求めてきた。ナポレオンとイギリスが
交代で大陸を封鎖したため、近年の貿易と商業は大きな打撃を受け、ボルドーによってま
かなわれていた背後の地方、すなわちフランスの南西部全般に、かつてない被害をおよぼ
したのである。
港町ボルドーでは、ダビオ大司教 (Archbishop D’Aviau) とシャミナード神父が (46)、
そして、トランケレオンでは、アデルと男爵夫人が、全力を挙げて人びとの苦しみを和ら
げるように努力した。アデルも男爵夫人も、資源が枯渇してくると、自分たちの生活を更
に切り詰め、裕福な人たちから借財をした。アデルは、貧しい人たちへのいたわりの気持
ちを与えて下さったことを神に感謝したが、このような人たちを助ける手段をも同時に与
えて下さらなかった不甲斐なさを、み主に訴えた (47)。
ベロック氏の死後約 2 週間たって、やっとアデルはアジャンへ旅立つことができた (48)。
ディシェ家とベロック家、とりわけディシェレットに、お悔やみを述べるための旅行だっ
た。そして、ディシェレットのその後の身の振り方が決まるまで、二人は喜びと悲しみの
入り交じる中で、生活をともにした。
未亡人となり、4 人の小さな子どもを抱えたディシェレットは、アジャンの実家で家族
とともに過ごすことになった。こうして、ディシェレットは、少しづつアソシアシオンの
仕事に協力することになるのだった。実際、ディシェレットは、このころからだんだんと
リーダーの役目をはたすようになり、やがてアジャンの分会の女子青年部ならびに既婚婦
人の会員からメールと呼ばれるようになった (49)。こうしてかの女は、将来シャミナード
神父の片腕となって働き、アジャン教区全域をカバーするソダリティの信徒グループを発
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展させる上で大きな貢献をすることになるのである (50)。
アデルはその手紙で政治的なできごとに直接触れることはなかった。しかし、1813 年

1 月 5 日の手紙で真福八端（神の国の幸い）について語るとき、おそらくナポレオンのロ
シア遠征の大敗を想定していたであろうと思われる記述が残されている。それは次のよう
なものである。
「真のキリスト者は、最も偉大な征服者よりも賞賛に値する英雄です」(51)。
真福八端を生きる人とは素晴らしい倫理観に基づいた人生を送る人のことを云うが、こ
のような徳性は神以外から来るものではない。弱さを持つわれわれ人間にとって、この教
えを忠実に生きることは難しいことである。しかし、それは、その人にとって神の恩寵で
あり、神からの呼掛けである、と述べている。そして、わたしたちは、この教えに従って
生きるのか、それとも福音を火の中に投げ捨てるのか、そのどちらかを選ばなければなら
ないと述べている。
「日ごろのできごと」(52) が示しているように、死はいつ来るかわからない。アデルに
このように云わせたのは、おそらく戦火が自分たちのすぐ目の前にあるスペインの国境近
くで交えられていたことと、その地に飢えが蔓延していたことによるものと思われる。も
ちろん、アデルに、このような考えを持たせたであろう他の出来事が、かの女のもっと身
近にもあった。最近亡くなったベロック医師の死に次いで、アソシエイツの一人ユーフロ
ジン (Euphrosine) が死に瀕していたのである (53)。
ユーフロジンを知る人は、異口同音にかの女の模範的な生活ぶりを認めている。アデル
はユーフロジンの死を惜しんだ。しかしその反面、死は、ユーフロジン自身にとって、幸
福なものであるに違いない、とも考えるのだった。
それから数週間の後、ユーフロジンは逝去した (54)。かの女はアソシエイツの中で三番
目の死者であった。アデルは急いでかの女の訃報をアソシエイツに伝え、アジャンのマル
ロー神父に連絡して、かの女のためのミサを捧げてもらうように手配した。今やユーフロ
ジンはこの世の空しさを知り、世から離脱する幸福を味わっている。アデルはこのような
ユーフロジンを回顧して、この天国の幸福をこの世のいかなる幸福な状態とも交換したい
とは思っていないだろう、と確信するのだった (55)。
アデルはこれらの事例に接するにつけ、時の流れの速さを、いやが上にも思い知らされ
るのだった。
「毎日わたしたちは永遠に向かって前進しています。やがて青春は過ぎ去る
でしょう。そうすれば、わたしたちになにが残るのでしょうか。青春時代に送ったつたな
い時間の使い方に、ただ悔いが残るだけです・・・。若さから生まれる最初の実りを、み
主におささげいたしましょう（かの女はもう 24 才になろうとしていた）
。神の栄光のため
にすべてをささげ、全力を挙げて神の栄光を求めようではありませんか」(56)。
アデルは、また、アガタを励まして「わたしたちは小さな使徒に成らなければなりませ
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ん。ですから、もっともっと熱心になりましょう。しかし、何にもまして先ず自分自身か
ら始めましょう。なんと云っても手本以上に効果的な説教師はないのですから」(57) と述
べている。
また、カーニバルの季節には、次のように記している。
「いと清きマリアの家族を広め
ようではありませんか。マリアの旗印のもとに、そして、神聖なる主君の栄光のために、
できるかぎり数多くの若いこころを集めましょう」(58)。
ちょうどそのころ、男爵の容態は悪化し始めていた (59)。それにともなって、男爵夫人
が領地の管理につぎ込む時間が多くなり、アデルは少しづつ父親の看護に時間を割かねば
ならなくなった (60)。
男爵の病気は、先ず脚を麻ひさせた。そのため以前軍人であった男爵の姿勢は崩れた。
そして、この麻ひは、やがて全身を冒すようになるのだ。しかし、この病気は内臓や意識
を損なうことはなかった (61)。当然のことながら、アデルは長時間病める父親のそばで過
ごし、父親の介護をしなければならなくなり、今まで以上に忍耐と、注意深さと、冷静さ
を必要とするようになった。アデルはこの時も、なお自分の激しく活発な性格と戦い続け
ていたようである。かの女はこの戦いに勝てるようにアガタに祈りを求めている。
「たく
さんの過ちの原因となり、毎日のように強くなって行くこの性格の激しさを鎮めることが
できますように」(62)。
また、ここでもかの女は聖フランシスコ・ドゥ・サールの言葉を引き合いに出し、心が
乱れているときは、舌が喋りださないように自分の舌と協定を結ばなければならないと述
べている。しかし、たび重なる失敗に、アデルは嘆いている (63)。
さて、この間、シャルルのお嫁さん探しは順調に進んでいた。シャミナード神父の助け
があったのかどうかは明らかでない。5 月になると婚約式と結婚式の準備のために家中が
動きだした (64)。この期間、アデルは気を散らすことが多かった (65)。だから、かの女
は、夏におこなうはずのロンピアンへの旅行を、もう、待ち遠しく思い始めていた (66)。

5 月にはラリボー神父がトランケレオンを訪れたが、師の言葉と、師のみ主にたいする
わき目もふらぬ追従の態度に、アデルは大いに啓発された。アデルは、やがてやって来る

6 月 6 日のペンテコステの祝日に、この世的な思い煩いと精神の放逸から解放される恩寵
を神に祈った。
男爵の看病に加えて、シャルルの結婚式の準備を手伝いながらも、アデルはアソシエイ
ツとの連絡や文通を怠ることはなかった。

2 月にはアレクサンドリン・デュフォ (Alexandrine Duﬀau) が、アガタに会いにアジャ
ンへ行く道すがら、トランケレオンに立ち寄った。かの女は非常に熱心であったが、少し
内気でもあった。アデルはアガタに手紙を書いて、このようなかの女に、こころの安らぎ
をあたえて上げてほしい、と述べている (67)。また、5 月には、ポミエス姉妹がトランケ
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レオンを訪れた (68)。
アデルは、また、アソシエイツの中に無関心な人がいることを気に留め (69)、アデルが
個人的に知らない人をメンバーに加える場合には、いろいろと気を遣った (70)。
アデルはアガタへの手紙の中で、自分がアガタの友人エリザに関心を持っていることを
何回か述べている (71)。また、すでに数週間前から重病にかかっているアメリ・ドゥ・リ
サンの容態を知らせるようにとも頼んでいる。
アメリは、アデルの親友であり、アジャンの出身者であった。アメリの死は自分たち
にとって大きな損失となるだろう。しかし、アメリ自身にとってはお恵みであると述べ、
「み主のうちにこの世を去ることができる人は、本当に幸福だと思います」と述べている

(72)。そして、全アソシエイツが一つのこころ、一つの魂に結ばれ、初代のキリスト者た
ちの手本にならって、すべてを神にささげることができるように、と祈っている (73)。
ちょうどその頃、シャミナード神父はアデルにボルドーへ来るように誘いかけた。ソ
ダリティの人たちと会い、マドモアゼル・ドゥ・ラムルースやマドモアゼル・ラコンブに
会って、自分の目でボルドーにある二つの女子青年部会の現状を見てほしいと伝えてき
た。シャミナード神父がこのように云ったのは、おそらくアデル自身が、そのような希望
を持っていたからではないか思われる (74)。
シャミナード神父は、過去数年のあいだにボルドーのソダリティがどのように発展して
きたかを、もっと具体的にアデルに分かってもらいたかったのであろう (75)。ボルドーで
は数人の年若い女性が有期誓願を宣立し、本当の意味での「修道生活」を送っていること

(76)、そしてこの人たちは俗服の下に特別な修道服をまとっている、と師は述べている。
マドモアゼル・ラコンブや、他のほとんどのオフィシエールたちは、この「修道グルー
プ」に属していた。しかし、ソダリティの一般の人たちは、このことを知らなかった。ア
デルやその友人たちのあいだでも、もしかして、このような生活態度に興味を持つ人がい
るかも知れない。シャミナード神父は、そのようにも考えた (77)。
しかし、残念なことに、軍隊の不安定な動きと、シャトーの忙しさ、それに父親の看病
などが重なって、アデルはボルドーを訪問することができなかった (78)。
さて、これとは反対に、もっと積極的に動きだしたことがあった。それは、
「第三部会」
をボルドーのソダリティに正式に受け入れようとするシャミナード神父の望みが、ついに
実現することになったことだ。
今までこの望みを実現できなかったのは、シャミナード神父が多忙を極めていたからで
ある。しかも、ソダリティにたいする弾圧は、いまだにつづいており、シャミナード神父
自身も警察の監視のもとに置かれたままであった。だから今では、旅行をするだけの時間
はできたとしても、そのような行動をとることは賢明なこととは思えなかった。ソダリス
トであるラリボー神父は病気がちで、ときにはミサをたてることさえできないほどであっ
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た (79)。そこでシャミナード神父は、自分の代わりに、ピエール・ローモン神父を (Pierre

Laumont) 代理人として送ることにした (80N56)。
ローモン神父は 1758 年 6 月 9 日、ロンピアンからさほど遠くないエグイヨン (Aiguillon)
で生まれた。かれは宣誓を拒否し、他の人びとと同じように、国外追放の憂目をみた。亡
命中は、サラゴサに住んでいた。従って、同じ運命にあったシャミナード神父と同地で知
り合ったのだろう (81)。コンコルダ以来、師はエグイヨンの郊外にあるセント・ラドゴン
ド (Sainte-Radegonde) の小教区に配属されていた (82N66)。
ローモン神父はシャミナード神父の委託を受けて、アソシエイツの一人ひとりを、正式
にソダリティに受け入れる仕事にとりかかった。このことにより、アソシエイツも、ソダ
リストが享受していた霊的特典を受けることができるようになった (83)。
今年で 24 才になるアデルは、7 月になると、領地の全責任を負うことになり、いまま
で以上に忙しくなった。両親は、ルルドの南東約 25 キロ離れたバレージュ (Barèges) へ
湯治に行くことになった。男爵の病気がそれによって完治しないまでも、いくらかでも楽
になるだろうと考えられたからである。また、男爵の容態があまりかんばしくなかったた
め、ディシェ氏もこの旅に同伴することになった (84)。
夫を喪って半年になるディシェレットは、アデルを助けにトランケレオンへやって来た

(85)。アデルは、男爵夫人が不在のあいだ、
「家族の母親」(Mère de Famille) としての責
任を負うことになったのだ (86)。
さて、男爵夫婦が不在となり、ディシェレットがトランケレオンに来ているとき、ロー
モン神父がトランケレオンを訪れ、シャミナード神父の代理として最初にその権限を行
使した。師はアデルを「汚れなきおん孕りのソダリティ」に正式に受け入れたのである。
そして、アデルは、そのソダリティの第三部会の「主たるオフィシエール」として認知さ
れた。ディシェレットも同じように正式に入会が許され、
「おん孕りの分会」のオフィシ
エールとして認められた (87)。
このときに用いられた奉献文は、全会員が年 2 回おおやけに奉献を更新するさいに用い
る奉献文と同じものであった。この奉献文は、二つの部分から構成されている。
最初の部分は、ある意味で、マリアにかんする信経のようなもので、キリスト教の中で
占めるマリアの位置、特典、マリアの完徳、そして、信徒にたいするマリアの役割につい
て記述されている。
第二のパラグラフは、長い最初の部分を要約するものである。
第一の部分は次のようである。
「わたしはマリアの汚れなきおん孕りを信じ、これを公言します（当時、まだ、マリア
の無原罪のおん孕りは教義として定められていなかった）
。また、マリアは真にキリスト
者の母であり、マリアの信心に真心から奉献する人に特別なご保護を下さることを信じ、
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マリアの慈しみがマリアの力に劣るものではないことを信じ、かつ、公言します」
。
第二の部分では、ソダリストがマリアにたいする尊敬と従順と信頼と愛を約束し、マリ
アに栄光を帰するためにその身を捧げる、という意味の文章が記されていた (88)。
長いあいだ待ちこがれていたこの正式の入会式に、二人は心の底から喜びを感じとった。
そして、この喜びを一日も早く他のアソシエイツにも分かちたいと願うのだった (89)。
アソシアシオンのためにローモン神父が活発に仕事をし始めると、アデルの仕事は今ま
で以上に忙しくなってきた。アデルは、ローモン神父の依頼を受けて、ソダリティにかん
する種々の文書をコピーしなければならなくなったのである (90)。この膨大な仕事量を
前にしたアデルは、いささか圧倒され、自分の無力さに気を落とすまじと、懸命に努力す
るのだった (91)。

1813 年 7 月 25 日、アデルはアソシアシオン宛に「回章」を送った。この回章では、ロー
モン神父の新しい役割を説明し、かれがとりおこなう公式の入会式には、ふさわしいここ
ろで臨むように。また、奉献する人に約束された贖宥をふさわしい心で受けられるように
準備しておいてほしいと述べている。この贖宥は、告白と聖体の秘跡を受けて奉献をおこ
なう人にあたえられるものであった。また、自分たちは心臓を槍で刺し貫かれたマリアの
娘なのだから、喜びとともに十字架をも受け入れなければならないとも教えている。
なおアデルはこの手紙の中で、この正式な入会式のためにローモン神父がアジャンを訪
問することを伝え、当時病気をしていたアメリも、ぜひこの入会のチャンスを逃すことの
ないように、と気を配っている (92)。

7 月の下旬、ディシェレットはローモン神父といっしょにアジャンに帰り、交代にアガ
タがトランケレオンに来た。アデルの両親はまだ帰郷していなかったため、二人はいつも
以上に忙しい日々を送ることになった (93)。

8 月 12 日 (94)、二人は例年通りロンピアンへの巡礼を行った (95)。この巡礼で、二人は
ラリボー神父の指導のもとに黙想を行った。しかし、この巡礼は、普段とは一段と異なっ
たものになった。そこに居合わせたアソシエイツと、アデルとアガタの生涯に、決定的な
瞬間を与えたからである。
このとき、そこに居合わせた人たちは「大切な計画」に合意したのである。そして、こ
ののち、アデルは手紙の中で幾度かハッキリとこのことについて言及しており、また、あ
るときは、それとなく包み隠すような表現でこれについて言及している (96)。
当時のフランスでは、修道生活はまだ認められていなかった。ナポレオンと教皇のいざ
こざは、将来に不安を残すばかりであった。しかし、数名のアソシエイツは、間違いなく
修道生活を目指して動き始めていたのである。アデルは、もうカルメル会のことは考えて
いなかった。ローモン神父とラリボー神父に指導されたアデルと数人のアソシエイツは、
ある種の修道生活を形成しようと真面目に考え始めたのである。かの女たちが想定したの
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は、祈りと孤独の生活に加えて、この世で一番無視されている世の中の落ちこぼれに手を
さしのべる形式の修道生活であった (97)。
かの女たちは、この「大切な計画」のために祈り、語り、熟考した。そして、最終的に
は、シャミナード神父が直接、この計画に関与することになるのだ。
一行はトランケレオンに帰った。頭の中はラリボー神父からのアドバイスでいっぱい
になり (98)、こころは行く先の不安を交えた喜びに膨らんでいた。この月の末までにアガ
タは家に帰らなければならない。このころのアガタは聴罪司祭の不在で、またこころを悩
ましていた。アデルはラリボー神父に連絡をとるようにすすめた (99)。神父の手紙はか
の女に大きな慰めをあたえるであろうと思えたからである。
さて、アガタが去ると、入れ替わりにディシェレットがシャトーへやってきた。両親は
まだ湯治から帰ってきていなかった。アデルは自分を福音書にあるマルタに比べている

(100)。
この夏、ナポレオンの配下にあるフランス軍は、たえずヨーロッパ各国の王朝と戦いを
つづけてきた。しかし、ヨーロッパ大陸を統一しようとする皇帝の野望は空しく崩れさろ
うとしていた。8 月、ナポレオン最後の勝利、ドレスデンの戦いが行われたが (101)、も
はや、軍事ならびに政治の流れは、ナポレオンの思惑通りには動かなくなっていた。10
月、ライプニッツの戦いで、10 万人の戦死者を出し、20 万人の兵士がチブスにかかった

(102)。
9 月、アデルの手紙に初めて「養子縁組」についての記述が見いだされる (103)。この
養子縁組は、アソシアシオンがもっとも力を入れていた縁組の一つで、大きな期待がもた
れていたものである。アデルはアガタに、オーガンジーの布地を送り、
「小さなデュブラ
ナ (Dubrana)」のスルプリを作るように依頼し、この子の近況を知らせるようにとも述べ
ている。
この子はシャルル・デュブラナといい、1797 年、ネラックで生まれ、貧しい家の子ど
もとして育った。司祭に成ろうと思ったが衣服を買うお金がなく、もちろん教育費にもこ
と欠いた。アデルはこの子のことを、ネラック地方に住む親戚の口から聞いた。トランケ
レオン家は以前ネラックに領地をもっていたので、その地の人びとによく知られていたの
だった。
デュブラナはアソシアシオンの養子になり、アソシエイツが集める会費の一部で生活
をまかなった (104)。また、アデルは友人たちの協力を得て必要な洋服やベッドシーツや
下着を補給した (105)。また、アソシエイツと協力して、この子のためにソックスを編ん
だり、染めてやったこともあった (106)。シャルルの古着が無いときは、新しいズボンを
買って与えたこともあった (107)。かれのために古着を恵んでもらったこともある (108)。
かれの寄宿するアジャンの病院に、宿泊代と食費を支払い、洗濯費も支払った (109)。支
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払いは金銭でしたり、品物でしたりした (110)。
アデルは豚を一匹売り、その代金をデュブラナに与えたこともある (111)。シャツを買
うお金がないときは、何人かのアソシエイツの協力をえて、自分たちの手で作り上げた

(112)。司祭用の衣服もかの女たちが調達した (113)。短すぎるスータンを手直しするため
に、テイラーを手配したこともあった (114)。かれがアジャンに住んでいたことから、ア
デルはしばしばアガタにかれの消息を聞いている (115)。

1813 年 9 月 18 日、デュクルノが司祭に叙階され、アジャンのノートルダム・デ・ジャコ
バンの小教区に配属されたころ、デュブラナは神学校を始めた (116)。従って、アデルと
ディシェ家の人たちを友人として持つこの二人が、互いに知り合っていたであろうことは
ほぼ確実である。そして、おそらくデュクルノ師はデュブラナのアドバイザーともなり、
保護者ともなったにちがいないと思われる。

9 月 8 日、聖マリアの誕生の祝日に、ローモン神父はプーシュで「ご訪問の分会」の入
会式を挙行した。後日、デュブラナはこの分会のアフィリエになっている (117)。
その翌週、9 月 13 日の月曜日、ローモン神父は再びトランケレオンにかえり、水曜日の
夜まで三日間そこに留まった。その間、アソシエイツのために三つの黙想をおこなった。
一つはイエス・キリストの模倣についてであり、もう一つは頻繁な聖体拝領について、そ
して、最後の一つは祈りについてであった (118)。その後、ローモン神父は、エメ (Aimée)
の入会式をおこなった。エメは、もっと早くトランケレオンへ来ることになっていたが、
悪天候のためこの日まで延期を与儀なくされていたのである (119)。
アジャンに帰ったアガタは、また、苦悩の時期を過ごすことになった (120)。このよう
なアガタにたいし、アデルは、聴罪司祭がいないときは、ラリボー神父に手紙を書くよう
にすすめた (121)。自分にあたえられた十字架を勇気をだして受け取るように、とさとし

(122)、ローモン神父が云うように、毎日の糧として祈り求める「涙のパン」を (123) 受け
取るようにすすめている。そのようなことがあってから一ケ月後に、アガタは、この苦悩
から脱却し、平和と喜びを味わえるようになった。アデルは、これを喜んでいる (124)。
ディシェレットはアガタが留守にしているあいだ、ずっとトランケレオンに留まってい
た。その間、かの女は新しく入会したエメといっしょにマダム・ギャリベール (Madame

Galibert) を訪問することになった。このマダム・ギャリベールはディシェ家の友人であっ
た (125)。最初はアデルも同伴することになっていたが、忙しくて行けなかった。
だが、アデルが家に残ったのは良いことだった。二人が出かけている間に両親が湯治先
から帰ってきたのである。それは 9 月 15 日のことであり、出かけてちょうど二ヶ月目の
ことであった。デジレが 9 月 12 日に初聖体を受けたので、男爵夫妻は、帰り道にコンド
ムに寄ったと思われる (126)。両親が帰宅し、デジレとエリザが帰省し、シャルルの結婚
まで残すこと一ヶ月足らずになった。シャトーの中は多忙を極めた (127)。
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毎年のように、休暇が始まると、コンドムの寄宿学校からデジレが一才年上のエリザと
ともに帰省する (128)。しかし、今年は休みが終わっても、エリザはもうコンドムには戻
らない。かの女は学校を卒業したのである。これから、エリザは、毎日をシャトーで過ご
すことになるのだ (129)。
少しづつ、エリザはアデルの使徒事業を習い、祈りの生活と慈善事業の手ほどきを受け
た (130)。かの女は種々の活動でアデルを補佐し、最終的には、アデルがトランケレオン
を去るとき、アデルの後継者としてその仕事を継承することになる (131)。
仕事に忙殺されたアデルは、サポートの必要性を感じ、アガタに祈りを求めた (132)。
当時、アガタは、自分自身がまだ内心の葛藤と戦っている最中であったが、それでもかの
女はアデルに必要なアドバイスを与えている (133)。
多くの欠点と散漫な精神、この世のものごとへの執着心。これらの弱さを身に感じなが
らも、アデルはもっと真の意味で、神おひとりといっしょに生きて行きたかった。この世
にたいしては、まるで旅人のように接しようと努めていたアデルは、
「なにごとにも執着
しない旅行者のように、わたしはいつも天国をあえぎ求めます」と述べている (134)。こ
こには、かの女自身の亡命の思い出がこだましているとも考えられるが、同時にまた、か
の女の修道生活への憧れが反映しているとも云えるだろう。
アデルはラリボー神父から非常に個人的な手紙を受け取っており、これだけはアガタに
も見せようとはしなかった。この手紙の内容は明らかにされていない。しかし、アデルは
この手紙に大きなこころの安らぎを見いだしていた。それは、ちょうどアソシエイツの間
で回覧される手紙にこころの慰めを見いだすのと同じようだ、と述べている (135)。

10 月 7 日、シャルルは結婚した (136)。新婦はアデル・セレン・ベルナルディン・ドゥ・
セバン・ドゥ・セグニャック (Adèle-Sérène-Bernardine de Sévin de Ségougnac) と云い、
アジャン市長の一番年長の娘であった (137N67)。ディシェ家がドゥ・セバン家を知って
いたことは疑いない。だからトランケレオンの人たちが結婚式と披露宴のためにアジャン
へ出かけた際、おそらくベロックもアジャンに帰ったと思われる。いずれにせよ 10 月の
中旬には、すでにベロックはシャトーに居なかった (138)。
さて、数週間の騒がしい日々を過ごし、結婚式も終わり、やっと一息ついたアデルは、
「少し頭を冷やす」ために、ロンピアンへ行きたいと考えるようになった。アデルはこれ
ほどまでに放漫になった自分の姿をみて、ラリボー神父から厳しい叱責の言葉を受けるの
ではないかと考えた。そして、はかなく過ぎ去る現世の思いを断ち切る決意を新たにする
のだった (139)。

10 月 11 日、結婚の慌ただしさが終わったその直後、アデルはアガタに手紙を書き、リ
ボンを買い求めてくれるように依頼している。そして、ボルドーのソダリティの女子青年
部会が着けているような帯を二本つ作るので、買ったそのリボンに刺繍をしてくれるよう
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に、とも依頼している (140)。
このような帯のほかに、アソシエイツは十字架を首から下げていた (141)。これは、か
の女たちがこの世を捨てたことを象徴するものであった (142)。そして、ボルドーの姉妹
の習慣にならって、正午と夕方、その日の意向と決心を新たにしながら、この十字架を接
吻した (143)。
アデルはローモン神父のために数多くの書類をコピーしていたが、その中に (144) ソダ
リティの規則書があった。アデルはそれをアガタに送り、その写しを作ってくれるように
依頼している (145)。
アデルは社交的な儀礼をないがしろにしていたわけではなかった。トランケレオンに落
ち着いたシャルルとその新妻をつれて (146)、伯父フランソアに挨拶をするため、ガジャ
ン (Gajean) へ出向いている (147)。伯父フランソアの娘カロリンは、アソシアシオンの
メンバーであった (148)。また、アデルは、伯父の息子の洗礼の代母でもあった (149)。ア
デルは伯父を訪問した際、伯母のショールを一枚持ち帰った。そして、それをアガタに送
り、染めてくれるように依頼した (150)。
アデルはアソシアシオンのメンバーに絶えず気をつかっていた。数カ月まえ病気に苦
しんでいたアメリ・ドゥ・リサンは、今では病気から快復している。アデルの言葉による
と、かの女は霊的生活において大きく成長した (151)。アデルは、アメリに宛てて次のよ
うな新年の挨拶を送っている。
「一瞬たりとも時間を無駄にしないようにいたしましょう。日常茶飯事を ふくめ、すべ
てを神のためにおこないましょう。み主はとても優しいお方 です。ですから、わたした
ちが神さまのためにすることは、どれほど些細 なことでも認めて下さいます。ああ、わ
たしたちがお仕えしている神さま は、なんと慈悲深いお方でしょう。神さまに所属する
ということは、ほん とうに素晴らしいことです！ 多くを求め、与えるに乏しいこの世に
くらべ 神さまは、なんと違っておられることでしょう・・・。 アメリさん。善良にして
崇拝すべきみ主のあふれんばかりの愛を知るわたしたちは、愛で胸が一杯になります。み
主は本当にわたしたちのこころの愛人であり魂の配偶者です！ アメリさん、真の意味で
イエスの愛人となり、忠実な配偶者になろうではありませんか。おいで下さい。そして、
イエスにたいするわたしたちの愛を証しましょう。寛大なこころでわたしたちの悪い傾き
乱れた欲望を生贅にしようではありませんか。み主がわたしたちを感情的な慰めのミル
クから乳離れさせようとなさっても、 気を落としてはなりません。み主がわたしたちに
肉をあたえて下さるのは、もうわたしたちを子どもあつかいせず、大人としてあつかって
下さっていることの証拠なのです。親愛なるアメリさん。わたしのために祈って下さい。
わたしは大変みじめな人間で、あなたさまから信頼していただくに足りない者なのです」

(152)。
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もう一人のアソシエイツ、マドモアゼル・モネが結婚した。今では、ラニョ夫人 (Madame

Lagneaux) と呼ばれている。アデルは、今まで通り、かの女と文通を続けて行くことにし
た (153)。また、アデルはアソシエイツの一人でアガタのいとこであるスゴンド (Seconde)
について心配していた。かの女は病気で、聖体拝領も病床でせざるをえない状態にあった

(154)。スゴンドの両親とその家族は、ディシェ家で生活をしていたが (155)、アデルはそ
の家族全員がもっと率直になって、本人に、その病気の重さを知らせるべきだと考えてい
た。意識を失って何をしているのか分からなくなるまで終油の秘跡を引き延ばすのは、良
くないと述べている (156)。
ボルドーからの訪問客がもたらしたニュースによって、ラコンブが不治の病にかかって
いることが分かった。アデルはラコンブのために祈るように、また、妊娠しているアソシ
エイツ、デスコムのためにも祈るように、と述べている (157)。
アデルは、自分とアソシエイツ全員が頂いている大いなる神のみ恵みを、忘れることは
なかった。おそらく神は、会員たちとアデルの上に (159)、大いなる計画をもっておられ
る (158) にちがいなかった。
最近では日曜日ごとに聖体拝領ができるようになったアデルは、大きな喜びに満たさ
れていた。ドゥッセ神父はこの点にかんしてラリボー神父の立場に一歩譲ったのである

(161)。しばしば聖体を拝領しながら人びとの模範になることができない人は、本当に他
者のつまずきになる、とアデルは述べている (162)。
アデルは、繰り返し犯す自分の過ちについて、過敏とさえ思われるほどに、気を配って
いた。しかし、それと同時に、自己愛のあらわれにすぎない失望におちいることのないよ
うに、そのような誘惑に打ち勝つだけの鋭さをも持ち合わせていた。そして、アガタにた
いして、自分がより完全にみ主にお委ねできるように神に祈ってほしいと依頼している

(163)。
アデルは、また、自分の性格が熱しやすく、かつ、激しいものであることを意識してい
た。
「たくさんの過ちを犯す原因となり、他人に厳しく自己に甘い、この激しい性格に、あ
なたとわたしのどちらが先に打ち勝つことができるようになるでしょうか」(164) とアデ
ルは述べている。また、
「長いあいだの習慣を、その根底から矯正するには、大変な努力
が必要です。わたしは怠け者で、なかなかそれだけの犠牲を払おうとしません」とも述べ
ている (165)

12 月 8 日、第三部会のすべての分会のメンバーは、ソダリストとしての奉献を初めて
「おおやけに更新する」ことになった。アデルはこれに先立つ一週間まえに手紙を書き、
この荘厳にして重要な機会を前に、十分なこころの準備をするように勧めている。
アデルはマリアを純潔と潔白のかがみとしてかかげ、また、回心を望み、真面目に努力
する「善意の」罪人には憐れみ深い母親であるとも考えていた。そして、自分たちが身に
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着けている帯が象徴するように、こころの純潔を保ち、これを少しでも汚すようなものご
とから遠ざかる勇気を持つようにと勧めている。そして、「一つの心一つの魂を形作り、
それによって罪を憎み、罪に導くすべてのものから遠ざかり、絶えず神を賛美し、天国の
配偶者であるみ主を愛し奉ることができるように」(167)、と結んでいる。
今年も終わりに近づいた。アデルはそれまでに受けたアドバイスを思い起こし、8 月に
立てた決心を思い出している (168)。また、アデルは、新年に際してラリボー神父に手紙
を書いて、師から助言を仰ぐようにアガタにすすめ、また、二人しでリボー神父に手紙を
書き、新しい一年のあいだに自分たちが模範として歩むことができるような聖人を推薦し
てもらおう (169)、と述べている。
アデルは自分の主欠点を矯正すべく決意し、イグナチオ・ロヨラとフランシスコ・ドゥ・
サールの教えに準拠した糾明の方式を作り上げた。そして、そのあらましをアガタに書き
送っている (170)。こうすれば、自分たち二人は、過ちやプライドに打ち勝ち、激しい性
格を矯正することができるだろうと考えた (171)。

1 月。フランス軍はヨーロッパ同盟軍によって包囲され、ナポレオンが守勢にまわった
ことはだれの目にも明らかになった。11 月、勝ち誇ったウエリントンは、すでにピレネ
山脈を越えてフランスに進軍し (172)、アデルにとっても、また、全てのアソシエイツに
とっても、最悪のときが到来したかに見えた (173)。だから、ますます時間のあるうちに
良いことをしておかねばならないと考えるようになったし、賢明なおとめたちのように、
呼ばれたときにはいつでも準備ができているようにしておこう、とも考えるようになった

(174)。
つづく二ヶ月間、軍事と政治は混乱を極めた。敵軍は間近に迫っているとか、敵軍はま
だ遥か遠方だ、などと、たがいに矛盾した噂が飛び交い、人びとはなすすべを知らなかっ
た (175)。そして、やがては、ガロンヌ川を越えることができなくなり、手紙を送ること
さえもできなくなった (176)。
「戦いは、この世の中で最悪のペストです。少なくともこのような戦争が、少しは人び
とに自己反省をする機会をあたえ、償いの業によって神の怒りを遠ざける一助となります
ように。償いによってニニベの人たちは許しを得ました。わたしたちにもできない筈は
ありません」(177)、とアデルは記している。
この間、ボルドーでは、ソダリストの一人マドモアゼル・ラコンブが危篤状態におち
いった。かの女は罪の償いの価値を身をもって示した人物である。ひと月のあいだ激し
い苦痛に見舞われ (178)、介護の手がなければ寝返りを打つこともできなくなった。その
ような激しい苦しみの中にありながらも、かの女はそれをソダリティの女子青年部のため
に捧げたのである。「生前のかの女は、罪の償いと謙遜を渇き求めていた」とシャミナー
ド神父はラコンブについて語っている (179)。
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この数週間、長引く病苦の中にあったラコンブは、
「死ぬ前により多くの苦しみを捧げ
ることができるように、死の時が日一日と延ばされることを心から」喜んでいた。

1 月 23 日、ついにラコンブは魂を天にかえした。しかし、この知らせがシャミナード
神父からアデルに送られて来たのは 3 月になってからのことである (180)。
近くで軍事行動がおこなわれつつあったにもかかわらず、アデルは 2 月の下旬、近辺に
住んでいる友人たちを訪問した。そして、ビルヌーブ・ドゥ・マルサンのポミエス姉妹を
訪問し、そこで二日間とどまった。しかし、アデルは、世俗の精神に引き込まれやすい自
分を責め、孤独の生活をおこなう方が自分の魂のためになると反省している。
アデルはアメリへの手紙の中で、
「わたしたちはどれほどみ主に感謝しなければならな
いことでしょう。み主は、これ程しばしば、過ちの機会からわたしたちを守って下さいま
した。ですから、避けることのできる罪の機会から遠ざかるようにしましう」(181)、と
記している。

1814 年 3 月 12 日、ボルドー市はウエリントンに町を明け渡した。その後まもなく同盟
王朝軍はパリを奪回し、ナポレオンのたぐいまれな運勢も、ついに終幕を迎えた (182)。4
月 11 日、皇帝は退位し、22 年間たえまなく近隣の王朝と戦火を交えつづけたフランスの
戦争史に終止符が打たれた (183)。ブルボン王朝は復帰し、三色旗に代わって白旗がフラ
ンス全土にひるがえった。5 月 4 日、ナポレオンはイタリアのリボルノ (Livorno) の南、
ピオンビーノ (Piombino) の沖合いにあるエルバ島 (Elba) に流された。その時のナポレ
オンは、まるで「フランスの皇帝」でもあるかのように、400 人の従者を引き連れ、国家
から 200 万フランの年金を取り付けていた。そして、さきに処刑された国王ルイ 16 世の
弟で、今年 59 才になるコント・ドゥ・プロバンスが王位を継承し、ルイ 18 世を名乗った

(184)。
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王政復古/ラコンブの死
修練期への期待と有期誓願
アジャン教区 ソダリティを正式に認可する
百日天下

ブルボン王朝による「王政復古」は、男爵とその王政派の人たちに大きな喜びをもたら
した。アデルにとっても喜びは大きかった。かれらはいずれも革命政府の下で大いに苦し
み、ナポレオンの治世下でも、苦しみから逃れることはできなかったからである。フラン
スに平和が戻ってきたことは、アデルにとって大きな喜びであった。宗教の迫害はもうな
い。
「これで頭を上げて歩くことができるようになりました」とアデルは記している。そ
して、
「王位と王国」を統べたもう主なる神に感謝し、この新政府への変遷が、より大き
な熱意と新しい意気込みをもって神に仕える機会を人びとに与えてくれるように祈るノ
ベナをしよう、と提案している (1)。
ローモン神父は、このほとんど奇跡的とも思える大きな政変に驚きながらも、これに
よって、宗教に良い影響がもたらされるだろうと、好意をもって受け入れた (2)。
シャミナード神父も大きな喜びを隠しきれず、ブルボン王朝による王政復古を神の慈
悲として感謝している (3)。そして師は、ボルドーがナポレオンの退位に先立つことすで
に一ヶ月、フランスの都市としては最初に復古王朝を迎え入れる栄誉を得た、とも述べ
ている (4)。サン・ミッシェルの鐘楼に、誰よりも先に白旗を掲げたのは (6)、ボルドー
出身で初期のソダリストの一人であるジャン・バブティスト・エステブネ (Jean-Baptiste

Estébenet)(5) であった (6)。
ソダリティの弾圧はとりのぞかれた。シャミナード神父も警察の監視から解放され、マ
ドレーヌ聖堂をおおっていた暗雲は晴れ上がった。シャミナード神父は、自由な気持ちで
手紙を書くようにとアデルに述べ、自分が郵送代を負担するとも云っている。もう、秘密
を守る必要はなくなったのだ (7)。
またシャミナード神父は、会員名簿を整理しなければならないので 1808 年に作成した
アソシアシオンのリストに、姓名、年齢、住所、両親の身分を記入して送り返してほしい
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と伝えた。また、オフィシエールには印をつけ、どの分会に属するかを明記しておくこ
と、公式に奉献をおこなった人にも印をつけるように、と述べている。師は、また、筆記
の際は十分に気をつかい、氏名は正規の氏名を記入し、かつ、読み易く書くように、とも
付言している。
男子青年部と女子青年部のメンバーを登録した台帳は一冊しかなく、それは日曜日や祝
日に、ミサのあいだ祭壇の上に置かれることになっていた。部会長は祭壇の足元でこの台
帳を差しだして次のように読み上げた。
「尊敬する指導神父さま。マリアの信心に身をささげた若者たちを、あなたさまの祈り
にお委ねします。この若者たちの名前が、わたしたちのために血を流された小羊の祭壇か
ら＜生命の書＞に運び込まれますように」。
ところで、ボルドーのラコンブは死んだ。シャミナード神父は、第三部会の連絡係とし
てマドモアゼル・シャニュ (Mademoiselle Chagne) を任命した。シャミナード神父は革命
のあいだ、このシャニュの家に籍をおいていた (8)。シャミナード神父は、かの女を幼い
ときから知っていたのである。
ラコンブは素晴らしい人物であったが、シャニュもかの女に劣らず素晴らしい人物だ、
とシャミナード神父は述べている。かの女はまさにこの仕事のために神から遣わされたよ
うなひとであり、親切で、力強く、賢明で、かしこく、謙虚で、従順で、礼儀正しく、博
識で、話の上手な人であった。ひどく難しい性格の人でさえも、最終的には、かの女に承
伏してしまう。だから今ではすべての人からメール（母親）と見なされるようになってい
た。そして、女子青年部の人たちは、シャニュのような素晴らしい後継者に恵まれたのは
ラコンブの祈りのおかげだと感謝していた (9)。
今回の政変で数多くの人たちが周辺部からボルドーの都心へ集まってきた。
アデルの弟で王政派の兵士であるシャルルもその一人であった。しかし、シャルルは
シャミナード神父に会わなかったようである。師は、この時、シャルルの義父にあたるア
ジャンの市長には会ったが、ずっと後になるまでその人の名前も、シャルルとの関係も知
らなかった (10)。
以前、海軍で功績を挙げたアデルの伯父フランソアとその息子も、ボルドーに来てい
た。シャミナード神父はこの両人に会ったことは、はっきりしている。そして、明確には
分からないが、その二人のどちらかにアデル宛の手紙を言付けている。
シャミナード神父がこの手紙を書き出してから、たっぷり二週間は経っていた。このよ
うにゆっくり手紙を書いた理由は、遅くなることによってアデルがどのように反応するか
をテストしたかったからだ、と述べている。しかし、シャミナード神父はアデルにたいし
て、自分のアデルにたいする宗教的な絆は切り離し得ぬものであり、これにかんしては後
日改めて説明したい、とも述べている (11)。
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ボルドーを中心にして起こったこれらのできごとが、他の地方にも影響を与えずにはい
なかった。4 月 25 日、新国王ルイ 18 世の甥、アングレーム公 (Duc D’Angoulème) がツー
ルーズへ行くとき、トランケレオンから数キロ離れたところを通過した (12)。ボルドーで
最初にブルボン王朝の復権を宣言したのは、この公爵だった (13)。
王家のために亡命を余儀なくされ、財産の剥奪の苦を堪え忍んだ国王の家臣男爵は、残
念ながら病気のために公爵に謁見することはできなかった。しかし、男爵夫人とアデル
は、他のシャトーの人びとと共に、公爵夫妻の謁見のためにポール・セント・マリへ出か
けた (14)。おそらく、このとき、アデルは公爵に直接面談したものと思われる。アデルは
公爵の穏和な人柄と、公爵を迎えるときの儀式の盛大さに感銘を受けたと述べ、この世の
過ぎ去るものごとのはかなさと、神ご自身のより優れた柔和さに思いを馳せている (15)。
それからしばらくして公爵夫妻はアジャンを訪問した。このとき、挨拶に出た人びとの
中には、アガタと数多くのアソシエイツの顔ぶれがあった。その中には、この時初めてア
ガタと対面した人もいた。アデルは、この人たち全員が正式にローモン神父によってソダ
リティに受け入れられたかどうかを気に掛けている (16)。
このアソシエイツの中には、ヘンリエッタ・ドゥ・サント・クロア (Henriette de Sainte-

Croix) がいた。アデルは新しくアジャンに移り住んだかの女に、友人アメリを紹介した
(17N68)。
この新しい政界の動きは、トランケレオンにも直接的な影響をおよぼした。派遣された
軍隊がこの地方に宿営し、その隊長がトランケレオンに宿をとった。アデルは、数多くの
兵士が頻繁に屋敷に出入りすることは、屋敷の近隣から雇い入れている若い女性たちの誘
惑の機会となり、気持ちを乱す原因になりかねないと心配した。アデル自身も、自分は雇
われている女の子たちより年上であり、
「もっと大人になっている」とは云いながら、兵
士が屋敷へ出入することによって生ずる弊害から完全に身を守られていたわけではなかっ
た (18)。
さて、公爵の訪問が終わり、まだローモン神父がアジャンに滞在している時期を見計
らって、アデルはアメリに手紙を書いた (19)。そして、ジュリ (JULIE) がそちらに行く
のでローモン神父に会わせてくれるように、と依頼した。ジュリはローモン神父に会うこ
とを望んでおり、また、会う「必要があった」(20) のだ。
ジュリ・プランキエ (Julie Planquié)(21) は、シャトーに仕えていた召使の一人で、ア
デルのパーソナルな召使でもあったらしい。かの女の家族はアジャンに住んでおり (22)、
ドゥ・リサン家からトランケレオンに紹介されたのであった (23)。
ジュリはアデルの親しい話相手であり、友人であると同時に、アソシエイツの仲間でも
あった。当時は、すでに召使と貴族のあいだの深い溝がなくなっていたのだ (24)。
ジュリの名前が最初にあらわれるのは 1814 年 2 月である。自分は指を怪我しているの
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で手紙が書けないが、アメリによろしく、とアデルを介して伝えている (25)。かの女は
この同じ月、ローモン神父によって、正式にソダリティに受け入れられることになって
いた。ローモン神父は、悪天候にもかかわらず、かの女の入会式のために、わざわざセン
ト・ラドゴンドからポール・セント・マリまで足を運んだ。しかし残念なことに、ジュリ
はその時、姿を見せなかった。
アデルはアメリを介して、今度はたとえ槍が降っても必ず行きます、とローモン神父に
伝えている (26)。アデルは、また、ジュリが好意を持つアメリを通して、シャトーで働い
ている若い男性から、もう少し距離を置いてつきあうように、とジュリに助言を与えてい
る (27)。そして、このアメリの言葉をジュリが素直に受け入れ、それを実行に移してくれ
たとき、アデルはアメリに感謝の言葉を送っている (28)。
ジュリは、4 月の中旬に、アジャンへ行く計画を立てた。しかし、身体の具合いが悪く
なり、延期せざるをえなくなった (29)。最終的に、5 月になって、やっとアジャンへ行く
ことができた (30)。
ジュリは旅行から帰るとアデルに報告し、ベロック夫人に特に深い感銘を受けたこと、
そして、ベロック夫人が若い人たちに素晴らしい影響力をもっていることを知らせている

(31)。そして、ジュリは今後もアメリに手紙で連絡をとるように約束している (32)。
種々の活動がボルドーとアジャンで活発に行われていたとき、アデルは明らかにその活
動の枠外に置かれていた。だから、アデルは他の人たちが経験する満足感を持つことがで
きなかった。しかし「孤独の深みから」(34) アデルは他の人たちの喜びを心で分かち合っ
ていた (33)。

6 月の初旬、ベロック夫人がトランケレオンに来ることになった。アデルはこの訪問を
正当なものだと述べると同時に、アメリに、この喜びを妬まないように、と述べている。
それは、アメリも、アデルと同じように、あまり他のアソシエイツに会う機会を持てな
かったからである (35)。ベロックの訪問を受けたアデルは、
「本当に喜びで一杯です」と
述べている (36)。
当時のアデルは、この他にもう一つ大きな喜びを味わっていた。それは、アメリが、健
康の浮き沈みが続く中で (37)、この世のすべての見栄を捨てて、神聖なる心の浄配に自分
のすべてをささげ尽くすことを決意した (38) からである。アデルはアメリとともに喜び

(39)、この決心に忠実に生きるようにかの女を励ますとともに、自分たちは不肖なもので
あるが、使徒なのだ、という事実を思い起こしている (40)。
ベロック夫人が来訪した。今やかの女は「おん孕の分会」のメールと呼ばれている (Mère

de la Fraction de la Conception)(41)。かの女が来たのは、25 才の誕生日の祝を準備する
アデルを手伝うためであった (42)。今年の誕生日はちょうど金曜日に当り、アジャンでは
毎週この日にアソシエイツが集まることになっていた。それでアデルは、出席者全員に、
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自分の特別な意向のために祈ってくれるように、と依頼した。
かの女は、自分の青春のよき日が矢のように過ぎ去って行くのを感じ取っていた (43)。
そして、この青春の時代にあって、移り変わる空しい喜びを追い求めるかわりに、み主に
仕える努力に情熱を燃やすことができたことを感謝している。失われた時間を償うことは
至難の業である。なにごとをなすにも全てはみ主のためになすべきであり、また、最善に
しなければならない。どれだけのことをしたかよりも、どれほど立派にしたかが問題だ。
いつに変わらぬ激しい性格を、少しでも和らげることができれば、なんと素晴らしいこと
だろう (44) と述懐している。

6 月 13 日、月曜日、誕生日から三日のち、アデルはディシェレットとジュリをともなっ
てロンピアンに向かった。この旅は、期せずしてかの女たち三人の将来を方向付ける転機
になるのだった (45)。
睡眠時間もそこそこに、三人は朝の 4 時、シャトーを出発し、午前 8 時半にはすでにロ
ンピアンに到着して友人たちを驚かした。当然のことながら、ラリボー神父は一行を待っ
ていた。ローモン神父も待機していることになっていたが、あいにく事情があって不在
だった。数多くのアソシエイツとともに、かの女たちの情熱と興奮は最高潮に達した。午
前に一回と、午後一回、ミーティングを行った。翌日、火曜日の午前中にもミーティング
をおこなった (46)。
この時のかの女たちの話題の中心は、
「大切な計画」(Cher Projet) であった。これは、
すでに過去 4 年間、かの女たちの間でとりざたされてきた課題である (47)。アソシエイツ
のある者は、ボルドーの人たちのように (48)、ある種の修道生活に向かって歩み始めてい
たのである。
今年の 6 月、ロンピアンで、かの女たちは最終的にこの方向に進むことを決定し、「修
道者」という言葉がもつ伝統的な意味での修道者になる効果的な計画を練ることを取り決
めた。しかし、当時、フランスで、とりわけ復古王朝のもとで、再構築されつつあった伝
統的な修道共同体を作ろうとしていたのではなかった (49)。
さて、かの女たちは、この計画の方針を決定したしるしとして、自分たちのあいだで修
道名をつけることにした (50)。
アデルはスール・マリ・ドゥ・ラ・コンセプシオン (Sœur Marie de la Conception) と名
乗り (51)、ベロック夫人はスール・ジャンヌ・ドゥ・ジェジュ (Sœur Jeanne de Jésus)(52)、
アガタは、スール・マリ・デュ・サクレケール (Sœur Marie du Sacré-Cœur)(53)、アメ
リは、スール・ルイズ・ドゥ・サン・ジョゼフ (Sœur Louise de Saint-Joseph)(54)、デ
ルフィン (Delphine) は、スール・ジャンヌ・ドゥ・ラ・ミゼリコルド (Sœur Jeanne de

la Miséricorde)(55)、ジョゼフィーヌ・アベイレ (Joséphine Abeilhé) は、スール・ジョゼ
フィーヌ・ドゥ・ジェジュ (Sœur Joséphine de Jésus)(56)、アデル・カヌエ (Adèle Canuet)
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は、スール・カザリン・ドゥ・サン・ティニャス (Sœur Catherine de Saint-Ignace)(57)、
ビグエ (Vigué) は、スール・サン・フランソア・ドゥ・サール (Sœur Saint-François de

Sales)(58) と名乗った。なお、これ以外の人たちは、修道会の創立がもっと近づいてから
修道名をもらっている。
この 7 月以降、アデルは手紙の最後に「スール・マリ・ドゥ・ラ・コンセプシオン」ま
たは、単純に「スール・マリ」と署名するようになった (59)。ある手紙では、あとで思い
出したかのように「アデル」の後に「スール・マリ」を書き添えている (60)。ロロットの
ように、まだこの「大切な計画」にハッキリとした態度をとっていない人に手紙を出す場
合は、相変わらず、それまでと同じように「アデル」とのみ署名した (61)。

9 月になると (62)、ローモン神父は、
「イエス・キリストの下女の下女であるスール・マ
リ・ドゥ・ラ・コンセプシオン」と署名するように提案した。現に、その翌年の春までの

(64) 数多くの手紙では (63) そのように署名している。それ以降は、
「イエス・キリストの
下女の下女」の句を省略している。長すぎるので省略したのか、あるいは、かの女の謙遜
のこころにそぐわないからそうしたのであろうと思われる (65)。
ロンピアンにおけるこの重大会議から一週間後、アデルとディシェレットはコンドム
へ行った。その途中、一晩だけ、ネラックに宿泊した (66)。アデルは、コンドムからディ
シェレットとともにアジャンへ行き、アガタに会おうと思っていた。しかしながら、コン
ドムで新しいアソシエイツをつくり、忙しく実り豊かな 2 週間を過ごしたのち、二人は 7
月 5 日、アジャンへは行かずにトランケレオンへ帰った (68)。そして、その数日後、ディ
シェレットはアジャンへ帰省した。かの女は都合 6 週間をアデルと過ごしたことになる。
かの女が帰ったあとのアデルは、こころに大きな空白を感じた (69)。
アデルはディシェレットといっしょにアジャンへ行き、帰りにアガタを連れて来るか

(70)、アガタが先に来て、二人でいっしょにアジャンへ戻ろうか、と考えていた (71)。しか
し、この計画はどちらも実現されずに終わった (72)。アガタがシャトーに来たのは、やっ
と 8 月になってからのことである (73)。
しかし、アデルには予期せぬ喜びがおとずれた。ラリボー神父とローモン神父がまった
く突然トランケレオンに来たのである。それは、7 月 18 日のことであった (74)。この訪
問がアデルとジュリに与えた一番大きなハイライトは、シャトーの聖堂での聖体拝領で
あった。それは 7 月 20 日の午前 5 時におこなわれた。
ラリボー神父とローモン神父は、ロンピアンでのミーティングの席上で、教区長代理
ガーデル神父から、トランケレオンで告白を聴き聖体を授ける許可を得た、と話していた
が (75)、その許可が、ここで初めて実行に移されたのであった。
しかし、ラリボー神父は健康がすぐれず、この訪問のあいだにミサをたてることができ
なかった (76)。この訪問から数カ月、師の健康は急速に悪化した。アソシエイツは、師の
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回復のために祈りをささげた (77)。一時、師の健康は、生命を危ぶむほどの状態に落ち込
んだ (78)。しかし、10 月になると、かなり元気を取り戻した (79)。
体力の衰弱を感じながらもライボー神父は、師自身の言葉を借りていうならば、今回の
訪問はローモン神父に「引きずられて」やって来たのであったが、師はアデルと長時間に
わたる面談を三回も行っている (80)。
一方、ジュリはスカピラリオを拝領し、ローモン神父と二回にわたって個人的なセッ
ションをおこなっている。
アデルはアメリへの手紙の中でこれらのできごとを詳細にわたって報告し、他のアソシ
エイツにも伝えてくれるように依頼している (81)。
この「大切な計画」の実現を待機していた数カ月は、アデルにとってノビシアのような
ものであった。そして、かの女は他のアソシエイツたちに、この世に踏みとどまりながら
も修道生活特有の諸徳、すなわち、両親にたいする従順、貞潔を守るための用心、可能な
かぎりの清貧を、できるかぎり実践するように勧めた (82)。
アデルは、間もなく全員が真の意味での修練期を過ごすことになると期待していた (83)。
ローモン神父は、アデルに、ボルドーの修道ソダリストがどのようにしているかをシャミ
ナード神父に尋ねるように提案し、また、自分たちはソダリティの保護の祝日である 12
月 8 日に正式の修練期を開始したいとの考えをシャミナード神父に伝えるように、とも提
案した (84)。
アデルは、自分たちがこれから行おうとしていることに思いが至ると、感謝の気持ちに
加えて大きな不安を覚えるのだった。かの女はその時の気持ちを次のように、簡潔に表現
している。
「ことの重大さに恐れることなく、勇気をもって立ち向かおうではありませんか」
・・・
そして、その間、最善の努力を尽くしながら、毎日を過ごしましょう (85)。
この計画を実現するに当たって、さしずめ暗い陰を投げかけていたのは、男爵の病状の
悪化であった (86)。昨年の夏バレージュへ湯治に行ったが、その効果はほとんどあらわれ
なかった。当然のことながら、アデルはみずから進んで父親の看病に力を注ぎ、いつも父
親に付き添っていた (87)。男爵夫人がその時間の大半を領地のマネージメントにつぎ込
んでいたので、父親の看病にはアデルが当たらなければならなかった。ときどきデジレと
エリザが交代することがあった。しかし、このデジレもエリザもクララと同じように慈善
事業に多くの時間を割いていた (88)。
アデルは男爵の部屋や、シャトーの前の芝生の上で、本を読んで聞かせたり、そばに付
添って編物や裁縫をしたり、手紙を書いたりした。フガロールやロンピアンの教会の祭服
の刺繍をすることもあった。ディシェレットやアガタや他のアソシエイツが訪ねてきたと
きは、かの女たちも男爵のそばでアデルと時を過ごし、また、アデルに代わって子どもた
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ちの勉強の面倒をみたりもした (89)。
凱旋将軍ウエリントンに仕える英国の将校セイモア・ラーペント (F. Seymour Larpent)
が、6 月、男爵を訪れた。何年か前、ロンドンで知り合った仲である。身体を動かせなく
なって車椅子に座っていた旧友男爵に再会したラーペントは、男爵が大勢の人に取り囲ま
れて生活していた、と述べている。妻と息子、嫁、そして、5 人の年若い婦人、それに男
爵の姉妹と思われる年輩の婦人が付き添っていた、と述べている（おそらくこの年輩の婦
人と云うのはマダム・パシャンのことであろうと思われる）
。
ラーペントの言葉によれば、男爵は十分な配慮と愛情に包まれ、食事の時以外は男爵を
中心に家全体が動いていた、と云う。家族の人たちは男爵のそばで手仕事をし、声を出し
て祈りをとなえ、男爵に声を掛けて話し合っていた。この英国紳士は、年若い婦人たちを
ふびんに思い、病気になった男爵「パパは、娘たちがダンスやその他の気晴らしに出かけ
ることを許さず、アジャンに行くことさえも許していない」と述べている (90)。

7 月のディシェレットにたいする手紙の中で (91)、アデルは父親からの約束を打ち明け
た。アデルがこの手紙を記した前日の 7 月 30 日、男爵は、もし神が自分を少なくとも歩
けるようにしてくださるならば、そして、少し動き回ることができるようにしてくださる
ならば、病める人たちの医療費と少女の教育費として 24,000 フランの基金をフガロール
に設置すると約束したのであった。そして、それに必要な建物を手配し、三人の愛徳修道
会のシスターにその運営を委せる、とも付け加えた。この時アデルは、もし父親が快復す
れば、この基金を運営するのは自分たちであり、それは神が自分たちに示して下さったご
意思であると考えた (92N69)。
父親がこのような状態にあったため、アデルは計画している新しい修道会の準備のため
に家を出ることはできなかった。もし快復しない場合、かの女を自由にしてくれるもの
は死以外にはない。このように思うと、アデルの心はちじに乱れた (93)。しかし、アデル
の決意は堅く、お呼びがかかればいつでもその声に応じることが出来るように準備して
いた (94)。アガタにあてて書いている。「おいでなさい。そして、すべてを神さまのため
に、神さまの故に、おこないましょう。なにごとをなすにも、世のため、自己のためにす
ることのないように。ああ神よ、弱いわたしを助けてください」(95)。

8 月、コンドムから男爵の妹がやってきた。アデルはサン・ジュリアンといっしょにア
ジャンへ行き、アガタに会うことができると期待していた。しかし、伯母は、男爵がもう
一度バレージュへ湯治に行くまで男爵のそばに留まることになった (96)。

8 月 29 日、昨年同様に男爵夫妻は出発した。そして、また、一家のメール（母親）役を
アデルが背負うことになり、そのアデルを助けるためにアガタが来ることになった。
アガタは 9 月いっぱいトランケレオンに留まった (97)。アガタが滞在しているあいだ、
二人は一年前に行ったロンピアンへの旅行を思い起こし、その時二人が受けたアドバイス
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を思いだしたりしていた (98)。

9 月の初旬、アデルはシャミナード神父から便りを受けた (99)。アデルが書いた手紙の
一つは紛失してしまったが、8 月 13 日付けの手紙は近衛兵によってシャミナード神父の
手元に届けられた。シャミナード神父は、ローモン神父からも手紙を受け取り、アソシア
シオンのソダリスト全員のリストを入手した (100)。かの女たちの名前はボルドーの会員
名簿に記載され、その後、約束通りミサの帳簿に転記されることになっていた。ローモン
神父は、また、新しく創立される修道会の会則の原案の写しを送ることも、師に約束して
いた。
シャミナード神父は、アデルが修道生活を望んでいることを、大きな好感をもって受け
入れた。昨年、師がアデルをボルドーに来るように誘いをかけたとき、シャミナード神父
もアデルの修道生活の計画に近い考えを持っていたのだった。今、シャミナード神父は、
この手紙の中で、以前よりももっと詳しくソダリティに存在する「在俗修道生活」(101)
についての説明をおこなっている。マドモアゼル・ラコンブは、そのような在俗修道者の
一人であった。しかしシャミナード神父は、もしアデルとその仲間が、一つの修道共同体
を形成しようと考えているならば、それはこの在俗修道会とは全く別な話で、非常に注意
深く検討する必要があり、適切な方法をもって構築して行かなければならない、と伝えて
いる。
師は、ローモン神父が起草した会憲 (102) を実践面で検討すべきだとかんがえた。すな
わち、この会憲を実際にどのようにして遵守するのか、当事者に十分適合しているのか、
厳格すぎはしないか、煩わしくはないか、不適切な点はないか、などの点である。師はこ
のような諸点を指摘した後、この草稿をできるだけ早く読んでみたいと述べ、自分に相談
することなく決して創立への決定的な行動に出ることのないように注意している (103)。
シャミナード神父は、また、アデルにたいして、もう二ヶ月も前から非常に有徳な人物
で「黙想の婦人」のメンバーの一人がソダリティの中にいくつかの「共同体」を形成しよ
うとしているというニュースを知らせてきている、と述べている。
このソダリストは、特別に神から照らしを受けていたようであり、シャミナード神父の
動きの鈍さにいささか戸惑っていた (104)。
シャミナード神父は、このように種々こころにかかる点を記したのち、ボルドーの姉妹
とりわけマドモアゼル・シャニュからの挨拶をアデルならびにアソシエイツに伝えている

(105)。
二つ目の手紙では、返事を出すのが遅れたことにたいする詫びを入れたあとで、14 年
前、自分が教皇派遣宣教師としてフランスに帰るときに心に抱いていた構想を説明し、現
在のボルドーのソダリティは、そのときの構想を実現したものであると述べている。この
ソダリティには、すでに小さな「修道者」のグループが芽生え始めており、その人たちは
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俗服を着て、普段の仕事についている、そして、一般にソダリティのオフィシエールたち
はこのグループの中から選ばれているとも説明している。このような「修道ソダリスト」
の幾人かは共同生活を送っており、そうすることはシャミナード神父の使命を分かち合う
これらの人びとの目的遂行に有利にはたらいているかのようだ、などと述べている。しか
も、長年のあいだに、数多くのソダリストがいろいろな修道会に召命を得て志願していっ
た、とも述べている。
シャミナード神父は更に続けて、現在、一般社会の職業から離れて、
「正規の」認可を
受けた共同体に身を置きたいと願っている修道ソダリストがいるが、これはまた、アデル
とその仲間たちが望んでいることでもあり、これは以前から行われていることとは性質
の違うものである。従って、この考えに賛成はしているが、これがソダリティの仕事を育
て、それに役立つものであるかどうかを検討し、ソダリティを変質させるものでないこと
を確認しなければならない、とも述べている。
このような人たちは、ソダリストとして留まりながら一般の男女修道者のように正規の
共同体に身をおく修道ソダリストである、とシャミナード神父は云う。
シャミナード神父は、ローモン神父が執筆している会憲にこれらの考えが十分に反映さ
れているかどうかを気にしていた。ソダリティの使命に参与する修道女の共同体、それは
とりもなおさず、全フランスにたいする教皇派遣宣教師としてのシャミナード神父の使命
に参与する修道女の共同体でなければならないのだ (107N56)。
アデルとその仲間たちは、シャミナード神父の云う使命と宣教師の考え方を、熱意を
もって受け入れた。それは、10 月中旬、アガタに宛てた手紙の中で明確に表れている。ア
デルはこの手紙の中で、会員各自がその身分に応じて小さな宣教師になることがソダリ
ティの目的である (108) と書いているのである。
「正直に云って、この表現は素晴らしいものだと思います！

わたしたちは、あらゆ

る手段をもって神の栄光と隣人の救霊をもとめるべく神に召されているのだと考えよう
ではありませんか」(109N70)。
アデルがシャミナード神父から手紙を受け取ったとき、はからずもローモン神父がトラ
ンケレオンに来ていた。10 月 10 日と 11 日のことである。アメリも居合わせたし、もち
ろん、ジュリも居た。かれらは全員、この問題について論じ合った。
トランケレオンを訪問したローモン神父は、アガタとそのアソシエイツに会うために、
アジャンへ足をのばした。その時、ローモン神父はシャミナード神父の手紙を携えてきた

(110)。
修道会設立の決意は、今や不動のものとなった (111)。

10 月の下旬、アデルは再びトランケレオンを訪問したエメを連れてサンタビへ行き、
ベロック夫人を訪問した。そこへローモン神父が来て、火曜日の夜、一晩泊まった。翌
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日、アデルは聖体を拝領する機会に恵まれた。また、金曜日と土曜日にはデュピュイ神父

(Dupuy) に告白をし、聖体拝領の許しをローモン神父からもらった (112)。
日曜日の午後は、ベロック夫人とエメと一緒にラガリグと云う小さな町 (Lagarrigue) に
出かけた。この町はサンタビから歩いて行ける距離にあり、大勢のアソシエイツが晩課や
集会のためにエグイヨンから集まって来ていた。
アデル一行はその晩ラガリグに泊まり、翌日ラリボー神父をともなってセント・ラドゴ
ンドのローモン神父を訪問することにした。しかし、ベロック夫人が体調をくずしたた
め、アデルはエメをつれて二人の司祭に会いに出かけた。アデルは告白室でラリボー神父
と長いあいだ話し合い、
「神の恵みの重さに打ちひしがれる思いがした」(113)。
アデルはすべてのものごと、とりわけ自分自身から離脱しようとするかたい決意を立
てた。そして、修練期が終わり修道会が創立されるまでは、ボルドーの修道ソダリストが
やっているように、有期誓願を宣立することにした。
この週の半ばになると、ベロック夫人は体調を回復したので、ラガリグからサンタビに
帰った。そこへラリボー神父とローモン神父が訪ねてきた。こうしてアデルは、再びかれ
らとともに「計画」について検討する機会を持ったのである。
ラリボー神父は、アソシエイツにノベナを提案し、フランスに再び修道会が再建される
ように、また特に自分たちの計画に聖霊の御加護があるように祈ろうではないかと呼びか
けた。祈りと、断食と、聖体拝領と、施しを行う九日間である。そして、このノベナは、
諸聖人の祝日から開始することにした (114)。
しかしながら、トランケレオンに帰ったアデルは、このノベナ開始の日に、ドゥッセ神
父から、聖体の拝領を禁止されてしまった。頻繁に聖体を拝領する許可がアデルに与えら
れていることを他の信者に知られることは良くないと云う理由であった。次の初金曜日に
は受けてもよいが、祝日には受けてはならないと言われたのである (115)。
この同じ週、アジャンのアソシエイツ、デジレ・ダルティーグ (Désirée d’Artigues) が
アデルを訪問した。アデルはかの女の熱心と友情に非常な感銘を受けた。
このデジレは、アデルと文通することを望んだが、かの女がアソシエイツになることに
家族が反対していると見受けられたため、こっそりとデジレの従姉妹を通して手紙を送る
ことにした (116)。
シャルルの義母にあたるマダム・セバンも、このとき、来訪していた。義母は訪問を終
えて帰途につく際、男爵からディシェ氏に宛てた大切な手紙をあずかった (117)。かの女
はおそらくダルティーグをともなって帰途についたと思われる。この頃、トナンスの分会
のメンバーであるルネト (Renète) も近辺に来ていたが、トランケレオンには立ち寄らな
かった。アデルは、あきらかに、これを心よしとしなかった (118)。これまでのアデルは、
一度も会ったことない人を含めて、全てのアソシエイツを愛し心に留めていると強調して

168

第 11 章

1814 年–1815 年

きた。だから今後は、誰もシャトーを無視して通り過ぎないで！ と述べている。

11 月上旬にスレット宛に書いた手紙の中で、
「ご訪問の分会」であるプーシュ・トナン
ス・アグイヨン地方のアソシエイツ全員を、氏名を挙げて確認しており、かの女たちに
霊的挨拶を送っている。スレットの姉妹は三人ともアソシエイツであったが (120)、アデ
ルはその内の一人が修道生活のプロジェクトに参加することを希望した (121N71)。2 年
前、ボルドーを訪問してシャミナード神父に会ったのはかの女たちであった (122)。実際、
三人姉妹の一人マリは、最終的にこの新しい修道会創立のプロジェクトに参加している

(123)。
今や宗教の自由は認められている。アデルは、トナンスのすべてのアソシエイツが正式
に、かつ、おおやけにソダリティに入ることを希望した。しかし、自分が面識のない人の
入会には、非常に慎重であった。アデルは黙想の婦人部への入会を希望しているマダム・
ラファルグ (Madame Laﬀargue) にかんして、スレットからその身元を詳しく聞きただし
ている。
すべてのソダリストは、アデルが云うように、自分たちの誇りを象徴する帯、入会の時
に着衣した帯、を身につけることを誇りと思わねばならない (124)。この帯は赤い布製で

(125)、「いとも清らかな乙女と栄光ある聖ジョゼフの会」という文字が刺繍されていた。
そして、この帯は、外衣の下に着けることになっていた (126)。ある人の帯はローモン神
父によって祝別されたものであったが、あるものはシャミナード神父自身の手で祝別され
たものであった (127)。会員は、夜も昼もこの帯を身につけ、死んでもソダリストはこの
帯を身から離さなかった (128)。
この数カ月のあいだ、アソシアシオンでは二つの形で会員の募集が行われていた。コン
ドム、アジャン、プーシュ、トナンスなど、その他各地で新しいアソシエイツが募集され
た。それに並行して会員同志の間では、計画中の修道会創立にだれが神から召されている
かを見定める作業が行われた。アデルはだれにたいしても決してプレッシャーをかけるよ
うなことはしなかった。そして、可能性にたいしては、つねに注意深く考察するように努
力した。
会員全体のための全般的な祈りに加えて、会員各人が自分の将来について真剣に考える
ようにも勧めた。例えば、アデルはスレットに手紙を書いて、
「あなたさまが勇気をもっ
て神から召されている道に進むことができるように心を開いておられることを望みます。

(スレットは、この時、19 才であった (120))。道を選ぶときには、死の床で自分が悔いる
ことのない道を選ぶようにしましょう。何処であれ、神がお召しになるところでこそ、わ
たしたちは救霊を全うすることができるのです」(130)。
アデル自身は、細かいことは分からないまでも、自分の進むべき人生の道が何であるか
を確信していた。いつ修練期を開始するかについての情報がボルドーから届けられるのを
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待っているあいだ、アデルは自分の召命に必要な心構えを養うように努力していた。結婚
の話を断わってから 6 年目、マリアの奉献の祝日に、アデルは、全てのアソシエイツがマ
リアの手によって、その神聖なるおん子に捧げられますように、と祈りを捧げた。
「です
から（スレットさま）
、わたしたちは自分たちが完全にみ主に奉献された者である、と見
なすようにいたいましょう」(131) と述べ、さらに続けている。
「もうすぐ待降節がやってきます。わたしたちの熱意を倍増し、わたしたちの神聖なる
浄配への奉仕に勇気を持とうではありませんか。母親の中でもっとも美しいお母さまが
わたしたちに下さるこの神聖なる救い主をお迎えするために心の準備をいたしましょう。
償いの精神をもってこの聖なる季節を迎えましょう。わたしたちが行う犠牲の行為は小さ
いものでしかありません。これを、大きな内心の生贄で補いましょう。舌と目と、そして
何よりもわたしたちの意思の犠牲を捧げましょう。遜りと服従の精神をもって、率直に自
己の判断を他者の判断の前に生贄としてささげましょう。マリアの真の娘であることを示
す目印としての謙遜がわたしたちの内で輝きますように。謙遜がわたしたちの話声の音色
にまでも反映されますように。そして、この謙遜こそが常にわたしたちを他のひとたちか
ら区別するものになりますように」(132)。
この新しい奉献の意識と修道生活にたいする憧れは、かの女の普段の慈善行為や他者に
たいする思いやりの心をいささかも傷つけるものではなかった。この数週間の手紙のほ
とんどに、なにか使いの用向 (133) とか、買物とか (134)、贈物の準備とか (135)、施し物
の分配 (136) などにかんする追記が附されている。また、男爵からのメッセージ (137) や、
叔母からのメッセージ (138)、母親からのメッセージ (139)、デジレやエリサからのメッ
セージ (140) も伝えている。

11 月の終わり頃になると、こちらから提案してあった修練期開始の日が近づいている
にもかかわらず、何の返事もボルドーから来ないのを、案じ始めていた (141)。手紙が届
いていないのではなかろうか (142) と案じ、師は今度も自分を試そうとしておられるのだ
ろうか (43) とも心配した。
やっと 12 月 1 日の日付で書かれたシャミナード神父の手紙を受け取った (144)。その手
紙の中には、マドモアゼル・シャニュからの手紙も同封されていた。これは、以前アデル
がボルドーのソダリティに宛てて書いた手紙に対する返事であった。
この手紙でシャミナード神父は自分が大変忙しかったこと、とりわけ黙想会の説教に追
われ、まだ説教が残っていると説明し、何週間もペンを手に執ることができないまま過ぎ
てしまったのだと述べている。
師は、その間、アジャンで修道会設立の動きがあることを、少数のボルドーの修道ソダ
リストと話し合った、とアデルに伝えている。また、師はローモン神父から会憲の草案を
受け取ったが、アデルの云うとおりこの会憲はあまり適切ではないと思う、とも述べて
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いる。
最初シャミナード神父は在俗修道者の規則を送るだけにしておこうかと思ったが、アデ
ルたちにはもっと詳しいものが必要だと考えた。例えば、いままでこの在俗修道ソダリス
トは 3 カ月毎の有期誓願を立てていた。そして、師は、良心上問題が起こればそれを解決
し、必要なときにはその有期誓願を免除したりもした。しかし、いまでは、ボルドーでも
アジャンでも、終身誓願の問題が起こってきている。これは、真の意味での修道会として
の問題である。アジャンの人たちにとってはシャミナード神父が地理的に離れた場所に住
んでいるという問題を抱えており、ボルドーの人たちにとっても、師がいつ死んでしまう
かも知れないという問題が残っていた。
このような問題点があったために、師はソダリストのために修道生活の基本法と細則を
作成することを考えた。原則的な諸点にかんしてはすでに合意が出来ており、女子青年部
の人も婦人部の人も、いつでも動く用意ができていた。しかしながら、
「細則」と「基本
法」を完成させるためには、まだいろいろな細かい作業をしなければならない、とシャミ
ナード神父は考えていた。
このような状況であったから、アデルが望んでいたように、12 月 8 日に公式にノビシ
アを始めることは不可能なことではなかったのである。しかしシャミナード神父は、無
原罪の祝日か、そのオクターブの間に、6 カ月間を期限とする貞潔の誓願を立てることを
許し、2 月までには待望の修練期を始めさせることが出来るだろうと考えた。それまでは
「忍耐と勇気」をもって待つように、と促している (145)。
しかし、それでも、アデルとその仲間たちにとって、無原罪のおん孕りの祝日は大きな
喜びの日であった。アデルは聖体を拝領することができたし、シャミナード神父からの励
ましの手紙も受け取った。この日アデルはアガタに手紙を書いて次のように記している。
「さあ、私たちの神聖なる浄配に全てをお捧げする日の前夜になりました。何という特
典でありましょう。救い主はなんと慈悲深いお方でしょうか。いつも恩を忘れ不忠実で、
毎日のようにみ主を残酷に傷つけてしまうこのような卑しく価値の無い被造物なる私たち
を、かたじけなくも、み主の浄配の品位にまで高めて下さいました。なんという優しさ。
なんという慈悲深さ。これはひとり神のみのおできになることです」(146)。
アデルはさらに続けて、シャミナード神父は将来の問題点を考え、起こるであろう問題
点を解決することができるような完ぺきな「規則」を作りたいので、もっとゆっくりと進
むように私たちに望んでおられる、と述べている。
アガタとしては、提案された 6 カ月の誓願宣立についてラリボー神父と相談した。師
は、アガタが心配性で小心に陥る可能性があるため、とりあえず一ヶ月に限って誓願を
宣立することを許した。このような結果に落ち着いたことに、アガタは少なからず落胆
した。しかしアデルはこのアガタを励まし、ラリボー神父の慎重さは賢明なことであり、
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一ヶ月が経てば、また、この誓願を更新することを許してもらえるだろうと述べている。
アデルも、自分が喜びの中にキリストの浄配としてのタイトルを受けようとする時に、
ひょっとしてドゥッセ神父はラリボー神父以上に用心深い態度をとったとしても不思議
ではないと考えていた (147)。
アデルは全員がイエス・マリア・ジョゼフのみ名を刻んだ指輪をはめるように提案し、
これについてラリボー神父とローモン神父の意見を聞くことにした。この指輪は銀製のも
のにした。その方が安かったからである。また、人びとの注意を引かないために、この指
輪はボルドーから取り寄せることにした。
クリスマスの季節になると、またディシェレットは体調を崩し、ラリボー神父も病気に
なった。実際、ラリボー神父は無理をしなければ手紙も書けないほどに弱っていた (148)。
そして、師の健康状態は向こう数カ月のあいだ快方に向かうこともなく、春までもつかど
うか危ぶまれる程の状態になった (149)。当然のことながらアデルはこの二人の健康を心
配した。そして、敬愛する霊的指導者を失うのではないかと心配した (150)。ラリボー神
父の指導に頼っていたアガタも悲しみを隠すことはできなかった (151)。プーシュのアソ
シエイツたちも悲しんだ。かの女たちもロンピアンへ師に会いに行くことが出来なくな
り、師と会合を持つことができなくなったからである (152)。
このような状況にあって、アデルはアガタに、いままで師からいただいた種々の勧めを
思いだし、それをより忠実に生きるのが、いま自分たちにできる最善のことであろうと述
べている (153)。アデルは、また、修道者の心構えは離脱することであり、死の心境を学
びとることであると述べ、先ずなによりも自己に死に、世の物事に死なねばならない、と
述べている。修道生活で求めるべきは、甘味で物静かな生活ではなく、十字架でなければ
ならないのだ (154)。
新年にあたってアデルがアソシエイツに望むことは、この世の繁栄ではなく、寛大なこ
ころ、従順なこころ、慈悲深い神が贈り給う十字架を感受するこころであった。実際、ア
デルは今では十字架につけられたイエス・キリストの浄配になっていたのだ。アソシエイ
ツは悲しみの剣でこころを差し貫かれたマリアの子供ではないのだろうか (155)。
「もし
イエスを愛するならば、その十字架も愛さねばなりません。それによって神は私たちの愛
が本当のものであるかどうかを試しておられるのです」(156)。
アデルはボルドーに行ってシャミナード神父に会い (157)、自分たちの計画について話
し合おうと考えた。しかし、距離的にみても時間的にみても、父親の健康はアデルにこ
のような旅行を許す状態ではなかった。アデルは自分に代わってベロックにボルドーへ
行くようにすすめ、とりわけ子供を連れてボルドーへ行くことになっていたラボリ夫人

(Madame Laborie) に便乗して、旅費を使わずにボルドーへ行くように勧めた。そして、
もし行くのなら食費として 50 フラン提供するとも云っている。シャルルもボルドーに行
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くことになり、かれはシャミナード神父に宛てたアデルの手紙を持参することになった。
もしディシェレットが行けないのなら、せめてラボリ夫人と子供がボルドーに行ったとき
にシャミナード神父に会うことを望んだ。そうすれば、もう一人ボルドーとのつながりを
持つ人ができると考えた (158)。
おそらく、この時、マダム・ベロックはボルドーへ行ったのだと考えられる。そして、
何回かにわたってシャミナード神父と面談し、アジャンのソダリティの発展ぶりを知らせ
たと思われる。それは、これ以降、シャミナード神父がベロック夫人を以前にも増して頼
るようになったことから察しがつく。

3 月の半ば、師はアデルに手紙を書き (159)、自分は誓願と修道生活の計画について忘却
しているわけではないが、当面はソダリティそのものの発展に力を入れている (160)、と
述べている。
王政復古から一年が過ぎた。シャミナード神父は、新しい自由が自分の活動の発展をさ
またげられることのないように望んでいた。師は、ベロックと司教に宛てて認めた手紙
の写しを、ベロックの手を介してアデルに届けた。この手紙によると、シャミナード神父
は、ベロックを女子青年部と黙想の婦人部のアジャンの分会の長に任命し、いろいろとか
の女に助言を与えている。ベロックは司教座のあるアジャンに住んでいたのでアデルより
も司教に近く、連絡がとりやすかったのである (161)。
ジャクピ司教はシャミナード神父の親しい友人であった。二人は、共にペリゴールの出
身で、誕生日もわずか 20 日違うだけであった。おそらくこの二人は、1780 年代には、す
でに知り合っていたと思われる (162)。司教は自分の教区内でソダリティの各部会や部門
が展開されることを正式に許していた。もちろん問題が無いわけではなかったが、それは
予測されていたことであった。困難があればこそ、自分たちの神とマリアへの奉仕の真心
を伝えることができるのだ、とアデルに述べている。
シャミナード神父は、また、そこそこの人数をもつ分会を正式に設置し、パブリックな
集会を持つにふさわしいセンターを作るにはどこが良いか決めてほしいとアデルに依頼
している。しかし、このような決定をするときは賢明に動く必要があり、とりあえずは何
人かの主任司祭に意見を仰ぐこと。また、ローモン神父の意見も聞き、それらの経過を逐
一自分に報告すること。そして、いろいろな主任司祭と交渉を進めるにあたって、アデル
もローモン神父も、先にディシェレットを介して送付しておいた文献を使用すれば、容易
に仕事を運ぶことができいるだろう、と助言している (163)。
シャミナード神父は、司教座のある町を手始めに、アジャン教区に男子の分会も設置
しようと考えていた (164)。ボルドーのソダリティでは、モンモランシ子爵 (Vicompte de

Montmorency - ダングレーム公爵の副官 Aide-de-Camp du Duc d’Angoulème)、シュバ
リエ・ドゥ・ミランブ (Chevalier de Miranbe)、およびダンピエール侯爵 (Marquis de
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Dampierre) をソダリストとして受け入れていた。そして、このダンピエール侯爵はその後
まもなくアジャンへ行き、そこで新しく青年男子のソダリティを始めたのであった (165)。
シャミナード神父は、第一線であらゆる手を打ち始めていた。ボルドーで汚れなきおん
孕りのソダリティを復活させ、アジャン教区全域に正式の認可を得て第三部会を設置し、
男子青年部会の設置も立案した。ボルドーでも、また、アジャンでも青年男子と青年女子
のソダリストの間では、修道共同体の形成の機運が高まった。
このような中で、シャミナード神父は意外な情報を耳にした。このニュースがボルドー
にもたらされたのは、ちょうどシャミナード神父がアデルに手紙を送ろうとしている時で
あった。ナポレオンが 1,500 人の兵士を連れてエルバ島から脱走したというのだ。

3 月 1 日、ナポレオンはフランスのリビエラ海岸地帯のカンヌに上陸した。軍は北に向
い、アルプスを越えてグルノーブルに前進した。そして、そこに仮の首都を設置したので
ある。

3 月 20 日までには、パリの城門近くまで接近し、その道すがら未だに忠誠を抱く多数
の旧兵士や職人を配下におさめ、歓呼する民衆に迎え入れられた。ルイ 18 世はパリから
逃亡し、
（オーストリア、プルシャ、ロシア、英国から構成された）ヨーロッパ同盟軍は
百万人の兵士を集結してこの新しい反王政軍を迎え撃った (166)。
こうして、かの有名な「百日天下」が始まったのである (167)。
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アデル 26 才 父親男爵の死
新修道会の会憲の完成

ナポレオンの百日天下は、シャミナード神父の上にも、ボルドーのソダリティの上に
も、ただちに悪影響をおよぼし、壊滅的な結果をもたらした。しかし、このころ、アデル
はまだこのことについて何も知らされていなかった。1809 年のソダリティの弾圧は、い
ままでになく悪い意味で警察の目を引き、民衆の注意を喚起した。事実、王政復古がはじ
まる数カ月前におこなわれた復古運動は、だれひとりとして知らぬものはいなかった。現
に、先にも述べたとおり、ボルドー市に最初にブルボン王朝の旗を掲げたのはソダリティ
の会員であったのだ。
また、1814 年の夏には、著名な王政派のひとりでパリのソダリストであったアレキシス・
ドゥ・ノエイユ (Alexis de Noailles) とジュール・ドゥ・ポリニャック (Jules de Polignac)
が、熱狂的な歓迎のうちに、ボルドーのソダリティに迎え入れられたのであった (1)。
ドゥ・ノエイユは反ナポレオン運動家で、ラフォンと共謀した人物であり (2)、そのた
めに投獄されていた。後日、かれはナポレオン皇帝に仕えていた兄弟の影響力によって釈
放されていたのだった (3)。

1815 年 1 月、処刑されたルイ 16 世の追悼式をカテドラルで行ったとき、国民衛兵のメ
ンバーであり、かつ、ソダリストでもあった兵士たちが、銃を置いて祭壇に進み、聖体を
拝領して、ミサに列席していた人たちを驚かしたことがある。それ以降、ソダリストはい
つも公共で行われる宗教行事に参列し、聖体行列においては聖体を覆う天蓋を担ぐ栄誉を
得たのであった (4)。
そして、この年の春、ナポレオンがパリに進軍している正にそのとき、ソダリティは衆
人の目の前で、三人の貴族を公式に受け入れたのだった (5)。
だからナポレオンが復権すると、パリから派遣されたナポレオンの監督官やボルドーの
ナポレオン派の人たちは、ただちにソダリティのすべての活動を禁止する弾圧令を下した

(6)。
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シャミナード神父は、ふたたび逮捕され、今回は中央フランスのシャトルー (Chateauroux)
へ監視付きで流されることになった (7)。こうして、師とアデルの文通は断絶した (8)。
ナポレオンがチュイルリ宮殿にかえり咲いて 2 週間のちのこと、アデルのこころは苦汁
と悲しみでいっぱいだ、とアガタに手紙で伝えている。
この予期せぬ政変によって、アデルがこころに抱いていた修道会設立の夢は無惨にも打
ちひしがれた (9)。そして、父親男爵の容態も悪化した (10)。このときのアデルの手紙の
冒頭に書かれた祈り (Acte) はつぎのようなものであった。
「ああ神よ、この世が与えることのできない平和をわたしたちにお与え下さい」
アデルは今回の政変を念頭にいれて、この祈りを次のように解釈している。
「そうです、わたしの敬愛する友人よ。どうか神がわたしたちの待ち望む平和、外部の
できごとに左右されない平和、この世のいかなるものごとにも左右されない平和を与えて
下さいますように。そのような内的な平和は、神のご意思に完全に委された魂にやどるも
のであり、神のみ手から頂戴するものです。神は悪から善を引き出すことがおできになり
ます。神のお許しなくしては、わたしたちの髪の毛一本たりとも失われることはありませ
ん。わたしたちがなにを一番必要としているかは、主はがいちばんよくご存じです・・・
この世は涙の谷でしかありません。終わることのない幸福と平和を味わうことができる天
の祖国へ、いつ帰ることができるのでしょうか」(11)。
またもや宗教にたいする弾圧が始まるのではないか。アデルは最悪のシナリオを想定
した。ベロック夫人からルーシュ神父 (Father Rouché) の訃報を受けて一週間たった 4 月

13 日に、アデルは次のように述べている。
「特にいまでは・・・主のみもとに魂をかえす人びとの死を残念がっていることはでき
ません」。
さらにアデルは、今回の政変が自分たちの文通を阻止することになるのではないかと心
配しており (12)、信仰の思いと祈りの内に力を求めている。また、このような時勢にあっ
て、全アソシエイツが特別な祈りをマリアにささげることは時宜に適したことであると述
べ、もしイエスがただの一言のべたもうならば、わたしたちのこころには静寂と平和がも
たらされる、とアソシエイツたちに述べている。
アデルにとってこの時期が試練のときであったように、他の人たちにとっても試練のと
きであった。例えば、ある主任司祭は、皇帝の復帰を感謝する儀式を行うことに反対し、
これを拒否した (13)。
しかし、この月の下旬、アデルの周辺には、少しではあるが、明るい光が差し込んでき
た。短い滞在であったが、コンドムの伯母たちがやってきたこと、そして、配達がおくれ
ていたアジャンのアソシエイツからの手紙が、ついに配達されたこと、などである。
伯母たちの今回の来訪は、アデルには特別な喜びであった。それは、アデルがとくに親
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しくしていた伯母サン・ジュリアンが、修道会の創立に協力することになったからである。
アデルはローモン神父に、もし神の聖旨であるならば、急いでトランケレオンに来て伯
母を励ましてくれるように、と依頼している (14)。伯母サン・ジュリアンは、今年で 51
才になる。
アデルは、毎日が忙しくなった (15)。男爵の容態は相変わらずアデルのこころを占領
し、ますます手間暇をとるようになり、エネルギーをつぎ込まなければならなくなった

(16)。熱がでると夜となく昼となく残酷なまでに男爵を苦しめ (17)、ほとんど寝ている暇
さえなかった (18)。聖体を拝領すると、あるていどは苦しみが和らぐかにみえたが、アデ
ルの表現を用いるならば、
「ぞっとするような」(20) この絶え間ない苦しみのなかで、男
爵はじっとがまんしていたのであった (19)。
聖体を拝領し、告白の秘跡を受けてから二日のちのこと、男爵は言葉が話せなくなった

(21)。こうして男爵は話すことも出来ず、食事をとることもできなくなった (22)。
ちょうどこの頃、デュクルノ師も病で倒れた。アデルはデュクルノ師に、もし健康が快
復するまで司牧活動を中止しなければならないのであるならば、ぜひシャトーにきて静養
するようにと勧めた (23)。
アデルは 26 回目の誕生と洗礼の記念日を迎えた (24)。しかし、いまは父親の看病に全
力を注ぎ込まねばならなかった。食事をさせてもほとんど呑込むことができず、スプーン
一杯の流動食を呑込むのが精いっぱいであった。体力は衰弱し (25)、手足がむくんだ。家
族はドゥッセ神父をよび、6 月 14 日、終油の秘跡を授けてもらった。意識はハッキリとし
ており、その忍耐力とすべてをまかせきった信仰の徳をもって、見る人を啓発した (26)。
それから二日後の金曜日、男爵は一番大切にしていた祈りを読んでくれるように合図し
た。また、日曜日には、ひどく容態が落ち込んでいる中、ドゥッセ神父を呼んでくれるよ
うにと合図した。神父は到着し、臨終の祈りをとなえたあとで、病人に心を神にささげる
ようにすすめた。祈りがちょうど終わりに近づいたとき、男爵は目を天に上げ、命を天に
かえした (27)。1815 年 6 月 18 日のことであった。ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン
男爵。享年 61 才であった。
ただちにディシェレットはシャトーに駆けつけ、ディシェ家からの弔意を表わすととも
に、かの女自身、
「友人としての弔意」(28) を表明した。かの女の滞在は短いものであっ
たが、それはアデルにも、そして、男爵夫人にも、貴重なものであった。未亡人は未亡人
としての慰めをわかちあうことができたからである。
アデルの気持ちは複雑なものであった。これほどまでに長いあいだの闘病生活を送っ
た父親と別れる悲しみ、そして、かれが示した忍耐とあきらめの態度にたいする満足感、
今では天国の幸福をえているだろうことへの喜び、そして、これからは「大切な計画」を
実行に移す身の自由がえられたことの解放感であった (29)。

178

第 12 章

1815 年–1816 年

ディシェレットの滞在中、二人は将来の計画について話し合った。今となれば一刻も速
く計画を実行に移したかった。しかし同時に、もしこの計画が神の聖意にかなうものでな
かったならば、いつでもこの計画を見送る心構えもできていた。アデルはアガタに、聖霊
の光を祈り求めましょう、と書き記している。
「主よ、わたしに何をすることをお望みですか」。
「あなたの下女は聞いています。主よ、お話しください」(30)。
これはアデルが、その生涯の、この時点で、もっとも好んだ祈りであった。
父親の死去により、アデルは二重の意味で「自由」になった。先ずかの女はもう看病の
ためにシャトーに留まる必要がなくなった。もちろん男爵夫人は修道会の創立にこころか
ら賛成してくれていた。もう一つの自由は、男爵が死去したその日、ナポレオンがワーテ
ルロの戦いでウエリントンの率いる軍隊から決定的な打撃を受けたことであった。とき
に 6 月 22 日のことであった。アデルがアガタに男爵の死の詳細を知らせた、その同じ日
のできごとである (31)。
ナポレオンは再び帝位を退いた (32)。その栄誉あり、かつ、不名誉きわまる百日天下
は、こうして劇的な終わりを告げたのである。今度は、英国は、かれを大西洋の南、アフ
リカから 10 マイル、ヨーロッパからは数千マイルも離れた不毛の岩場セント・ヘレナへ
流すことにした。こうしてかれはその 6 年後、52 才をまたずして、魂を天に返すことに
なるのだ。
ルイ 18 世は、再び王位についた。シャミナード神父もボルドーに帰った。こうして、教
会もソダリティも、安堵の息をついた。

7 月。アデルはアガタがトランケレオンに来るのを待っていた。自分たちの計画につい
てラリボー神父の助言を仰ぐために、二人でロンピアンに行きたいと考えていたからで
ある (33)。しかし、アガタは来ることができず、逆にアデルがアジャンに行き、アガタと
ディシェ家の人びとを訪問することになった。アデルは、9 月 4 日までアジャンに滞在し
た (34)。
アデルの訪問で、いつもの通り話に花が咲き、みるみる時間が過ぎて行った (35)。シャ
トーに帰ったアデルはアガタに手紙を書き、かの女の元を去ってからは、どれほど寂しく
思っているかを述べると同時に、まもなく自分たちはいつまでも一つの場所に居いること
ができるようになるだろう、とも述べている。
計画は実現の一歩手前まで来ていた。だから自分の欠点を矯正しなければならないと
アデルは自戒している。そして、それと同時に、偉大な聖人は強い情熱のもとに厳しく自
己を制した人たちであったことを考えあわせて、自覚をあらたにするのであった (36)。
この時のアデルの手紙の中には、実生活のこまごましたことも記されていた。マダム・
パシャンからアガタに宜しくとの言伝や、自分がディシェ家に挟みなどを忘れてきたので
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探して送り返してくれという依頼事項などである (37)。
それから数カ月、修道会創立の準備を進めるあいだ、これに並行して、いままで放置さ
れていた種々の慈善事業に時間をさいた。そのため、いままで以上にいろいろな走り使い
や買物をアガタに依頼しなければならなかった (38)。そして、今まで世話をしてきたデュ
ブラナや、もう一人のジャン・セン (Jean Sen)(39) のために、シャツを作ってくれるよう
に依頼している。
男爵は自分が使用していたリネン類をすべて下僕のブリベルに遺していった。アデル
は、このブリベルにポケット用のハンカチを作り、ウールの靴下を作ってやった。普段に
使うものとしては、アデル自身が使用していたものを与えた (40)。
母親といっしょに、病人で、近所の村に住んでいる屑拾いを見舞いに行った。そして、
かれが、余命いくばくもないのを見て取ると、すぐにかれを病院へ連れて行くように手配
し、近辺の司祭に世話を頼んだ。病人はこの司祭に自分が直面している問題を打ち明け、
助けを求めた。
実は、かれには二人の娘があり、年上の子は 16 才であった。しかし、二人とも庶子で
あったため、当時の教会法によって、この人が持っていた僅かの所持品も、この子どもた
ちに相続することはできなかった。子どもたちの生活をどうすればよいのか。かれは途
方にくれた。そこで相談を受けたこの司祭は、アデルを相続人として定め、かの女に娘た
ちの世話を依頼すればよい、と助言した。

6 月、この病人は死んだ。アデルは、自分が法定相続人であることを知った。この人は、
小さな家と壊れかかったベッド、いくらかの生活用品を所持していた。アデルは（共同相
続人となっていた）デジレと共にかれの所持品を売却し、そのお金を商人の手に預け、二
人の娘の養育費をまかなう基金としてこれを投資してもらうようにした。
年上の子は善良で信心深い婦人の手元に預けられ、年下の子は養育園に預けられた。し
かし、それからまもなく、その養育園が閉鎖され、病身であった年下の子への世話も行
き届かなくなったので、その子をシャトーに引き取ることにした。そして、アデル自身、
この子どもの世話をし、風呂にいれたり嘔吐を催すような傷口の手当をしたりしたので
ある。やがてこの子が元気になると、良家をみつけて住み込みの女中として送り込んだ

(41)。
11 月、アデルは喜びに湧いた。ローモン神父が、アデルの「養子」の一人、プロテスタ
ントの小さな男の子トリクレ (Tricoulet) の面倒を見てくれることになったからである。
アデルはこの子のために洋服を作ってやった (42)。この男の子の弟はラリボー神父の手
もとで生活しており、妹もロンピアンに住んでいた (43)。
アデルは、また、ボルドーの貧しい婦人にお金を送った (44)。また、少女ペサケット

(Pésaquete) をアジャンに住むジュリの母親に預けた。そして、かの女の宗教教育をベロッ
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クとアガタに委せた。デュクルノ師にはこの子の聴罪司祭の役をお願いした (45)。
ジュリは結婚することになっていた。しかし、この縁談はこわれてしまった。アデルは
この召使の女の子が新しい修道会のメンバーになるのではないかと思っていた (46)。ま
たそれと同時に、もう少し年上の召使の女の子についても気を掛けていた。それは、この
子が民法上の結婚をしていたが、初聖体をまだ受けていなかったからである (47)。
アデルはいろいろと気を配ったが、シャトーで働いている一人の従業員のために信徳唱
と望徳唱と愛徳唱をポルトガル語に訳してくれるようにと、コンドムのアソシエイツに頼
んだのも、その一つであった。この従業員は非常に真面目な人であったため、アデルは祈
りを教えて上げようと思ったのだった (48)。また、アデルは、アガタを介して取り寄せた
布地で、ドゥッセ神父のアルバを作った。
ところで、アデル自身は、自分の持ち物や衣服を売り、そのお金で貧しい人たちに施し
をしていた (49)。アデルはデジレからの施し物（30 フラン）をアジャンに住むある貧し
い婦人のためにアガタを介して送っている。しかし、このお金は本当に必要なことのため
にのみ、よく考えて使ってほしい、と添え書きをしている (50)。
アデルは、また、持ち主不明のためにアジャンとトランケレオンの間を行ったり来たり
していたリネンの持ち主を探し求めたり (51)、シャルルの義父からのトリフの代金を送っ
たり、遠方にあるバッツ家の農場から送られてきた七面鳥をディシェ家に送ったりなどし
ている (52)。また、
「マリアの召使の手引」を売りさばき (53)、売れ残りはコンドムのロ
ロットに送ったりもしている (54)。
これらのこまごました仕事をアデルがしたのは、かの女の言葉によれば、
「すべてを整
理しておきたかった」からである (55)。
一方、ボルドーでは、シャミナード神父も多忙な日々を送っていた。ナポレオン政権が
倒壊し、ルイ 18 世が再びパリの政権を掌握すると、シャミナード神父も安心して活動す
ることができるようになった。師はこころの底から「国王万歳」と叫び、
「宗教万歳」と
叫んだのであった (56)。これまでのフランス史でもしばしば見られたように、いまのとこ
ろは、この二つが仲良く手をつないだのである (57)。
ボルドーのソダリティは、再び生命を取り戻した。そして、どの部会でも分会でも、会
員の数は著しく増大し、新しい分野にまで活動を広げはじめた (58)。

8 月、ダングレーム公 (Duc d’Angoulème) は妻を連れてボルドーに帰ってきた。シャミ
ナード神父は、ちょうどその時、ボルドーに滞在していたモンモランシ (Montmorency)
を通じて公爵夫妻に「マリアの召使の手引」を二冊贈呈した。モンモランシは、シャミ
ナード神父の言葉によれば、
「もっとも忠実で模範的なソダリスト」の一人であった。公
爵夫人は、この好意に感謝して、いくつかの花輪と額入りの絵をマドレーヌ聖堂に寄贈し
ている (59)。
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9 月になって、やっとアデルはシャミナード神父からの返事を受けとった。この手紙の
中でシャミナード神父は、まず、返事が遅くなったことを詫び、それは怠けていたからで
はなく、ボルドーのソダリティで大変忙しかったからだと述べている。これが一段落した
今、シャミナード神父は、他のなにごとをさしおいてもアデルとその仲間たちのことに力
を注ごうと考えた。
あちこちの教区からソダリティを設置してほしいとの要望が来ていた。しかしシャミ
ナード神父は、先ずアジャン教区のソダリティの発展に全力を注ぐことにした。事実、こ
のアジャン教区のソダリティの発展は、アデルの修道会設立の望みよりも時間的には先行
すべきものだ、とシャミナード神父はアデルに手紙で語っている (60)。
ジャクピ司教は、他の司教や聖職者とともに、ボルドー滞在中の公爵夫妻に挨拶をしに
出かけた。シャミナード神父はこの機会を利用して、ジャクピ司教に面談しようと考えて
いた。しかし、司教はしばらく行列を外れて旧友シャミナードに挨拶することはできたも
のの、おちついて面談する時間をとることはできなかった。そして、その時以来、シャミ
ナード神父は仕事に追われてジャクピ司教に手紙を書く暇さえ持てなくなってしまった。
そのようなわけで、シャミナード神父はアデルとベロックにアジャン訪問のプログラム
を作るように依頼したとき、その手紙の中で、このアジャン訪問のプログラムをジャクピ
司教にも報告してくれるようにと述べている。
この訪問でシャミナード神父は、先ず初めにアジャンの男子青年部の訪問を行い、かれ
らメンバーを激励するための黙想会を指導しようと考えていた。しかし、そのためには、
司教がソダリティの必要性を認めてくれる必要があり、また、その時すでにプレフェ（総
監）に任命されていたマルキ・ドゥ・ダンピエールの今後の活動を支援してもらう必要が
あったのだ (61)。
シャミナード神父は、このアジャンの訪問旅行の往復を利用して、できるだけ数多くの
アソシエイツに会いたいと考えた。従って、そのために必要であるならば、どの道を通る
ことにしてもよいし、どこに泊まることになってもよい、と述べている。また、できるこ
とならば第三部会の分会が正式に設置されている場所の主任司祭たち全員と面談したい、
とも考えていた。しかし、これは実現できなかった。
師は、アデルとベロックに、この訪問中におこなうべき行動計画を作成するように依頼
し、作成できたら実際に手配をするまえに、自分にその計画を見せてくれるように依頼し
た。そして、女子青年部のために計画していることは、すべて黙想の婦人部のためにも実
行したいとの意向を示した。だから、もし小さな町であるならば、二つのグループを同時
に集めて集会してもよい、と述べている。
これらの分会あるいは分会の一部分は、それぞれ、その小教区のソダリティを形成する
ものであった。師は最新版の「手引書」を何冊かアジャンのベロックに送った。トナンス
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のクレラック氏にも何冊か送って預けておいたらしい。師は、その本の第二部の冒頭にあ
る「ソダリストの身分 (Etat) への訓話」を幾度も繰り返して読んでおくように勧めてい
る (62)。
しかし、シャミナード神父は「大切な計画」を忘れていたわけではなかった。師は会憲
のテキストの検討に着手し、必要なリサーチを行い、おそらく二人か三人の賢明な人に原
稿を送って意見を求めようとも考えていた。しかし、アデルに会い、アデルに会憲のテキ
ストを説明するまでは、最終的なものにするつもりはなかった。さらに、アデルたちにた
いしては、教皇と国王に報告するまでは、いかなる公式の行動にも出ないように、と注意
をあたえた (63)。しかし、そのあいだも、アデルとアソシエイツが考えているような生活
方式を、実際に自分たちで実践してみるのも良いことではないかと考えていた。
シャミナード神父は、自分の考えをすべてラリボー神父とローモン神父に知らせ、ベ
ロックを通して司教の耳にも入れるようにした。一方、アデルとベロックには、この人た
ちの意見や反応を感知したならば、ただちにそれをシャミナード神父に報告するようにと
も述べている (65)。実際、シャミナード神父のこの手紙と入れ違いに (65)、アデルは司教
の意見を知らせている。
この知らせによれば、シャミナード神父もアデルも新しい修道会をボルドーに設置しよ
うと考えていたのにたいして (66)、ジャクピ司教はその考えには承認を与えないという
ものであった。司教は、この新しい修道会を自分の教区に設置し、教区のために働かせよ
うと考えていたのである (67)。しかも、アデルが手紙に記しているように、司教はシャミ
ナード神父の仕事の進め方が遅すぎて我慢ができず、ベロックを動かして、修道院の設置
に適した場所をアジャン市内に急いで探させていたのであった (68)。
事実、ディシェレットは、このころすでに適当な建物を物色し終わっていた (69)。それ
は、以前アジャン市の「避難所」(Refuge) として用いられていた建物である。アデルは
この手紙で、この家を借りても良いかとシャミナード神父に問い合わせている。
これにたいしてシャミナード神父は、前の手紙からわずか 4 日という異常な早さで返信
を書き (70)、その「避難所」を借りるように、と知らせてきた。しかし同時に、アデルが
修道会創立の準備のためにしばらくのあいだボルドーに来て修道生活を学び、修道生活に
適した生活習慣を身につけることは絶対的に必要な条件であるとも述べてあった。また、
そのために必要な宿泊場所はシャミナード神父が探し、この二つの目的を達成するために
必要な手配は、シャミナード神父が自分自身の手で行う、とも述べている。
シャミナード神父は、アデルにいくつかの修道会を訪問させ、創立者たちと話をし、そ
の経験から多くを学ばせたかった (71)。その準備ができるまでは、アデルも、その仲間
も、いままで通り聖霊の導きを祈り、毎日、聖母マリアにたいする奉献を新たにするよう
に、
「なぜなら、あなたたちはマリアの娘であり、世の人たちにたいしても、自分たちが
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マリアの娘であることを公表することになるからです」と師は記している (72)。
ところでアジャン教区にソダリティを正式に設置する計画は一時的な暗礁に乗り上げた

(73)。ベロックとアデルが、一般公開の集会を開きたいというシャミナード神父の提案を
説明すると (74)、ラリボー神父は、直接司教から自分に宛てた許可がくるまではこれにつ
いて積極的に行動することはできない、と主張したからである。

9 月のなかば、ラリボー神父は司教から許可をとるようにベロックに頼んだ。しかしア
デルはこれにたいして、ラリボー神父が自分で直接許可を願い出るべきだと主張した。そ
れは、自分たちが度重なる要求をすることによって、職務多忙な司教にこれ以上の迷惑を
掛けることは得策ではないと考えたからである (75)。
そうは云いながらも、アデルは、もし妥当だと考えるならばパラビス (Paravis) の修道
院の聖堂を (76N72) ソダリティの祈祷所として認可してもらうように司教に伺いを立て
てほしい、とベロックに伝えている。なぜかといえば、もしこの許可を受けることができ
なければ、教皇教書によってソダリティに与えられた贖宥を得ることができなくなるから
であった。
この贖宥には、一般公開された祈祷所または半ば公開された祈祷所を訪問するときに与
えられる、との条件がつけられていたからである。もちろんそのためには、パラヴィスの
修道院の聖堂をそのような目的で使用するための同意をその修道院からも取り付ける必
要があった (77)。
パラビスはフガロールとポール・セント・マリの中間地点に位置しており、ガロンヌ川
からわずか 3 キロしか離れていなかったので、大勢のアソシエイツにとって非常に便利な
場所であっった。パラビスの修道院からの返事は非常に積極的なものであって、単にソダ
リティに興味を示したのみでなく、計画されている新しい修道会設立にかんしても大いに
興味を示していた (78)。

9 月下旬、アデルは再度コンドムを訪れ、伯母やアソシエイツと話し合った。そこでア
デルは、アソシエイツの一人であるアデレイド (79N73) が重病にかかっていることを知
り、死と最後の審判の思いに恐怖を抱いたのであった。アデルは苦しむかの女のために祈
りをささげるように会員たちに通知をだした。
コンドムには何人かの愛徳会の修道女がおり、アソシアシオンのメンバーにもなってい
た。また、コンドムでは、第三部会の熱心な志願者がいたので、アデルはかの女を入会さ
せようとしていた。同じ目的で、オクタビ・デュフォ (Octavie Duﬀau) にも連絡をとろ
うとアデルは考えていた。他のアソシエイツやデュフォの母親の意見によれば、もしこの
子が入会するれば、立派な会員になるだろうとのことであった (80)。マリ・アガタ・デス
プロ (Marie Agathe Despreaux) も新しくアソシアシオンに入会した。かの女は労働者階
級の出身で、年若く、将来有望な志願者であった (81)。
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アジャンにも、
「女子青年部」や「黙想の婦人部」(82) ならびに「男子青年部」(83) へ
の志願者がいた。そして、それは、単にアジャンのみにおける現象ではなかった (84)。し
かし、アデルは、フォンサグニャン神父 (Fonsagnan) とベロック夫人の双方にたいして、
志願者募集には用心と賢明さをもって当り、明確に志願者としての素質を備えている人の
みを選び (86)、単に数を増やすようなことはしないでほしい (87) と忠告している。なお、
このフォンサグニャン神父は、1814 年、サンタビで集会が行われたとき、アソシアシオ
ンに入会した人であった (85)。
この町にある病院の専属司祭であったカステックス神父 (Castex) がアソシアシオンの
メンバーになった (88)。それは、おそらくこのコンドムへの訪問のときであったか、それ
とも、それ以前の訪問のときであったと考えられる。
このときのコンドム訪問には、アデルはベロック夫人を同伴していたと思われる。二人
はカステックス神父に男子青年のソダリティにかんするシャミナード神父の願望を説明
した (89)。
アデルがコンドムを訪問しているとき、シャミナード神父はボルドーで黙想をしてい
た。師はこの黙想のあいだにもアデルのことは忘れないと約束している。そして、自分の
黙想が終わると、次々と男子青年部の黙想の指導を行った。この仕事は、11 月の下旬ま
で続いた。それまでには川上の地方（訳者注：アジャンはボルドーにくらべて川上に位置
していた）を訪問する計画を煮つめることができるだろうと云っていた。そしてその間、
いま計画されている「マリアの娘の修道会」について自分が先に書き送った内容をよく考
えるとともに、仲間たちにも熟考させてその反応を自分に聞かせてほしい、とアデルに伝
えている (90)。
アデルはおそらくコンドムから返事を出したのであろう。アデルはこの手紙で、ジャク
ピ司教はアデルがボルドーへ行くことに反対している (91) と述べている。また、アデル
自身も、アジャンの建物を借りるようにと云いながら長期間ボルドーに滞在するようにと
云うシャミナード神父の言葉に戸惑いを感じている、とも述べている (92)。

10 月の半ば、アデルはトランケレオンに帰り (93)、10 月 3 日付けで送られてきた手紙
を受け取った。この手紙の中でシャミナード神父は、たとえすぐに移り住むことが出来
ず、三ヶ月ばかり空き家にしておかなければならないとしても、適切な建物が見つかった
ならば、その機会を見逃すべきではないと説明している。すぐに入居するために借りるの
ではなく、移り住むことが決定したときに何時でも入居できるように準備しておく必要が
ある。また、司教が、アデルがボルドーに来ることを許さないのであるならば、自分もす
ぐにアジャンへ行くことはできないのだから、新しい修道会の設立について自分が考えて
いることを手紙で知らせることにしよう、と述べている (94)。
師はまたこの手紙の中で、アデルとアデルの仲間たちは真の意味での「修道者」である。
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なぜならば、アデルたちが望んでいるのは伝統的な修道誓願の宣立であり、そのような誓
願を宣立する希望をこころに抱き、かつ、それを守るために助けとなるような諸徳を実践
しているのだから、と述べている。さらにつづけて、マリアがかの女たちの手本であり保
護者である。かの女たちが誓願を宣立することによって、また、かの女たちがマリアと結
ぶ関係そのものから、修道生活の本質的ないとなみが流れ出てくるのだ。かの女たちを他
の修道会の人びとと区別させる特殊な点は、魂の救済への熱誠をもつことである。教室で
教えたり、寄宿舎を経営したり、病人を見舞ったり、看護したりすることのために修道者
になるのではない。このような仕事は素晴らしいことではあるが、それは、既成の修道会
に委せることができる (95)。むしろ、かの女たちの仕事というのは、信仰を教え、あらゆ
る身分、あらゆる状況に生きる若い女性に善徳の生活を教え、真のソダリストに育て上げ
ることであり、ソダリティの集会（総会ならびに個別集会）を開き、少女たちの黙想会を
指導し、生活における自己の有様を識別できるように助けることである。
「あなたがたの
共同体は、完全に修道宣教師によって構成されることになるでしょう。そして、このよう
な観点から、どの志願者がこのような身分に最も適しているかを識別しなければなりませ
ん」、と師は記している。
従って、ソダリティ、とりわけ「第三部会」は、かの女たちが修道生活に入るからと
いって、何も失うものはない。むしろその反対で、それによってソダリティは強められ、
支えられることになる。会員の養成を準備するときは、まさにこのような使徒的精神に
よって導かれなければならない (96)。このようにして、修道会が創立されたならば、ソダ
リティが修道ソダリストと信徒ソダリストによって構成されることになる (97)、とも述べ
ている。

10 月 18 日、アデルはアメリとカステックスを連れてロンピアンに行き、ソダリティの
発展についてどのようにシャミナード神父が考えているか、また、新しい修道会の創立
につてシャミナード神父がどのように考えているかをラリボー神父とローモン神父に話
した。
ローモン神父は、そこに集まったアソシエイツのために、三日間の黙想を指導した。18
日、水曜日の夕刻から翌木曜日の丸一日と、かの女たちが帰省する金曜日の夕刻までの三
日間であった。この黙想のあいだにローモン神父は 6 回の訓話をおこない、少々健康を取
り戻したラリボー神父は、木曜日夕刻に、念祷を指導した。
アデルはラリボー神父と 3 回にわたって話し合う機会を持つことができた。かの女に
とってこの話合いは非常に有意義なものであった。アデルはまた、この両日、聖体を拝領
することができた。アソシエイツたちは自分たちの計画について長時間にわたって話合
い、その実現が間近に迫っていることを喜んだ (98)。
アデルは、ここロンピアンでも (99)、また、コンドムにおいても (100)、自分の妹たち
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が本当に聖なる人であり、熱心で、自己犠牲的で、愛に満ちた人たちであることを知り、
あらためて感嘆の意を表している。
ロンピアンで行われたこの熱烈な集会は、アデルにとっては素晴らしい経験であった。
アデルは、文通に追われていたアメリに、アジャンへ帰ったらこのことを詳しくアガタに
伝えてくれるようにと依頼している (101)。
ベロックは、司教とシャミナード神父の了承をえて、以前「避難所」として使われてい
た建物を借りる手はずを進めていた。男爵が死亡したため、アデルはかなりの財産を相続
したが (102)、アデルはその一部を新しい修道会の創立の経費にあてる考えでいた (103)。
一方、シャミナード神父は会憲の草稿に精を出していた。そして、アデルの友人約 20 名
が、この創立に参加する準備をととのえていた (104)。
その間、アソシアシオンは成長を続けた。シャミナード神父は男子青年部の各グループ
を発展させるために、それぞれのグループに関連する主任司祭を伴って、まもなくこの地
にやって来ることになっていた (105)。将来は明るく有望であった。
だが、いくらか暗い側面がなかったわけではない。1813 年以降、重い病気にかかって
いた (106) アガタのいとこスゴンドが帰天したのである。かの女の死は人びとに立派な模
範を残し、遺族におおきな慰めを与えた (107)。また、アデルは、自分の教え子で教会を
離れて民法上の結婚した人と、二人の年若いカトリックの女性について心配していた。実
は、この二人はプロテスタントの男性とプロテスタントの教会で結婚式を挙げたのだっ
た。従って、その結婚がカトリックの教会法によって批准されない限り、かの女たちは破
門の状態におかれていたのだ (108)。
アデルの行く先は決して平坦な道のりではなかった。あらゆる種類の誘惑が行く手に
立ちふさがり、かの女を落胆に落し入れようとするのだった。修道会創立の一員と考えら
れていたアデル・カヌエ (Adèle Canuet) は、母親に反対された (109)。コンドム出身のマ
ドモアゼル・カラス (Mademoiselle Calas) も同様であった (110)。ディシェ夫人さえも、
アガタとベロックが新しい修道会に入ることをあまり心よしとしなかった (111)。もっと
も、ディシェレット自身は必ず創立に参加するつもりでいた (112)。
アデルはベロックの模範に励まされ、支えられた。そしてアデルはアガタを励ました。
「落胆しないでおきましょう。いままでに多くを為して下さったお方は、これからも必ず
配慮して下さいます。焦らないでおきましょう。そして、み主のご加護を待ちましょう。
罪を避け、み恵みに忠実であることによって、ひたすらみ主の助けを待ちましょう」(113)
と述べている。
サンタビのベロックに会うためにトランケレオンに立ち寄ったディシェ氏は、折りから
の悪天候で足止めをされてしまった。しかし、アデルは悪天候をおして予定通りポール・
セント・マリへ行き、そこでベロックと落ち合ったのち、二人でアジャンへ行き「避難所」
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の賃貸契約を結ぶことにした (114)。アデルはこの「いとしい家」に落ち着く日を一日千
秋の思いで待ちこがれていたのである (115)。
無原罪のおん孕りの祝日はソダリティの保護の祝日である。アデルはこの輝かしい日
をディシェ家の家族とともに過ごすため、アジャンにとどまった (116)。アデルは、自分
たちの戦いが十字架と勝利のマリアのみ旗のもとに進められていることをあらためて思
い出し、こころを強くした (117)。アデルはベロックといっしょに「避難所」を訪ね、こ
の家をどのように使えばよいか、計画を練り始めた。
ジャクピ司教を訪問したのち (118)、アデルはシャミナード神父にアジャンから手紙を
書いた。それによると、アデルは修道院が設立されると同時に、できるだけ早く、貧乏な
女の子のための学校を開くように、司教から約束を迫られていた (119)。そして、シャミ
ナード神父が、以前、このような仕事は他の修道会に委せておくべきだと述べたのを思い
だし、自分としてはこのような司教の要求にどのように対処すればよいのか戸惑ってい
る、と述べている。

12 月 4 日の手紙で (120)、アデルは、最近のアソシアシオンの状況を報告しているが、
この手紙の中でも、新しい修道会の設置にともなう種々の問題点と釈然としない諸点を
シャミナード神父に知らせている (121)。

12 月 14 日、アデルがトランケレオンに帰省すると、かの女の最初の手紙にたいするシャ
ミナード神父の返事が 12 月 6 日付けで送られてきていた。アデルの 12 月 4 日の手紙は、
ちょうどこれと行き違いになっていたのである (122)。
この手紙の中でシャミナード神父は、まず長いあいだ返事を書けなかったことを詫び

(123)、かねてから企画していたソダリストの黙想を指導しなければならなかったこと、ま
た、それに加えて大神学校でも黙想を指導しなければならなかったことなどを伝えてい
る。ところが、この大神学校での黙想中に悪い風邪をひいてしまい、十分な手当をするこ
とができないまま、無原罪の祝日の 8 日間、これまでにもまして忙しい毎日をおくらなけ
ればならなかったとも述べている。しかも、まもなくクリスマスの準備に追われることに
なる、と云っている。
しかし、シャミナード神父のこの手紙は悪い知らせばかりではなかった。師はこの手紙
で、新しい修道会の会憲ができ上がったと知らせてきたのである (124)。いまこの原稿は
何人かの学者や賢人に送られ、批判を仰いでいるところであった。生活の規則にかんして
は、シャミナード神父は、大ざっぱなものしか作るつもりはなく、アデルと面談した上で
完成することにしていた。そして修道院ができれば、そこで実際にその規則を使って試し
てみることにしていた。
師はまた、司教がダングレーム公に会うためにもう一度ボルドーに来ることがあれば、
その際は是非司教に会おうと考えていた。師がアジャンへ行くのを延ばしていたのは、ク
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リスマスの休暇をアジャンで過ごす公爵の旅程と食いちがうのを恐れていたからである。
師は、また、ダンピエールに、公爵が出発したのちもアジャンに留まるように、と要望
し、自分の旅程をかれに知らせておいた。そして、もしダンピエールがまだアジャンに留
まっているのなら、司教を通じて、あるいは、もしそれが無理ならばアデルかベロックを
通じて、自分がアジャンに着くまでアジャンに留まっていてくれるように伝えて欲しいと
要望した。いずれにせよ、シャミナード神父は、アジャンに向けて出発できるのは 1 月に
なる、と伝えている (125)。
貧乏な少女のための無料授業を開設する司教の要望については、シャミナード神父はア
デルに、新しい修道会として、この司教の要望に応じることを約束してもよいだろうと述
べている。当時シャミナード神父はアジャンの現況について、あまり詳しく知らされてお
らず、貧者にたいする教育はすでに他の修道会が行っているものと思っていた (126) と述
べている。しかし、このように述べているシャミナード神父ではあるが、後日、師は、新
しい修道会は特定の業種のために創立されるものではないと明確に述べ、そのような必要
性に応じるために新しい修道会の使命を狭いものにしてしまうべきではない、と断言して
いる (127)。
シャミナード神父は、アデルの二回目の手紙、すなわち 12 月 4 日付けの手紙を受け取る
と、直ちにこれに対する返答を書き送った。師はこの手紙で、無原罪の祝日の 8 日間は忙
しかったが、大きな慰めでもあった、と述べている。そして師は、第三部会は別として、
一般に、女子青年部や黙想の婦人部よりも男子青年部や家庭の父親の部会から満足な成果
を上げている、とも述べている。また、アデルにたいして、自分たちはこれから長いあい
だ共通の使命を抱いて働くことになるのだから、新しい修道会にかんして思い当たる点が
あれば、どのような疑問でもよいから、必ず自分に相談してくれるように勧めている。ま
た、期も熟し始めたのだから、アデルも仲間たちも、十分な準備をしておくように、と諭
している (128)。
アデルは、12 月 6 日付けのシャミナード神父の手紙にたいする返信をしたため、師と
会える日が近づいたことへの喜びを表明している。ただ一つかの女が心配していたこと
は天候であった。天候が悪くなり、そのために師が健康をがいして来れなくなるのではな
いかと心配していたのである。このように考えるならば、師の訪問をいましばらく延ばし
た方がよいのかも知れない。ダンピエールはアジャンに居らず、おそらく男子青年部に必
要なだけの青年を確保することは難しいと考えられるからである。しかしその反面、アソ
シエイツにかんしては、メンバーの大半が田舎へ行ってしまう春や夏よりも、今の季節の
方が人数を集めやすいので良いだろう。その上、司教はシャミナード神父に神学校で黙想
の説教をしてもらおうと期待して待っている、と述べている。しかし、師は忙しいのだか
ら、いつ来るのかは、師がご自分で決めるようにと締めくくっている (129)。
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他のことが起こりさえしなければ、希望と喜びで満ち溢れていたはずのこの聖誕祭の季
節は、マタム・パシャンの病気で、悲しいものになってしまった。マダム・パシャンは、
自分の身の上になにが起ころうとしているのか、十分にわきまえていた。従って、かの女
は、自分の運命にたいして完全なあきらめの心を表していた。かの女は、周囲の人たちに
立派な模範となり、ディシェ家の人びと、とりわけ、アガタのニュースを知りたがってい
る、とアデルは伝えている。そして、人生の幕を下ろそうとしているこの友人のために
祈って上げてほしい、と述べている (130)。
ロロットに宛てた年末の手紙の中で (131)、アデルは、黙想の婦人や愛徳会のシスター
をふくむすべてのアソシエイツに挨拶を送っている。また、コンドムの東方約 8 キロの所
にある小さな村オーランス (Aurens) でロロットが経営している「学校」について賛辞を
述べ、もっとこの学校について情報を送るように、と要望している (132)。アデルはまた、
シャミナード神父と、また、おそらくベロックを同伴して、まもなくコンドムを訪れるこ
とになるので、そのときはぜひお目にかかりたい、とも述べている。もちろんシャミナー
ド神父は、コンドムで男子青年部を創設する可能性についてカステックスと話し合うこと
になるだろう、と述べている。
ロロットは、新しい修道会にたいする自分自身の召命に決断を下すことができないでい
た。このようなロロットにたいして、アデルは、来る新しい年が、ある者にとっては、こ
の世と永遠に別れを告げる年になるだろうし、また、ある者にとっては、天国におられる
神聖な浄配に全身全霊を奉献する年になるだろうと述べて、かの女の決断をうながしてい
る。アデルはロロットに「大きく寛大なこころを持って心を高く天にあげ、神がどれほど
多くをあなたに望んでおられるかを常に考えるようにしましょう」と勧めている (133)。
アデルは、この同じ日にアガタに手紙を書き、アソシアシオンの全員が 1 月 1 日からノ
ベナの祈りを始め、全員が神の聖旨を知ることができるようにしたいと述べ、次のように
記している。
「1816 年がわたしたちにとって、尊い一年でありますように。この一年のあいだに、神
は大いなる恩寵をわたしたちに準備しておられます・・・」(134)。
しかし、アデルが将来にたいして持っていた熱意は、葡萄畑の働き手の数が少なくなっ
て行くことで、いささか抑えられ気味であった。事実、デゥッセ神父はクリスマスのミサ
もたてられないほど健康を損ない、エグイヨンの主任司祭（デュプイ神父か？）は身体が
痲痺し、バロー神父 (Bareau) は死の床についていたのである (135)。
年が明けると、一気に修道会創立の仕事がすすみ始めた。アデルは興奮した。アガタに
送った新年の手紙で、修道会の創立は思ったよりも早く実現するだろうと述べ、ひょっと
して復活祭の直後になるかも知れないと記している。ベロックには、自分たちが移り住む
まえに現在住んでいる人たちが引越しを完了するように建物の賃貸の話を進めてほしい、
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と依頼した。シャミナード神父が来るまでに家の中を掃除し、家具を置き、神父が来られ
たときに祝別してもらおうと考えていた。アデルは、また、この手紙の中で、自分がまだ
その家族の名前も知らない二人の志願者エメなにがしかと、ゴブフェック (Gobfech) の
某アソシエイツ (136) について、もっと詳しい情報を知らせるようにと依頼している。
だが、楽しい知らせばかりではなかった。このときから一ヶ月のちのこと (137)、アデ
ルはコンドムに住むコンパニョ家を襲った悲しい知らせをアガタに伝えている。かの女の
義理の姉妹が、5 人の幼い子どもをあとに遺してこの世を去ったのだ。コンパニョの姉妹
たち、とくに今年 48 才になるキャザリン (138) は、新しい修道会の創立に参加しようと
していたのだが、これによってかの女はこの子どもたちの面倒をみなければならなくなっ
た (139)。
新しい修道会の有望なメンバーと見なされていたプーシュのクレマンティン・ヤナー
シュ (Clémentine Yannasch) も難関に直面した (140)。アデルは、かの女に手紙を書いて、
シャミナード神父のアドバイスを求めるようにと勧めている (141)。
これらの困難はアデルの手紙の上にあらわれたごく少しのものに過ぎず (143)、かの女が
これから経験する厳しい内的試練の始まりに過ぎなかった (142)。向こう 5 カ月のあいだ
に、当初予定されていた創立のメンバーの多くの人がこの計画から身を引くことになった。
また、参加を延期しなければならない人も出た。その人たちは、ロロット・ドゥ・ラシャペ
ル (Lolotte de Lachapelle)(144)、メラニ・フィガロール (Mélanie Figarol)(145)、マダム・
ベロック (Madame Belloc)(146)、コンパニョ姉妹 (Compagno)(147)、マドモアゼル・ロネ

(Mademoiselle Launet)(148N74)、アメリ・ドゥ・リサン (Amélie de Risssan)(149)、クレマン
ティン・ヤナーシュ (Clémentine Yannasch)(150)、マリ・ポアトバン (Marie Poitevin)(151)、
アンリエット・ラクロア (Henriette Lacroix)(152N68)、エメ (Aimée)(153)、マドモアゼ
ル・ビゲ (Mademoiselle Bigué)(154)、ジャネット (Jeannette)(155)、アレクサンドリン・
デュフォ (Alexandrine Duﬀau)(156)、カヌエ (Canuet)(157)、カラス (Calas)(158)、フロ
ランティン・アベイエ (Florentine Abeilhé)(159)、ジョゼフィーヌ・アベイエ (Joséphine

Abeilhé)(160) である。そして、アガタさえもが参加を延期することになった (161)。
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会憲 規則 そして 志願者
マダム・パシャンの死/「避難所」への引越し
シャミナード神父とジャクピ司教の微妙な関係
シャミナード神父との初めての出会い

アデルは、すでに若い頃から、数多くの困難を堪え忍んできた。迫害と追放、父親の病
気と死、自分自身の病気と縁談などがそれである。しかし、今回の問題は自分だけではな
く、大勢の人に関わりを持つ問題であった。自分の下す決定如何によって、これらの人た
ちの全生涯をさえ左右することになる可能性をもっている。当然のこと、アデルは前進す
べきか思いとどまるべきかと、思い悩んだ。ひょっとして自分はこの仕事に耐えきれない
かも知れない。自分のこの行動は賢明さに欠き、僭越過ぎるのかも知れない。神の聖旨に
そぐわないことをしているのではないか。
アデルは、ラリボー神父やローモン神父、そして、おそらくシャミナード神父にも、疑
問と疑惑を投げかけた。しかし、アデルのこの心の不安を払拭してくれたのは他でもな
い、母親であったのだ。
「それは誘惑にすぎません。神の栄光のためにつくられたこの計画をあなたに放棄さ
せようとする悪魔の策略です。あなたはすでに数年来この計画について考えてきました。
そして、見識のある人たちからも認められ、支持されてきました。わたしの娘よ。ただひ
たすら前進しなさい」(1)。
母親男爵夫人は、アデルをこのように励ましたのだった。
アデルの気持ちは、1 月中旬、アガタにあてた手紙の中に要約されている。
すべてを神のみ手にお捧げいたしましょう。もしこれが神の御業であるならば、すべ
ての反対を押し切っても、成功させて下さるに違いありません。もし、これが神の聖旨で
はなく、神の栄光のためでもないならば、どれほどわたしたちが努力しても、決して成功
しないでしょう。神の愛すべき聖旨のためにすべてを捨てて心安らかに過ごそうではあ
りませんか・・・。＜もし、わたしの弟子になりたいと思うならば、自分自身を捨てなさ
い＞。 これはすべてのキリスト者にたいする主のみ言葉です。ですから、わたしの愛す
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る友よ。もう一度勇気を奮い起こしましょう。そして、神の生命の内に生き、神の内に生
き、神の為に生きるように、自己に死のうではありませんか。(2)
このころ、アデルは、シャミナード神父に手紙を書き、近い内にこちらに来てほしい、
もし来てもらえないならば、少なくとも会憲を送ってほしい、と述べている。そして、ア
デルは、ベロックにも、これと同じ内容の手紙をシャミナード神父に書いてくれるように
依頼した (3)。
このときアデルが書いたシャミナード神父への手紙は、1 月 11 日付けのシャミナード
神父からの手紙と行きちがいになっている。この手紙の中でシャミナード神父は (4)、普
段の仕事をしながらも、
「高地での」
（ガロンヌ川流域の川上）成行きに常に注意を払って
いると述べ、アデルを安心させている。すでにシャミナード神父は、アデルとローモン神
父に修道生活を希望している人のリストを作成するように依頼し、このリストには、志望
者の名前とその人にかんする評価を記しておくようにと依頼していた (5)。また、このリ
ストの作成を依頼する前に、志望者各人に宛てて、自分の意思と気持ちを手紙で知らせて
来るように、とも通知していたのであった (6)。
さて、シャミナード神父がこの手紙を送ろうとしているとき、アデルからの手紙が配達
された。この手紙には志望者のリストが同封されていた。また、この手紙の本文には、会
憲にかんするいくつかの疑問点が指摘されていた。それまでのシャミナード神父の言葉に
よれば、会憲はすでにでき上がっているとのことであったが、かの女たちはまだ一度も見
たことがなかったのである。このような状況に置かれていながら、どうして会憲の遵守を
義務付ける諸誓願を宣立することができるのだろうか (7)、と云うのがかの女たちの率直
な気持ちであった。
これにたいしてシャミナード神父は次のように答えている。
会憲というのは「規律や規則」とは異なり、目標 (Object)、本性 (Nature)、目的 (End)、
そして、その組織体の一般的手段を叙述しているに過ぎない。皆さんは、すでにこれらに
ついてはご存じのはずだ。会憲が規定するのは、<1>これから創立しようとしている修
道会は普通誓願を立てる修道会であること。したがって、この誓願を宣立することによっ
て修道女たちは特別な形でキリストの浄配になること。<2>修道ソダリストとしての修
道女たちは、当然、より大いなる理由をもって、一般のソダリストが召されていると同じ
く宣教師であるべきこと。<3>マリアが修道女たちの保護者であり、修道女はマリアの
娘になること。以上の三点である。自分は長いあいだ皆さんといっしょに居ることはで
きない。また、皆さんの側近くに住んでいるわけでもないのだから、安定性を確保するた
めには会憲を完成させ、教会の承認を得ておく必要がある (8)、とシャミナード神父は述
べている。
しかしながら規則は別である、とシャミナード神父は続ける。規則は実際に使ってみ
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て、初めてその適・不適を認識することができるものだ。だから、当面は暫定的なもので
十分である。概して云えば、新しい修道会は厳しい苦行を強調するものではなく、倫理徳
を実践するものであり、使徒職によって霊的生活の進歩に障害を来すことのないように予
防措置をとっておく必要がある。自分が到着するなりすぐに修道会を創立するほど自分は
せっかちな人間ではない、とも述べている。
しかし、これらの点を自分に相談してくれたことをアデルに感謝し、もしアデルがこの
点にかんして熟慮してくれれば、きっといま自分が述べたのと同じ考えに到達すると思
う。ラリボー神父やローモン神父にしても同様だ、と述べている。
師は、また、他のいろいろなソダリティのグループ、とりわけ、青年男子のソダリティ
を発足させることを期待していた。そして師は、公開集会用のプログラムをアデルに送っ
ている。公開集会を開く許可はすでに司教から得ており、アジャン教区のあちこちで開催
されていたのだ (9)。
事実、ローモン神父もラリボー神父も、各地の主任司祭の協力を得て、いろいろなグ
ループ作りに精を出していた (10)。たとえば、タイエ神父 (Father Taillé) はアジャン教
区の教区長代理であったが、今では第三部会のアジャン分会に積極的に参加しており、定
期的に会員と集会をもっていた (11)。

1 月もそろそろ終わりに近づいたころ、アデルとシャルルはディシェ氏への委任状に
署名することになった。アジャンの家を借りる時の代理人になってもらうためであった

(12)。1 月 24 日、シャトーにおいて、公証人の手で書類が作成され、公証人の証人のもと
に書類に署名した。25 日、この書類は登記のためネラックに送られ (13)、そこから、で
きるだけ早くアジャンへ送られることになっていた (14)。ちょうどこの時、アデルはシャ
ミナード神父から 1 月 23 日付けの手紙を受けとった (15)。
この手紙の中でシャミナード神父は、アデルに、かの女が先に送った志願者についての
種々の情報にたいして感謝の意を表し、創立当初は年かさの婦人を受け入れることに賛成
するが、将来は受け入れることに反対である、と述べている。また、すべてが神の聖旨の
ままに行われるように、全員が、毎日「聖霊来たりたまえ」と「アベマリステッラ」(Ave

Maris Stella) の祈りを唱えるように、と要望している。
師は、また、かねてから懸案の川上地方への旅行の詳細を手配してくれるように、とも
依頼している。師は召使を連れずに一人で旅をするが、一名のソダリストが同行する、と
伝えている。二人は旅程のちょうど中間地点に当たるマルマンド (Marmande) まで馬車
で行き、その翌日、アデルが手配する所へ馬の背にのって出かけることになっていた。
師は、アソシアシオンと男子青年のソダリティのために為すべき事のほかに、自分がし
ようと考えていたことについても知らせてきた。
アデルは両親から反対されていない人たちをともなって新しい修道院へ移り住み、暫定
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的なプログラムに従って生活することになった。そして、その他の人たちは、可能であれ
ば数日遅れでアジャンに来て、共同体と共に宿泊するか、さもなければ他の場所に宿泊す
ることになった。
シャミナード神父は、自分が到着すれば、まずかの女たちと創立の準備に必要な話をす
るつもりだと述べ、また、準備の整った人は新しい共同体を形成するように。そして、こ
れは自分が出発する前に実行に移しておいてほしい、とも述べている。そしてアデルに
は、悪魔が予期しない困難を起こして邪魔をするかも知れないが、み主は「ご自分の栄光
とおん母の栄光のために行われる仕事は完成し給う」(16) だろう、と述べている。
師は、また、ベロックにも手紙を書いた (17)。アデルはその手紙の一部を写してロロッ
トに送っている (18)。師はその手紙の中でディシェレットにたいして四旬節を創立の準備
のために有効に利用するようにと勧めている。それは、この季節に人は死に、復活するこ
とになるからだ、と云っている。また師は続けて、ご復活後の 40 日間は、イエスがそう
なされたように、仕事を完成する時期である。できるだけ頻繁に多くの人と会い、手紙を
書き、励まし、支え、いずれ全員は救霊の仕事に参加することになるのだということ、ま
た、使徒的精神をもって救霊の事業に参加し、宣教師の熱意をこころに燃やしながら救霊
の事業に参加することになるのだ、ということを思い起こさせてあげてほしい、とベロッ
クに述べている。

2 月上旬、アデルはロロットに手紙を書いてシャミナード神父の到着が間近に迫ってい
ることを知らせると同時に、師がコンドムに一週間ばかり滞在してソダリティの設立に協
力する意向をもっていることをも伝えている。師はそのためにジャクピ司教から許可をも
らっていた。師は、コンドムでは、コンパンニョ家かカステックス神父の家に宿泊するこ
とになっていた。アジャンでは神学校に泊まることになった (19)。
しかしながら、またもやシャミナード神父は出発を延期せざるをえない状況におちいっ
てしまった。そのため、旅行は復活祭以降に延期された。そこでシャミナード神父は、ラ
リボー神父とローモン神父が先に検討することができるように、規則書を送ることにした。
ところでその間、司教はアデルたちに、早く行動を開始するようにと催促してきた。ロー
マやパリから許可をとる必要があれば、それが何であれ、取り寄せてあげる、とも約束し
た。何はともあれ、先ず設立することを司教は望んだのである。設立の時期は 5 月に設定
された (20)。
それから間もなく、アデルの友人マダム・パシャンは、二ヶ月ほどの病気の後に帰天し
た。アデルはアガタに訃報を知らせている。パシャンはかの女たちが形成している「天使
月間」(The Angelic Month) と呼ばれる祈りのグループの一員であったからである。この
祈りのグループは天使の九つの聖歌隊にちなんで九人のメンバーで構成されていたが、パ
シャンの死によって欠員が出たため、それを補充する人を探すように、とアガタに依頼し
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ている (21)。
アデルは、また、この同じ手紙の中で、近日中にアガタに会えること (22) の喜びを伝
え、また、それまでの間、四旬節を自分たちの志願期間として用いるように (23) と、呼
びかけている。そして、この期間中は倫理徳の修得に励み、とりわけ自分たちの奉献に欠
かすことのできない我欲の放棄に努めるべきだ、とも述べている。

2 月 2 日、ディシェ氏はアデルとシャルルの代理人として、アジャン市が所有する「避
難所」を市から賃貸する契約書に署名した (24)。1816 年 1 月 1 日にさかのぼって、むこう

6 ケ年を期限としたこの賃貸契約には種々の条件が付加されていた。その諸条件の中で、
特に規定されていたことは、この敷地内に住む他の居住者と井戸水を共用すること、ま
た、建造物の階下の手洗いは賃貸者が自己費用で造作すること、の二箇条であった。賃貸
料は年間 500 フラン。前金制で 1 月 1 日と 7 月 1 日に支払うことができるようになってい
た。支払いを確実にするため、アデルとシャルルは、森林と葡萄畑と耕地を含むネラック
近辺の不動産を抵当に入れた。
この賃貸契約によると、以前「避難所」として使われていた土地と建物の全体を賃貸す
るのではなく、その一部のみであった。シャミナード神父は、もし他の部分が空き家にな
れば、そこも貸してもらえるのか、と質問している。師は、また、この物件の見取図と詳
しい説明をおくるように依頼している。それは、新しい修道会の目的に合わせて、この施
設をどのように利用するかの計画を練り上げるためであった (25)。
師は、また、各メンバーが持ち込む家具類は共同体の共有に資すべきだと述べている
が、そのために問題が起こらないように、賢明に行動するように、とも述べている (26)。
アデルは新しい修道会の長には成りたくなかった。かの女はこの願いを再三シャミナー
ド神父に表明しており、師が指導しているソダリティの中から適任者を選んで派遣して
ほしい、と依頼していた (27)。しかし、シャミナード神父は、アデルのこの願いにたいし
て、ボルドーから新しい修道会の会長になれるような人物を差し向ける意向のないことを
伝えた。しかし、自分が到着する前にマドモアゼル・ドゥ・ラムルース (Mademoiselle de

Lamourous) を派遣して、創立の準備を手伝わせよう、と云ってきた。
シャミナード神父の言葉によれば、この女性は経験豊かで、かつ、如才のない人物で
あった。そして、かの女が必要な準備をすべて調えてくれるだろうから、自分は新しい修
道会の霊的な側面の指導に専念するつもりだ、と師は伝えている。マドモアゼル・ドゥ・
ラムルースはそれほど身体が丈夫な方ではなかった。しかし、この旅行に支障を来すこと
はない、と考えられた (28)。

3 月までに、事態は急速に進展した。おん孕りのマリアの名をいただくことになったこ
の新しい修道会は (29)、すでにアジャンの人たちの注目のまとになっていた (30)。地域の
人びとはこの修道会の創立に好意を寄せ、とりわけ貧しい人たちの教育に無償で従事して
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くれることを知り、大いに歓迎した。二人の知人が自分の家にスペースをつくり、仕事場
として提供した。アソシエイツを含む大勢の関係者は、毎日そこに出入りして、聖堂のリ
ネンや祭服の準備をした。聖堂と修道院に、ギフトが送られてきた (31)。ベロック夫人は
準備の仕事の総監督として、「首まで」どっぷりと仕事に浸かっていた (32)。

4 月、ベロックがアデルに送った長文の手紙はおもしろい。この手紙には、建物と聖堂
の歴史が 1753 年にさかのぼって詳しく記されている (33)。また、かの女は候補者に関す
る情報をも記し、両親の許可と反対、受け取った持参金と家具の記録を書き記している。
アデルを含む数人は、すでにベッドと荷物をアジャンに運び込んでいた。ベロックは
それらの品物を新しい家に運び込み、整理に専念した。ベロックは、また、フランソワー
ズ・アルノデル (Françoise Arnaudel) が高齢であるにもかかわらず受け入れられたこと
をタイエ神父がたいへん喜んでいる、とアデルに伝え、また、それ以上に、フランソワー
ズ自身が喜んでいる、と伝えている (34)。
トランケレオンを去る準備にあたって、アデルとシャルルは私的な契約を交わした。4
月 17 日のことである (35)。この契約は、男爵から相続したアデルの持ち分についてであっ
た。アデルは自分の取り分として 60,000 フランの資本金を受け取り、これを上限に、超
過した物はすべてシャルルに譲ることにした。これにたいして、シャルルはアデルに年間

2,200 フラン（資本金の約 5 ％から経費を差し引いたもの）を支払い、その上に、伯母か
ら残された 12,000 フランの資本金にたいする利子として年間 600 フラン (36) を、すなわ
ち、合計で 2,800 フランを四半期毎に前金で支払うことになった。
それから間もなく、アデルはコンドムに出かけ、伯母とロロットならびに新しく入った
二人のアソシエイツに最後の別れを告げた (37)。アデルはまたカステックス神父に会い、
師がシャミナード神父と会うことになっている会議の計画を練り、男子青年部の設置にか
んする種々の業務について打ち合せをした (38)。コンドムでのアデルの喜びは大きかっ
た。しかし、その喜びも夢のように過ぎ去ってしまった (39)。
ドゥ・ラムルースからの手紙を受け取ったが、この手紙では、かの女がいつアジャンに
到着するのか、まだ最終的に決められていなかった (40)。
ロロットの健康はあまりかんばしくなく、その上、かの女が家を出ることに両親がため
らいを見せていた。そのため、かの女の参加が創立に間に合うかどうかは疑わしくなっ
た。アデルは、かの女とコンパニョが、少なくともアジャンに来て創立の黙想に参加して
くれるように希望した (41)。

5 月 22 日、トランケレオンに帰ったアデルは、ロロットに宛てて、非常に熱意にあふれ
た手紙を書いている。トランケレオンから出す手紙はこれが最後になり、次の手紙からは
汚れなきおん孕りの修道院から出されることになる (42) 。
やっとすべての細事が整い、すべての計画がうまく噛み合うようになった。マドモアゼ
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ル・ドゥ・ラムルースは、5 月 25 日、土曜日の午後、アジャンに到着することになった。

5 月 22 日、昇天祭の前日には、22 才のクレマンティン・ヤナッシュと、以前修道女で 58
才になるジャンヌ・リオン (44N75) の二人がプーシュからシャトーに到着した。この二人
は、シャトーで、モンパザ (Montpazat) から来るマリ・トレイユ (45) と合流した。
かの女たちは、翌日、昇天祭に、フガロールの小さな教会に集まった。かの女たちがこ
の教会に集まるのは、これが最後となった。
アデルはドゥッセ神父にお別れの祝福を所望した。神父は目に涙をため、声を震わせな
がら、アデルに祝福を与えた (46)。長年のあいだ、アデルは小教区民のよき手本となり、
かれらを支えてきたのだった。神父も教区民も、かの女の出発を惜しんだ。
金曜日はシャトーで過ごし、友人や親族、アソシエイツ、貧しい人たちに別れを告げた。
翌日、土曜日、5 月 25 日。アデルと三人の仲間は、午前 4 時、静かにシャトーを出た。
ここからガロンヌまでの 8 キロは、徒歩で進んだ。そこから一行はフェリーに乗って川を
渡り、ポール・セント・マリからアジャンまでの約 25 キロの道を馬車で進んだ。
一行は午前 9 時にアジャンに到着し (47N76)、
「避難所」で馬車を降りた (48)。
「避難所」
は旧アジャン市内の南東の角に位置していた。ここで一行はスール・フランソワーズ・ア
ルノデル (Sœur Françoise Arnaudel) とスール・マルタ (Sœur Marthe) に出迎えられた

(49N76,77)。アデルはかの女たちを抱擁し、その場で自分の財布をスール・フランソワー
ズに手渡した (50)。もちろん、ベロックもその場に居合わせた。そして、アガタと他の多
くのアソシエイツも、その地の友人たちとともにアデルの一行を出迎えた。ノートルダム
から来たデュクルノ師がその場にいたことは疑うべくもなく、また、おそらく、デユブラ
ナもそこに居たに相違ない。
一行は、この日のためにベロックとその友人たちが準備し装飾してくれた聖堂に進み、
そこで感謝の賛美歌を歌った。
しばらくすると、ドゥ・ラムルースが到着した。かの女はミゼリコルドから「そっと抜
け出してきた」のだった。かの女がそっと抜け出して来たのには理由があった。それは、

1813 年、かの女がパリに出かけた時、長期にわたって留守をしたために、かの女が面倒
をみていた「少女たち」(51N78) が、ラムルースの留守を極端に嫌うようになったからで
ある。結局、ラムルースが抜け出した後、かの女の留守の釈明をする役目はシャミナード
神父に残された (52)。
夕刻、ドゥ・ラムルースを先頭にして司教を訪問した。ジャコピ司教は丁重にかの女た
ちを迎え入れ、喜びのうちに祝福を与えた (53)。かくして「マリアの娘の修道会」は、ア
ジャンにうぶ声を上げたのである。西暦 250 年以来キリスト教の町であったアジャンにお
いて、女性の修道会が創立されたのは、これが初めてであった (54)。
宿願をはたしたアデルは、こうしてマリアのおん孕りの名を頂いた修道院 (56) に「落
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ち着くことができた」(55) のである。
午前中にアジャンに到着し、夕刻に司教を訪問するまでのあいだ、アデルは過去数週間
にベロックが進めてくれていた仕事を、その目で確かめることができた。中でも特に聖堂
には力が注がれていた。
この聖堂は、少なくとも 1798 年に「避難所」が閉鎖されて以来、一度も礼拝のために
使用されたことはなかったと思われる。今では新しい絵画が掲げられ、ベロックの表現に
よれば、
「チャーミング」な聖櫃が安置されていた。聖体拝領台の手摺りもあたらしくな
り、祭壇の上の天蓋も美しく手が加えられていた。ひょっとして、所有者であるアジャン
市が、聖堂全体の内装に協力してくれたのかも知れない。
告白室も新しくなり、いろいろな祭服や装飾品が、多くはアソシエイツたちのカーテン
やハンカチ、ドレスやスカートからリフォームされて作られていた。アデルの伯母サン・
ジュリアンからの美しいギフトもあった (57)。
台所、食堂、寝室などにも家具が取り揃えられていた。この家具は、ほとんどが修道院
に来た人たちの持物であった。また、契約書の通り、洗面所関係は新しく造作されてい
た (58)。アデルを含む数人の婦人は、自分たちのベッドを送ってきた (59)。しかし、今で
は、それらは全て共同の使用物とみなされた (60)。
シャミナード神父の言葉の通り、高価な家具類はできるだけ身分の低い人たちに供さ
れ、安価なものが身分の高い婦人に与えられた。それは、修道共同体は、清貧と離脱を実
践する場であったからである。事実、持ち込まれた家具の中で、修道清貧に全くそぐわな
いものも含まれていた。このような家具は、取り替えることができる時期がくるまで暫定
的に使用し、その後は、黙想に来る人たちの宿舎で使用することにした。
なにはともあれ、当初は、新しい修道女が持参した所持品はいっさいこれを破棄する事
なく、かの女たちが終身誓願を宣立するまで保管しておくことになった。その時までは、
その家具にたいする所有権は、各自に保留された。そして、使用権のみが共同体に渡され
た (61)。
おん孕りの修道院の建物は広々としていた。庭園も広かった。市との契約内容による
と (62)、この修道共同体は庭園全体を使用することができることになっていたが、建物の
使用には制約があった。
建造物は比較的新しいもので、1753 年に、旧来の建造物に似せて新しく建築されたもの
であった。この建物が教会や修道院に用いられたのは、アジャンの歴史において、かなり
古い時代にさかのぼり、少なくとも 1120 年に創立された軍団修道会、神殿騎士団 (Ordre

des Chevalier du Temple)、の時代にまでさかのぼる (63)。
アジャンに駐屯していた騎士団の教会は、セント・キッテリ (Sainte-Quitterie) に奉献
されたもので、敷地の東部に位置していた。これは、ちょうど北と南の境界線の中間に当
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たるところで、東に向いて建てられており、敷地と市の境界線となっている市の堀を見お
ろした所にあった。堀はさらに南へ延び、やがて西に向かって右折し、屋敷内の広い庭園
を横切っていた。
この教会の北側には回廊があり、ここに井戸があった。そして、細い道がここからの
び、テンプル道路につながっていた。このテンプル道路の東の端で、神殿騎士団の敷地の
北東側の隅にあたる場所には、市の門があった。これは、のちにセント・キッテリと呼ば
れるようになった。北から南にかけて、この敷地の幅を測ると約 137 メートルあった。

1312 年、神殿騎士団は弾圧され、その敷地はモルタ騎士団 (Chevaliers de Malta)（イェ
ルザレムの聖ヨハネ慈善修道会）の手に渡った。1601 年、このセント・キッテリ教会は
騎士団から苦行兄弟会 (Confraternity of Penitents) に賃貸され、苦行兄弟会は、1633 年
までここで集会を催していた。1633 年、この敷地は放置され、所有権は騎士団修道会に
保有されたまま、百年以上もそのままの状態で残された (64)。

1753 年、ジルベール・ドゥ・シャバンヌ司教 (Gilbert de Chabannes) が、更生した娼
婦たちのホームを設立しようと考え、騎士団からこの敷地を手にいれた。しかし、当時の
建造物は保全状態が悪く、取り壊さざるをえなかった。新しい聖堂と建造物は、古い建物
と同じ場所に建てられた。この新しい共同体は、最初は自発的に更生する人たちの共同
体であったが、やがてそれは警察による拘置所として用いられるようになり、「避難所」

(House of Refuge) と呼ばれるにいたったのである。
この「避難所」は 1798 年に閉鎖され、敷地は押収され、拘置されていた人たちは他の場
所に移送された。そののち、この建物はいろいろな用途に使用された。1805 年から 1807
年までの間は、短期間ではあったが、学校として用いられた。そして、その後、市はこれ
を個人住宅として賃貸した (65)。
いま、アデルとその修道女が住まうことになった建物は、このような歴史を持っていた
のだった。幾世紀もの古い井戸はいまだに使用されており、他の居住人と共用することに
なった。聖堂のちょうど東側にある堀も、そのまま残っていた。しかし、いまでは嵐のと
きの排水溝として用いられ、残念ながら下水同様になっていた (66)。
いまでは堀の対岸には住宅が建てられており、敷地内への入口につながる道路は井戸の
東から西に移動されていた。これらの違いを除けば、数世紀前とあまりちがわない状態で
あったといえる (67N79)。
アジャン市そのものも、長い歴史にどっぷりと浸かった町であった。もちろんアデルは
しばしばこの町を訪れ、ディシェ家を訪問した。だからアデルはこの町のことをよく知っ
ており、特に教会については、その歴史をよく知っていた。
ディシェ家はコロネル・ラクエ通り (Rue des Colonels Lacué) にあった (68)。これは
ノートルダム・デュ・ブルグ教会 (Notre Dame du Bourg) とドミニコ会の＜ジャコバン＞
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のノートルダム教会の中間地点にあった。このジャコバンのノートルダム教会には、デュ
クルノ神父がいた。
ノートルダム・デュ・ブルグ教会は、今では路面よりも 2 メートルあまり低くなってい
るが、最初サラセン人によって破壊され、その後ノルマン人によって破壊された教会の上
に再建された 13 世紀の教会の跡地に建てられたものである。建築された当時、この教会
は市塀の外側に位置しており、その共同墓地はアジャン市の「名門家族」の墓として用い
られていた。1809 年、この共同墓地は 12 世紀の美しいセント・フォア (Sainte-Foy) 教会
に移された。この教会はアジャン市の北西の角にあり、
「避難所」の真北 10 キロ足らずの
地点にある (69N80)。
ドミニコ会のノートルダム教会は 1249 年に遡る (70)。この教会堂が最初に建てられた
ときは、13 世紀にドミニコ会が完成させた建築様式 (71) にしたがって建築されため、こ
の聖堂には二つのネーブ（身廊）があったと考えられている。この教会堂は町の一番高い
所にあり、ガロンヌ川から約 8 メートルの高見に位置している (72)。
ディシェ家が住んでいる同じ道路には、以前カルメル会の修道院であり、今では学校と
して使用されている建物がある。この修道院の聖堂は、いまでも中庭に建っている (73)。
町の北塀にある元のアウグスチノ会修道院からさほど遠くない場所にサン・ヒレール教
会 (Saint-Hilaire) がある。革命以前この教会はフランシスコ会のコルドリエ派に属して
いた。今では、その共同墓地とともに小教区の教会になっている (74N81)。このサン・ヒ
レール教会は、ローマ時代のビーナスの神殿の上に建てられたものである (75)。そして、
現存している建築物の一部は 11 世紀にさかのぼる (76)。
アジャン市の早期の殉教者サン・カプレ (Saint-Caprais) の教会は、今では司教座聖堂に
なっている。そもそもこの教会は、6 世紀、サン・デュルシッド司教 (Bishop St. Dulcide)
によって殉教者の遺体を安置するために献堂された司教区直管の聖堂であった (77)。853
年にノルマン人によって破壊され、のちに再建されたが、再度破壊された。現存する建造
物は 12 世紀のものであり、1561 年にはユグノー教徒に占領され、1791 年から 1796 年ま
では倉庫として使用された (78N82)。
アジャン市を出て約 8 キロ南へ行き、東へ行ったところに、ノートルダム・デュ・ボナ
ンコントル (Notre Dame du Bon-Encontre) とよばれる有名な巡礼地がある。アデルはい
くつかの手紙の中で、この巡礼地について触れている (79)。
アジャン市北塀の外側で、アウグスチノ会の元修道院の向こう側には、120 メートルに
およぶ絶壁があり、アジャン市を見下ろしている。この絶壁には幾つかの横穴がある。迫
害時代には数多くのキリスト教徒がここに身を潜め、平和な時代には世捨人の隠遁の場所
となった。例えば 18 世紀の初期、7 人の隠遁者が司教の指導のもとにこの横穴で生活を
していた。かれらの弟子たち（一般に呼ばれるような修道会は形成していなかった）はフ
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ランス大革命で離散した (80)。また、初期の殉教者が迫害を受けたのも、この場所であっ
た。セント・バンサン、セント・カプレ、セント・フォアなどはそのときの殉教者である
が、この人たちは、すべて 3 世紀半ばの聖人である (81)。
ガロンヌ川を見おろすこの同じ高原こそは、アジャンの発祥の地である。それはヨー
ロッパの先史時代にさかのぼる。ローマ時代以前にはニティオブリゲス (Nitiobriges) 族
がこの地に住み着いていた (82)。プトレマイオスにその記述があり、ジュリアス・シー
ザーの「コメンタリーズ」にも記録されている (83)。
この先住民たちは小さな部族で、この部族の首長、つまり部族の王は、原始的な町を形
成していた。ローマ人はこの町をアギンヌム (Aginnum) と呼んだ。紀元前 52 年、シー
ザーの率いる軍隊がベルチンゲトリックス (Vertingetorix) を征服してこの地方のゴール
人を「鎮圧」すると、アジャンの先住民たちは、いつ氾濫するとも知れないガロンヌ川の
沿岸に、平坦な土地をもとめて移住した (84)。
こうしてかれらが移り住んだ場所は、頻繁な洪水に見舞われ、けっして住みよい場所と
は言えなかったが (85)、やがて軍事的に重要な拠点になり、通商の拠点ともなった。それ
は、この町が（今日でもそうだが）ボルドー、ツールーズ、カオール (Cahors)、レクツー
ル (Lectoure)、ビルヌーブ (Villeneuve) に通じる街道筋に面していたからである (86)。
アギンヌムの町にキリスト教がもたらされたのは、かなり早い時期であった。すでに 3
世紀には、東方から来る商人たちによって、キリスト教集落が形成されていた (87)。西
暦 250 年、ゴール人を改心させるために選ばれた 7 人の司教の一人セント・マーシャル

(Saint-Martial) がアギンヌムで説教をした後、サンテチエンヌ教会を建立した (88)。これ
より後の数世紀間、フランク人 (Franks)、バンダル人 (Vandals)、スーバイ人 (Suevi)、ア
ラナイ人 (Alani)、ビジゴート人 (Visigoths) の侵入を受けたが、聖ステファノ城 (Castrum

Sancti Stephani) を中心にこの小さな町は繁栄を続け、アキテーヌ地方ではボルドーに次
いで重要な町に成長した (89)。

8 世紀のサラセン人と、9 世紀のノルマン人は、それまでの侵入者たちによる破壊に輪を
掛けてこの町を破壊したため、西暦 1000 年以前のアジャンの歴史は、今日では数フィー
トの地下に埋もれている (90)。

16 世紀の宗教戦争の時代、この町はユグノー派によってほとんど壊滅状態に追いこま
れた (91)。しかし、過去においてそうであったように、この時も市民は町の再興をはか
り、再び繁栄をもたらした。しかし、この町に危害を加えたのは蛮族や好戦的な異教徒ば
かりではなかった。ガロンヌ川が、かなりの損壊を加えている。
ほとんど毎年のように起こる洪水は、町の低地をなめ尽くした。もっとも被害の大き
かったのは 1453 年の洪水である。このときの水量は平均水域を 10 メートル以上も超えて
上昇し（川幅を計算に入れると膨大な水量になる）
、町全体を水中に沈めてしまった。
（ド
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ミニコ会の）ノートルダム・デ・ジャコバン教会さえも 4 メートルを超える渦巻く水の中
に沈められてしまったのである (92N83)。
中世のアジャン市は、四方どの辺をとってみても、僅か 10 キロ足らずの小さな町でし
かなかった。市のほぼ中心部にあたる場所に、サンテチエンヌ・カテドラル（古くはロー
マ人の城＜カストルム＞）があり、市の周辺は塀で囲まれていた。この塀には 6 つの門が
あり、15 の塔がついていた。アデルの時代には、
「避難所」の南東角のすぐ外側に、昔から
の塔の一つが残っていた (93)。アデルは、この有名な「大時計の塔」(Tour de la Grande

Horloge) の前をしばしば通ったにちがいない。これは、15 世紀の大時計が取り付けられ
た 12 世紀の塀の遺跡である (94N84)。
十字軍の時代が終わると、市の塀は幾度かにわたって延長され、特に 13 世紀には、市
塀の外側に建てられていた修道院 (Convents) や大修道院 (Monasteries) を取り囲むよ
うに、市塀を建てなおした (95)。フランス大革命までには、市塀の内側に 20 の大修道院
（Monastery) と男女の修道院 (Convent) が建てられていたのである (96)。しかし、革命
後にも残ったのは、そのうちの僅か二つで、その一つは病人の世話をしていた愛徳会のシ
スターの修道院であり、もう一つは、孤児院を経営していた聖ヨゼフ会のシスターの修道
院であった (97)。
アデルが一生を捧げたのは、このような町であった。
アデルがこの町を出たのは 4 回だけで、それは、成長を続ける修道会の新しい修道院を
準備するためであった。そしてかの女がトランケレオンを訪問したのは、わずか 1 回だけ
である。実際、かの女がその他の目的で修道院の外に出たのは一度だけしかなかった。な
ぜなら、アデルとその仲間たちは、初期の考えとは裏腹に、修道院の囲壁の規則を受け入
れることになり、その規則を喜んで受け入れたからである (98N85)。
アデルとその仲間たちは経験豊かなドゥ・ラムルースの指導のもとに修道院の共同生活
を始めた (99)。しかしシャミナード神父とジャコピ司教は、この新しい修道会の本性につ
いて異なる意見を主張し合うことになった。
ジャクピとアデルは、どちらかと云えば、愛徳会のシスターをモデルにした修道会を頭
に描いていた。病人の訪問や看護、大人や子供の宗教教育、貧者の援助、とりわけ、ソダ
リティの開設と支援に主力を注ぐ修道女会で、深い霊的生活を行うと共に、真の「修道」
生活を営みながらも、教区と、その教区民が必要とするところには、何であれ、いつでも
手を貸す用意のある修道女を考えていたのである。事実、マリアの娘の修道会 (Institut

des Filles de Marie) の最初の会則の原稿をみれば、この修道会の修道女たちは「囲壁の精
神」を遵守するが、囲壁そのものを身に課するものではないと明記されている (100N86)。
トランケレオンで慈善事業の経験を持つアデルは、貧しい人たちや孤児、無学な人、病
人などに強い関心を抱いていた。アデルはこのような人たちを助ける熱望に燃えていたの
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である。しかし、このアデルは、同時にまた、修道誓願によって完全に自己を神にささげ
たいとも思っていた (101)。アデルがシャミナード神父から教えられて熱狂的に受け入れ
たマリアの「宣教師」としての「修道ソダリスト」の人間像は、そのようなものであった
のだ。そして、教区の必要性を熟知していたジャクピ司教は、かの女と同じような考えを
もってこの新しい修道会を見ていたのである (102)。司教も修道者としての生活様式には
賛意を表していた。しかし、囲壁には反対であり、したがって、誓願は（一年間の）有期
誓願でなければならなかった。この新しい修道会のシスターたちは、教区の人びとの必要
性に応じて自由に歩き回れる人たちであらねばならない (103)。当時の教会法による呼び
方を用いるならば、この種の人たちは献心的なキリスト者によって形成される「敬けんな
集合体」(Institut Pieux) と云うことになる (104N87)。
これに対して、シャミナード神父は、活動よりも教会の伝統に基づいた「真の修道生活」
に重きをおいた。当時の多数の教会法学者や司教たちと同じように、シャミナード神父に
とって、教会法で言われている意味での「修道生活」というのは伝統的な「荘厳誓願」を
意味していた。この荘厳誓願は、その違反行為を教会法上でも民法上でも無効にするもの
であり、それゆえに、この荘厳誓願のためには、教会と国家の両方から承認を得なければ
ならなかった (105)。
この荘厳誓願は、アンシャン・レジームにおいても当時の教会法においても（変更は加
えられていなかった）
、修道女に「囲壁」すなわち教皇座の規定する蟄居を義務付けるも
のであった (106)。シャミナード神父とジャクピ司教が折り合えなかったのは、正にこの
点にあった。シャミナード神父は終身誓願をもつ修道生活を考えており、師にとって、真
の修道生活はこれ以外にはなかった。もちろん師は、革命以後、教会も国家もこのような
「修道生活」をフランスにおいて認めていないことを熟知していた。しかし、同時に、師
は、これは一時的なものであり、教会と国家の関係が改善されれば、またもとのすがたに
戻るだろうと考えていたのである (107)。
シャミナード神父は、自分の意見を支持してもらうためにボルドーのダビオ大司教に協
力をもとめたが失敗に終わった。大司教は、この論争に巻き込まれるのを避けたのであ
る。大司教は、近年において教会が修道誓願の永続性と「荘厳性」
（本来的に免除されるこ
とのないもの）が原因でいろいろな問題に直面したこと、また、教会と国家の関係がいま
だに不安定な状態にあること、をシャミナード神父に指摘したのみであった。
（当時、ナ
ポレオンのコンコルダに代わって、復古王朝と教会との間で新しいコンコルダの交渉が続
けられていた）(108)。
かくしてアデルは、二人のあいだで板挟みになってしまった (109)。アデルも最初は囲
壁を生涯守り通すことになるとは考えていなかった。しかし、シャミナード神父と師の
修道生活にかんする考え方に信頼のこころを寄せたアデルは、同時にまた完全な形で「キ
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リストの浄配」になろうとする燃えるような願望によって、アデルは徐々にシャミナード
神父の考えかたに近づいていったのである。しかし、その一方、自己の世界を軽んじよう
とするアデルの真摯な熱意と、司教の譲らぬ主張は、かの女をこれと正反対の方向へ引っ
張ったのである。
アデルが「避難所」へ来てから間もなくのこと、ジャコピ司教は、自分とシャミナード
神父との意見の相違について説明し、自分の意見に従うようにアデルを説得した。司教の
考えによれば囲壁の義務はなく、従って、更新可能な有期誓願を立てることになる。
アデルはシャミナード神父にこの決定を手紙で知らせ、自分が大切にしている「宣教師
としての召命」を守るためにはこの道しかないであろうと書き記している。
これにたいしてシャミナード神父は、直ちに返事を書き、自分の立場は絶対に譲れるも
のではないと記している。この手紙でシャミナード神父は、他のすべてを差し置いて、直
接問題点に迫っている。アデルが心を余すことなくみ主の奉仕に捧げ、イエス・キリスト
の浄配になろうとする望みは正しいものである。しかし、もし、終身誓願のかわりに一年
の有期誓願を選ぶならば、それは正しくない、と師は主張した。
「あなたとあなたの仲間たちが中途半端な修道者になろうとしていたとは、わたしの思
いもよらないことでした。実際、聖霊があなたがたの心の中に与えて下さったたまもの
は、これとはまったく違うものです」、とシャミナード神父は記している (110)。
師は、また、修道誓願を、その永続性と不解消性の面からみて、結婚と比較している。
しかしまた、その結婚は修道誓願宣立によって全うされる現実と比べれば、薄い陰に過ぎ
ない、とも述べている。
シャミナード神父はこのように記したのち、自分がそちらに出向いたときに、この点に
ついて、もっと詳しく説明したい、とも述べている。
師はすでにパスポートを入手したので、修道生活を（しかし、中途半端な修道者ではな
く）を志望している青年に付き添われて出発する (111) と述べたのち、アデルの気持ちを
傷つけたのではないかと詫びの言葉をいれ、かの女にイエス・キリストへの愛があれば、
見識のある人がもつ論理的な結論を、かの女も明白に理解することができるように助けて
下さるにちがいない、とも述べている。
この手紙が書かれたのは聖霊降臨祭の前夜であった。師はこの日のミサでアデル（なら
びにドゥ・ラムルース）のために祈ることを約束している (112)。
翌日曜日、6 月 8 日、三位一体の祝日にシャミナード神父はアジャンに到着した。師は、
修道女になろうとしている人たち一人ひとりと面談し、ドゥ・ラムルースによる今までの
努力を補う形で一般的な講話を行い、続いて、準備ができた人たちを対象に誓願の宣立を
受理する考えでいた。
シスターたちは、新しい修道服の製作に精を出しており (113N88)、もうすぐ全部が仕
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上がるところだった。
シャミナード神父はシスターたちから温かく迎えられ

ー

こうしてアデルは初めて

シャミナード神父と対面したのだった (114N60)。
シャミナード神父は、神学校に宿をとった。
師は、友人であり弁護士であるダビド・モニエ氏が書き下ろした 500 条にわたる会憲、
いわゆるアンスティチュ (Institut) を持参していた (115)。むさぼるように聞き入る共同
体に、シャミナード神父は毎日講話をして、このアンスティチュを説明したのであった

(116)。
準備の黙想会の日取りと、着衣式ならびに誓願宣立の日程が決められた。師は、蟄居を
ふくめた自分の考えに基づいて計画を進めた。
ある志願者は蟄居の生活を受け入れるよりは、身を退く方がよいと考えた (117N89)。し
かし、アデルと数名の仲間は、シャミナード神父とジャクピ司教の話合いが、やがて折り
合うだろうことを期待して、踏みとどまることにした。
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修道服 蟄居の誓願の新しい意味
1817 年 7 月 修道誓願の宣立
アデルの新しい役目

シャミナード神父がアジャンに滞在しているあいだに、師と司教との間の論争が決着す
ることを、アデルはひたすら望み、かつ、祈った。しかし、ジャクピ司教は、シャミナー
ド神父と同様、執ように自己の立場を固持し、他に譲ろうとしなかった。そして、あげく
の果ては修道誓願宣立の許可を取り下げ、修道服の着衣も拒否したのである。ジャクピ司
教がこのような態度に出たのには二つの理由があった。先ず司教は、自分自身の地位の不
安定さから、新しい政府に気をつかっていたことが挙げられる（事実、ジャクピ司教はナ
ポレオンによって司教に＜させられた＞人物であったのだ）(1)。もう一つの理由は、こ
の新しい修道会の創立にたいして新政府が消極的な態度をとった場合の教区にたいする
影響へのこころづかいがあった (2)。
いずれにせよ、司教が誓願宣立と修道服の着衣を拒否したことはシャミナード神父に
とって大きな打撃であった。ましてや、アデルとその仲間にとって、これが大きな落胆で
あったことは想像に難くない。これほどまでに計画を立て、長年の準備をしてきた。そし
て、その最期の段階でこのような結果になったのだ。果たしてこれから、まだ、どのくら
い待たされることになるのだろうか。
しかし、シャミナード神父は、例のごとく、いつもの「長い忍耐」をもって、平和と信
頼の心で未来に希望をもつように、とアデルたちを励ますのだった。そして、相変わらず
個別の面接を行い、グループの面接も行って、新しい会憲の精神を心に植え付け、かの女
たちを修道生活に備えるのであった。
シャミナード神父と意見を異にしながらも、司教は、この修道会の創立に好意を寄せて
いたことは確かであり、アデル一行に同情もしていた (3)。それで司教は、新しい修道会
にたいする教会側の上司として、神学校で教義神学を教えていたムーラン神父 (Mouran)
を任命した (4N90)。一方、シャミナード神父の側としては、修道会の共同体の組織化を
押し進めることに努力した。
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会憲によれば、創立者は生涯のあいだ長上としてとどまることが規定されていた。し
かし、当初、ドゥ・ラムルースはアデルを長上におくことに必ずしも賛成できなかった。
ドゥ・ラムルースの考えによれば、アデルは気まぐれな点があり、落ち着きの無さがあっ
たからである。
ドゥ・ラムルースは、長上にふさわしい人物を与えてもらえるようにノベナをすること
を要望した。アデルとその仲間たちは、これを快く受け入れ、熱心にノベナを始めた。し
かしながら、実際にアデルの生活をよく眺め、観察した結果、ドゥ・ラムルースは、アデ
ルこそこの新しい修道会の長に立つべく天から与えられた人物であることを悟り、その
旨、シャミナード神父に報告した (5)。こうして、シャミナード神父は、司教の承認を得
て、アデルをこの共同体の長に定めた。
シャミナード神父はアジャンに滞在しているあいだに、ソダリティの他の部門の成行き
にも気をくばった。そして師は、アジャンの分会に属するアソシエイツと集会を持ち、60
人の新しいメンバーを受け入れた。また、男子青年部と父親の部も作り上げた (6)。シャ
ミナード神父は、また、ロッテガロンヌ県 (Département) の知事 (Préfet) を訪問し、新
しい修道会について説明を行うとともに、いずれ政府の承認を申請しなければならない時
のことを考えて、あらかじめ根回しをしておいた (7)。
できることはすべて行い、司教との意見の相違もいずれ解消されることを期待しなが
ら、シャミナード神父はドゥ・ラムルースを同伴して、ボルドーへ帰省した。もちろん、
二人は今後もシスターたちと連絡を取り続けることになる。
こうしてこの新しい共同体は、新しい上司をいただき、将来のあらゆる可能性をひめな
がら、当面の生活と使命の遂行を確立するために、その第一歩を踏み出したのであった。
修道誓願を宣立し、修道服を着用する許しを、まだ、司教から得てはいなかったが、こ
の新しい共同体のメンバーは、修道名を用いることにした。そして、それ以降、この修道
会ではこれが習慣化して、新しいメンバーが共同体に入ると同時に修道名で呼びあうよう
になった。
当然のことながら、アデルは二年前にアジャンの分会にちなんでつけた名前、スール・
マリ・ドゥ・ラ・コンセプシオンを名乗った。この名は、新しい修道院の名前にもなった。
しかし、アデルはこの修道会の長上であったことから、公式にはメール (Mère) と呼ばれ
ることになった (8N91)。
クレマンティン・ヤマッシュは、今ではスール・テレーズ・ドゥ・ジェズと呼ばれてい
る (9N92)。かの女は 1794 年、サクソニのハンブルグで生まれ、幼少時代は両親とともに
スペインで過ごした。父親が死ぬと、母親と妹のポーリーヌを連れて、ロンピアンの北西
数キロ離れたプーシュに移り住んだ。際だって美しく、学問があり、非常に人好きのする
性格の持ち主であったクレマンティンは、その母親や妹がそうであったように、きわめて
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世俗的な考え方をもっていた。
かの女は、ある時、当地のアソシエイツを介してラリボー神父に面識を得たが、そのラ
リボー神父から「回心」させられ、最終的には、アソシアシオンのメンバーになった。
このときクレマンティンは、母親や友人から馬鹿にされ、生活態度の変貌をあざ笑われ
た。しかし、その母親ヤマッシュ夫人も、やがてラリボー神父によって回心させられたの
である (10)。
アデルが最初にクレマンティンに会ったのはロンピアンにおいてであった。おそらく

1814 年の秋以前のできごとであったと思われる。その年の 10 月、クレマンティンは病気
にかかり、その回復のためにアソシエイツによって祈りがささげられた (11)。一年のち、
かの女は、ふたたび病気にかかった (12)。

1816 年の初頭、修道会創立の計画が動き始めたころ、クレマンティンと、これまたク
レマンティンと同じように「大切な計画」に参加しようとしていた妹のポーリーヌにたい
して、その希望を踏みにじるようなできごとが起こってしまった (13)。この障害がなんで
あったのかは知られていない。しかし、それがなんであれ、間もなくこの問題は解消し、

5 月 22 日、クレマンティンはアデルと共に「避難所」へ行くために、トランケレオんの
シャトーに来たのであった (14)。
トランケレオンに到着すると、アデルはクレマンティンからグループの黙想をリードす
るように依頼された。アデルはかの女の期待にこたえて黙想を行ったが、その時のアデル
の態度が、あまりにも素朴であり、慈愛に満ちていたために、男爵夫人はこころを打たれ
た (15)。
わずか 22 才の若さで、このスール・テレーズは、まもなくアデルの第一補佐になり、共
同体の霊生部長の役割を果たすことになる (16N93)。霊生部長を勤めていたときのかの女
は、たぐいまれな親切心と熱誠を人びとに示した (17)。
トランケレオンからアデルに同行したもう一人のメンバーはマリ・トレイユ (Marie

Treille) であった。かの女は、今ではスール・スタニスラスと呼ばれている。このスール・
スタニスラスは、メンバーの中でおそらく一番年下であったと考えられる (18N94)。シャ
ミナード神父もアデルも、かの女の養成には一番こころをくだいた。
あの日、朝早くからアデルと共にトランケレオンを出てアジャンに向かった一行の中
にジャンヌ・リオン (Jeanne Lion) という人物がいた。このひとはスール・サンテスプリ

(Sœur Saint-Esprit)(19N75) と名のった。かの女もクレマンティンのように、プーシュの
出身であった (20)。
フランソワ・アルノデルは 34 才で (21N95)、スール・
（サン）フランソワの修道名を名
のった。そして、マルタは単純にスール・マルタと名のった。かの女はおそらく少し年を
取っており、以前、修道女であったと考えられる (22N77) 。

210

第 14 章

1816 年–1818 年 (その１)

シャミナード神父がアジャンに滞在しているあいだに、もう二人のメンバーがこの共同
体に参加した。一人は、アガタ・ディシェである。かの女の両親も、最終的にはアガタの
修道院入りに同意したのであった (23N96)。

6 月 28 日、アガタは修道院に到着し、スール・マリ・デュ・サクレケール (Sœur Marie
du Sacré-Cœur) と名のった (24N97)。この同じ日に、マリ・マドレーヌ・コルニエ・ドゥ・
ラバスティド (Marie-Madeleine Cornier de Labastide) が修道院の門をくぐった。この女
性は、ルジニャン・プティ (Lusignan-Petit) と呼ばれる小さな町の出身であった。この町
は、ポール・セント・マリの北東 25 キロ足らずの所にあり、アジャンとほぼ同距離に位
置している。
マドレーヌはアデルと同年輩であり、1789 年 12 月の生まれであった (25)。かの女もア
デルのように、両親の家にいるころは小さな学校を開いたことがあった。そして、そのの
ち愛徳会のシスターになろうとして、アジャンの病院に志願者（ポストラント）として
入った。アデルに出会ったのはこの病院においてであった。
愛徳会に入るためには、遠く、パリの修練院まで行かなければならない。かの女の両親
は、それを理由に、かの女の入会を許さなかった。その代わりに、近くにある新しい修道
会に入ればよいとすすめた。ところで、偶然、マトドレーヌはアデルに会う機会をもっ
た。その時かの女は、アデルに非常によい印象をもったのが原因で、この新しい修道会が
どのようなものかを見に来たのだった。
しかし、一旦この「避難所」に来たかの女は、そのままここに腰を落ち着けることに
決めてしまった。そしてスール・サン・バンサン (Sœur Saint-Vincent) という修道名を
名のったのである。それは、かの女が最初に心を寄せた修道会の創立者サン・バンサン・
ドゥ・ポール（聖ビンセンチオ・ア・ポーロのこと）にちなんだものであった (26)。
シャミナード神父とジャクピ司教の意見の相違で不安定な状態にあったにもかかわら
ず、その後数カ月のあいだに、この共同体には新しいメンバーが増え続けた。クレマン
ティンの妹ポーリーヌ・ヤナッシュは、その一人である。かの女はスール・マリ・デュ・
サンサクラマンの修道名をいただいた。
ポーリーヌの母親は、娘が修道院にはいると、ひとり取り残されてしまい、自分も修道
院に来て、修道院付属の黙想の家に住みこむことになった (27)。かの女はプーシュにあっ
た自分と娘たちの財産を売りにだしたが、この売却が完了したのは 1820 年のことであっ
た。その間、ヤナッシュの母親は、健康の続く限り、共同体のための奉仕生活を送ること
になるのである (28)。
ボルドーのソダリティの女子青年部には「修道ソダリスト」として修道生活を送るこ
とに興味を持つひとが何人かいた。かの女たちのあいだには、新しい修道会がボルドー
ではなくアジャンに創設されることを聞いて、これに参加することを断念した者がいた。
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また、新しい修道会では蟄居を守ることになる (29N89) と聞いて、入会を拒否した者もい
た。しかし、すべての人が修道会の設立の希望を完全にすてたわけではなかった。現に、
そのような人たちの内で、アジャンに来た最初の人物に、マリ・ロザリ・ルイエという人
がいた。
マリ・ロザリは 1789 年 11 月 30 日にアングレームで産声を上げた。従って、マリ・ロ
オザリはアデルと同年ということになる。かの女はボルドーのソダリストとして活躍して
おり、母親はボルドーで金持ちの子女を対象にした寄宿舎学校を経営していた。そして、
マリ・ロザリはこの学校をささえる大黒柱でもあった。かの女は、そのチャーミングな人
柄で人びとの心を引き付けていたのである (30)。シャミナード神父も認めるように、かの
女はチャーミング過ぎたのかも知れない (31)。
高度な教育を身につけていたマリ・ロザリは、また同時に、音楽的才能にも恵まれてい
た。かの女が奏でるピアノやハープの音色は素晴らしく、名匠によって育て上げられた演
奏家を彷ふつさせた (32)。かの女の得意とするのは器楽のみではなく、声楽にも優れた才
能をみせた。このような音楽的才能に加えて、かの女は、また、イタリア語にも精通して
いた。シャミナード神父は、年若い修道女たち、とりわけ読み書きの下手なスール・スタ
ニスラスや、ドイツ人のヤナッシュ姉妹 (33) にフランス語の文法とスペリングを教える
には、かの女が最適だと考えた。
しかし、なににもましてマリ・ロザリが大切な人物であったのは、かの女が謙虚なここ
ろの持ち主であり、素朴で、高ぶることなく、神とマリアへの愛に秀でていたこと、そし
て、揺るがぬ修道生活への決意をもっていたことである (34)。かの女は熱誠に燃え、雄弁
家でもあった。もちろんシャミナード神父は、予め、かの女が持参金を所持することがで
きないことをアデルに知らせてあった。かの女が修道会に入るだけでも、その母親にとっ
ては、大変な犠牲であったからである (35)。

10 月 28 日、マリ・ロザリは「避難所」に到着し、スール・エンマヌエルと名のった。
修道院に来てから 2 週間もたたないうちに、かの女はアデルに代わって女子青年部のソダ
リティの集会を指導して会員たちの尊敬を集めた。また、かの女は修練女に (36N98) 読み
書きと音楽、文法を教えた (37)。シャミナード神父は、かの女にボルドーにいる婦人たち
で修道会に興味をもっている人たちと文通で連絡を続けるようにすすめた (38)。
ボルドーからアジャンに来た二人目のソダリストはカタリン・イザベル・モンセ (Cather-

ine Isabelle Moncet) であった。36 才でアメリカ生まれの女性である。11 月 14 日、かの
女はさきに荷物を送ってきた (39)。29 日、マドレーヌ聖堂でお別れの朝食会に出席した。
カフェ・オレの朝食はイザベルにとって一日の中で一番大切な食事であった。それでシャ
ミナード神父は、かの女が体調を崩すことなくこの習慣を止めることができるようになる
までは、これを続けさせて上げて欲しい、とアデルに注進している (40)。
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12 月 2 日、イザベルは修道院に到着し、スール・アンヌと名乗った。かの女は修道院に
入ると同時に直ちに貧乏人の子供たちに裁縫のてほどきを始めた (41)。
シャミナード神父からの情報によれば、第三部会とボルドーとの連絡係をつとめていた
マドモアゼル・シャニュも修道会に参加する希望を持っていた。しかしかの女は 80 才を
超える母親を抱えており、母親をおいて修道院に入るわけにはいかなかった (42)。
一週間後の 12 月 9 日、ポアトバンの姉妹たちがやってきた。マリは 23 才で、パン屋
さんの娘であった。非常に意志の強い女性で、判断力に優れ、寛大なこころの持ち主で
あった。このような性格の持ち主でありながら、指導にたいしては従順であり、かつ、柔
軟な態度をもっていた。スール・ルイーズ・ドゥ・ゴンザグ (Sœur Louise de Gonzague)

(43N71) の修道名をとったかの女は、のちほど修練長として働くことになる。後日、シャ
ミナード神父は、問題のある男子マリア会のノビスたちをかの女のもとに送り、その指導
を受けさせたほどである (44)。
このようにして幾月かが過ぎていったが、その間、シスターたちは、忍耐深く誓願宣立
が許される日をまっていた (45)。御降誕節も間近にせまり、ムーラン神父の指導による共
同体の黙想会が行われることになった。アデルは、ロロットがこの黙想会に間に合うよう
に来ることができないのを残念に思った (46)。しかし、この時期は、かの女たちが修道生
活にむけて決定的な一歩を踏み出すには、ちょうどよいタイミングであった。
シスターたちは、ムーラン神父を通じて、クリスマスの真夜中のミサに修道服を着用す
る許可を司教に申し出た。修道服を自分たちの手で作り、7 カ月のあいだ着ないままで置
いてあったのだ (47)。司教はこの願いを善意の内に黙認した。
修道服は祝別され、シスターたちは初めて修道服に手をとおした (48)。そして、このク
リスマスの日をもって、下記のシスターたちが修練期を始めた。
サン・バンサン、サクレケール、サン・フランソワ、ルイーズ・ドゥ・ゴンザグ、エン
マヌエル、そして、アンヌであった。
クリスマスの朝は、ファブリ神父 (Father Fabry)(49) がミサをあげた。神父は修道女た
ちに、クリスマスのオクターブ（８日間）のあいだ、修道服を着て過ごすことを許した。
さて、それから一週間たったが、もはやシスターたちは、修道服を脱いで俗服にもどる
気持ちになれなかった。神学校の校長をしていたガルデル神父 (Father Gardelle) は、か
の女たちの気持ちを察し、司教にそれを取り次いだ。こうしてジャクピ司教は、シスター
の新しい修道服着用を許したのである (50)。
アデルはこの朗報を急いでシャミナード神父に知らせた。これにたいしてシャミナード
神父は、恐ろしい迫害が起こらないかぎり、二度とこの修道服を脱ぐ必要がないことを希
望する、と述べている (51)。しかし、それと同時に、師は、また、まもなくボルドーから
来ることになっているマドモアゼル・デグランジュのような若い志願者には、すぐには修
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道服を着せないで、ポストラントとしての質素な黒い服を着せるように、と述べている。
クラリス (52N99)・デグランジュ (Clarisse Desgrange) は、1817 年 2 月中旬に修道院に
入った (53)。かの女もボルドーのソダリストであった。シャミナード神父の印象では、か
の女は頭が良く、勇敢で、しっかりした性質の持ち主であり、ときとともに立派な修道女
になるだろうと考えられた。シャミナード神父はアデルにたいして、わたしたちは物事の
起こる前から恩寵を前提とすることは許されないが、恩寵の働きに従うことは必要であ
る、と述べている (54)。

5 日間の黙想のあいだ、ムーラン神父は全共同体を対象にして、一日二回の講話を行っ
た。この黙想会が終わったのち、3 月 7 日、クラリスは着衣式を終え、スール・サンジョ
セフと名乗った (55)。アデルが男爵夫人に記しているところによれば、この儀式はプライ
ベイトなものであったが、非常に荘厳なものであったそうである (56)。

5 月 24 日、ちょうど創立から一年目のことである。アジャンの商人の娘で (57)28 才に
なるローズ・ガティ (Rose Gatty) が修道院に入り、スール・ドジテ (Sœur Dosithée) と
なった。これとほぼ同じ頃、ボルドーからマドレーヌ・ビルジニ・マレシャル (Madeleine-

Virginie Maréchal) が入会した。当時まだ 21 才にならなかったかの女は、後日、スール・
セント・フォア (Sœur Sainte-Foy) の修道名で知られるようになる。
さて、この年の 4 月は、修道院としてはなんの関係もないことであったが、アデルに
とっては大きな意味をもつ出来事があった。今では 18 才になる (1817) アデルの妹デジレ
が結婚したのである。結婚に先立つこと一ヶ月、アデルはデジレにお祝いの手紙を送って
いる (58)。デジレは従兄弟と結婚した。父親の伯父アレクサンドル・ドゥ・バッツ・ミル
ポア (Alexandre de Batz de Mirepoix) の孫であった。
新郎はシャルル・フランソア・アレクサンドル・アンジュ・ドゥ・バッツ・ドゥ・ミル
ポア (Charles-François-Alexandre-Ange de Batz de Mirepoix) と称し、アデルの記述によ
れば、賢明で宗教心に篤く、素晴らしい将来を約束された人物であった (60)。
結婚式は 4 月 14 日に挙行された (61)。そして、向こう 2 年間は男爵夫人やシャルルの
家族といっしょにシャトーで生活することになった (62N100)。

1816 年 6 月からこの頃までのシャミナード神父は、シスターたちが種々の熱誠事業を
おこないながらも、真の修道者として欠かすことのできない諸要素を遵守することができ
るようなかたちで司教と意見の折り合いをつける道を模索していた。

(1816 年）8 月、シャミナード神父はアデルに手紙を書き (63)、当時まだボルドーにい
たロザリ・ルイエ (Rosalie Lhuillier) によって美しく写本された会憲 (Institut) を送ると
約束している。しかし、その代わり、シャミナード神父はこの文書を批判的な観点から再
検討することを決め、改正版を作成することにした。アンスティテュのオリジナルな文書
は 501 の条項から成り立っているが、これを 48 条に短縮したのである。この二つのテキ
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ストを書いたのはモニエ氏であり、シャミナード神父はそれを監修し、自分の考えに基づ
いて校正をほどこした。
このようして最初に書かれたオリジナルな文書が、グラン・アンスティテュ (Grand

Institut) として知られるようになり、新しく書かれた改訂版がプティ・アンスティテュ
(Petit Institut) として知られることになったのである (64)。
この改訂版は 9 月の初旬にでき上った。もっとも、そのために、シャミナード神父は黙
想会をキャンセルしたり、手紙を書くのをしばらく断念しなければならなかった (65)。完
成した会憲のコピーは、一通をアデルに、もう一通をジャクピ司教に送った。この会憲の
文書で、シャミナード神父は蟄居にかんする司教の反対意見に答を出すことができたと考
えた。
アデルに宛てたシャミナード神父の答をみると、マリアの娘たちの蟄居と云うものは、
カルメル会やその他の古い修道会のように、他の三つの修道誓願宣立の中に「含蓄され
る」ものではない。もし蟄居を三誓願に含蓄されたものとするならば、それは三誓願と同
じく絶対的なものになる。新しい修道会の創立の目的と時代背景を考えるならば、新しい
修道会の蟄居は、それとは別のものでなければならない。すなわちそれは「明示された」
ものであって、ひとつの特定の誓願の対象 (Object) でなければならない、と述べている。
この第四の誓願としての蟄居の誓願は、ある特定の目的のために一時的に修道院を出る
時には長上の命令に従う義務を負わせるものとなる。また、迫害の時などは、何ら他人に
迷惑を掛けることなく、司教によって免除されうるものとなる (66)。
このようにして、シャミナード神父が司教を満足させるに足る答を見いだしたと考えた
が、その矢先、またもや二人の関係を悪化させるもう一つの事態が発生した。
司教は、明らかに、現在、借家住まいのこの修道院を安定させようと考えたのであろう。
「避難所」を買収するか、あるいは、これを永久貸借するように、と主張しはじめたので
ある。
市がこの要請に難色を示すと、司教はこれに代わる他の場所を探し始めた。この時、一
つの物件が見つかったらしい。アデルはシャミナード神父に手紙を書いて、引越しの可能
性を示している (67N101)。
シャミナード神父は、新しい物件が、今の家よりも広くて立地条件もよく、修道院によ
りふさわしいものでない限り、
「避難所」から動くことに賛成することとはできないと伝
えてきた。そして、ムーラン神父とベロック夫人に相談し、直ぐには最終決定を下さない
ように、とアデルに伝えた。
しかし、この代替地をさがす試みは失敗に終わった。そこで、次に司教が提案したの
は、
「避難所」を買収するために市と交渉する手間を省いて、中央政府に直接アピールす
ることであった。
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シャミナード神父は、この提案にも賛成することができなかった (68)。なぜなら、もし
これに賛成すれば、以前行政長官 (Prefect) と取り交わした約束をほごにすることになる
からであった。シャミナード神父は、政府の承認を求める前に、先ずこの新しい修道会を
政府との交渉にたえ得るだけのものに育て上げておくことを約束していたのである。
クリスマスが終わって間もなくのこと、つまり、司教が修道服の着用を許可したちょう
どその頃、突如、解決の道が開け始めた。
革命のあいだアジャンで生き延びることができた修道会は二つあるが、そのうちの一つ
に、聖ヨセフの修道女会というのがあった。この修道会は、
「貧しい孤児の少女の」シス
ターとも呼ばれていた (69)。しかし、17 世紀にできたこの修道会も、12 月に院長のメー
ル・マッカーシー (Mère MacCarthy) が死んでからは、いまやスール・ローズ・ムリニエ

(Sœur Rose Moulinie) を一人残すばかりになっていた。
ところで、この修道会は今までに一度も教皇の承認を取り下げられたことがなく、政府
も、今年、司教の要請によってこの修道会に承認を与えたばかりであった。司教はここに
女子マリア会の解決の糸口を見いだしたと考えたのである。もし、アデルの新しい修道会
がこの聖ヨゼフ修道会の修道院に移り住み、孤児たちの世話に従事するならば、その修道
会に新しい志願者が入ってきたと世間の人たちは思うだろうし、この修道会も存続するこ
とができるようになった、と考えるにちがいない、と云うのである。こうすれば、女子マ
リア会にとっても、永住の場所を手に入れることができる上に、ローマとパリの承認を同
時に手にいれることになる！ (70)。
司教はこの考えをムーラン神父とアデルに伝えた (71)。そして、この二人は、共に、こ
の提案を受け入れるように手紙でシャミナード神父を説得しようとした (72)。
アデルはこの手紙の中で、幼きイエスは（それは 12 月 28 日のできごとであった）わた
したちに贈物を下さった、と記している。ベロックはその修道院を実際に見に行き、この
建物が新しい修道会の種々の目的に適した場所に位置していることを確認した。
この建造物には修道女のための 16 の個室があり、寄宿生用の大きな寝室二つと教室が
あった。外側にある聖堂はソダリストの集会に使用することができるし、修道女のために
は、隔離された別の聖堂がある。
神さまがこちらの方へわたしたちを導いて下さっているようです、とベロックは述べて
いる。すでに修道服を着用することができるようになりました。わたしたちの引越しを
「町全体が」望んでいます、とかの女は記している。
これにたいしてシャミナード神父は返信を書き、次のような警告を発している (74)。
ただ単に新しい修道院がそこに移り住むことを条件としてその家を頂戴することができ
るのなら問題はないだろう。また、スール・ムリニエの世話のために必要な資金を手配す
ることにも異存はない。スール・ムリニエといっしょに住んでいる若い女性にかんしいて
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は、もし本人が希望し、本人に素質があるならば、女子マリア会に受け入れても問題はな
い。しかし、決断を下す前には数多くの観点から調査しておく必要がある。このように述
べたシャミナード神父は、考えに入れておくべき点を 6 カ条にして書き送ってきた。その
中でとくに大切な点は、次の二つであった。

(1) もし、聖ヨセフ会が法的に承認された共同体であるならば、その財産の譲渡のため
には、国王の許可が必要である。司教の許可だけでは不十分なはずだ。いずれにせよ、マ
リアの娘たち自身がまだ承認されていないのだから、法人として財産の譲渡を受けること
は無理なはずだ。司教の提案は、聖ヨゼフ会の消滅を前提としており、その土地と建物の
権利書を他の組織体に書き換えること、すなわち、その権利書をアデルとそのシスターた
ち個人にたいする譲渡を行うことを意味している。このような譲渡そのものには反対しな
いが、新しい物件に関しての権利の移行が、問題なく行われることが明確になるまでは、
決して引越しをすべきではない。

(2) 孤児の世話をすることは、新しい修道会の目的に背くことではない。「いかなる種類
の仕事も排除するものではなく、あらゆる種類の仕事が推奨されている」
。孤児院の仕事
が、本会特有の業務になったり、他の種類の仕事を犠牲にしてまでそれに主力を注がねば
ならないものになってはならない。「アンスティテュ（女子マリア会）の目的を特定化す
ることによって、それを転倒させてしまう」ようなことがあってはならない。
シャミナード神父はムーラン神父にたいしても、これと同じような保留項目を書き送っ
た (75)。従って、ムーラン神父やアデルが、これらの疑問点を司教に問い合わせたことは
間違いないと考えられる。

1 月 6 日、シャミナード神父からの新年の挨拶にたいする返事の中で、ジャコピ司教は
次のように述べている。
神父さま、できることならこの新年を、わたしにとって気持ちの良い年にして下さ
いませんか。
いや、きっとそうして下さるものと、わたしは信じてい ます。ですから、マリア
の娘の修道会を
聖ヨセフの孤児院修道会に変身させて下さるように、切にお願いします。
この変身は、修道会設立以前にシスターたちがわたしに相談して下さった計画に合
致するもので
あると考えています。しかも、これによって、より効果的に働くことができるよう
になると思います。
現在かの女たちが住んでいる所から孤児院へ移ることにかんしては、何の支障もあ
りません。
その上、そうすることが、シスターたちにとってもアジャン市にとっても、利益を
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もたらすことになり
ます。このことをよくお考えになり、そのようにシスターたちにアドバイスを送っ
て下さいますように

(76)。
この司教の手紙に返事をする前に、シャミナード神父は祈りの内に十分な時間をかけて
熟考した。この提案を受け入れることはマリアの娘の修道会が消滅し、聖ヨセフの修道女
会になることを意味している。
司教もまた、このことについて祈っていたことは明らかである。そして、自分がシャミ
ナード神父に無理なことを提案していることに気が付いていた。そこで、司教は自分の提
案を取り下げることにした。

1 月 20 日、シャミナード神父は、司教が柔軟な態度に出た配慮の気持ちを感謝して、司
教に手紙を送った。その手紙の中でシャミナード神父は、自分が返事をすぐに出さなかっ
たのは、司教が勧めたように、十分に考える時間を持ちたかったからだ、と述べている。
そして、この問題を熟考する度に、自分の良心はこの提案を受け入れることにネガティ
ブな反応をした。司教がこの提案を取り下げて下さった（これは聖霊の力によるものだ、
とシャミナード神父は述べている）今では、自分の考えを十分に申し開きすることができ
る。そして、ここで述べる考えは、これまで自分自身にとっても明らかでなかったこと
だ、と述べている。
マリアの娘の会を変質させることへの提案に自分が賛成できない理由、ならびに古い修
道会を単に復活させることが今日の教会の必要性に応えることではないと自分が考える
理由について、シャミナード神父は長々と (77) 再吟味を行っている。
現代の教会は古い修道会と並行して新しい修道会を必要としている。これは迫害を受
け、弾圧を受けた後の教会史に常に見られることである。数多くの創立者や聖なる教皇た
ちが認めた信徒の必要性があってこそ、そこに新しい修道会が生まれてきたのだ。そのこ
とに関しては、たとえその修道会が古い修道会の名前を踏襲したとしても、同じ事が言え
よう。
司教は、新しく創立されたこの修道会を、まだ、正式に承認するには至らなかったもの
の、シャミナード神父のこの立場に関しては、意見を異にすることはなかった。事実、司
教は参事会に諮って、プティ・アンスティテュ（簡約された女子マリア会の会憲）と修道
院の生活の規則を検討し、口頭でこれに承認を与えた (78)。
こうして、修道院は「避難所」に留まることになり、規則的な生活パターンに落ち着く
ことになった。

1817 年 5 月、アデルは再びシャルルとの連帯保証でアジャン市の弁護士ジャン・バプ
ティスト・トーマス・ショドルディ (Jean-Baptiste Thomas Chaudordy) を代理人として
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立て、今まで使用してきた避難所の部分の賃貸契約を延長すると同時に、
「牢獄」と呼ばれ
ている部分を新しく借り受ける契約をおこなった。この新しい契約で、有効期限は 1825
年 12 月 31 日までとなった (79)。こうして、新しく借り受けた部分の改修が終わると、共
同体はその建物に移り住むことになったのである (80)。
この間、シャミナード神父はもう一度この新しい修道院を訪問しようと計画した。アデ
ルも、できるだけ早くその計画が実現するように望んでいた (81)。すでに 12 月には、師
はアデルに、オーシュ (Auch) へ行く途中でアジャンに立ち寄り、帰り道にもアジャンに
寄りたいと伝えていたのであった (82)。そして、その機会を利用してコンドムのロロット
や、かの女の仲間もアジャンに来てもらえば良いと考えていた。また、いまだに修道院入
りを希望していながら実現していなかったアメリ・ドゥ・リサンにも会う機会を持ちたい
と述べていたのであった。しかし、この訪問が不可能となった今、シャミナード神父はシ
スター各人にたいして、習慣通り新年の手紙を (83) 自分あてに書いてくれるように依頼
し、その手紙の中で、各人のこころの状態と進歩の度合を明らかにしてくれるように、と
要請した。
こうして送られてきた手紙にたいして、シャミナード神父は、各人にそれぞれ返信を書
き送った (84)。シャミナード神父は、また、各部門の部長にも、報告書を提出するように
要求した (85)。

1817 年 7 月、やっとシャミナード神父は長旅が可能になった。ボルドーを出発したの
は同月の 10 日以前のことであった (86)。アジャンに到着するや、師のスケジュールは多
忙を極めた。アデルと長時間にわたる話合いを行い、シスター各員と面接を行った。毎日
のミサにおいては説教を行い、食事の間にも講話をしたり訓話を与えたりした。夜の 10
時まで告白室で過ごすこともあった。7 月 17 日の木曜日には、17 名の新しい女子青年ソ
ダリストの入会式をおこなった。この新会員の入会式にシスターたちが合流して、合同聖
体拝領式を聖堂でおこなった (87)。

21 日月曜日と、翌火曜日には、オーシュでソダリストの入会式がおこなわれた (88)。
シャミナード神父がこの入会式のためにアジャンを不在にしているあいだ、ムーラン神父
はシスターたちの黙想を開始した。この黙想会はオーシュから帰ったシャミナード神父に
よって締めくくられた (89)。

25 日、黙想の最終日、司教の許可を得て、やっとシスターたちは誓願を宣立すること
ができた。かの女たちは、14 カ月のあいだ、この日の来るのを待っていたのだ。いまだ
に修道会が正式に承認されていないこともあり、この誓願式は私的な形で執り行われた。
各シスターが順次告白室に入り、そこで内密に誓願を宣立したのである。このような形で
あったとはいえ、この質素な誓願式は、修道女たちにとって、長いあいだ持ち続けてきた
願望を満たしてくれる、大きな第一歩であったのだ。
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終身誓願を宣立したのは 9 人のシスターである。それは、スール・マリ・ドゥ・ラ・コン
セプション・ドゥ・トランケレオン (Sœur Marie de la Conception de Trenquelléon)、スー
ル・テレーズ・ドゥ・ジェジュ・ヤナッシュ (Sœur Thérèse de Jésus Yannasch)、スール・
サンバンサン・ドゥ・ラバスティド (Sœur Saint-Vincent de Labastide)、スール・サンテ
スプリ・リオン (Sœur Saint-Esprit Lion)、スール・マリ・デュ・サンサクルマン・ヤナッ
シュ (Sœur Marie du Saint-Sacrement)、スール・マリ・デュ・サクレケール・デイシェ

(Sœur Marie du Sacré-Cœur Diché)、スール・エンマヌエル・ルイエ (Sœur Emmanuel
Lhuillier)、スール・アンヌ・モンセ (Sœur Anne Moncet)、スール・サン・フランソア・
アルノデル (Sœur Saint-François Arnaudel) である。
この時に用いられた誓願文は下記の通りである。
マリアの娘の修道会の長上であられる尊敬すべき神父さま。
聖なる福音と神父さまのみ手に身をゆだね、わたくしは、貞潔と清貧と従順を全生
涯にわたり、
かつ、永遠に守ることを神さまにお誓い申し上げます。
わたくしは、また、その間、修道会の長上、または教会の長上によって明白なかた
ちで一時的に
修道院を離れる命令が無い限り、蟄居を守ることを誓います。
また、わたくしは、教会の長上の命令により、カトリックの信仰を擁護し、キリス
ト者としての
行動を保持するために、教育に従事することを誓います (90N102)。
この時に有期誓願を宣立した修道女が二人いた。一人はスール・ルイ・ドゥ・ゴンザ
グ・ポアトバン (Sœur Lois de Gonzague Poitevin) であり、もう一人は誰であったか、そ
の名は知られていない (92N103)。
翌日、7 月 26 日、二人の志願者が公式に修練院に受け入れられて着衣した。この二人
は、スール・セント・フォア・マレシャル (Sœur Sainte-Foy Maréchal) とスール・ドジ
テ・ガティ (Sœur Dosithée Gatty) であった。
修道会が創立された 1816 年 5 月 25 日は新しい修道生活の開始を記念する日であるが、

9 人のシスターが終身誓願を宣立した 1817 年 7 月 25 日は、その将来を力強く指し示した
先ぶれの日であったと言えよう。

27 才になるアデルは、この新しい共同体で、修道女たちの日常生活を指導する責任者
になった。しかし、かの女自身、修道生活の経験はとぼしく、あったと言えば、堅信の秘
跡の準備のためにアジャンのカルメル会で過ごした 6 週間の体験程度のものでしかなかっ
た。そして、それは、アデルがまだ 14 才にもなっていなかったころのことであった。も
ちろん、コンドムの伯母を訪問したときに、あるていど修道生活について見聞きしたこと
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があっただろうし、創立当初の数週間にはラムルースが教えてくれた。しかし、いま、シ
スターたちを引率し、指導し、励まし、養成しているアデルの知識は、シャミナード神父
やムーラン神父の指導のもとに自分で学びとった経験と祈りと熟考によるものであった。
非常に詳細にわたって記述されたグランド・アンスティテュ (Grand Institut) をアデル
に手渡すに当たって (93N104)、シャミナード神父とモニエ氏は、アデルのために手引書
を用意した。

1825 年、アデルは独自に「マリアの修道会に関する簡単な問答集」(Brief Catechism of
The Institute of Mary) を著しているが、それを見ると、アデルがこの手引書の本質的な
部分を十分にマスターしていたことがうかがえる (94)。
このアンスティテュは、聖ベネディクトによる修道生活の伝統と聖イグナチオの使徒的
方向性 (95) を取り入れたものであって、この両者の難しくかつ微妙なバランスを保とう
とするものであった。シャミナード神父は、修道会設立にあたって、今までにない新しい
ものを取り入れようとしていること (96) を十分に承知していた。しかし師は、自分が作
り上げたものが必ず実践できるものであることをも、確信していた。
アンスティテュを作成するに当たって、シャミナード神父が参照した資料は主に三つあ
る。よく世に知られた聖ベネディクトの会則と、聖ジャンヌ・ドゥ・レストナック (ST.

Jeanne de Lestonnac) が創立したノートルダム修道会のイグナチオ的な会憲 (97N105)、そ
して「マリアの召使の手引」(Manual of The Servant of Mary) の最新版 (1815 年版)(98)
であった。
モニエ氏が記した 76 頁にわたる「手引」の序文では、先ずソダリティのマリア的指向
性が説明され、そのソダリティがメンバーに与えることのできる大きな利点、すなわち、
「祈りと教育と（使徒）事業」について論じられている。グランド・アンスティテュは（第

160 条で）ソダリティについて説明している中で、ソダリティが修道会 (Institut) と同じ
く、祈りと教育と労働の三つの目的をもっていることを明記している。この新しい修道
会が、このような意味での三つの目標（自己の聖化に励むこと、他の婦人を救霊に導くこ
と、仕事を進めて行く上で遭遇する霊的危険から身を守ること）を持つものであることを
述べた後、この新しい修道会 (Institut) では、この三つの目標を達成するために、あらゆ
る手段と方法を三つの部門で統合する。すなわち、霊生部 (Zèle)、教育部 (Instruction)、
そして、財務部 (Travail) である (99) と述べている。この修道会 (Institut) では、長上も、
補佐官も、そして、ノビスとポストランを含めたすべての修道女たちも、その義務と権利
と責任は、これらの部門のもとに統合される、とも述べられている。
グランド・アンスティテュ (Grand Institut) とプティ・アンスティテュ (Petit Institut)
に加えて、シャミナード神父は「一般規則」(General Regulations) と「各部門長のための
規則」 (Regulations for each of The Oﬃcers) の執筆に着手していた (100)。師はアデル
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に、これらの文書を研究し、他の修道女に説明し祈ることによって、修道会の精神をより
深く身につけ、それを自分のものにするように、と励ましている (101)。
師はアジャンを訪問した折りには、アデルと頻繁に面談をおこなって、より詳しい説明
を与えるとともに、かの女の進むべき道、ならびに他の修道女を指導する方法を、かの女
が自分自身で見出していくことができるように指導した (102)。
しかし、アデル自身の体験は、これまでに与えられ、これからも与えられるあろうシャ
ミナード神父の会則や規則などの全てをもってしても、これに置き換えることはできな
かった。注意深く人びとを観察し、性格を見通し、修道会の精神を深く理解することに
よって、アデルはその権限をどのように行使すべきかを身につけたのである。行動におけ
るこのような成熟度は、一日にして成し遂げられるものではない、とシャミナード神父は
述べている (103)。
しかも、アデルとその仲間たちは修道会の新しい基礎が置かれた時点で、新しい志願
者にたいする生きた手本となれるように (105)、会則に忠実に生きなければならなかった

(104)。また、上司としてのアデルは、自由裁量権を生かして特殊な状況に会則の規定を
適合させたり修正を加えたりすることができるように、会則の「精神」を熟知しておかな
ければならなかった (106)。
シャミナード神父は聖ベネディクトのように、会則とその遵守の重要性を強調すると同
時に、これを節度をもって守ることも強調した。会則の諸規定を実生活に適応させるに当
たっては、
「すべての娘にたいして、わけ隔てなく、良き母親」(107) であるように。娘た
ちが必要のある場合は、常にそれを配慮し、時にはかの女たちの必要性を前もって配慮し
てあげなければならない。犠牲の精神を奨励し、これが欠けている人には養うようにしな
がらも、会則に規定されている以上の償いを課することがあってはならない、とアデルに
諭している。
また、会員各自と頻繁に面談し、各自が正直に、かつ、オープンにこころを開き、その
生活、態度、躊躇、恐れなどを打ち明けることができる機会を作る必要がある。不満が
あったり、会則の条項を守ることができない修道女や、他の修道女と性格的に合わない場
合などは、修道女の気持ちを楽にして上げなければならないし、長上とフランクに問題点
を話し合えるようにして上げなければならない (108)、とも教えている。
また、シャミナード神父はアデルにたいし、会員たちが光と安らぎを求めて自由にかの
女に会いに来ることができるようにしておくべきだ、と述べている。たとえある会員が全
く自己満足のために面談を求めてくる疑いがあるときも、この修道女を親切に受け入れね
ばならない。このような修道女たちには、信仰をもって動機を純化するように教えなけれ
ばならないが、にもかかわらず、かの女たちには、いつも長上から受け入れられており、
問題を聴いてもらえるという安心感を持たせなければならない。そうするだけでも、誘惑
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の時や悩みの時には大きな助けになるからだ、とシャミナード神父は述べている (109)。
このような個人面談のほかに、アデルは毎週日曜日に霊的講話をおこない、週日、一般
には木曜日に、一時間にわたってキリスト教の教義についての講話をおこなった (110)。
徐々にメンバーが増えてくると、アデルはアンスティテュに従って共同体を組織化する
ことができるようになった。最初の頃は、部門長を任命するときは、長期にわたって職務
につかせることの無いようにし、短期間にくぎって行った。こうして、一つの職責を、幾
人もの修道女たちのあいだで、順繰りに経験することが出来るようにした。こうして、誰
がいちばんの適任者であるかを見極めるようとしたのである (111)。
シャミナード神父が部門長を決定的に任命したのは、ずっと後になってからのことであ
る。スール・テレーズは霊生部長に (Mère de Zèle)(112)、スール・エンマヌエルは教育
部長に (113)、そして、スール・サンバンサンは財務部長に (114) 任命された。また、スー
ル・サクレケールは修練長に任命された (115)。アデルは、権限を部下に委譲するように
勧められ、アデル自身は「全般的な統括」を行うにとどめられた (116)。
各部門長は（シャミナード神父から送られてきた雛形に従って）台帳に自己の職責と業
績を記すことになった。この台帳は、部長自身のためであると同時に、長上が点検確認す
るためのものでもあった (117)。各部長は、毎週一回、会則と規則を読み、完全に身につ
くまで、これを続けた。そして、自分の使用に役立てるために、自分に任された職分に関
係のあるカ所を抜粋して要約を作った (118)。しかしながらアデルは修道女たちが働き過
ぎて過労に陥らないように、各人に休息と黙想の日を与えるように配慮した。この休息と
黙想の日は、仕事のマネジメントに支障をきたすほど長いものではなく、さりとて、神の
愛に強められて再び仕事につくことが出来るような長さのものであるように配慮された

(119)。
共同生活の規則は厳しいものであった。アデル個人としては、私的な生活の規則でスケ
ジュールに合わせた生活を送ることには慣れていた。しかし、そのアデルも、狭い囲壁の
中で他の婦人たちと生活をともにするのは、これが初めての経験であった。
朝 5 時に起床し、各人、ベッドを作る（貴族や上流階級の娘にとって、これは初めての
経験であったに違いない）。その後、共同体による朝の祈りがあり、6 時まで個人的な念
祷をする。個人の念祷はスカピラリオの祈りで締めくくられる。

6 時に仕事が始まる。ノビスの場合は、このとき授業が始まる。7 時に共同体は集合し、
マリアの聖心の小聖務日祷を唱え、ミサ聖祭にあづかる。ミサののち 15 分間、霊的読書
をするか、感謝の祈りを捧げる。朝食は午前 8 時である（それは、パンとミルクと、少し
のコーヒーであった）。
午前 8 時 30 分から 11 時 30 分までは授業に出るか、仕事をする。11 時 45 分、良心の糾
明をしたのち、正午に昼食をとる（スープ、肉料理または魚料理、野菜、果物かチーズ、
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ジャムであった）。
昼食ののち 2 時まで休息をとったが、歌の練習や語学の授業があるときは、1 時 30 分ま
でであった。
午後 2 時から 5 時までは、再び授業か労働に従事するが、その間、3 時には「三時の祈
り」を唱える。5 時 30 分から 6 時までに、もう一度念祷を行う (120N106)。そして、7 時

15 分、ロザリオを唱え、7 時 30 分、夕食をとる（日・火・木曜日は肉または魚の料理、月・
水・金曜日は卵か野菜の料理）
。夕食ののちに休息があり、それは 9 時 15 分に終わる。そ
ののち 15 分間糾明を行い、その後、夕の祈りをする。
日曜日には別のスケジュールがあったが、午前と午後の大半の時間はソダリティの集会
にとられた。そして、午後 5 時にはメールの一人による講話があった (121)。
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共同生活の組織化
1818 年４月 シャミナード神父の訪問
志願者の選択と養成/アジャンの男子ソダリティ
修道会の男子部マリア会と在俗第三会

アデルの日課はぎっしりと詰まっていた。共同体の組織化と時間割にまつわる細かい問
題、三部門の統轄、評議員会、会員との個人面談、ますます忙しくなる使徒活動、などで
ある。アデルはこれらの仕事を夢中でこなしていった。住居の追加スペースの確保、じょ
じょに増加する志願者。これら変更や改善を加えなければならない点も数多くあった。最
初は修道女の数も少なく、屋敷が広すぎてスール・ドゥ・コンパーニュ（助修女）の手が
足りないほどであった。だからシャミナード神父は歌隊修女たちにも、家事の手伝いをす
るように言いつけ、アデルにも自ら進んで模範を示すように助言したものだった (1)。事
実、ノビスや有期誓願者をふくめて、すべての修道女が勉強しなければならないことが山
ほどあり、しかも日課の一部として手仕事をしなければならない状態にあったのだ。この
ような手仕事には多くの利点がある。中でも沈黙と内省を実践する良い機会となり、会則
が定めているわずかな念祷の時間を、ある意味で補ってくれていたのである (2)。
修道院生活を始めた最初の数カ月は、間に合わせの洗濯場しかなかった。シャミナード
神父は、歌隊修女はもとより助修女にも、洗濯のために近所の小川に出かけることを禁止
した。

1816 年 9 月のこと、シャミナード神父はアジャンを訪問した際、自分が協力して作り
上げたミゼリコルドの洗濯場をアデルに説明し、同じようなものをアジャンにも作ること
になった (3)。計画が進められたのはシャミナード神父がアジャンを訪問していた 7 月の
ことであると思われる。1817 年 12 月には、すでにこの洗濯場は機能していた (4)。
修道女の衣類は共有にされ、サイズに応じて各人に支給された。しかしながら、病人が
使用した衣類には印を付け、病室にいる人たちのために使用された (5)。

1817 年 8 月、もと「牢獄」として使われていた場所の改装が完成し、引越しすることに
なった。
「避難所」にあった元の聖堂は修道女の住まいとして使用され、二階の歌隊席は
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修練女の寝室になった (7)。
修道院も、じょじょに落ち着き、生活環境が整い始めると、シャミナード神父は、より
忠実に蟄居を守るように指導した。洗濯場と庭園は囲壁の内側にある。従ってこの中に入
ることができるのは、用事のある労働者のみで、その場合にも慎重な監督の下におかれ、
修道女たちとのあいだに、ある種の隔たりが設けられた。仕事をしている労働者にメッ
セージを伝えたり、言付けものを手渡すために来るお使いの子どもたちは、この中に入る
ことが許された。しかし、そのような子どもでも、もし、ひどく修道院に好奇心を持って
いる場合には、模範的な修道女とのみ接することができるように配慮すべきだ、とシャミ
ナード神父は述べている。もっとも、このようなお使いの子どもたちも、係の修道女に伝
言をしてすぐに帰るとか、会うべき人を玄関で待つことができるような場合は、それに超
したことはない、と師は述べている。だからシャミナード神父は、ベロックの召使などに
は、そのようにしつけるように希望した（ただし、ベロック夫人自身は、自由に囲壁の中
に入ることが許された (8)）。
シャミナード神父は、アデルがこのような「受身の」蟄居にかんして厳格すぎる態度を
とらないように指導した (9)。ローモン神父は、病気の修道女を訪問するために来たとき
は、いつでも修道院の中に入ることが許された (10)。しかしこれも、1818 年 5 月 18 日、
シャミナード神父が訪問して現状を確認してからは、いくらか厳しく制限されるように
なった (11)。
積極的な蟄居、すなわち、修道院の外に出ることにかんしては、もっと厳しい考えが適
応された。志願者といえども、一旦修道院に受け入れられたならば蟄居を守らねばならな
かった。なぜなら、これはかの女たちが入ろうと「志願している」修道会と切り離すこと
のできない一部分であると解釈されていたからである。
両親が訪問したときは、応接室で話をすることは許されたが、外出することは許されな
かった。一般社会の人びとがこのような考えに理解を示してくれるとは、シャミナード神
父も期待していなかった。しかし、アデルとその修道女たちには、これを理解するように
求めた。そして、もし志願者が許可なく修道院の囲壁を出ることがあれば、そのまま二度
と修道院に入れてはならない、と述べている (12)。
もちろん、訪問者はいつでも歓迎された。ジャクピ司教は、非公式に訪問した。ときに
は予告なしに訪問することもあった (13)。トランケレオンの男爵夫人も娘に会いにきた

(14)。コンドムに住む三人のおばも、将来この修道会に入る可能性をこころに秘めて、ア
デルを訪問した (15)。
アデルは以前修道女であったおばが来訪した際、そのような状況を考慮にいれて、囲壁
の中まで入れても良いのではないかと考えた。しかし、そのような特別扱いが、まんがい
ち、他の修道女に嫉妬心を起こさせる原因になってはならないと考えた。シャミナード
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神父の考えによれば、そのようなことは徳の高い修道女たちにとっては、何の心配もない
と思われるが、このような差別的な行為が将来に前例を残すことにならないか、と心配し
た。そのようなわけで、師はアデルにたいして、おばたちを迎えるときは囲壁の外にある
黙想の家で応対するようにとアドバイスした (16)。
おばたちの計画によると、50 才になるコンパニオンで以前は修練女であったが、修道
院が解散された後は、おばたちと居を共にしていた「転換修道女」(17) を連れて修道院に
入ることになっていた。しかし、最終的には、おばたちは入会を断念した。おそらく高齢
であることが、この最終決断を下すときの大きな要因になったのであろう。事実、おばた
ちは、そのころは、既に 50 才代であった。
修道院を訪れた人たちの中には、デュクルノ師やデュブラナもいたであろうと考えられ
る。二人ともアジャンに住んでいた。この二人の他に、シャルルの妻の実家、セバン家の
人びとも訪問したと思われる。
もし、以前に、ロロットが黙想のために来ていたとするならば、修道院の中まで入れて
もらっていたであろう。なぜなら、かの女は最終的にはスール・マリ・ドゥ・ランカルナ
シオン (Sœur Marie de l’Incarnation) となった人で、この話をしている頃には、かの女
はすでに、この共同体の一員になっていたのである (18)。
メラニ・フィガロール (Mélanie Figarol) も、いままでに修道院を訪ねた人たちのひと
りであった。今では、かの女の家族は、タルブ (Tarbes) に住んでいる。そして、かの女
自身は、スール・クサビエ (Sœur Xavier)(19) の修道名をとって、修道院の一員となった。
ロロットの両親も、メラニの両親も、創立当初は娘の修道院入りを許可しなかった。修
道院が創設されたとき、ロロットは 28 才、メラニはわずか 20 才であった。

1818 年 4 月、シャミナード神父が修道院を訪れた。これで三度目の訪問である。今回
の訪問は、18 日間の長期にわたるものであった。滞在中の 4 月 30 日はご昇天の祝日で、
スール・ドジテ (Sœur Dosithée) とスール・セント・フォア (Sœur Sainte-Foy) が有期誓
願を宣立した。アデルの説明によると、この二人は模範的な生活を送ったので、修練期を
短縮してもらうことができたのだそうである (20)。
この誓願式の前日には、ソダリストの入会式が行われた。このとき入会した人たちの中
には、三人の司祭がふくまれていた。一人は説教家の宣教師で、パッスマン神父 (Father

Passement) といった (21)。かれは説教台の上から、シャミナード神父を誉め讃えた。
滞在期間中、シャミナード神父は、修道院でのミサのとき、アデルの表現によれば「じ
つに見事な」訓話を行い、またみのりゆたかな講話や、個人的な面談を重ねた。そして、
その訓話や講話のなかで、師は誰はばかることなく意見を述べた、とアデルは述べている。
事実、師は「率直に」いくつかの点についてシスターたちを叱責した。師は、当時、こ
の共同体の中で蔓延し始めていたある種の習慣を、こころよく思っていなかったのであ
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る。とりわけ師は、修道女たちが蟄居を厳格に遵守することを望み、黙想の家と修道院と
の区別を明確にすることを望んだ。また、あまり頻繁に応接室を利用することのないよう
に、とも忠告した。要するに、師が強調したかったのは、より良く沈黙を守ることであっ
た (22)。
また、シャミナード神父は、この滞在期間中に、以前ボルドーのソダリストをしていた
クラリス・デグランジュ (Clarisse Desgrange) が修道院で起こした種々の問題を解決しよ
うとした。将来を有望視されてボルドーからやってきたスール・サン・ジョゼフであった
が、かの女はかえって修道院の重荷になってしまったのである。距離をおいてかの女を
指導しようとしたシャミナード神父の努力もむなしく (23)、結局は、かの女とそのコンパ
ニオンを (24N107) おっぴらに叱責せねばならなくなり、昨年、1817 年の 7 月に、シャミ
ナード神父が修道院を訪問したときには、二人に償いを課さねばならなかった (25)。そ
の時、シャミナード神父は、前年の 3 月から着衣していた修練女の服装をスール・サン・
ジョゼフから剥奪して (26) 志願者の服に着替えさせたのだった (27)。
このことは町中に知れ渡った。それまで、この二人は、修練女の服を着て公教要理を教
えていたからである。アデルは、そのようなかの女を授業に送り込むことをこころよし
としなかった (28)。しかし、本人はこの償いと屈辱を受け入れ、服従の態度をもって従っ
た。将来に希望をもったシャミナード神父は、スール・サン・ジョゼフとそのコンパニオ
ンが、立派にマリアの娘として育ち上がるのを期待した (29)。
しかしながら、このスール・サン・ジョゼフは、非常に気まぐれで怒りっぽく、簡単に
気を落とす性格をもっていた (30)。そして、それは、身体にまで反応した。シャミナード
神父は、もし、かの女が自分からこれを克服しようと望みさえすれば克服できるだけの若
さと力をもっていると見ていた (31)。しかし、かの女は不眠症に悩まされ、そのため、時
として、定められた起床時間に起きることができなかった・・・しかも、そのようなこと
がかなり頻繁に起こるのだった。かの女が神経質で忍耐力に欠けているのは睡眠不足のた
めだ、とアデルは考えていた。
償いを課せられたことが世間の人たちにも知れ渡ったことに気付くと、かの女の状態は
更に悪くなった。かの女が自分の弱さから立ち上がろうとしていることをアデルは知っ
ていた。しかし、短い間に沢山の欠点に打ち勝つことはけっして容易なことではなかった

(32)。シャミナード神父が「沈黙の規則」を作成したのは、かの女のためであった。しか
し、かの女は、それをほとんど理解することはなかった。そして、シャミナード神父によ
ると、かの女はそのような規則のあることさえも忘却しているかのように見受けられた

(33)。
訪問が終わったのちも、シャミナード神父は、かの女との連絡を絶やさなかった。そし
て、かの女は少し改善されるかに思われた (34)。スール・サクレケールの直接の監督のも
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とでしばらくのあいだ過ごした後、もう一度修道服を着用する許可を与えられた (35)。し
かし、シャミナード神父は、かの女がこころの底から信仰と望徳と愛徳に燃えない限り、
真の意味での希望はないと述べている。

1818 年 4 月、シャミナード神父がアジャンに来た頃には、もうかの女は修道院に居る
ことができないほどの状態になっていた。かの女は自分自身の意思で修道服を脱ぎ、退会
の許可を願い出た (36)。
ボルドーに帰ったクラリスは、マドレーヌのそばに住む善良な婦人（クラリスの父親は
パリに住んでいた）のもとに寄宿し、引続きシャミナード神父の指導を受けながら過ごす
ことになった (38N108)。
ロロットはサン・ジョゼフに強く心を寄せていたので、かの女がいなくなって、ひどく
寂しいおもいをした (39)。ロロットは、後日、このような結果になり終わったことの裏に
は、自分のいたらなさが大いに災いしていた、と告白している。ロロットには、クラリス
の善意と同時に、かの女の欠点にも多々気付いていたのである。しかし、そのために、必
要以上にかの女に目を掛けた。ロロットは、むしろ、もっと修練長スール・サクレケール
の意見を尊重し、修練女にたいするサクレケールの指導を、容易にしてあげるべきだった
のであろう。
ロロットの行動は共同体の嫉妬を招き、修道女と長上との関係に水をさし、クラリスと
他のシスターたちの距離をますます遠いものにしてしまった、とアデルは見ている。アデ
ルは、クラリスにたいする心配のあまり、他のシスターからの正当な諫言にさえ耳を傾け
ることができず、過ちの可能性を認めることができなかった (40)。
アデルは非常に厳しく自分自身を反省し、クラリスとの人間関係が必要以上に感情的
で、共同体を分裂させるようなものであった、と感じ取っていたようである (41)。1818
年の年次の黙想では、かなりの時間をかけてこの点を反省している。アデルは、ますます
被造物から心を離脱させ、より完全に自己を神にささげるとともに、あらゆる差別を遠ざ
けて、すべての姉妹たちに愛を捧げることを決心した (42)。
さて、アデルは、このようなサン・ジョゼフの問題が片付いて、今ではこころの平安を
取り戻したと云いながらも (43)、スール・サン・ジョゼフのことを忘れさってしまうこと
ができなかった。一年以上もたった 1819 年の 9 月、アデルはもとのノビスにかんする気
がかりな点をシャミナード神父に手紙で記した際 (44)、その中にクラリスあての手紙を同
封して、それを本人に渡すか渡さないかはシャミナード神父の判断に一任している。
あの「かわいそうなクラリス」(45) に心をそそぎ込んでいたアデルは、弱く変わりやす
いクラリスの救霊を気遣い、信仰を捨ててしまうのではないかと恐れていた。そして、シ
プリアンとアウグスチヌスの手本を思い起こして、
「あなたはそれでも偉大な聖人に成れ
るのですよ」と述べている。また、サン・ジョゼフから全く便りがないことを気に掛け、
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このような無関心な態度をとられても自分のクラリスにたいする友情は消え去るもので
はない、とも述べている。そして、その手紙の最後に、
「恩寵に敏感でありましょう。ま
だ時間が残されています。勇気をもって下さい」と、励ましの言葉をしるしている。
おそらくシャミナード神父は、アデルが必要以上にクラリスのために気をつかってい
ると考えたのであろう。同封されていたアデルの手紙をクラリスに手渡さなかった (46)。
このことから考えれば、サン・ジョゼフの方からアデルに手紙をだした可能性が強い。そ
して、おそらく、シャミナード神父にことづけされたアデルの手紙を受け取らなかったこ
とを知らせたのであろうと思われる。これは、シャミナード神父が、サン・ジョゼフがい
ろいろな姉妹に宛てて書いた手紙を一括して、小包で修道院に送り届けた事実からも推察
できる (47)。
アデル自身が、まだ長上としての管理技術を学びつつあった頃に直面した「人間問題」
は、このスール・サン・ジョゼフのケースだけではなかった。この他に、聖体拝領の許可
を断わられて神経衰弱にかおちいったスール・マルタの問題があった (48N109)。
同じようなことを二度繰り返さないためには、どうすればよいのだろうか。アデルには
解らなかった (49)。サンテスプリが、ふたたび共同体の重荷になったのである。
シャミナード神父が認めているように、これらの問題は、明らかにみ主が姉妹たちの愛
徳を試すために送られた十字架であったのだろう。
アデルは、サンテスプリの問題を解決するために、応接室に「傍聴する修道女」を陪席
させる規則を作らねばならなかった。こうして玄関の呼び鈴に応えようとするサンテス
プリを、そこから引き離すようにしたのだが、問題を大きくすることなくこのシスターを
矯正することは、至難の業であった。できる限り、かの女が世間の人びとに働きかけて修
道院の悪口を云わせたり、修道院の内部事情に好奇心を起こさせるような機会をつくらな
いように配慮しなければならなかった。そして、その間、他の修道女は、友愛と祈りの内
に、このようなサンテスプリを許容しなければならなかったのである (50)。
数カ月後、サンテスプリは以前よりも良くなったように見受けられた。なぜなら、この
修道女は、ふたたび門番を勤めるようになり、人びと交わるようになったからである (51)。
スール・マルガリタという修道女がいた。この修道女にかんする細かいことは余り知ら
れていない。1817 年の 8 月、アデルはかの女に満足し、着衣させることができると考え
た (52)。しかし、それから一年を少し過ぎた頃、シャミナード神父は、スール・マルガリ
タが会を去ったことを感謝している。そして師は、かの女を十分に確かめないで急いで入
会させたアデルを叱責している。しかし、共同体はこれによって多くを学んだ、とシャミ
ナード神父は考えた (53)。
スール・トゥリニテという修道女もいた。この修道女は何回も出たり入ったりして、な
かなか入会を決意することができなかった。修道生活の第一歩が、世を捨てることにある
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ということを、この人はまだ理解していないのであろうか、とシャミナード神父は語って
いる (54)。じっさい、かの女は最後まで修道生活を堅忍することはなかった (55)。
シャミナード神父は、このような問題が起こるであろうと予見していた。1817 年 2 月、
師は入会の希望者をあらかじめ厳密に吟味するように強調し、修道院に入ったのちは適切
な見習い期間を設けるように力説した。志願者が修道生活に従事するだけの健康に恵まれ
ているか、欝病や精神病、目まい等の症状を持っていないか、などを十分に調べなければ
ならない。このような症状は、家族たちは隠したがるものであり、本人は軽く考える傾向
がある、と述べている (56)。
シャミナード神父のこの言葉が、どれほど的を射たものであったかは、これにつづく数
年のあいだに実証された。そして、少しづつ、アデルは、志願者の受け入れに慎重になる
のだった。
最初の頃のアデルは、その親切心から、来る人はだれでも受け入れようとした。世間に
野放しにしたために救霊を全うすることができなくなった場合のことを心配したのであ
る。しかし、後になって、志願者を厳選することは、本人にとっても修道会にとっても、
大切なことであることを理解した。
意味は少し異なるが、修道会が創立されて約一週間が過ぎた頃、シャミナード神父は、

14 世紀に書かれた修道生活に関する書物から一文を抜粋してアデルに送っている (57)。
誓願の宣立が僭越な行為にならないように、慎重な試みが行われた。ある人が考え
るように、単にそれが許されていると云うよりは、むしろ今日においてはその方が利益を
もたらすという理由から、先人たちは、世俗的な人びとに修道生活への興味をもたせるよ
りは、むしろ、召命が明確でない者を退けることに力を尽くしてきたのである。事実、聖
ベネディクトは、まさにこのようなことを命じている。教会に修道者がいるとは絶対に必
要なことではない。しかし、もし居るとするならば、その修道者は完徳を目指す人である
べきであり、微温に浸る人であるべきではない (58)。
もう一つ別の問題がアデルを直撃した。ある聴罪司祭 (59N110) が、共同体の規則に反
するような指導をスール・アンヌに与えたのである。シャミナード神父はこの微妙な状況
を賢明に処置したアデルを誉め、将来このようなことが起こった場合のためのガイドライ
ンとして、聴罪師を選ぶときは修道会の会則に精通している司祭を選ぶことが大切である
と指摘している (60)。そのうえ、聴罪師を容易に変えることは本人にとっても共同体に
とっても良くないことである。それは、規則正しく順序をへて与えられる指導の成果を否
定することになるからだ。共同体の聴罪師を任命するときは、司教はこのようなことを念
頭において行っておられるはずだ、とシャミナード神父は述べている (61)。
霊生部長であったスール・テレーズは、創立から間もないころ、一つの危機を経験した。
かの女は自分の召命に疑いを持ったのである。しかもかの女は、自分が召命にたいしてど
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れほど忠実に応えているか、また、どれほど忠実に祈っているかについて疑問を持ったの
だ。シャミナード神父は、過度の内省と自己糾明で時間を無駄にしないようにと警告して
いる。また、過去について痛悔することも必要であろうが、決然として未来にむかって前
進することも大切なことである。自分の職責にたいして力不足であると感じるのはきわめ
てノーマルなことである。アデルは、スール・テレーズをその職に留まるように励ますべ
きであり、神のご意思にお任せし、より深い祈りの精神を養い、霊を見分ける力を養い、
また、霊生部長としての職責にあっては、厳しさの内にも均衡のとれた親切心をもって当
たるように指導すべきである、と述べている (62)。
アデルは共同体の面倒をみるだけにとどまらず、修道会に入らなかったアソシアシオン
のメンバーにたいする配慮も怠らなかった。コンドムとその周辺地域で種々の仕事を行っ
ていたロロットとも常に連絡をとっていた。オーランス (Aurens) の小さな学校がますま
す盛んになることを喜び、もしロロットが修道院に入ったならばこの経験を活かしてスー
ル・サンバンサンが担当している修道院のクラスを助けて欲しい、と述べている (63)。
コンドムでのソダリティの発足は難航した。デステラックと、その地の聖職者の間に
は、ある種の現実的なためらいがあった。かれらはシャミナード神父が来ることを必ずし
も歓迎していなかった。かれらは、もしソダリティ、特に男性によるソダリティが公然と
設立されるならば、まだ革命の余韻が残っているコンドムでは、かえって反感を買うこと
になるだろうと考えたのである。
シャミナード神父はアデルの助けをもとめた。アデルはコンドムの情勢についてシャ
ミナード神父よりもよく知っていたからだ。師はアデルの意見を求め、そして、カステッ
クスに提案して、かれ自身の名前か、それとも考えを共にする他の男子青年または父親の
名前をつかって、自分を呼び寄せてくれるように頼んだ (64)。
そうこうしている内に、コンドムではウルスラ会 (Ursulines) が、会の伝統に基づいた
「ソダリティ」を発足させた。もしアソシアシオンがおおやけに行うことができないなら
ば、これに合流すれば良いではないか、とロロットは考えた。アデルはこれに答えて、ウ
ルスラ会のグループが自分たちと同じ目的を持ち、同じような利点を会員に与え、正しく
指導されているならば問題はないだろう。わたしたちはパウロやアポロのためではなく、
イエス・キリストのために働いているのだから、と述べている。
しかし、アデルとしては、もしできることならば「ご託身の分会」を消滅させたくはな
かった。アソシアシオンとの関係を絶ち切ることなく、他のソダリティのメンバーになる
ことはできないものであろうか (65)。また、もし、まだ公式にアソシアシオンに入会して
いない人がいたならば、その人はウルスラ会のソダリティに参加してもよいのではないだ
ろうか。このようなことは、あらゆる面で、アソシアシオンにも言えることなのだから、
とアデルは考えた (66)。
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「ご託身の分会」の身の振り方に関して、アデルはシャミナード神父とムーラン神父に
相談した。これにたいするシャミナード神父の答は、
「ご託身の分会が聖アンジェラのソ
ダリティと呼ばれるグループに合流することは許されない。そのことをロロットに伝える
ように」(67) と、極めて直裁な言葉で自分の考えを示している。
それは、一つには、このような 16 世紀に栄えたソダリティが現代においても昔とおな
じように効力のあるものとして復活し得るかどうかを、シャミナード神父は疑問に思って
いたからである。また、さらに念頭に入れておくべき大切な点は、
「聖ウルスラのソダリ
ティ」が「無原罪のおん孕りのソダリティ」と共通している点は、ただその呼称のみであ
る、ということであった。
師はこの両者のあいだの二つの大きな相違点を指摘している。先ず第一に、前者は統治
する者のソダリティであるのに対して、後者（シャミナード神父のソダリティ）は統治さ
れる者のソダリティであること、そして次に、前者は徳について教えるものであるに対し
て、後者は模範を示すことによって急速に他者を教化するものである (68)、という二点で
あった。
その翌年になると、無原罪のおん孕りのソダリティはすっかりこの地に定着した。カス
テックスは公開集会を開き、新しいソダリストを募集する認可も得た (69)。
アデルもシャミナード神父も、ロロットが修道院に入るのは時間の問題だと考えていた。
だから二人はロロットに手紙を書く度に、早く意を決するように勧めるのだった (70)。そ
して二人は、ベロックがロロットの兄弟のためにお嫁さん探しをしている、と伝えてい
る。義理の姉妹がくれば、いまロロットを束縛している家事から解放されるだろうと考え
たからである (71)。
ベロックはお嫁さんの候補者を捜し当てた。その人はマドモアゼル・クリスチーヌ・サ
ン・ジリス (Mademoiselle Christine Saint-Gilis) と呼ばれ、アデルも認めているように、
特別にすばらしい容姿ををもった女性ではなかったが（取り立てて美人でもなく見苦しく
もなかった）心の暖かい人で、信心篤く、裕福な家庭の人であった (72)。
しかし、この縁談はまとまらなかった。だから、当然のこと、ロロットも家事から解放
されることはなかった。しかしこのころ、ロロットは修道院を訪問している (73)。
近隣に住んでいたアメリは、アジャンのソダリティの仕事にどっぷりと浸かっていた。
修道院で開かれるソダリストの集会で、アデルと一緒に講演をすることもあり、修道院に
は足繁く顔を出していた (74)。アメリが休暇に出かけると、必ずと言ってよいほどその行
き先の地に新しいソダリティの核が作り上げられた (75)。また、アデルが断言しているよ
うに、かの女は身の回りの召使たちを聖化するように努力した (76)。
アメリはまた、日曜日やその他の特別な機会には、修道院の共同体に参加し、囲壁の中
へ自由に入ることが許された。時には食事や休息の時間を修道女とともに過ごすことも
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あった。かの女は修道女の衣服に似た黒い洋服を身にまとい、持参金を修道院に入れてい
た。また、スール・ルイス・ドゥ・サン・ジョゼフ (Sœur Louise de Saint-Joseph) の修
道名をもち (77)、正式に帰属していないという一事を除けば、あらゆる面で修道院の一員
であった。
アメリは、当初、創立の仲間とともに修道院に入ろうと考えていた。しかし、そのちょ
うど一ヶ月前に母親が死亡し (78)、残された父親の面倒を見なければならなくなったの
である。数カ月のちに父親も死亡した。しかし、それでもかの女は家から離れることはで
きなかった。幼い弟たちが残されていたからだ (79)。アメリ自身も、身体が丈夫なほうで
はなく (80)、絶えず用心していなければならなかった (81)。それでアメリはバニェール

(Bagnères) の温泉で湯治をし (82)、アソシエイツの祈りや (83) 聖人の遺物 (84) の助けに
頼っていた。かの女はシャミナード神父と文通を続け、種々の件でシャミナード神父の代
理を勤めたことがあった (85)。それほど、かの女はシャミナード神父から信頼されていた
と言える (86)。
家族とともに移動の生活を続けていたメラニは (87)、この頃も、やはり、行く先々で
ソダリティの種を蒔いていた。そして、これらのグループの代表者にはアデルが連絡を
とり、関係司祭にはローモン神父が手紙を送った (88)。メラニは、いずれ両親のもとを
去り、修道院に入る希望をこころに抱いていた。そして、以前にきめたスール・クサビ
エ (Sœur Xavier) の名前を保持していた。アデルによれば、かの女は熱意に溢れた人物で
あった (89)。メラニはフロランチン・アベイエ (Florentine Abeihlé) と協力して (90) タル
ブ (Tarbes) とマルシアック (Marciac) でソダリティのグループをつくっていた (91)。ア
デルはその仕事のために祈りを捧げている。
アデルはメラニやそのほかの人たちがしている仕事の中に自己の延長を見ていた。自
分に宛てて書かれた手紙を読んで、アデルは叫んでいる。
「ああ、神よ。わたしのこころはあなたをお愛し申し上げるには余りにも小さすぎま
す。しかし、そのために、かえって他の多くの人たちの心があなたさまをお愛し申し上げ
ることになりました。そして、その方々の愛のおかげで、わたしの弱さが補われていま
す」(92)。
メラニは修道院を訪問することはできたが (93)、両親はかの女の入会を許さなかった。
だからといって、許可のないまま家を飛び出して来ることもできなかった (94)。ある時ア
デルは、父親がパリに出かけている間に修道院に入る許可を願ってはどうか、とメラニに
提案した。直接に面と向かって許可をとるより、手紙でお願いする方がやさしいだろうと
考えたからである (95)。
それから数カ月のち、母親と聴罪司祭から入会の許可をとりつけた。しかし、父親だけ
は頑固にかの女の修道院入りに反対した。そこでメラニは、次に父親がパリに出かけた折
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りを見計らって、衣装とお金を持って修道院に逃げ込もうと考えた。しかし、この計画も
水泡に帰した (96)。
その間、ソダリティはネラック (97) やオーシュ (98)(Auch) など、アジャン以外の土地
でも発展しつづけた。ベロックはポール・セント・マリで素晴らしい成功をおさめた。み
るみる内に、10 人の活発なソダリストが誕生し、多数の志願者が集まった。その地の主
任司祭は非常な熱意をもって指導に当たってくれた (99)。シャミナード神父も、あちこち
の地方からもたらされるいろいろな要求事項を精力的にこなして行った (100)。師は、自
分が地方に出かけなくとも、その地の主任神父が指導できるように、ある種の共通のガイ
ドラインを作成することにした (101)。ラリボー神父は相変わらず第三部会の指導に挺身
し (102)、アデル個人の霊的指導司祭としての勤めも果たしていた (103)。
しかし、アジャンの男子青年部の動きにはシャミナード神父は落胆を隠しきれなかった。
まずボルドーで基本的な準備をしたシャミナード神父は、(1816 年 6 月の）アジャンへの最
初の訪問の際、ムーラン神父 (Mouran) とダンピエール (104)、ラコスト (Lacoste)(105N2)、
ダルディ (Dardy)(106N111) と協力して、ソダリティの男子青年部の創設の作業を進めた

(107)。
当初、このソダリティは多大の成果を上げ (108)、極端な反宗教政策をとった大革命に
よって恥辱を加えられた有名なボナンコントゥルの聖母像への償いの巡礼が企画された
ときにも、これに協力したほどである。その巡礼の行列では、ベロックとマダム・ヤナッ
シュなど、数多くの女子青年の人びとが聖歌を歌い、マリアの旗を掲げて進んだ。新しく
入会した男子青年部の人たちも、複製のマリア像を担いで行列の中心を行進したのだった

(109)。
しかし、この成功は長続きしなかった。8 月の中旬、ちょうど巡礼があってから二ヶ月
後のこと、ムーラン神父の神学校時代の校長であるガーデル (Gardelle) 神父は、市長から
手紙を受けた (110N112)。この手紙は、直ちにソダリティのすべての集会を「停止し、手
を引く」こと、また、いままで夕刻に集会を開いていたノートルダム・デュ・ブール (Notre

Dame du Bourg) 教会を (111) 日没と共に閉門すべきことを命じてきたのである (112)。
どうやら、ラコステがフィロソフィズム（哲学派）に対抗するような講演をしたらしく、
市のボルテール派の人びとが武器をとって立ち上がったのである (113)。ロロットに伝え
ているアデルの叙述は、生き生きと、この時の状況を物語っている。
「悪魔は良いことであるならば何にでも嫉妬を抱く。いまや、かれらは多くの善をおこ
なってきた男子のソダリティに、戦いを挑んでいる。告白室は人びとで満ち、罪悪の巣は
見捨て去られようとしている」(114)。
この弾圧にたいする公の理由は、集会によって近隣の静寂が乱された、と云うもので
あった (115)。シャミナード神父は理を尽くして弁明したが、そのかいもなく (116)、ま
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た、ガーデルとジャクーピの努力もむなしく、地方当局は頑固にその立場を変えようとし
なかった。アピールも行われた。市が弾圧の挙に出たとき、母親の看病のためにアジャン
市を離れていたダンピエールや市の行政長官も、このアピールに参加した。しかし、パリ
の中央政府にこの件が持ち込まれるや、すでにジャクピに反感をもっていた中央政府は、
問題を解決することなく、ただ時間を引き延ばし、問題に関わることを避けようとした

(117)。有名な宣教師パッスマンの尽力に支えられて (118)、シャミナード神父が次に訪問
した際 (1817)、ソダリティを復活させようとしたが、これも失敗に終わった (119)。
市長の弾圧からのがれた女子のグループは、いままで通り健全に活動を続けた。シャミ
ナード神父は、できるだけ組織を簡素化するように指導した (120)。女子青年部は毎日曜
日、小教区のミサののちに集会をもち、婦人たちは火曜日に集会をもつことにした。婦人
部の責任者としてはベロックがこれを担当し、女子青年部は直接修道女がこれに当たった。
最初の頃は、アデルとアメリがチームを組んで女子青年部の集会を指導した。集会は頻
繁に開かれ、ソダリストは与えられる講話に好意をもって反応した。かの女たちは集会
を楽しみにし、次回の集会を待ち望むようになった (121)。アデルが修道院に入ってから
は、エンマヌエルがアデルの代役を勤めるようになり、最終的にはアデルの後を継ぐこと
になった。
エンマヌエルは若い女性のあいだに大きな影響力を持ち、かの女たちの信任を獲得する
と同時に、ある時には「遜らされるような告白を」打ち明けられることさえあった (122)。
スール・テレーズもソダリティのために働いた。かの女もエンマヌエルとともにメン
バーから慕われた。この二人は、メンバーたちとの個人面談にかなりの時間を費やして霊
的指導を行った。アデル自身もソダリティの仕事に従事し、この仕事に時間を使いすぎて
修道院の共同生活の妨げとなることを心配したほどである。若い女性たちは、シスター
の助けを必要としており、シスターたちはそのために働くことを心から愛していたので
ある。
年若い修道院長、アデルは、こころの内をシャミナード神父に打ち明け、師を質問責め
にすることを詫びるのだった。これにたいするシャミナード神父の答えは、アデルを正し
く導くための諸原則を繰り返すことであり、会憲の中でアデルの助けになるような箇条を
引合いにだすことだった。
師はアデルにたいして、一人のソダリストが直面している必要性を満たそうとして会
則を変更させてはならないこと、それよりも、アデル自身の慎重な判断にもとづいて、個
別の例外措置を構じるように、と指導している。ただ、原則的に云って、テレーズにして
もエンマヌエルにしても、ソダリストと個人的な話をするときには、
「傍聴するシスター」
の陪席を免除されるべきではない。それよりも、集会の時に一般的な解答とか説明を与え
るようにして、特殊な問題をもっているソダリストにたいしては、霊的指導者に会わせる
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ように手配すべきである (123)、と指導している。
シャミナード神父は自分の立場を直接スール・テレーズにも明示して、次のように述べ
ている。
このような私的な対話はできるだけ避け、かつ、手短にしなければならない。スール・
テレーズのためを考えるならば、できるかぎり一般的な教訓を与えるにとどまる方がよ
い。そして、ソダリストの個人的な指導の仕事は、婦人たちにまかせればよい (124)。スー
ル・テレーズは、こうしてできた余剰の時間を利用して、修道院での若い修道女の養成の
ために、より有益な仕事に従事すべきである (125)。
シャミナード神父はこのように指導することで、この種の仕事を好み、それに没頭して
きたシスターたちに、大きな犠牲を要求していることを、十分に理解していた。それで師
はアデルにたいし、アデル自身が先ず率先してこのような個人的カウンセリングの仕事
から手をひき、自ら従順の手本を他のシスターたちに見せる必要がある、と述べている

(126)。このように修道女の活動を制限したとしても、それによって今行われている使徒
活動に支障を来すことはなく、むしろ、それは修道女各人を守ることになり、修道院を多
くの危険から守ることになる、とシャミナード神父は考えたのである (127)。
エンマヌエル自身にしても、できるだけ会合の数を減らしたいと考えていたようだ。か
の女は、自分が投入した時間と努力が、それなりの効果を生んでいるかどうかに疑問を感
じたことがあった。これにたいしてシャミナード神父は、神のみ言葉を述べ伝えること
は、たとえ人びとから受け入れられなかったかに見えたときでも、その努力は無駄には
なっていない、と励ましている。キリスト者は、たとえ人が耳をかさなくとも、絶え間な
く神のみ言葉を述べ伝えなければならない。成功はみ主のみ手にあり、み主のお望みにな
るときに成就するものだ。世の中の精神に浸りすぎることを警戒するエンマヌエルの恐れ
の気持ちは、もしその気持ちから自己の弱さを知り、み主の恩寵により頼むこころを起こ
させるものであるならば、それ自体は正しいものである。しかし、その恐れの気持ちが福
音伝導の熱意を冷やすことのないようにしなければならない。また、アデルはエンマヌエ
ルにアドバイスを与え、賢明なカウンセリングを与えることによってこの仕事に協力すべ
きである、とシャミナード神父は述べている (128)。
この問題にかんして、アデルは、テレーズとエンマヌエルに相談した。そして、一つの
方法をあみだした。日曜日の午前中に開かれるソダリティの集会は、どちらかと云えばカ
ジュアルな雰囲気の中で行われる。シスターはこの場を利用して数多くのソダリストと対
話するならば、オープンな場所でかつ手短に、個人的な話合いを行うことになる。このよ
うなインフォーマルなやり方は若い女性の心をひきつけるには必要なことであり、また、
かの女たちに安心感を与えるものである。午後の集会は一般公開で行われ、従って、より
フォーマルなものとなる。この時には訓話や講演が行われ、個人的に話し合う機会はつく
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らない (129)、というものであった。
若い女性たちはソダリティの環境を大いに好感をもって受け入れ、カーニバルの三日間
は修道院で過ごしたい、と云う程までになっていた (130)。そこでムーラン神父は、この
（1817 年の）三日間にミニ黙想会を催した。この黙想会では、毎日、2 回の「霊操」を行っ
た。最初は午前 11 時から正午まで、二回目は午後 4 時から 5 時までであった。この二つ
の霊操をおこなっているあいだは、少女たち（15 才から 18 才の女性）は修道院にとどま
り、休息を取ったり、ゲームなどをして楽しんだ。
スール・エンマヌエルは、アデルの観察によれば、アデルのおばマダム・ドゥ・ロルム

(Madame de Lorme) のように愛想よく魅力的で愛情に満ちていた。かの女は女の子たち
の心を掴むのが上手で、自分の思うように子どもたちを動かすことができた (131)。
さて、この頃、ボルドーのソダリティにあるソダリティ予備軍に似たものが、アジャ
ンのもう一つのグループで芽生え始めていた (132)。若い女性の心を掴むのが得意なスー
ル・テレーズは、毎日曜日、修道院の庭のいちじくの木の下で集会を行っていた (133)。集
まっていたのは 10 才から 15 才までの女の子で、まだ「ソダリスト」になる前の年齢だっ
た。ときどきムーラン神父が霊的指導を行ったが、このグループの中心になっていたの
は、何と云ってもテレーズその人だった。
アデルは、スール・テレーズのこの素晴らしい仕事ぶりに驚かされ、この「いちじくの
木の分会」が、将来のソダリティに育つ素晴らしい苗床であると考えていた。事実、ガル
デル神父はこの成果に大変感激し、このソダリティの予備軍に時間とエネルギーをつぎ込
み、かの女たちに学校で「操り人形」の準備をさせておくよりは、むしろ初聖体の準備を
させるほうがよい、と修道女たちにすすめたほどである。しかし、当然のことながら、そ
れでは社会が許してくれない、とアデルは付言している (134)。
社会が求め、司教が求めていたのは、授業であり、とりわけアジャンの町の貧しい少女
たちへの無料の授業であった。修道会が創立される以前から、ジャクピ司教はアデルにそ
のような無料の学校を開くようにプレッシャーをかけていたし、シャミナード神父も原則
的にはこれに賛意を表明していた (135)。

1816 年 11 月、新しい修道会にたいして司教がいまだに完全な承認を与えようとしない
のを見て、シャミナード神父は、数名の子どもを収容する小さな教室を開設するようにア
デルに提案した。先生たちが教授方法に精通し、成功の可能性が見えてきたら、すこしづ
つ生徒の数を増やせば良い (136)。決して急ぐことはない、とシャミナード神父はアデル
に伝えている。
とりあえずは、子どもたちの世話がよく行き届くように努力しておきさえすればそれで
良い。まだ宣伝をする必要はない。またアデル自身も、親や社会にたいして、自分たちが
子どもの教育を引き受けるというような約束をしてはならない、とも述べている。
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最初にこの小さなクラスをまかされたのはスール・サン・バンサンであった (137)。スー
ル・サン・バンサンは修道院に入る前に、すでに学校の経営を経験していたからである

(138)。後日、スール・ルイ・ゴンザグがバンサンの仕事を補佐することになった (139)。
やがて、子どもたちを教えるこの仕事は、司教が考えていた貧しい人たちへの無料授業
をはるかに超えたものに発展して行った。
教師としての素晴らしい素質と教養を備えたエンマヌエルが修道院の一員となった今で
は、ソダリティに興味を示さない上流社会の少女たちにも手を延ばすことができるように
なったのではないか、とシャミナード神父は述べている。このような上流社会の子どもた
ちには、昼間の生徒として修道院での授業に出て教育を継続させるように誘いかければよ
い。このような子どもたちは、信心業よりも文法や仏文、イタリア語、音楽、地理などに
興味を示すかもしれない、とシャミナード神父は述べている。
エンマヌエルが目的と方法を混同しないで働いてくれるならば、これらの少女たちを少
なくともキリスト者として教育することができるのではないか、とシャミナード神父は
期待した。しかし、アデルには、あわててこの仕事に着手しないほうがよいと諭し、むし
ろ、他の人からのリクエストに答える形で行うのが理想的であると述べている。そして、
最後にもう一つの注意事項として、若い修道女のあいだに同じような教育の必要性があっ
たとしても、外から通う生徒と同じ席で授業を受けさせることのないように、と指摘して
いる (140)。
ますます煩雑になるソダリティの仕事に加えて、この学校の仕事の他に、さらに幾つも
の仕事を手掛けるようになった。スール・サン・フランソアは貧しい婦人たちの世話をし
た。最初、フランソアーズ・アルノデル (Françoise Arnaudel) が修道会を志願したとき、
アデルはかの女の年齢と持参金の用意がなかったことを理由に、入会に難色を示した。し
かし、かの女に貧しい人たちを教育する特殊な才能があることを知って、考えを変えた

(141)。今、その才能はフルに使われている。かの女は貧しい婦人たちと集会をもち、貧
しい人たちの使う方言を話し (142)、個人的な指導を与え、かの女自身の熱誠にふさわし
く、立派な成果を上げているのである (143)。
週に四回集会をもつ約 20 人の年かさの婦人と、15 才から 20 才の若い婦人が何名かいた

(144)。この人たちは良心の問題を含めていろいろな問題を相談するためにスール・サン・
フランソアの助言を求めた。フランソアはこの人たちを指導し、教え、必要ならば総告解
の準備をさせて、
「気の毒な聴罪師」のもとに送り届けた、とアデルは述べている (145)。
この修道女は、町の婦人たちのために、不和と長年の宿恨を癒してくれる道具となり、
長らく手続きもしないまま放置されていた数多くの結婚問題を解決に導いてくれた。実
際、長年教会から離れていた女性が — 時には男性が — 司祭に相談に来ると、その司祭
は告白の秘跡を受ける準備をさせるために、先ずスール・フランソアのもとに送り込むこ
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とが多かった (146)。フランソアはこのような人たちに、初聖体（ある人は 50 才・60 才
になっていた）や堅信の秘跡を受ける準備もさせたのである (147)。
もう一つの問題は、売春婦である。1816/17 年の冬はとりわけ寒さが厳しく、フランス
全土は経済不況と農業の不作に見舞われた (148)。（例をあげれば、シャミナード神父の葡
萄の収穫は、ほどんとゼロに等しかった (149)）
。この不況に大打撃を受けたアジャンの売
春婦たちは、新しく開設された修道院の門を叩き、スール・フランソアの暖かい助の手に
迎えられたのであった。スールは調達できるかぎりの食物をかの女たちに分け与え、ここ
ろの糧をも与えて更生の道を教え、善をなすように励ました。
シャミナード神父は、エンマヌエルのこのような隣人愛と、貧しい人びとを助けようと
するかの女の熱意を賞賛している。しかし、一年たっても、まだ、このような「女の子た
ち」が修道院の門を叩き続けていることに、シャミナード神父はいささかのためらいを感
じている (150)。警察が反対しない限り、できるだけこのような女性たちは公の施設に助
けを求めに行くべきだ。神は助けたもうにちがいない、と述べている。このような人たち
を助けることだけが新しい修道会が創設された目的ではなかったのだ (151N113)。
新しい修道会は、一人または数人の罪人を改心させるためではなく、道に迷っている社
会全体を引き寄せ、改善することにあるのだ、とシャミナード神父はアデルに宣言してい
る。そして、新しく生まれたこの共同体は、創立の目的により適した他の仕事に集中する
ことこそ思慮分別の教えるところである、とも述べている (152)。
新しい修道院にとって、黙想会も大切な仕事の一つになった。この仕事は、会の目的に
かなったものであった。修道院の建物の一部は、やがて黙想に来る婦人や少女たちのため
に使われるようになった (153)。集団で行われる黙想会のみではなく、個人的に行われる
黙想もあった。シスターは全般的な教訓や講話を与え、個人的な面談も行った (155)。特
別な事情のもとにおいては、
「傍聴するシスター」を常に客室に同席させねばならないと
する規則を、長上が免除することもできた (156)。そうすることによって黙想に来た人は、
自由に黙想の係のシスターと話をすることができた。しかし、このことは、黙想に来た人
が、どのシスターとも自由に話しかけることが許されていたと云うわけではない (157)。
黙想に来る人は料金を支払ったが、それは実費に過ぎなかった。1 日に 2 フラン支払え
ば、蝋燭とパンとぶどう酒と肉、それに、洗面用具と寝具が支給された (158)。
黙想も、修道会が携わっているその他の仕事も、収入をもたらすものは何もなかった。
アデルとアデルをとりまく修道女たちは、持参金で生活しようと考えていたし、アデルが
相続した財産から生まれる利子と信者たちが自分からすすんで行う寄付金でまかなおう
と考えていた (159)。こうして修道女たちは、無償で奉仕をしたのである (160N114)。
この最初の 1 年半の間に、シャミナード神父とアデルは、シスターの派遣の要請を少な
くとも三回受け取っている。その一つはコンドムからのものであった。アデルは、もし派
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遣が可能になった場合、その資金面を支援してくれることになっている後援者をロロット
に紹介している (161)。第二の要請は、オーシュ教区の教区長代理を勤めるフェナッス神
父 (Father Fenasse) からのもので (162)、オーシュ市に修道院を誘致しようとする呼掛け
であった (163)。この町では男女のソダリティが盛況で、新しいグループが神学校の中に
もできていた (164)。
シャミナード神父は、もしこの地で新しい修道院を作るとしたら、それはアジャン修道
院の分院であるべきだ、と述べている (165)。そして、ひょっとしてアメリが一助になる
かもしれないと師は考えたが、実際的な計画を立てるにはまだ早すぎた。時が熟すれば、
神は示して下さるだろう、と師は述べている (166)。
第三の要請はトナンスからのものであった。
いずれにせよ、シャミナード神父は、今の時期に修道院を増設するのは時期尚早である
と考え、依頼者には丁重に感謝すべきだが、聖ジョゼフ会のシスターに行ってもらうよう
にすればよいのではなかろうか、とアデルに述べている (167)。
女子マリア会は、別の意味で、拡大して行った。アデルはその成長の過程を興味深く見
守っている (168N115)。シャミナード神父の考えによれば、ソダリティの男子青年部は女
子青年部によって補われない限り完成したものではなかった (169)。ちょうどそれと同じ
ように修道会の場合も女子マリア会だけでは完成したものとは考えられなかった。
さて、シャミナード神父の言葉によれば、新しい修道会は、いまやそのあらゆる可能性
を展開する準備を整えていた。「わたしたちが建てようとしている建物の土台」
、すなわち
それは女子マリア会の修道女たち自身のこと (170) であるが、を悪魔はあらゆる手段を用
いて破壊しようとしても不思議ではない。
この悪魔による試みというのは、新しい修道院がこれから数年のあいだに直面するであ
ろう人事や経済にかんする諸問題のことである、とシャミナード神父は述べている。
さて、この土台の上に、ボルドーの大司教ダビオ (d’Aviau) の承認をもって建てようと
していたものとは、アデルの言葉によると、
「わたしたちの修道会の男子修道者による小
さな共同体」であった (171)。まだ少数ではあったが (1818 年 6 月)、この頃すでに、非常
に模範的な人たちのグループができ上がっていた (172N116)。かれらは俗服をまとい、世
間の人たちはかれらが修道者であることに気付いていなかった。今の世の中では、女子の
修道会を作るよりも、男子の修道会を作ることの方が、はるかに難しい、とアデルは断言
している。アデルはロロットにこのことについて沈黙を守るように警告している。この
小さな共同体はマリア会 (Société de Marie) と呼ばれた (173)。
ボルドーの男子青年部では、アソシアシオンで起こったと同じようなことが起こってい
た。最初に男性の「世にあって生活する修道者」が現れ、その人たちが今では一つの共同
体の中で生活しているのである。創設の起源は 1817 年の 5 月にさかのぼるが、7 人の同
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志が集まって創立の黙想を行ったのは 10 月であった (174)。

12 月には私誓願を宣立し、試修期間を開始した。1818 年 6 月までには創立の土台も固
まり、女子マリア会の会憲 (Grand Institut) に少々手を加えて、これに準じた生活を始め
た (175N117)。かれらにも三つの部門が設けられた。もっとも有望視されていたジャン・
バプティスト・ラランが霊生部長になった。シャミナード神父は、スール・テレーズに、
かの女の「霊生部長としてのカウンター・パート（もう一人の相手）
」が記した文書の写
しを送った (176)。

8 月、ボルドーで新しい修道者のための黙想会が催された。ジャクピ司教はムーラン神
父とローモン神父をこの黙想会に送った (177) が、残念ながら司教自身は参加できなかっ
た (178)。司教が二人の司祭をこの黙想会に送ったのは、この二人がアジャン教区のため
に働く宣教会の中心的な要員になって帰省することを期待したからである (179)。
黙想の最終日、9 月 5 日。6 人の修道士が終身誓願を宣立した。この 6 人の中には、シャ
ミナード神父の友人ダビド・モニエ (Dadiv Monier) も含まれていた。後日、アデルはモ
ニエ士について次のように述べている。
「モニエ士はわたくしたちの修道会 (notre Institut) の男子修道者の一人です（なぜな
らボルドーでシャミナード神父は、俗服を着ている男性の共同体を作り上げたからです。
しかし、この人たちは修道会 (Institut) の会憲を守り誓願を宣立しています）
」(180)。
修道会のもう一つの構成部分である在俗第三会も発展の途上にあった。それは在俗の
婦人とソダリストから構成されており、その多くはアデルのアソシアシオンのメンバーか
ら成り立っていた。この人たちは一般のキリスト信者としての生活と使徒活動の他に、蟄
居の誓願を立てる修道女には接触できない人たちや地方に、手を差し伸べようとする特殊
な「ミッション」を帯びていた。
この人たちは、ある程度まで共同体の祈りの生活に直接参与することが認められており

(181)、共同体の黙想会にも参加した (182)。かの女たちが従っていた会則は、ボルドーの
「在俗修道者」の会則に似たものであった。従順の誓願と、修道会への献身の誓願、そし
て未婚の婦人の場合には貞潔の誓願を、宣立した。
この在俗第三会の上司はそのメンバーの間で互選されたが（アジャンの場合はベロック
夫人であった）
、その人は修道会の権威の下に所属した (183)。

1818 年の終わり頃になると、この新しい修道会は、その三つの部分と、その各部分が
育てているソダリティの諸グループと共に、南西フランスのほぼ全域にしっかりと根を下
ろした（この南西フランスは、アメリカのオハイオ州とほぼ同じくらいの広さである）
。
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エミリ・ドゥ・ロダとの出会い/修道会合併問題
共同体の種々の人間関係

シャミナード神父が男女二つの修道会をローマに上奏しようとしていることを知ったア
デルの喜びは大きく、おそらくは、驚きでもあったに違いない。アデルがこのことについ
て知らされたのは、1819 年 3 月になってからのことである。師は、自分の努力が実効を
奏する可能性が見えるまでは (1)、アデルに伏せておいたのである。1 月の中旬、シャミ
ナード神父は教皇ピオ 7 世に、三つの嘆願書を書き送った。第一のものは (2)、先代の教
皇からボルドーのソダリティに与えられていた種々の霊的特典と贖宥の更新を申請する
ものであり、同時に、また、その同じ特典を、ボルドーのソダリティに「関連する」他の
ソダリティ、とりわけオーシュとアジャン教区のソダリティにも適応させてほしいという
ものであった (3)。
この申請にたいするローマの回答は、シャミナード神父が希望するような広範囲な適応
は認められない、というものであった (4)。これらの特典がボルドーのソダリティに与え
られているのは、ローマにあるイエズス会の第一首位 (Prima Primaria) ソダリティに正
式に従属しているからである。そして、このイエズス会のソダリティは、1814 年にイエ
ズス会が復帰して以来、再びこれらの特典を享受するようになっているのであるから、こ
のような教皇認可の特典を他のソダリティにも適応したいと思うならば、そのおのおのの
ソダリティが、ボルドーのソダリティと同じように、個別にローマのイエズス会の首位ソ
ダリティに所属するように申請しなければならない、というものであった。
第二と第三の嘆願書はペアになったもので、ソダリティから派生した二つの新しい修道
会を照会するものであった。最初のものはアジャンの町にできた乙女たちのグループで、
この女性たちは、修道誓願を立てながら信仰の流布に献身し、
「マリアの娘という名をい
ただいている」(5) とシャミナード神父は述べている。
第二のグループはボルドー市にあり、男子で構成されている。このグループも「マリア
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の娘と同じ精神にのっとり、同じ誓願を立て、同じ目的の遂行を目指すもので、違いとい
えば、性別からくる僅かなものにすぎない」
。この二つのグループが他の修道会と異なる
点は、一人の長上のもとに三つの部門 (6) で組織化されていることであり、長上の仕事は、
全ての構成員を、常にこの三つの道に従って歩み続けさせることである (7)。
すでにこの二つの修道会は、模範をもって社会を啓発し、所属教区の司教から支持され
ている、とシャミナード神父は教皇に述べている (8)。
マリアの娘の会は既に 30 名近い会員を擁し、
「この修道会に生命を与えるために天が準
備し、かつ、守り給うたかにみえる」(9) ボンヌ・メール (Bonne Mère 総長) によって導
かれている。自分は、これらの選ばれた魂たちに与えられた恩寵の力を助ける役目を果た
したに過ぎない、と述べている。
そして、この二つの嘆願書の終わりに、教皇に嘆願する恩典を列挙している。それは、新
しい修道会の会員にたいして、下記の機会に、全贖宥を与えてほしいというものであった。

(1)

初誓願の宣立の日、

(2)

毎年の誓願更新の日、

(3)

40 時間の礼拝の三日間（通常これはカーニバルの三日間におこなわれる）、

(4)

マリアの修道会の会員で、修道会の衣服または徽章を身につけ、

修道誓願を

愛しながら死に臨んだとき。
この嘆願書は、ボルドーの近くにあるタランス (Talence) の主任司祭リポール神父

(Ripolles) を通じてローマへ届けられた。3 月までにシャミナード神父は、嘆願書がロー
マによって、こころよく受け入れられた、とのニュースを受け取った (10)。しかし、これ
らの特典を認めた教皇教書が出されたのは 5 月 25 日であった (11)。
これらの特典が公式に与えられたことで、シャミナード神父もアデルも喜んだ。しか
し、この数カ月のあいだに悲しみがなかったわけではない。
この頃、共同体では、病気と死が、その生活の一部になっていたのである。
昨年 (1818)8 月 15 日、被昇天の祝日に、18 才になる女性が志願者として修道院に入っ
た (12N118)。このアデリン・ルペ (Adéline Lepes)（あるいは Adélaide かも知れない）は
スール・エリザベトと名乗ったが、この人が修道院に来たとき、かの女はすでに肺病に冒
されていたと考えられる (13)。19 世紀の社会では、肺結核は人を死に追いやる恐ろしい
病気であった (14)。
症状は明白であった。全般的な気分の悪さ、少しのことでも感じられる疲労感、食欲の
減退、体重の減少、発熱、である。数週間の内に、医者にとっても、修道女たちにとって
も、スール・エリザベトがただごとならぬ病気にかかっていることが明白になった。かの
女を家に帰そうかとの意見もあり、シャミナード神父に相談することになった。
シャミナード神父は、このことにかんして、アデルに二つの点を反省するようにうなが
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している (15)。スール・エリザベトが修道院にとどまることを希望し、かつ、かの女の女
子マリア会への召命が真実のものであると共同体が考えるならば、修道院にとどまること
を許されるべきであり、
「聖霊の導きによって門を叩いた修道院で死ぬことの満足感を持
つこと」が許されてしかるべきである。また、かの女が修道院に入る前にかの女の病気が
識別されなかったことは問題であるが、なぜこれに気付かなかったのか、ということに疑
念を抱かざるを得ない。しかしながら、このような過ちは、あとで振り返ってみて、摂理
的なものであったと考えられなくはないかもしれない、と述べている。

1819 年 3 月、アデルはメラニに手紙を書いて (16)、スール・エリザベトは間もなく天国
に旅立つだろうと記している。わずか 3 カ月の短いあいだに、胸の病気はかの女を死の瀬
戸際に立たせるまでに進行してしまった。しかし、18 才になるこの少女は共同体に立派
な模範をのこした。かの女が口にしたのは、ただ、天国に行く希望と信頼だけであった。
病気から救われることを望まず、いささかの不平も口に出すことはなかった。事実、かの
女の顔は幸福で輝いていた。アデルはかの女のことを次のように記している。
「かの女はマリアの娘として死ぬ最初の人となりました。かの女はわたしたちの模範で
す。わたしたちもかの女と同じこころ構えで死に臨まなければなりません」(17)。
エリザベトが帰天してちょうど一月目に、アデルはロロットにエリザベトの死を知らせ
ている。エリザベトは死ぬ二日前、4 月 11 日の復活祭の日曜日に、終身誓願を宣立した。

13 日の朝、かの女の容態は比較的良く、その日を煉獄の霊魂のために捧げた。しかし、その
日が暮れる前に、息をひきとったのである (18)。シスターとして死んだのは、かの女が最
初であった。おそらくサンタ・フォア (Sainte Foy) またはサン・ヒレール (Saint-Hilaire)
に葬られたと考えられる。当時この修道院は、まだ、囲壁の中に修道女を葬る許可を得て
いなかったからである (「避難所」は借家に過ぎなかった)。
アデルは、シャミナード神父の要請に応じて、特別にこの年若い修道女に関する短い
「通知」を記して、師に送っている (19)。
その後間もなくして、その年の 8 月には、29 才のアントワン・カント (Antoine Cantau)
が死亡した。かれは、この修道会（アンスティテュ）の男性の修道者（ブラザー）として
死亡した最初の人になった (20)。
この同じ年の後半、アデルはもう一人の年若いシスター、スール・スコラスティックの
健康について懸念を表明している。スール・スコラスティックことソフィ・デュベルナー
ル (Sophie Dubernard) は、スール・エリザベトが入会した二ヶ月後、すなわち、1818 年

10 月 8 日に修道院に入った (21)。かの女の家族が持参金を完全に支払うことができなかっ
たので、かの女は修道院に入ることにいくらかのためらいがあったが、修道生活にたいし
て立派な適正を持っているように見受けられた。
このスール・スコラスティックは、シャミナード神父がアジャンに滞在している 8 月中
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に修練期を開始したが、その 11 月にはすでに重病にかかっていた。かの女は肝臓を悪く
し、何度も胆汁を吐いた。このような状態に加えて、皮膚に腫れ物ができ、かつ、ひどい
風邪をひいてしまった (22)。
それから一週間も経たない 1819 年 11 月 22 日、アデルはシャミナード神父にスール・
スコラスティックの容態がいままで以上に悪くなり、医者が匙を投げたと伝えている。
もしかの女がこれ以上生きて行けないならば、誓願の宣立を許可したいとアデルは考え
た。スール・スコラスティックはその病気のあいだ、非常に高潔な生活を送り、かの女が
修道院で生活していた一年強のあいだ、おそらくいささかの過ちも犯さなかったのではな
いか、とアデルは述べている (23)。1 月、この修練女の容態がますます悪化すると、医者
はかの女を生まれ故郷のサンタビへ帰すように勧めた (24)。
スコラスティック本人も、また、見舞いに来てくれた母親も、この医者の勧めに同意し
た。かの女が 2 週間以内に修道院を離れれば、ひょっとして回復するかも知れない、と医
者は云った。アデルの言葉によると、スコラスティックは聖なる人で、かの女が修道院を
去ることは (25)、アデルにとっても、また、かの女自身にとっても、とても悲しいことで
あった。そして、もし元気になって修道院に帰ることができるならば、再度受け入れるこ
とを約束した (26)。
しかし、母親が迎えにきたその日、肺にひどい炎症をおこし、動くことができなくなっ
た。おそらく肺炎を起こしたのであろう。
マリアのお告げの祝日に、終油の秘跡を受け、最後の聖体を拝領し (27N119)、1820 年

3 月 26 日、枝の祝日に帰天した。この修道女は、たぐい稀な謙遜の徳の持ち主であり、神
のご意思にたいして完全な服従を示した、とアデルは明言している (28)。
スコラスティックは、エリザベトと同じように、
「避難所」に葬られることはなかった。
他の大勢のシスターたちも、殆ど順番に病気にかかった。だから元気な人たちが修道院
内部の全ての仕事と、修道院が請け負っていたすべての使徒活動を行うのは、容易なこと
ではなかった (29)。サクレケールは修練長としての仕事の他に病室係をしていたので、一
つをしていれば他がおろそかにならざるを得なかった。だから修練女たちも病室の世話を
手伝い、サクレケール自身が病室に居るときは、テレーズが修練院で修練長の代理をつと
めた (30)。
エンマヌエルの健康も危ぶまれた。シャミナード神父は、かの女に四旬節の苦行を必要
に応じて免除するように、とアデルに述べている。そして、これはなにもエンマヌエルに
限ったことではなく、他の修道女にたいしても同じように取り扱うべきである、そして、
疑いのある時は、むしろ大目に見るようにしたほうがよい、とシャミナード神父はアデル
に述べている。もし、シスターたちが四旬節の償いをすることができないならば、できる
かぎり有徳な生活を送ることでこれを補えばよいのだ、とも述べている (31)。
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アデル自身は、もし修道女たちがみ主の仕事をしようとするならば、健康であらねばな
らないと確信していた。ただ死ぬために修道院に来るトラピストの修道女とは違うのだ、
とアデルは述べている (32)。

(1819 年)7 月、シャミナード神父はアジャンを訪問し、大勢のシスターたちの健康が悪
化しているのを自分の目で確かめた。スール・サン・バンサンが病の床についており (33)、
エンマヌエルもかなりひどい病状にあった (34)。掛替えの無いエンマヌエルを失うこと
はできない、とアデルは述べている (35)。そこで共同体はかの女のために一年間の断食と
祈りの生活を送ることになった (36)。しかしアデルは、主は与えたまい、主は取り去りた
もう。主のみ名は賛美されたまえ、と信仰の言葉を付け加えている (37)。

10 月になるとスール・マルタが吐血を始めた (38)。11 月、病室に収容されたのは、ス
コラスティックの他に、マルタ、ドジテ、アンヌ、アッソンプシオン、そしてエンマヌエ
ルであった (39)。

12 月。セント・ラドゴンドからアジャンへ転任したローモン神父はシャミナード神父
に手紙を書いて、修道院は病院になってしまった、もっと悪く云えば墓場になっている、
と述べている (40)。なんとかして修道院を他の場所に動かさなければならない。でなけ
ればシスターたちは、仕事をするに必要なだけの健康を取り戻すことはできないだろう

(41)。
この病気は、当然のことながら、創立されたばかりの修道院にとって、経済的な負担に
もなった (42)。1 月の中旬になると、ローモン神父自身が熱を出し、一週間以上も床につ
いた。このことについてローモン神父は少しも驚いていない。十字架に苦しむ修道女た
ちの指導司祭として、かの女たちの背負っている十字架を共に担うのは当然のことだと考
えていたからである (43)。
ローモン神父が熱病にかかる少し前、アデルも病気になった。アデルは、1809 年の病
気を除いて、いつも健康であるようにみえていた (44)。しかし、多くの心労を抱え、修道
女全員にたいしていつでも奉仕できる情態でありたいと考えていたアデルは、病気になっ
たシスターたちに代わってその受け持つ仕事を手助けしていたため、極度の疲労を感じて
いた (46)。
こうしてアデルも、今では修道院では珍しくなくなっている他の修道女と同じ症状に苦
しみ始めたのだ。わき腹と胸に痛みを感じ、息切れと極度の疲労を感じたのである。
心配した修道女たちはシャミナード神父にこのことを報告した。そこで師は、アデル
に、自分の健康情態を報告するように要求した (47N120)。アデルはこの報告書で、医者
から仕事量を減らし休みを取るように言われた、と述べている。そしてアデルは、もし、
いままでの自分の健康がそれ程までに強くなかったならば、だれもこのような軽度の症状
に気付くことはなかったかっただろうと述べ、自分の容態を軽くみせている。しかし、こ
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のような健康情態が他人の目を引くことを好む自分の過度な自己愛をも認めている (48)。
ところでこの頃、アデルは、同じように修道女の健康問題で悩んでいたもう一つの修道
会の創立者と、この問題について話し合っていた。この修道会の創立者というのは、ビル
フランシュ・ドゥ・ルーエルグ (Villefrance-de-Rouergue) のエミリ・ドゥ・ロダ (Emilie

de Rodat) であった (49)。
男爵夫人の父方の親族が住んでいるルーエルグ地方のビルフランシュは、アジャンか
ら東へ 200 キロ近く離れたところにあり、フィジャックの南方 40 キロたらずの所にある。
この辺りからアベイロン川 (Aveyron) が流れ始めている。このアベイロン川はモントバ
ンの北方でタルン川と合流し、やがてこのタルン川はモアサックの近辺でガロンヌ川に合
流する。ビルフランシュとアジャンの間の往復は、この川を用いると比較的楽にできた。

1808 年、エミリはフィジャックの病院のシスターのもとに志願者として入会した (51)。
この病院の院長と親しくつき合っていた男爵夫人は、しばしばこの病院を訪れたことが
あったので、エミリのことを知っていたかも知れない。あるいはシスター・ジェルトルー
ド自身がアデルにエミリのことを話したとも考えられる (52)。いずれにせよ、アデルが自
分より 2 才年上のエミリについて最初に耳にしたのは、1809 年にアデルがフィジャック
を訪問していたときのことであった。エミリの聖性と熱誠はすでに衆人の知るところで
あった (53)。当時、アデルはエミリに会い、アソシアシオンの会員に勧誘しようと考えて
いた (54)。しかし、アデルのこの望みが実現しなかったのは、おそらくエミリが、あまり
長い間この病院の修道院に留まっていなかったからであろうと考えられる (55)。
ビルフランシュで、エミリは、素晴らしい聴罪司祭であり霊的指導者であるアントワ
ン・マーティ神父 (Antoine Marty) に遭遇した (57N121)。この司祭はビルフランシュ・
ドゥ・ルエルグのカレッジで校長をしていた (58)。この司祭の指導に導かれながら、エミ
リは貧しい人たちの教育をするために、献身的な婦人を集め、最終的には新しい修道会の
創立にまで発展させた。それはアデルが修道会を創立する 3 週間前の 1816 年 5 月 3 日のこ
とであった。アデルはこのことを母親から聞いたが、それは後日になってのことである。

1819 年 6 月、アデルの方からエミリに連絡をとった。それは、エミリを通してルエル
グにソダリティを作ろうと考えたからであった。
エミリがビルフランシュに修道会を創立したことを聞き知ったアデルは、かの女に祝辞
を述べるとともに、自分たちがたずさわっているみ主の仕事において直面する数々の困難
を互いに分かち合うことができるように、二つの共同体の間に祈りの連合を作り上げよう
ではないか、と提案している (60)。このようして二人の文通が始まった。そして、この文
通はアデルが死ぬまで続き、また、二つの修道会の合併問題にまで発展した (61N122)。
二人のあいだに文通が始まると、親しい友情と信頼感が作り上げられていった。二人の
交わす手紙には、お互いのこころの状態や、夢と希望、そして恐れ、などが雄弁に描きだ
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されており、二つの修道会とその事業に関する情報の交換も用いられた。
この二人はあらゆる面で共通した性格を持っていた。二人とも活発な性格で、行動的で
あり、率直で、献身的で、強靭で、優しく、暖かい性格の持ち主であった (62)。エミリは

2 才年上であったが、多くのことでアデルにアドバイスを求め、アデルの体験、とりわけ
ソダリティの経験から多くを学びとろうとした。
エミリの手紙は、アデルの手紙と同じように、生き生きと、かつ、エネルギーに溢れた
ものであった。しかし、また、多くの手紙でアデルの修道会創立に関する質問や、その仕
事、修道女たちの生活などについての質問を投げかけられている。アデルがエミリに出し
た手紙の大半はエミリからの質問に直接的に答えるものであり、そのような意味合から読
めばよく理解ができる。
文通を始めた当初から、二人は、清貧の精神から、手紙を出すときは、ビルフランシュ
に住む某紳士の召使に託していた。この紳士は、商用のため、しばしばアジャンを訪れて
いた (63)。また、時には、男爵夫人が手紙をもってきたこともあった (64)。エミリの生徒
が持ってきたこともある (65)。
アデルはエミリに宛てた最初の手紙で、アジャンでの新しい修道会の創立の功績をシャ
ミナードに帰し、自分は単なる二次的な役目を果たしただけで、財政的な援助をしたに過
ぎない、と述べている (67)。アデルはシャミナード神父のソダリティの業績を非常に高
く評価し、婦人たちを対象にビルフランシュでも始めてはどうか、とエミリに提案してい
る。そして、男子青年部はマーティ神父が始めればよい、と述べている。
アデルは、自分自身が告白しているように、16 才の頃からすでにこの種の仕事に打ち込
んで来ており (68)、自分の心の仕事になっていたのである (69)。ソダリティはアジャンで
の使徒事業の中核をなすものであり、素晴らしい成果をあげている、と述べ、ソダリティ
は一つしかないが、これは三つのグループに分かれている（母親の会、女子青年の会、下
女の会）
。このように分けられているのは、その各々のグループに属する人たちの必要性
が異なっているからだ、とアデルは説明している (70)。
しかし、エミリにたいしては、一つのグループからソダリティを始めるように勧めてい
る。なぜかと云えば、三つのグループを最初から手掛けると仕事が多くなりすぎて、小人
数の修道院にとっては荷が重すぎるからだと述べている。しかも、ビルフランシュの修道
院でのスケジュールは、アジャンの規則に比べると、はるかに厳しいように見受けられた

(71)。
エミリのアデルにたいする返事は非常に積極的なものであった。エミリは熱意に燃え、
熱心で、熱誠に溢れ、多くの質問を浴びせかけている。エミリはアデルから勧めらると

(72)、直ちにマーティ神父に働きかけてシャミナード神父と連絡をとり、その結果、この
二人の神父は互いに文通を交わすようになった (73)。
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エミリはソダリティに関して更に詳しい情報を求め、最初はどのように着手すればよい
のか、予想しうる難しさはどのようなものであるか、などを問い合わせた。
エミリは、また、修道院について質問し、シスターたちの健康について尋ね、院長とし
ての重職をどのように受け止めているかについても尋ねた。さらに、もっと大きな事とし
ては、アデルが提案した祈りにおける一致にとどまらず、二つの修道会を一つに統合する
可能性についてさえも打診してきたのである。アデルはエミリの要請を熱意をもって受け
入れ、自分も統合を望むようになった (74)。
アデルは、一連の文通の中で、ソダリティに関するエミリの質問に答えている (75)。ソ
ダリティの組織体にかんして説明し (76)、有能なオフィシエールを持つことの大切さを教
え (77)、集会の運営について説明し (78)、入会の儀式 (79) や、特殊な帯を衣服の下に着
けること (80)、
「手引書」についても説明している (81)。
（アデルはエミリに手引書を何冊
か送った）
。
また、このときのアデルの説明によると、シスターの仕事の多くは集会の運営と、その
際に行われる訓話をおこなうことの他に (82)、個人的な面談や、ソダリストの個人指導に
当たることであった。それは、若い女性たちがシスターに多大の信頼を持ち、苦情や心配
事を打ち明けに来ていたからである (83)。
アデルは、また、特にソダリスト自身が宣教師になることを強調し (84)、ソダリストの
心の中にシスターたちが植えつけた良き種子を、家族や社会に広めるように述べている

(85)。オフィシエールたちは、毎月、指導をしてくれるシスターたちと会合をもち、自分
たちがあたかもシスターの延長であるかのように考えていた (86)。
数多くのソダリストは囚人に公教要理を教えたり、小さい子ども、とりわけ農村の子ど
もに教えるなど、種々の善行にたずさわっていた (87)。また、ある人たちは夕方に仲間を
集めて公教要理を教えたり、歌を歌ったりなどして、罪の無い娯楽にひと時を過ごすの
だった。実際、あるソダリストは 30 人のメンバーを一つのグループに集めて指導してい
た (88)。また、あるソダリストは仲間のために善良な書籍を取り寄せたり、かれらを秘跡
に近づかせるように助けたり、ソダリティに興味を起こさせるように努力した。ある人な
どは、両親の改心にも一役買った。組織化と監督の仕事の大半はオフィシエールたちに
よって行われた。かれらの協力がなければ、これらすべての仕事を継続して行くことは不
可能であったといえよう (89)。
同じ頃に書かれたスール・テレーズあての手紙の中でも、アデルは、アジャンにおける
熱心なソダリストの活動状況について説明している。それによれば、ソダリストたちは公
教要理を教え、初聖体を受けた子供たちに、その当初の熱心さを失わせることのないよう
に指導したりなどしていた。また、貧しい人を家庭で教え、病人に本を読んで聞かせ、少
女たちを家に集めて罪のない遊びをさせ、初聖体をまだ受けていない子を探してシスター
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のもとに連れてきたり、秘跡に近づくように周囲の人を励ましたり、少女たちのための良
い書籍を集めたりした（書籍の購入費はソダリティの会費でまかなった）(90)。
ビルフランシュでは、1820 年の 9 月には、女子青年のソダリティが活発に活動してい
た (91)。
（男子青年のソダリティは、これほど早く成長しなかった (92)）
。マーティ神父は
シャミナード神父の代理者として女子青年のソダリストの入会式を執り行い、身につける
帯を祝別することが許された (93N56)。
これに続く 5 年間、ソダリティは素晴らしい成果を上げた。しかし、1825 年、このソダ
リティは、黙想会の説教師たちが小教区を基盤にして組織化したいくつかのグループに吸
収されてしまった (94)。
エミリは、また、修道共同体そのものについて、アデルの意見を聞き取ろうとした。エ
ミリはアデルの手紙が簡潔すぎることを責め、忙しいことを理由に言い訳をしても、それ
はかの女には通用しなかった。エミリ自身も多忙を極めていたからである (95)。エミリ
は自分の修道院の実状を述べ、アデルにも腹蔵なく自分の修道院について述べてくれるよ
うに望んだ。
「わたしは何の隠しだてもしないで、あなたにお話したいと思っております。
なぜなら、わたしたちの友情は神から与えられたものであるように思われるからです」と
述べている。
エミリの修道会は、聖ヨセフのウルスラ会と呼ばれた（聖家族修道女と呼ばれるように
なったのは 1822 年のことである）(96)。一般の修道会と同様に、三つの誓願を立ててい
た。会則は聖アウグスチヌスの会則に基づくものであった。しかし、その会憲は、ご訪問
の修道女会の会憲に準拠するものであった (97)。エミリは、自分の修道院の共同生活の時
間割を送るので、アデルにも送ってくれるように、と依頼している (98)。

1819 年、男爵夫人とエリザは、毎年おこなっていたフィジャックへの訪問を終えたあ
と、ビルフランシュに立ち寄ってエミリを訪ねた (99)。その時、二人は、エミリの共同
体の時間割をことづけた。アデルはその返事として、自分の修道院の時間割を送ってい
る (100)。また、生活に関するその他の質問事項にも答えを送った (101)。そして、アデ
ルは、自分たちの会憲は新しいもので、特に聖ベネディクトと聖イグナチオの会則に基づ
いて作られたものである、とエミリに説明している (102)。また、志願者（ポストラント）
は、一般に、3 カ月から 6 カ月の志願期間をおこない、2 年間の修練期（ノビシア）を送
る、とも説明している。
修道誓願の宣立は修練期の最初の一年が終わったときにおこない、3 年間の誓願を宣立
する。その後、もし必要があるならば、あと 2 年間の有期誓願を宣立することができる。
その後、メール (Mères)（歌隊修女）たちは終身誓願を宣立するが、スール・コンパーニュ

(Sœurs Compagnes)（助修女）は終身誓願を宣立するまでに 10 年のあいだ、毎年、誓願
を更新することになっていた (103)。着衣式（修練期を始めるとき）と誓願宣立の儀式は、
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ジャンヌ・ドゥ・レストナック (Jeanne de Lestonnac) によって創立されたノートルダム
のシスターが用いる礼典に則っておこなわれた (104)。
アジャンの修道女たちは個室を持たなかった。共同の寝室が準備されるまでは、何人か
が一つの部屋でやすんだ。修道女たちは常に共同で作業したが、沈黙と潜心を守った。す
べては共同で、長上たちも含めて、独自の生活をする者はだれもいなかった (105)。
アデルは、また、共同体の祈りと信心業について説明しているなかで、三時の祈りにつ
いても説明し、エミリにもこの祈りをするように勧めている (106)。また、ボルドーのソ
ダリティから受け継いだマリアの絶えざる愛 (Perpetual Love of Mary) の実践について
も説明を付け加えている (107)。
また、修道女たちは、ソダリティ以外の仕事にも従事していたが、アデルはそれらにつ
いても説明しており、貧しい人たちのための授業、初聖体を準備するための公教要理、少
女たちの縫物教室 (108) などについて述べている。また、方言を使って物乞の女たちを助
けているスール・フランソアの仕事、年輩の婦人を秘跡に近づけるための準備 (109) につ
いても述べている。
シスターたちは、アデルも認めているように、これらの仕事で多忙を極め、祈りに十分
な時間をとることができなかった。しかし、休息の時間と授業の時間を除けば常に沈黙を
守り、すべての修道女は手作業をすることになっていた (110)。
このようなアデルの情報にたいして、エミリは (111)、聖ヨゼフのウルスラ会のシスター
は、貧乏人のための大きな無料授業と、授業料をおさめることのできる昼間の生徒のため
の授業をおこなう他、寄宿生の世話をし、幼い孤児も何人か育てている、と伝えている。
幼い孤児たちは寄宿生とは別の場所で育てられており、ウルスラのシスターたちはこの
子供たちの母親代わりを勤めていた。「ご想像の通り、わたしたちの修道院には、あなた
の修道院のような静けさがありません」とエミリはいくらか羨ましそうにアデルに述べて
いる。
エミリは、修道服についても質問している。エミリの修道女たちは、それなりの理由が
あって、修道服をまだ着けていなかった。しかし、いまでは、マーティ神父は修道服を着
けるべきだと考えるようになっている、とエミリは述べている。
エミリは、アデルに、女子マリア会の修道服を人形に着せて送ってくれるように頼ん
だ (112)。それで、アデルは、人形を送った (113)。しかし、この人形は途中で失われてし
まった (114)。
二人は、また、病気のシスターについても意見を交換した (二つの修道院は、いずれも
病気によって大きな打撃をうけていた (115))。病人の食事 (116)、四旬節の守り方 (117)、
そして、すべての創立者が背負わねばならない十字架について (118) 語り合った。アデル
は、手紙ではまるで気丈な人間に思えるかも知れないが、実は、自分は、落胆しやすく、
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悲しみに沈みやすい傾向をもっていることを告白している (119)。
同じ仲間として (事実、創立者で総長の立場にあるアデルにとって、エミリはただ一人
の「仲間」であった (120))、二人は長上としての役割についていろいろと意見を交換した。
アデルにとっては、これほどまでに異なる性格を持つ人たち、ときには正反対の性格を持
つ人たちが集まっている中で、考えも、皆が良かれと思いながらも、非常に異なっている
中で、常に満足げに振舞い、一致を欠かさないように振舞うことがいかに難しいことであ
るかを打ち明けている。そのように述べながらも、アデルは修道女たちは皆聖なる人たち
であることを認め、次のように述べている。
「もし、神様が、わたくしの弱さを知っていて、このように信心深い人びとをわたくし
に与えて下さっていなければ、わたくしは一体どうなっていたでしょうか」(121)。
アデルの考えによれば、上に立つ者は、先ず何よりも心の貧しさを持たなければなら
ない。そして、もし自分の職責を十分に果たそうとするならば、誠実に、自己を空虚にし
て、自己の考え方に固執せず、他人にたいする柔軟性を持たなければならない。常に姉妹
たちを受け入れるこころの準備ができていなければならず、どれほど忙しい時でも、慈愛
の心をもって迎え入れなければならない。一言で云うならば、長上というものは、もはや
自分が自分のものでなくなっている人でなければならないのだ、と述べている (122)。
激しい性格と戦い続けていたアデルは、自分を「非常にせっかちで未熟な人間である」
と述べている。また、アデルは自分について次のようにも述べている。
自分に助けを求めてやって来るシスターを見かけると、そのような人たちを自分から求
めて行かなければならないはずなのに、むしろ、反対の方向に行って仕舞おうとすること
さえある。「わたしがしようとしていることは、全く表面的なことに過ぎない」(123)。あ
まりにも外的な仕事に力を入れすぎるため、内的生活をおろそかにしている (124)。しか
し、長上というものは台の上に置かれたランプのようなものであって (125)、その欠点は
他の多くの人たちにとって、障害になり得るものである (126)。
「聖人になるように努力しようではありませんか。そうすれば、わたしたちの共同体は
うまく行くでしょう」(127)。
この二つの共同体が一つになることを神が望んでおられるのかも知れないと云う考え
は、二人が文通を始めた頃から、いつも二人の念頭にあった。最初、この考えは単なる政
治的な配慮のように思われた。一つになることによってローマからの認可を得ることが容
易になるだろうという思惑である (128)。しかし、互いに情報を交換し、相手について詳
しく知り、相手の修道会の精神を知るようになると、この考えはやがて望みとなり、計画
へと発展した。
二つの修道会は、その活動や共同生活のあり方、その精神と動機づけにおいて非常に類
似しており、一つになることが神の摂理であるかに思われた。(1819 年の) 12 月にもなる
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と、アデルは「完全に」姉妹となることを望むようになっており (129)、翌月の手紙では
「あなたの修道会とわたしたちの修道会は一つであればよいのですが」(130) と表現するよ
うになった。
エミリはこれに答えて、
「あなたの仰るとおり、わたくしたちの家が一つであることを、
わたくしも望んでいます」(131) と述べている。二つの共同体のシスターたちも、次第に
同じような考えを持つようになり、全員が合併することに賛成するようになった。

1 月、アデルはモニエに、女子マリア会の会憲と規則を持ってビルフランシュを訪問し、
帰りにエミリの修道会の会憲と規則を持ち帰ってくれるように提案した。
（そうすれば、モ
ニエは、マーティ神父の男子ソダリティの仕事を手伝うこともできるだろう）
。お互いの
会憲と規則をよく検討した上で、合併の計画を実施に移そう (132)、と云うことであった。
エミリはこの考えをマーティ神父に相談した。マーティ神父はシャミナード神父と同じ
く、賢明な人物で (133)、この合併による利点と欠点を挙げて検討した。そして師は、文
書を交換したり人を介した間接的な情報に基づいて行動するよりは、合併を行動に移す
前に、先ず双方の修道女が互いに訪問して、自分の目で相手の修道会を確かめてみるべき
だ、と考えた (134)。
アデルはこの考えをシャミナード神父に相談した。師はこの双方による訪問の計画に
賛成し、それを復活祭 (1820 年 4 月 1 日) 以降に実施してはどうかと提案してきた。
すでに双方の修道女たちがこれほどまでに愛し合っている状態からみて、この合併は神
の聖意であるとアデルは考えた。もし、この合一が神の意思であったならば、必ずや、こ
れは実現されるだろう (135)。しかし、この合併に大きな希望を抱いていたアデルは、同
時にまた、神のご意思に反することは避けたいという気持ちで、心は板挟みになった。ア
デルの心情からすれば、エミリの修道会のメンバーは自分たちの姉妹であるとしながら
も、もし必要とあらばこの計画をいつでも御破算にするだけの気持ちを持っていたのであ
る (136)。
アデルは、シャミナード神父に (137)、テレーズか、エンマヌエルをビルフランシュに
送ることを提案した。修道院の精神を伝達するにはテレーズが最も適していると考えた。
ソダリティとその事業について説明するにはエンマヌエルが適していた。
シャミナード神父はテレーズを派遣することに決定した (138)。それは、一つにはシャ
ミナード神父自身、テレーズを高く評価していたからであり、また、現在のひ弱な健康状
態にあるアデルを動かして無理をさせたくないという心遣いからでもあった。しかし、エ
ミリはハッキリと自分の考えを述べて次のように云っている。
「わたしは復活祭ののちに、あなたの代理人ではなくて、あなたご自身にお会いできる
ことを期待しております。どれほど代理の方が立派な方であろうとも、他人の目を通して
見るよりも、ご自分の目でお確かめになるに超したことはありません」(139)。
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さらにエミリは付け加えて、失われたお人形をみるよりも、アデル本人に会うほうが、
もっと素晴らしいことだ、と述べている。また、エミリは復活祭の挨拶を述べるととも
に、気候も良くなったので、一日も早くアデルが来られるよう、わたくしたち一同、毎日、
鶴首してお待ちしている、とも述べている (140)。
しかしながら、アデルも、シャミナード神父も、ジャクピのことを考えに入れていな
かった。自分の教区を大切に考えていたジャクピ司教は、エミリの方が先にアジャンを訪
問すべきだと主張し、もし合併が行われるならば、それが終了してからビルフランシュに
行く許可をアデルに与える、と言い張った。
あきらかにアデルはこの司教の言葉に落胆し、少なからず心を乱したが、しかし「神の
ご計画」には恭順のこころを表した (141)。また、マーティ神父は、せっかく計画を立て
たが、残念なことに、いまのエミリの健康では旅行をすることはできない、とシャミナー
ド神父に伝えている (142)。
シャミナード神父から従順の名において休息をとるように命じられていたアデルは、エ
ミリにたいするマーティ神父の心遣いを十分に理解することができた (143)。そして、ア
デルもエミリも、共に、自分たちの性急さと熱望を抑えてくれる長上が居ることをありが
たく思うのだった。
しかしながら、アデルは合併の可能性を完全に否定し去ったわけではなかった。シャミ
ナード神父とマーティ神父にこの話を一任し、結果が何であろうと、それに素直に従うこ
とをエミリに提案したのである (144)。
エミリと頻繁に手紙を交わしたこの期間も (1819 年の夏から 1820 年の夏まで)、アデル
は修道女たちにたいする世話を怠ることはなかった。もちろん、アデルひとりが修道女の
世話をしていたわけではなかった。遠隔地から与えられるシャミナード神父の指導に加
えて、霊生部長としてのテレーズの協力、修練長としてのサクレケールの協力があった。
また、ムーラン神父とローモン神父からは、聴罪司祭として協力してもらっていたので
ある。
ムーラン神父は、ほとんど毎日のように告解場に足を運んだ。そのため、ジャクピ司教
は、師が神学校での職務を怠っていると非難したほどである。これは、アデルがシャミ
ナード神父に伝えているように、シスターたちが頻繁に告白の秘跡を受けたからというよ
りは、一人ひとりの告解が長かったからである。
このような状態ではムーラン神父を失いかねないと危惧したアデルは、シャミナード神
父に、告白は週に一度、手短に行うように、という公開の声明文を共同体に発表してもら
うように依頼した (145)。
しかし、修道女の幸福を守る責任はアデルの両肩にかかっていた。修道女たちを助け、
共同体を管理運営していくにあたって、助力が必要となれば、アデルは決ってボルドーと
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シャミナード神父の経験に頼るのだった。

1819 年の 8 月、トランケレオンに住んでいたアデルの年下のいとこクララが、長期に
わたって修道院に留まることになった。クララは、この滞在を許してくれたシャミナード
神父と男爵夫人にたいして、大きな喜びを表明している。かの女は修道院に滞在している
あいだ、スール・アニェス (Sœur Agnès) の名前をとった (146)。
まだ 16 才に過ぎないクララは、修道生活をそれほど真剣に受け止めているようには見受
けられなかった。かの女は持ち前の話上手から、シスターやソダリストを楽しませ (147)、
スール・エンマヌエルのもとでイタリア語と地理、古代史を学んだ (148)。また、一日の
内、数時間を裁縫室で過ごし、貧しい子どもたちに算数の授業を教えると共に、裁縫と読
み方を教えた (149)。
しかし、また、かの女は友人に手紙を出して若い男性への愛情を語り（非常に「ロマン
ティックな」手紙である）
、小説を読むことを好み、ほとんど共同体の祈りに姿を現したこ
とはなかった (151)。そして、それから一年以上もたって、共同体がアウグスチノ会の建
物に引越したのち、すなわち、1820 年のクリスマスの季節に、修道院を去った (152N124)。

1819 年の半ば、ちょうどクララが修道院を去った頃、入れ替わりにエリザがやってき
た。エリザはシャトーにあって、アデルがおこなっていた慈善事業の多くを継承し、授業
も続けていたが、別段修道生活に心を引かれることはなかった。事実、エリザは男爵夫人
に、もし自分が修道院に行きたいと言い出したら、試練の期間を他の人以上に長くしてく
れるように、とさえ云っていたほどである。ところが、それから間もなくのこと、エリザ
は霊的な試練を受けることになった。小心にさいなまれ、救いがないと感じたのである。
エリザの聴罪司祭は、残念なことに、このようなケースの取扱についてたけておらず、か
えってこのような精神状態を悪化させるにすぎなかった。ある朝のこと、エリザは衝動的
にシャトーを飛び出し、アジャンに来た。「避難所」で心の安らぎと光を見いだしたかっ
たのである (153)。
「避難所」に来たエリザは、ムーラン神父の慎重な指導のもとに、黙想を行うことに
なった。師は素晴らしい助言を与え、聴罪司祭を変えることを勧め、エリザを助けること
ができるような賢明で聖なる司祭を紹介した。
ムーラン神父はアデルにたいして、このいとこは、いつか修道女になるに違いない、と
述べている。エリザも今ではそのように考え始めていた。しかし、男爵夫人はかの女が
述べていた言葉を忘れなかった。修道院へ行くまでに 2 年間の試練を過ごさせたのである

(154)。もちろん、その期間に修道院を訪問することは許された (155)。
アデルはこのいとこを可愛そうに思い、この「流刑」を何とかして短くして上げる方法
はないか、とシャミナード神父に相談した (156)。ひょっとして修道院がアウグスチノ会
の建物に引越しする前に来させることはできないものか、と考えた (157)。
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こうして、すでにマリ・ジョゼフの名前を選んでいたエリザであったが (158)、修道院
に入ることができたのは、1821 年の 4 月になってからのことであった。
クララと一緒にもう一人の志願者が入ってきた。それは、スール・セレスティン (Sœur

Célestine) で、アジャンの出身者であった。しかし、間もなくかの女の態度はアデルの心
配の種となった。セレスティンは助修女 (Sœurs Compagnes) になるのが適しているよう
に思えたのだが、自分と「社会的に同じ身分」の仲間が (おそらくこれはスール・アッソ
ンプシオン (Sœur Assomption) のことであろう (159)) 歌隊修女になるのなら、自分が助
修女になることは承伏できない、と考えた。このセレスティンの考えはときどき変わった
が、どちらかといえば執ように我意を通そうとした。
かの女は永久に志願者のまま留まっていても良いと云い、助修女としてのベールを受け
ようとしなかった。アデルはこれをプライドの表れであると考え、態度を変えるまでは聖
体拝領の許可を与えなかった (160)。しかし、アデルはかの女のことを心配していた。自
分はかの女に正しいことをしているのだろうか。間違っているのではなかろうか。セレ
スティンを、これからも修道院に受け入れておくべきか。それとも両親のもとへかえすべ
きか (161)。アデルは悩んだ。
シャミナード神父からの助言を待っているあいだ、セレスティンは告白に行くことも拒
んだ。かの女は修道院を出るつもりはないと主張し、いつまでもポストラントのままで居
たいと言い張った (162)。
シャミナード神父の助言が効を奏そうしたのであろう。これに続く一月は（1819 年 9
月）ガルデル神父のもとへ告白に行くようになり、こころの平安を取り戻したかに見えた。
セレスティンは、その行動に問題があったが、アッソンプシオンにたいしては一度も悪
意を示したことはなかった、とアデルはシャミナード神父に証言している (163)。
もう一つの手紙がシャミナード神父から送られてきた。明らかに、この手紙はかの女を
改心に導いたようである。セレスティンはムーラン神父にことの次第を打ち明けた。ムー
ラン神父はセレスティンに、過去の行為にたいしてアデルから償いを受けるようにと勧
めた。
アデルはセレスティンに償いを選ばせた。しかし、セレスティンが、2 週間のあいだ食
事中に「傲慢な人物」と記した鉢巻をすることを申し出た時、アデルはこれを許さなかっ
た。それは、かの女について何も知らない修道女に、かの女の過ちを公表してしまうこと
になるからである。そのかわり、他のシスターたちに祈りを依頼するよう、セレスティン
に命じ、食事中は「償いのテーブル」で食事をするように指導した（この席は食堂の中央
に置かれていた）(164)。

1820 年 1 月の手紙で、アデルは 18 才になるポストラントについて述べている。この修
道女は非常に激しい誘惑と試練を受け、夜も昼も休みが取れず (165)、すっかり疲れきっ
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て神経衰弱になっていた。アデルは、それが誰であったか、名前を明らかにしていない。
しかし、おそらくセレスティンのことであろうと思われる。

2 月になって新しい試練がやってきた。2 月 24 日、セレスティンは着衣することになっ
た。もちろん、着衣式の一部として公にベールを受けるシーンがある。歌隊修女 (Mères)
のベールはモスリンである。細い糸で織られ、ほとんど透き通るような布地でできてい
た。助修女 (Sœurs Compagnes) のベールはパーケイルで、堅く織り上げた綿布であった。
ところで、若い助修女スール・アポロニ (Sœur Appolonie) は、両親がベールを買い求め
ることができなかったため、修道院にあったモスリンのベールを使わせていた。それでセ
レスティンも、自分はモスリンのベールをもらえるものと思っていた。
ポストラントの家族がいつもするように、セレスティンの修道服とベールは本人の母親
が買い求めることになった。アデルの指示に従って、ベールはパーケイルの布地が買い
求められた。しかし、衣服の方は、修道服としては余りにも派手すぎるものであった。そ
のためアデルは、この洋服を受け入れることを拒否したが、セレスティンはパーケイルの
ベールを受け取ることを拒否した。そして母親はアデルに反抗し、必要ならば力づくでも
娘を家に連れ帰るとおどしにかかった。
気を取り直した母親は、娘が修道院に残ることに同意したが、自分が着衣式に出席する
ことは断わった。それは、修道院のシスターたちが、娘の人生をみじめなものにしている
と考えたからである (166)。(理解できることではあるが、この時、スール・サクレケール
は、修練長としての職務を辞めさせてくれるようにアデルに願い出ている (167))。
アデルはセレスティンの着衣式を延期した。セレスティンは着衣式の延期に同意した
が、自分には召命があると強く主張した (168)。このとき、シャミナード神父がどのよう
な助言を与えたかは定かでないが、かの女はその助言に従った。そして、同月の下旬、ア
デルはセレスティンについて報告し、かの女は順調に生活していると述べている (169)。
しかし、この平和も長くは続かなかった。10 日後にアデルはまた手紙を書き、セレス
ティンの母親が娘を家に連れ戻したいと主張していること、そして今では修道生活に召命
のある兆候をまったく示していないセレスィンは、問題なく退くであろう、と述べている

(170)。しかし、かの女は立ち去らなかった。
それから 4 カ月後 (1820 年の 7 月)、セレスティンはシャミナード神父に胸の中を打ち
明けた。かの女の言葉によれば、そもそもの問題は、おそらくかの女はカルメル会に召命
があるのかもしれない、と云うことであった。こちらの修道院にくる前に、カルメル会に
入る希望をもっていた。しかし、その召命の貴さを理由に、カルメル会に入るのは思いと
どまるように諭された。今では、かの女のこころは二つに裂かれ、決断を下すことができ
ないでいる、ということだった (171)。
シャミナード神父はカルメル会の実状に通じていた。実際、このことがあってから間も
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なくのこと、ジャクピ司教はシャミナード神父をアジャン教区にある全カルメル会修道院
の教会の長上になるように説得したほどであったのだ (172)。そのようなわけで、シャミ
ナード神父は、セレスティンに長文の手紙を書き、カルメル会の召命とマリアの娘の会の
召命との類似点と相違点について説明した。
シャミナード神父は、セレスティンに代わって決定を下すことはなかった。しかし、か
の女が考えておかなければならないいくつかの点を提示している。そして師は、いままで
の文通において、セレスティンがカルメル会への召命を受けているようにはまったく見受
けられなかったこと、むしろ、神からの大きな恵みとしてマリアの娘に召されていると自
分は思っていたこと、を述べている。しかし、決定を下すのはあなた自身である。もし、
留まるように決定したなら、この手紙を自分で保管していなさい、もしそうでないなら、
アデルに渡しなさい、と述べている (173)。
セレスティンは修道院を離れた。しかし、2 カ月後にはアウグスチノ会の建物に引っ越
していた修道院の扉を叩き、再入会を願い出ている。ところで、その間、トナンスに新し
い修道院が創設されたので、アデルはかの女に「外部からの」ヘルパーとしてトナンスへ
行くように提案した (174)。
しかし、母親はかの女がアジャンを離れることに反対した。セレスティン自身として
は、トナンスへ行くべきかどうか決心が着かないでいた。ただ、結果的には、行かなかっ
たようである (176N125)。
セレスティンの仲間であったスール・アッソンプシオンは順調に修道生活を開始した。
しかし、最終的には、アデルにとって忘れることもできないドラマチックな退会劇を演じ
たのであった (177)。
入会当初の退屈な時期を過ごした後、いくつかの軽い病気にかかったが (178)、アッソン
プシオンには本当に召命があるかのように見えていた (179)。アデルは、奉献の祝日 (1819
年 11 月 21 日) にアッソンプシオンが着衣式を受ければよいと考えていた。この日で、か
の女が修道院に来てから、ちょうど 3 カ月目にあたる。アデルはシャミナード神父に、か
の女は順調に進歩していると書き送った。
かの女には少々軽率なところはあるが、よく養成に応えていた。しかしながら、修道院
のコンセイ（評議会）は、しばらく様子を見るように助言し、着衣式には創立一周年記念
のクリスマスがよいであろう、との結論を下した。
しかし、修練期が始まって一月目に、アッソンプシオンは悲惨な状況に陥ってしまっ
た。かの女は種々の激しい誘惑を受け始めたのである。それは、友愛に反するもので、あ
る一人の修道女 (セレスティンではないかと思われる) にたいする異常なまでの嫌悪感を
抱くようになったのである。また、貞潔にたいしても誘惑を受け、信仰と神に反する誘
惑、修道女としての召命にたいする誘惑も受けた。
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かの女は、修練期を始めたころからこのような情態に苦しめられ、そのために退会を申
し出たことがあった。それが、やがて、アデルの言葉を借りるならば、
「爆発した爆弾」の
ような現象を引き起こしたのである。
かの女は激しい神経発作を起こし、自分が神から呪われ、すでに地獄に落ちているかの
ような錯覚に見舞われたのである。何回か平静に戻ることもあったが、全般的にこのよ
うな錯覚状態に陥ったために、他のシスターたちはかの女を病室に寝かせ、かの女ととも
に苦しみを分かち合った。そして、シスターたちは、シャミナード神父に助言を求めた

(180)。
明らかにシャミナード神父のアドバイスは、アッソンプシオンは精神的な健康状態を
理由に退会すべきである、というものであったと思われる。2 週間後、かの女は会を去っ
た。しかし、かの女が去ったのは、かなりの騒ぎを起こした後のことであった。
退会する前の数日間は健康状態も良く、誘惑も去っていたらしい。2 月の中旬、かの女
は健康上の理由から退会すべきであろうと告げられた。すると、かの女は落胆の発作にお
ちいった。かの女は聖堂の大きな十字架に両腕を掛けて泣き叫んだ。
「わたくしの浄配よ、あの人たちがわたしを追い出さないようにして下さい。あの人た
ちの心を変え、奇跡をおこなって下さい」。
ムーラン神父はアッソンプシオンをなだめようとした。するとかの女は神父の足もと
にひれ伏し、少なくともあと一週間だけでよいからとどめ置いてくれるように懇願した。
しかし、神父は「動じなかった」
。修道院の評議会も態度を変えなかった。かの女は去ら
ねばならない、と結論した。そこでかの女はスール・サン・サクラマンに祝福を求め、ア
デルにも祝福を求めた。そして、サクレケールに許しを求めた。各人に別れの抱擁をし、
夜の暗闇にまぎれて、そっと姿を消した (181)。
しかし、このできごとで心証を害したのはアッソンプシオンだけではなかった。修練長
のサクレケールも心をいためた。かの女は、アッソンプシオンに一週間の猶予を与えな
かったのは正義に反することだと考えたのである。そして、評議会のメンバーに、その心
のかたくなさを非難し、感情的な爆発を起こして、もうこのような修道院には住んでいら
れない。もしこの修道会がもう一つの修道院をもっていたなら、そこへ助修女として送っ
てもらいたところだ、と叫んだ。
「神父さま。慈悲深い神さまは、わたくしに体験せよと教えて下さっているのだと思
います。わたしは、あらゆるケースに直面しているのですから」(182) とアデルはシャミ
ナード神父に述べている。
シャミナード神父は直ちに返事を書いてアデルに理解と同情を示した。そして、他のシ
スターたちにたいしては、アッソンプシオンは重度の精神病に悩まされ、多くの誘惑に襲
われ、興奮と過度の想像に悩まされていたのだから、かの女をまったく忘れさることのな
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いように、と述べ、アッソンプシオンのこのような情態は、もっと早く識別されているべ
きことであり、とりわけサクレケールはそれに気付いていなければならなかったはずだ、
と述べている (183)。
シャミナード神父は修道院の評議会が下した決定にたいして、これを非難することもな
く、また、賛成することもなかった。それは、師が遠方に住んでいて、そのような決定が
賢明かつ正大におこなわれたかどうかを判断することができなかったからである。師は、
その評議会の決定が信仰に動機付けられたものであり、単に人間的な思惑によるものでな
かったことを希望している。もし共同体の指導者たちが決定を下すに当たって、超自然的
かつ神聖な洞察に基づいておらず、人間的かつ自然的な知恵に基づいていたとするなら
ば、それは許さるべきことではない。「義人は信仰に生きる」べきものである、と諭して
いる。
また、シャミナード神父は、サクレケールの感受性は修練長として正しいものであると
述べ、ただ、それが極端にならないように注意すべきだ、と警告している。自分が面倒を
みている修練女について弁護をしたならば、たとえそれに反する結論が出されても、神の
摂理として受け取らなければならない。感情的な爆発を許すつもりはないが、理解は出来
る。それは、かの女が非常に難しい状況の中に立たされていたからである。評議員の多数
者がとった立場が、無常なこころの表れと感じ取ったのは、サクレケールがやさしい心の
持ち主であるからだ。この経験をもとに、スール・サクレケールは、多くのことを学んで
くれるように、と師は結んでいる (184)。
数日後、
「可愛そうなスール・アッソンプシオン」は修道院に帰ってきた。健康そうに
見えたが、あの「追放」劇には涙を流していた。そして、再入会の可能性を問いただした

(185)。
かの女についての記述がみられるのは、トナンスでの修道院の設立の後に送られたテ
レーズへの手紙の中で参照事項として挙げられている以外には、これがアデルの手紙では
最後の記述になっている。
この他にも沢山のことがあった。入会のために大変な障害を乗り越えたビクトアール

(その後もこの名で呼ばれた (187)) がいた。しかし、かの女は一年足らず修道院に留まっ
たに過ぎない (188)。また、サン・サクラマン (ポーリーヌ・ヤナッシュ) のケースもあっ
た。かの女は 1831 年、アデルの死後、最終的に会を退くまでは、なんとか精神のバラン
スを保つことができた (189)。
アデルが抱えた人事にかんする問題は、共同体にかんするものばかりではなかった。例
えば、何人かの少女たちが裁縫室で他の人たちに悪い影響を与えたことがある。このとき
アデルは、他の少女たちをこの弊害から守るために、その裁縫室を閉鎖しなければならな
かった。アデルは 2 週間のちにこの裁縫室を再開したが、このとき採用した女の子は、シ
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スターたちがよいと判断した子供たちのみにした。そして、その後、少しづつ人数を増や
したが、それは、修道院の授業を終了した者の中から選ばれた人に限られた（190)。
このようないろいろな職務の中で、いま一つ・・・しかも、決して小さなことではな
かった・・・アデルの時間とエネルギーを費やしたことがあった。それは、アジャンの修
道院の移転先の候補地探しと、他の市への修道院の分院創設問題であった。
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アデルの病気/シャミナード神父の訪問
ラクサードとトナンス
「避難所」からアウグスチノ会の建物への引越し
トナンスの新しい修道院/院長スール・テレーズ

1820 年 1 月、すでに以前からその兆候を見せていたが、アデルはついに病の床に倒れた
(1)。この年の新年は、病室へのパレードが後を絶たなかったように思われる。アデルの
他に、スール・カタリン (かの女は一年半前に修道院に入った (2)) も肺をおかされた (3)
し、スール・アンヌもリュウマチで病床に就いた (4)。スール・スタニスラスは黄疸にか
かり、教壇に立つことができなくなった (5)。

2 月にはサクレケールが病気で倒れ、アデルも病気になった (6)。共同体は総長が四旬
節の断食を守ることに反対した。しかし、アデルはその必要はないと考えた。しかし、そ
の考えはアデルの自愛心から出たものであって、間違いであった、とアデルはシャミナー
ド神父に打ち明けている。
アデルはソダリストに話をしたり、病人に読書を聞かせたり、大きな声で念祷をしてあ
げたり、パーソナルな面接でシスターと時間をかけて話合いをするのが好きだった。もち
ろん、共同体といっしょに祈ったり、娯楽の時間を過ごすのも好きだった。
「いつか、わ
たしが口を閉じなくなる日が、来るでしょう」とかの女は云うのだった (7)。
アデルは相変わらず自分の心の最も奥底をさらけ出し、考えと行いの中に自己愛を見い
だすのだった。人が構ってくれるなら、病気であることや苦しみに見舞われることは何で
もなかった。人がどう云うか知るためなら、重病になっても、死んでもかまわないと思っ
た。もし自分が重病にかかったり、死んだとしたら、シャミナード神父は何と云い、何を
してくれるのだろう。見舞いに来てくれるだろうか、などと考えた。
「どれほど沢山の時間をこのようなくだらない自愛心で費やしたことでしょう。わた
しのこの情けない傾向を癒す薬を下さい」(8) と、かの女はシャミナード神父に哀願して
いる。
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アデルはローモン神父にも自分の心を打ち明けた。師はアデルを熟知しており、従って
非常に適切な助言を与えることができた (9)。

3 月になると、カザリンが肺病で「重体」になった (10)。また、スール・スコラスティッ
クが死んだ (11)。5 月には、ヤナッシュ夫人が病気になった。かの女も修道院に住んでい
たのだ (12)。5 月までにはアデルはシャミナード神父からの従順による命令で、仕事を制
限され、共同体の種々の業務に参加することを制限された。かの女に課せられた休みをと
ることは、身体のためよりも心のためだ、それは摂理によるものであって、霊的な利益に
変えることのできる機会である、とシャミナード神父は述べている。
休むことによって、より深く神を愛する機会を得、念祷を行い、霊的読書をする時間が
できる。頭を疲れさせることなく魂を養う良い機会だ。シャミナード神父はこのように
述べて、かの女のためになる書籍や、後日他のシスターたちに講話をするときに役立ちそ
うな書物を推薦した。そして、最後に師は、健康が回復すれば、その報告を自分で書くの
ではなく、アシスタントの一人に書いてもらいなさい、とも述べている (13)。しかし、こ
の言葉に従うのは非常に難しい、とアデルは告白している (14)。

7 月にはシャミナード神父自身も病気になった。しかし、8 月の下旬 (1820 年) にはア
ジャンを訪問するだけの体力を回復した (15)。師はわずか一週間しか滞在しなかったが、
そのあいだに修道会の精神にかんする講話をなん回もおこなった (16)。そして、それま
での数カ月間、シスターたちが企画していた二つの計画を実施できるように手伝ってく
れた。
この時は、アデルの健康もかなり回復しており (17)、共同体を「避難所」から他の場所
に移転させる計画を、みずからの手で統括して行くことができるようになっていた。ロー
モン神父もアデルも同意見であり (18)、シャミナード神父も賛成したのだが (19)、これほ
どまでに修道院に病気がはびこるのは、この建物が二方を溝に囲まれているからだ、と考
えられた (20N126)。
その上、この家は、あちこちを修復していると、かなりの経費がかかった。しかも気に
かかることは、人数が増えて、この修道院にこれ以上住まうことができなくなった場合は
どうするのか、と云う問題である (21)。市は、この物件を売却する意向もなく、永久借款
契約を結ぶ意向もないことを、幾度も明白にしていた (22)。これだけでも、修道院を新し
い場所に移す十分な理由になる、とシャミナード神父は考えた。
行動は既に一年前から起こされていた。1819 年の 8 月にシャミナード神父がアジャン
を訪れたとき、以前アウグスチノ大修道会 (Chanoinesses de Saint-Augustin de la congré-

gation Notre-Dame) の修道院として使われていた屋敷が、ボエ家 (Boé) の相続人によっ
て競売に掛けられることを知った (23)。師は、この屋敷を見て気に入ったが、じっくりと
検討するだけの時間がなかった (24)。競売は 9 月 22 日に予定されており (25)、スール・
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ドジテ (Sœur Dosithée) の義理の兄弟がシスターたちの代理人になった (26)。
逆説的に見えるが、実はベロックの伯父 (27) で、避難所の「牢獄」を借りるときに (28)
アデルの代理人になってくれたショドルディ氏 (Chaudordy) が、今度は売り手の代理人
になった (29N127)。
働けども収入はなく、家賃と避難所の改装ならびに今までに支払わねばならなかった
多くの医療費のために、シスターもシャミナード神父も現金を持ち合わせていなかった。
ガーデル神父とタイエ神父 (Taillé) が、スール・アンヌの持参金を抵当にして共同体のた
めに短期ローンを組むことに同意してくれた。このタイエ神父は小神学校の校長であると
ともに、アデルにスール・フランソアを推薦してくれた神父である (30)。スール・アンヌ
の持参金は、シャミナード神父がボルドーで預かっていた (31)。ドジテの親族であるラカ
ン氏 (Lacan) は、シャミナード神父とアデルに相談しながら、術策を練った。
ラカン氏はアメリカ人の友人にバイヤーのような顔をして物件をよく調べてくれるよ
うに依頼した。かれは注意深く建物を調べた結果、かなりの修復が必要であるとの結論に
達した。そして、シャミナード神父にたいして、この物件は構造上かなり傷んでいるので

15,000 フラン以上のお金をだすべきではないと忠告した。そして、かれ自身、所有者にた
いして、自分はこの物件にこれ以上の値を付けることはないだろうとも伝えてくれた。
競売の席には、シスターの手先として使われているこのアメリカ人が、ひとりで出席す
べきか、それともシスターたちもラカン氏を代理人としておっぴらに出席すべきか、とア
デルは迷った。アデルは、自分たちが競売に出席することで、その所有者に自分たちがひ
どくこの物件に興味を持っていることを勘ぐられたくなかった。
しかし、アデルはこのような操作をすれば、結局は人を騙すことになる、と良心の呵責
を感じた。
「わたしは、神の子が持つ素直さを犠牲にしてまでも、この世の子が持つ賢明
さを真似るつもりはありません。小さな罪を犯すよりは、むしろ、もっとお金を出す方が
ましです。(このことに関して) どうかわたしの良心に光をおあたえ下さい」とアデルは
シャミナード神父に述べている (32)。
競売は 21,000 フランから始まった (33)。だれも手を上げなかった。シスターたちは、そ
んなに沢山のお金を出すことはできないと云う理由から入札を拒んだ。ショウドルディ氏
は、15,000 フランに経費の 2,000 フランを加えた価額で折り合いがつくかも知れないと考
えた (34)。

12 月 27 日 (36)、二回目の競売は 17,500 フランで始まった (35)。シスターたちは所有者
が 18,000 フランで手放すことに同意していることを知ったので、500 フランを上積みした
価額で入札したいとショウドルディ氏に申し出た (37)。ところが、思いがけないことに、
現在この屋敷を賃貸しているマダム・リエゴ (Madame Liégo) が競売に出席し、20,000 フ
ラン（18,000 フランに経費を加えたもの）までせり上げた (38)。ラカン氏は、この物件を
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落とそうと思えば、22,000 フラン（20,000 フランに経費を付加した値段）にせり上げなけ
ればならないと考えた (39)。この時点で、ショウドルディ氏は、この競売でシスターは負
けると思った、と述懐している (40)。
さて、このようにして買い取られた屋敷には、現在働いている庭園師の家も含まれてい
た。それで、アデルはシャミナード神父にこの庭園師も引き受けてはどうかと提案した。
この庭園師は丈夫で信頼のおける人物であるように見受けられた。それに反して、いま避
難所で働いている庭園師は身体が弱く、少々怠け気味の人物であった。新しい屋敷の庭は
以前より広く、生産性も高かった。だから、ただ人手が足りないということだけで十分な
収穫を上げないのは残念だ、とアデルは考えたのである (41)。
職人が提案した建物の修復は、大変費用のかかるものだった。しかし、ベロックが提案
している計画を用いれば、これより安上がりで、かつ、修道院のためには十分であるとア
デルは考えた。しかしながら、もし聖堂を建てようと思えば、隣接地を約 45 メートル買
い取らなければならない (42)。アウグスチノ会の聖堂は壊され、その跡地に住宅が建て
られていたからである (43)。ところで、ベロックからの提案によれば、150 メートルに 75
メートルを掛けた広さの敷地があれば、余分な経費をかけないで仮の聖堂を建設すること
ができる、ということであった (44)。
マダム・リエゴは三月までこの家に留まることになった。かの女には、契約にある通
り、新しい住居を探すまでの三ヶ月を猶予期間として与えられたのである (45)。しかし、
修道院側としては、契約通りに支払いをおこない、修復をするためには、急いでお金を作
る必要があった。くだんのアメリカ人が 8,000 フランを貸してくれることになった (46)。
また、司教も短期ローンで 6,000 フランを貸してくれることになった (47)。しかし、アデ
ルは手紙の中で、ほとんど気が狂ったような調子で種々の金策をシャミナード神父に書き
送っている (48)。
そのような情態であったにもかかわらず、1820 年 3 月には、アデルは不在地主のブー
ドン氏 (Monsieur Boudon) から、3,500 フランで庭付きの家を買っている (49N128)。こ
れは以前アウグスチノ会の敷地内にあったもので、今度買った屋敷の隣に位置していた。
この土地を買い足すことで修道院の敷地の境界線は、西に向かって、アウグスチノ広場

(Place des Augustins) まで伸びた (50)。後日、ここに聖堂が建てられた。また 1823 年 2
月には、6,000 フランを出してサント・フォアの近辺に住んでいたギャメル氏 (Monsieur

Gamel) から、修道院の東側にある二つの土地を購入した (51N129)。
ダビド・モニエは、今ではモニエ修道士になっていたが、士は、1820 年の春、シャミ
ナード神父のためにいくつかの細かい用事をするためにアジャンを訪問したが (52)、その
際、シスターたちに講話をし、特に三つの部門と統治について説明した。この講話は、修
道院生活によい結果をもたらした。
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士は、また、アウグスチノ会の建物の修繕と改築作業を監督し、8 月までに仕事を終わ
らせるように契約した (53)。明らかに職人たちはかれの指導力に満足していたようであ
る。しかし、アデルは、簡単な木製のもので十分だと考えていた場所に、高価な鉄格子が
取り付けられたのをみて、かれに腹を立てている。しかしながら、この鉄格子を注文した
のはモニエ士ではなく、ラコステ氏であったことが判明したため、アデルはそれ以上こと
を荒立てないようにした。しかし、財務部長 (Mère du Travail) をしていたスール・サン・
バンサンに命じて、現場で、直接、自分の目で確かめさせた (54)。
アウグスチノ会の建物の買収が行われているあいだ、もう一つの新しい仕事が進めら
れていた。それは土地を購入することではなく、新しい修道院の分院を創設することで
あった。
シスターがトナンスで学校を開くことにかんしては、シャミナード神父は、すでに 1818
年の 3 月に、反対意見を表明していた (55)。しかし、この考えを変えるようにと、いつも
他からプレッシャーを受けていた。
しかし、あるとき親友のひとりであるフォール・ドゥ・ラコサード (Faure de Lacaussade)
と、この件にかんして意見を交換してからは、なんとなく将来に明りが見えてきた。ドゥ・
ラコサード氏はボルドーの出身で、トナンスにある政府のタバコ専売公社のマネジャーを
していた (56N130)。
ドゥ・ラコサードは非常に熱心な人で、タバコ工場があるトナンスの町の半数がプロテ
スタントであったため、アジャンの新しい修道会から修道女を招き寄せようと考えていた

(57)。トナンスにはすばらしい男女の学校があったが、それはいずれもプロテスタント系
の学校であり、カトリックの学校ではなかった。そのため、カトリックの子女はプロテス
タント系の学校に通わねばならなかった (58)。この町では、アデルのアソシエイツが何人
か活動しており、また、ポアトバン姉妹の故郷でもあった。
ドゥ・ラコサード氏はシャミナード神父に手紙を出して (59)、今なら適当な場所があ
る、と伝えてきた。パリから来た (61) プロテスタント (60) のマダム・ベルディエ・ドゥ・
ラ・カルボニエール (Madame Verdier de la Carbonnière) という人が、屋敷を手放そう
としていたのである。最初、かの女が要求していた値段は 30,000 フランであったが、今
では 25,000 フランまでに下げる用意があった。
ドゥ・ラコサード氏は、最初、何の興味も示さず、ただ好奇心で来たかのような顔をし
て屋敷を簡単に下見した際に、この夫人は 20,000 フランか、ひょっとして 18,000 フラン
まで譲歩するのではないか、との感触を掴んだ。屋敷は広大で、すでにその一部は閉鎖さ
れていた。建物の改修は簡単で、二階に修道女のための 6 つの個室を作ることができる。
非常に頑丈に作られた建造物であるが、ドゥ・ラコサード氏が短時間で見たところによれ
ば、保全が十分に行き届いていないと見受けられた。氏はシャミナード神父に敷地のス
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ケッチと建物の簡単な見取図を送った (62)。
新しい修道院の誘致を必要としている市の状況からみて、自分の熱意は資力をはるかに
上回るものだ、とドゥ・ラコサードは述べている。この屋敷の購入価額の上に、更に修繕
費として 3,000 フランは必要であろう。また、取引の手数料として当然 1,500 フランが必
要となる。しかし、もしシスターたちが来てくれるのならば、数多くの善良な婦人たちが
財布の紐を緩めるだろう。ただ、ことの始まる前に、この人たちのポケットを当てにする
ことはできない、と氏は考えた。長期的にみれば、この計画は問題なく進むだろうが、当
初は困難も多く、不安材料も多い、と氏は考えた (63)。
シャミナード神父からの返事は積極的なものであった。師はドゥ・ラコサード氏にシス
ターの代理人となってくれるように依頼した。しかし、マダム・ベルディエや、その他の
人たちが、町に修道院ができることに反対するかも知れない。交渉のあいだは、できるだ
け修道院の名前を表に出さないように、と忠告した。
法律によれば、私的な契約が結ばれた場合は、締結されてから 24 時間以内に買い手の
素性を明らかにすればよいことになっていた。しかし、その時になって相手が誰であるか
を知り、反対しても手後れとなる (64)。
アジャンへの途上、トナンスに立ち寄って、ドゥ・ラコサードを訪問したモニエ士は、帰
り道にもう一度トナンスに寄って、ドゥ・ラコサードをアデルとスール・テレーズ（シャ
ミナード神父は、テレーズを新しい修道院の院長に任命していた）の代理人に立てるため
に必要な書類を作成した (65)。
アデルはこの計画をことのほか喜び、直ちにシャミナード神父に手紙を書いて、この新
しい修道院の教区の長上としてはラリボー神父を任命してもらうように司教に働きかけ
てほしい、と記している。司教は当然、この新しい修道院の設置に承認を与えてくれるは
ずだし (66)、トナンスはラリボー神父が住んでいるロンピアンから僅か数時間の道のりし
かない (67)。
ドゥ・ラコサード氏は、とりあえず必要な修復工事の費用と買収に必要な経費として、

4,500 フランの基金 (68) をねん出することに同意した。初回の支払金 8,000 フランはモニ
エ士が借りてきた。こうして 6 月 5 日、ベルディエとドゥ・ラコサードは同意書に署名し
た (69)。しかし、買収人がドゥ・ラコサード氏とその娘ではなく、アデルとクレマンティ
ン・ヤナッシュであることが明るみに出ると、町の人びとは反対した。
マダム・ベルディエにたいして契約を破棄するように圧力がかけられた。そして、アデ
ルが遺産を慈善事業に使い果たして、弟のシャルルに膨大な借金をしており、これ以上の
出費に耐えることができない、という噂が流された (70)。

6 月 11 日、ドゥ・ラコサード氏はシャミナード神父に、契約を破棄するように要請され
たと伝え、シャミナード神父が予想していた通りの嵐が起こった、と述べている (71)。
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ベルディエは契約の破棄を要請した。かの女は、これ以外の取引でも思い通りにことが
進んでいなかったために、この契約で同意した内容に不満を感じはじめたのである (72)。
しかも、もし噂通りアデルの経済状態が不安定であるならば、今後の支払も約束通りに履
行されない、と不安を抱いた。
混乱し、不安におそわれたベルディエは、シャルルに将来の支払を補償する何等かの保
証か抵当を設定してくれるように求めた。しかしシャルルは、トナンスの企画はアデルに
とって経済的な破綻を来すことになると考え、この要求を拒否した (73)。そこでモニエ士
は、その代わりにプーシュにあるヤナッシュの財産を抵当に入れることを提案した。しか
し、この財産はすでに売却されており、その収益は避難所の家賃の支払に使い果たされて
いた (74)。
アデルは、ドゥ・ラコサード氏自身がこの取引を保証してくれるように訴えた。しか
し、かれは断わった。(おそらくそれは、政府との契約のためであったと思われる)(75)。
ムーラン神父は、修道院のために新しく買収したアウグスチノ会の屋敷跡を抵当に入れる
ようにアデルに勧めた。この屋敷は 30,000 フランの価値があり、そのうち既に 10,000 フ
ランは修道院の持ち分になっていたのだ (76)。
アデルは早速必要な書類をドゥ・ラコサード氏に送った (77)。しかし、シャミナード神
父とモニエ士の激しい反対にあい、この提案も取り下げざるを得なくなった (78)。この提
案を取り下げることは、アデルの顔をつぶすことになる。しかし、たとえ周囲の人から気
まぐれ者扱いにされたとしても、むしろ、従順の道を選ぶことに決意したアデルは、ビジ
ネスにかんすることは「今後は絶対に」二人に相談したのちでなければ手をださない、と
こころに誓うのだった (79)。
事態はアデルが直接ベルディエと文通することで急速に解決の方向に向かった。アデ
ルはシャルルに借金をしているどころか、むしろ 72,000 フランを請求する権利を持って
おり、また、これにたいする利子を請求する権利があることを説明した。これは、契約の
支払以上の保証をするものであった (80)。しかも、もしベルディエがお金を必要とするな
らば、契約がうたっているよりも早く支払うようにしてもよい、とも説明した。
計画が思い通りに進んでいなかったベルディエは、このアデルの言葉に非常に満足し、
丁重な返事をアデルに書き送った。その中でかの女は、何時かアデルに逢う機会に恵まれ
ることを希望し、いままでにアデルについて聞き知っていたことが、かの女にアデルの善
良さにたいする深い尊敬心を起こさせることになった、と表明している (81)。
そこで最終の契約書が 7 月 14 日に交換され、その後、直ちにドゥ・ラコサードは必要
な修復工事に着手した。

8 月、事態は急テンポで進展した。アデルはトナンスの修道院の実務的な用件をドゥ・
ラコサード氏に手紙で連絡した。十分な薪を補給すること、ぶどう酒を補給しておくこと
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(83)、寝台の並べ方と戸棚の配置 (84)、聖堂にすべての優先権を与えること、などであっ
た。召使たちの住居に先んじて主人の住居を配慮するのは当然のことではないだろうか、
とアデルは述べている (85)。
妥当な費用で適切な庭園師を雇おうとしたが、うまく進まなかった (86)。もし庭園師に
高いお金を払うくらいならば、食品を買った方がましだ。避難所のように、パートを雇う
方が良いのかも知れない (87)、と考えた。
最終的に、ドゥ・ラコサード氏は、妻帯者で娘を一人連れた住み込みの庭園師を探し出
した。この娘は、修道院の小間使いもしてくれることになった (88)。
シスターたちはベッドを送り、戸棚や寝具、聖堂の備品、台所の調理道具などを送った

(89)。そして、アデルは、スール・ルイ・ドゥ・ゴンザグへの好意として、シスターたち
の所持品が到着したら、ポアトバン姉妹に手助けを依頼するように、と伝えている (90)。

8 月の終わりまでには、二つの引越しの準備が完了した。共同体の全員が「避難所」か
らアウグスチノ会の建物に引越をして、そこから分院に派遣されるシスターたちはトナン
スへ出発することになった。

9 月 6 日、水曜日、午前 4 時 30 分、雨の降る朝 (91)、まだ町が寝静まっている中を、シャ
ミナード神父とアデルは共同体を引き連れて、サンテチエンヌの廃虚を通り過ぎ、アジャ
ンの北壁にある、もとアウグスチノ会の修道院へ移転した。そして、この同じ日に、新し
い修道院は儀式をもってスタートしたのであった。派遣されることになっていたシスター
の内、スール・ドジテとスール・サント・フォアが、シャミナード神父の前で終身誓願を
宣立したのである。
また、このとき、二人の将来有望なポストラントが入会した。この二人は、23 才にな
るスール・テレーズ・ドゥ・サントギュスタン (Sœur Thérèse de Saint-Augustin) ことア
ルティグ (Artigues) 出身のユーフラジン・デジェ (Euphrasine Dégers) と、17 才のスー
ル・エリザベトであった (92)。
その翌日、シャミナード神父とアデルは、派遣されるシスター一行を伴って、トナン
スへ出発した (93)。おそらく一行は、25 キロの道を (94N131) 船で (95) 進んだと考えら
れる。
スール・テレーズが新しい修道共同体の院長になり、ほか 5 名のシスターが、この共同
体を構成することになった (96)。すなわち、サンテスプリ (97)、サン・フランソア (98)、
ドジテ (99)、サント・フォア (100)、そして、1818 年の 5 月に入会したカタリンヌ (101)
であった。
カタリンヌは、昨年の春、重病にかかったことがあり (102)、医者から匙を投げられた

(103)。かの女はツリエール (Tourière)、すなわち、門番、訪問客、配達、その他の外回り
の用事を受け持つ助修女であった (104)。
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町の人たちは修道女にかんして誤解を招くような考えを吹き込まれていたにもかかわら
ず、カトリックとプロテスタントの別なく、好意をもってこの小さなコロニイを迎え入れ
た (105)。アデルはトナンスのアソシエイツと集会をもち (この分会には約 50 人のアソシ
エイツがいた)、トナンス市とその周辺地域での使徒活動を組織化した。
この地のアソシエイツは、アジャンのように (106)、在俗第三会を形成し、スール・ド
シテがこれを担当することになった (107)。また、この機会に、シャミナード神父は、い
ままで正式に入会するチャンスに恵まれなかったメンバーたちを、公式にソダリティに受
け入れた (108)。
司教は主任司祭にたいして、新しい修道院と協力し、多くの利益を生み出すように、と
奨励し、アデルが期待していたように、ラリボー神父をこの新しい修道院の教会の長上と
して任命した (109)。
数日たって共同体が落ち着くと、シャミナード神父はボルドーにむかって出発し、アデ
ルは (おそらくベロック夫人かポアトバン姉妹の一人に連れ添われて) アジャンの新しい
住居へと帰って行った (110)。
帰省するやアデルは、時を移さずトナンスに手紙を書き、次のように述べている。
「申し上げるまでもなく、皆さまとお別れするのは大変悲しいことでした。しかし、ラ
リボー神父さまの手に皆さまをお預けすることで、わたしのこころは慰められました。な
んと神さまはお優しい方でしょうか。弱いわたしたちを助けて下さいます。いままで以上
に、お愛し申し上げようではありませんか。これほどまでに慈悲深いみ主に、大きなここ
ろをもってお仕えいたしましょう。なにごともおことわりすることのないように。数多
くの聖なる創立者たちの模範にならって、み主のために苦しみを耐えることを学びましょ
う。それができなければ、わたしたちは真の修道女とよばれることはできません」(111)。
なにはさておき、
「わたしたちがこうして集まっているのは、み主の栄光のため以外のな
にものでもありません。わたしたちがいま別れ別れになったのは、み主のためでこそあっ
たのです」(112)。
この同じ月、ビルフランシュの修道女たちは終身誓願を宣立した。かの女たちとの統合
の可能性は、これで無くなってしまったのだと、アデルは考えた (113)。
しかし、1821 年 1 月には、アデルは、まだ、この懸案の統合が実現されるかも知れない
という希望をもっていた。しかし、この統合の実現がどうであれ、アデルとエミリの友情
にはなんの変わりもなかった。たとえアデルがこの世で一度もエミリに会うことができ
なくとも、二人が自分たちに与えられた羊の群れを率いて復活の小羊に従うならば、必ず
や、天国で会うことができると確信していた (114)。
アウグスチノ会の建物に移り住んだアデルは、この新しい修道院が気に入った。それは
「大きく、スペースがあり、換気もよく、ひじょうに魅力的であった」(115)。その庭園は
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すばらしく、空気も新鮮であった (116)。改築工事がまだ完全に終わっていなかったので
一時的な不便はあったが (117)、
「避難所」よりも、はるかに良かった。まもなく聖堂も使
えるようになるはずだった (118)。
アウグスチノ大修道会がこの場所に修道院を建設したのは、遅くとも 13 世紀の終わり
頃であったと考えられる (119)。すでにフランス大革命の時代には、アジャンで一番りっ
ぱな修道院に成長していた。それは広大な土地を擁し、長さは約 90 メートル (120)、北面
はアジャン市の北壁で、それに面して塔が建っていた。そして、この北壁の外側にはマッ
ス川 (Masse) が流れていた (121)。敷地の東端はフォン・ヌベル通り (Rue Fon-Nouvelle)
で、南端はアウグスチノ通り（Rue des Augustins)、西端はアウグスチノ広場（Place des

Augustins) になっていた (122N132)。
この修道院の聖堂は、長さの異なるネイブ（聖堂本体）が二つあることで有名だが、こ
れは敷地の南西に位置しており、正面入口は西のアウグスチノ広場に面していた。この教
会堂の北には、14 世紀の長方形の回廊があり、東側にある修道院の本体 (124) とともに、
アジャン市では最も美しい建造物の一つとなっていた (123)。

16 世紀、この修道院はユグノー派によって略奪され、破壊されたが、のち、再建され
た。1791 年には、フランス大革命によって閉鎖され、修道共同体は離散した (125N133)。
政府によって没収されたこの修道院は、ボエ氏 (Monsieur Boé) に売却されたが、ボエ
氏はこの修道院の本体と東に延びる庭園を残して、他の部分は小さく区切って売却した。
その際、聖堂と回廊は取り壊され (126N134)、その跡地に住宅が建てられた。ボエ氏夫妻
が死ぬと、その相続者は、これを売りに出した (127)。
この建物に移転したおかげで、司教座聖堂サン・キャプレ・カテドラル（現在ではサン・
エチエンヌと改名されている）に近くなった (128)。しかし、デュクルノ神父のいるノー
トルダム・デ・ジャコバン教会からは遠くなった。また、神学校とも遠くなり、
「避難所」
に居たときよりも、倍近く遠くなってしまった。大神学校は市壁の外側の南側に位置して
いたのだ。
この大神学校は 1684 年に建設されたもので、ラザリストの司祭たちによって運営され
ていた。フランス大革命のあいだは、他の教会の所有地と同じように、政府に押収されて
いた。最初、ここは、司祭たちを閉じ込める牢獄として使用されたが、のち、兵舎として
使用された。
これが教会の手に返還されたのは、やっと 1817 年になってからのことである (129N135)。
ガーデル神父が校長をしていたのはこの神学校であり、ムーラン神父はここで教鞭をとっ
ていた。こうして、アデルはアドバイザーたちから約 2 キロ離れて住まうことになってし
まった (130)。
「避難所」とおなじように、このアウグスチノ会の建物も市壁のそばにあるが、この二
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つの場所は、町の端と端、ちょうど対角線上にあった。実際、この敷地の北側の境界線は、
市壁そのものであった (131N136)。そして、その外側には、ほとんどすぐに、隠遁者の絶
壁が立っている。この絶壁は、アジャン市の北端になっている。修道院の窓からも、庭や
果樹園からも見えるこの絶壁に、シスターたちは長いキリスト教の伝統と、いま自分たち
も実践している修道生活の伝統を感じ取ることができた。
この新しい修道院に移転して最初に書かれたアデルの手紙は、トナンスの新しい修道院
にあてたものである。この修道院が分封したことによって、アジャンの共同体は一番優
れた修道女のいく人かを失ったことになる (132)。しかし、互いに離ればなれになったの
は、その肉体だけであった。アデルは、この悲しい離別によって (133)、手紙を書く熱意
をさらに奮い立たされるのを覚えた (134)。なぜならば、アデルは過去 4 年間、修道会の
創立に参加しなかったアソシエイツとの接触を続けていたからである。これからは、この
修道女たちとも、ふたたび手紙で連絡を取り合うことになるのだ。アソシエイツにたいす
る手紙と同じように、この人たちにたいする手紙も、霊的なものであり、勧告的なもので
あり、自分自身の信仰の横溢でもあった。
アデルにとって、手紙は単にニュースや実務的な細い用事を伝達するための手段では
なかった。もちろん、そのような機能を無視したわけではないが、もし伝えるニュースが
あったとしたら、それはアジャンの共同体にかんするニュースであり、シスターたちの健
康や霊的生活にかんするニュースであり、シャミナード神父やムーラン神父から受けた指
導についてのニュースであった。また、時としては、単なる「ビジネス」レターもあった。
このような手紙は、普段の口調で書かれており、形式ばらず、会話調で記されていた。
院長のスール・テレーズに宛てた最初の手紙では、新しい分院の設立による離別の、云
い知れぬ悲しさを表明しているが、しかし、同時に、あらゆる観点から、可能な限りの励
ましと、支援と、助けの手紙でもあった。
まず第一に、引越しの結果生じた細々とした用件があった。食器の送付 (安全を期して
馬車よりも船便で送ることにした)、修繕のためにボルドーに送るカリスのこと、テント
の返却 (ある商人に借りていたもの)(135)、スール・サント・フォアのための刺繍の枠、
祝別してもらうためにラリボー神父に送るソダリティのリボン (アデルはリボンをシャミ
ナード神父に祝別してもらうのを忘れた)、配達しなければならない何通かの手紙、必要
なお金 (136)、聖堂用具、ベッドとフットカバー、ベッドカーテン、食用ゼリー (137) な
ど、その他多数あった。
もちろん、修道生活にかんしても、いろいろ考えておかなければならないことがあっ
た。囲壁を厳重に守ること (ラリボー神父の部屋は外部にある。そこへ行くシスターは、
神父自身またはスール・テレーズの許可をとること)、食事中に読書をすること（ただし、
シスターたちの体力を守るために、食事時間の一部のみにすること）
、沈黙の遵守、祈り
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の時間の厳守、共同体の休息時間と祈りの時間を怠らないこと (138)、などがあった。
いくつかのニュースも書かれていた。セレスタンが修道院に帰りたがっていること、ヤ
ナッシュ夫人が三日間ボナンコントルで過ごし、元気でいること、デジェ家の姉妹 (Sœurs

Dégers) も元気でいること、クロチルダ・デルペシュ (Clotilde Delpech) はアジャンで黙
想をしていること、などである。
また、新しい修道院の使徒事業につて、いくつかの質問事項が述べられている。ソダリ
ティの集会やオフィシエールとの会合について、黙想の婦人部にかんして (黙想の婦人部
全員にたいしてアデルは挨拶をおくっている)、授業について (内装工事の催促をドゥ・ラ
コサードにして、早く完成させること)(139) などであった。
これら、一ヶ月のあいだに送られたいくつかの手紙によって、アデルは、
「神のよりお
おいなる栄光のために」離別しなければならなかったスール・テレーズや、他のシスター
との文通のパターンを作り上げた (140)。一つの手紙の結語の中で、アデルは自分のここ
ろのうちを要約しているかにみえる文章をしるしている。
「さようなら、わたしの親愛な
る娘たちよ。聖なる人になろうではありませんか。シャミナード神父さまが手紙の中で
書いておられる次の言葉を忘れないでおきましょう。＜聖なる人と共に働けば多くを為す
ことができても、中途半端な修道者とでは何もできない。たとえ何かができたとしても、
それはわずかである＞。イエスとマリアのみこころのうちに、みなさまを抱擁します」
。
一方、テレーズはアデルの指導によく応え、短期間のあいだに共同体の長としての役割
を身につけていった。今、かの女は 26 才 (142N137)。ひじょうに美しい女性で、
「尊敬す
べき聖職者」は、聖母マリアがこの世におられたときにはどのようなお姿であったかを考
え始めると、自然にかの女の容姿が頭に浮かんでくるほどであった、という (143)。シャ
ミナード神父はドゥ・ラコサードに述べているように、かの女を院長に選んだのは、
「神
が以前からこの大切な仕事のために選んでおられたのではなかろうかと思われるほどに
すばらしい長所をもった人物だからである。かの女の容姿の美しさは、たぐいまれな慎み
深さと、深い教養と、大いなる賢明とによって高められ、精神とこころの数々の美点を引
き立たせ、仕事をよりよくこなすことができるようにさせている」(144) からだ。
アデルはドゥ・ラコサード氏とも連絡をとっていた。いまでは、ドゥ・ラコサード氏と
は面識をもつ間柄になっていた。氏はトナンスの共同体の物的な必要性の面倒をみるだけ
ではなく (145)、ヤナッシュ家の代理人として、プーシュにある同家の財産の売却先から
代金を回収することも手伝ってくれていた (146)。氏は、また、トナンス共同体の医者と
しても手腕をふるった。シャミナード神父が述べているように、アジャンにいるどの医者
よりも信頼のおける医学的な技術をもっていた (147)。
さて、新しい修道院が最初の (1821 年の) 四旬節を迎えるころになると、シャミナード
神父はドゥ・ラコサード氏に、スール・テレーズに諮ったうえで、必要な免除をシスター
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に与える権利を委譲した。また、もし、かれに治せるものであるならば、病気にかかった
シスターを、いつでもアジャンからトナンスへ移動させることもできるようにしてあった

(148)。
このような措置をとるのは、アジャンの修道院には快復の見込みのない修道女がなん
人もいたからだ、とシャミナード神父はドゥ・ラコサード氏に伝えている (149)。最近に
なって、ひとりの若い修道女 (21 才であった。ただ、名前は明白ではない) が肺病の症候
を示し始めていた。エンマヌエルも頻繁に病にたおれ、死ぬのではないかと危ぶまれた。
この若い修道女は、ソダリティの集会で元気一杯に、しかも長時間にわたって話をした
ため、体力を消耗していた。しかし、今後、もし上手に指導していけば、貴重な人材とな
るだろうと思われた。また、エンマヌエルにしても、もし、かの女が健康の理由でトナン
スに行かねばならないとすれば、トナンスで上流階級の子女を対象とする教育プログラム
を作ることもできるし、ソダリティの婦人たちのあいだに必要とされている刷新の空気を
おくりこむこともできるだろう、とシャミナード神父は提案している (150)。
このころ、シャミナード神父もアデルも、マドモアゼル・ドゥ・ベルナールの状況を注
意深く見守っていた。かの女はなん年ものあいだ修道生活を志願していながら、いまだ
に父親の反対に苦しんでいたのである (151)。1818 年 6 月の頃、すでに、アデルはロロッ
トに手紙を書き、次のように述べている。「真にその名がしめすとおり熱心なスール・デ
ザンジュ (Sœur des Anges)」をいまだに引き留めている障害を取り除いて下さいますよ
うに、共同体とともに、神に祈って下さい (152)。かの女は本当に「すばらしい志願者」

(153) であり、天使のような善徳のもちぬしです。いま、かの女は病気で、ひょっとして、
回復しないかも知れません (154)。

1820 年 6 月、シャミナード神父は入会を阻止する障害に苦しんでいるロロットに励ま
しの手紙を書き、次のように述べている。「スール・デザンジュの両親は（反対すること
によって）なんの利益を得るのでしょうか。何回も何回もかの女の入会を延期させました
が、いま、かの女は大きな失意のうちに死の床についています」(155)。
同年 12 月には、かの女の容態は悪化し (156)、しばらくして死亡した。けっきょく、か
の女は、いままであれほどまでに望んでいた修道院に一度もはいることなく、この世を
去ったのである (157)。

1 月 17 日、25 才になる男子マリア会の修道士ジャン・ニュービエイユ (Newvielle)(158)
(アデルは「わたしたちの兄弟の一人」とよんでいる) が、ボルドーで聖なる死をとげた。か
れが一番気にかけていたことは、自分が死ねないのではないか、と云うことだった (159)。
スール・カタリンの母親も死亡した。この訃報を本人に知らせるときは、注意して知ら
せてあげてほしい、とアデルはスール・テレーズに伝えている。
シャミナード神父自身も重い病気にかかった。アデルは、
「それほどまでに貴重で、か
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つ、大切な」リーダーのために祈って下さいと述べており、また、病気が回復に向かった
ときは、感謝の祈りをささげている (160)。
このとき、もう一人の死がアデルの身辺に近づいていた。その悲しみは、アデルにとっ
ては間接的ではあったが、こころの奥底に迫ってくるものであった。アデルはスール・ド
シテに手紙をかいて、忍耐深く病苦を堪えしのび、敬けんなこころをもって最後の秘跡に
臨んだドジテの姉妹の態度に、せめてもの慰めを得るように、と励ましている (161)。ア
デルにとって、ドジテの姉妹の死は、修道者が絶えず親族のために祈る義務があること、
そして、その義務を遂行することこそが修道者にとってその親族に捧げ続けることがで
きる唯一の奉仕であることを今さらながらに反省するよい機会となった。ドジテの家族
はアジャンの出身者であり、アデルはかの女の姉妹や姪など、その親族をよく知っていた

(162)。
わずか 18 カ月という短い期間のあいだに、病と死はもう一人の修道女のうえにも降り
掛かった。革命中に父親をギロチンでなくした (163) マリ・ギャブリエル・ビルジニ・ドレ
ンヌ (Marie-Gabrielle-Virginie Drenne) が、1820 年の 5 月に、こんどは母親を亡くした。
ビルジニはマルマンド (Marmande) の出身で、非常に裕福であり、かつ、聖なる人で
あった。かの女は 25 才になるが、すでに久しい以前から独身を守る決心をしていた (164)。
かの女の母親も聖なる人で、生前から、ビルジニに、善徳と信心を身につけるように育て
てきた。そのようなわけで、ビルジニは、以前から修道生活にあこがれていたのである。
ビルジニを知っていたスール・サンバンサンは、かの女のことを、まるで天使のよう
なひとだ、と述べている。しかしながら、かの女の母親はその死の床で、少なくとも 2 年
のあいだは、将来にかんしてなにも決定的な行動をとらないように、と約束させていた

(165)。
そこでビルジニは、この 2 年間をアジャンの修道院で寄宿者としてすごし、その 2 年
の終わりに、入会するかしないかを決定したいとの希望した (166)。アデルはこの提案を
シャミナード神父と相談の上で (167) 許可することにした。
そのようなわけでビルジニは「避難所」に入り、シスターたちと生活を共にすることに
なった。生活の規則のとおり、食事は共同体の食堂でとり、修練期の養成プログラムとさ
ほど変わらない生活をした (168)。かの女はスール・ルイズ・マリ (Sœur Louise-Marie)
とよばれた (169)。
ビルジニは他の修道女とともにアウグスチノ会の建物に引っ越した。そして、それから

3 カ月ほど経った頃、かの女は授業の手伝いを始めた (170)。ところが、この授業をして
いるときに、かの女のまうしろの窓ガラスが壊れていたために頭の後ろから冷たい風をう
け、ひどい風邪を引いてしまった (冬のことだった)。ビルジニは壊れた窓について苦情
をいうわけでもなく、風邪をひいても、たいしたことはないのだと云って (171)、たいし
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て気にかけようともしなかった。
復活祭の日、ビルジニは床から離れることができなくなった (172)。この頃から、アデ
ルはかの女の容態を心配するようになった (173)。

6 月になると、かの女の容態は、すこし良くなった (174)。しかし、その一ヶ月後、再
び悪化した (175)。肺はひどい炎症をおこしていた (176)。共同体はかの女のために祈り
を捧げ (177)、また、かの女のための祈りを依頼した (178)。

1821 年の秋、かの女はもはや回復の見込みがなくなり、共同体つきの医者ベロック
(179N138) から、余命一年と診断された (180)。
しかし、一週間もたたないうちに、かの女の容態は急激に悪化し、10 月 30 日、最後の
秘跡を拝領した。この最後の秘跡は、すべての人のこころを打った。
その夜、アデルは、かの女の容態が悪くなったことを看護の修道女から知らされた。午
前 2 時のことであった。ムーラン神父が終油の秘跡のために呼び寄せられた。ルイズ・マ
リは、はっきりとした意識のもとに、共同体全員に自分のすべての過ちにたいする許しを
乞い、とりわけ「自分の忍耐力のなさ」にたいして許しを願った。
これについてアデルは、事実はちょうどその反対で、激しい痛さと、耐えかねるほどの
息苦しさの中で「恐ろしいほどの苦痛」を忍びながらも、かの女は大きな忍耐力をもって
堪え忍んだ、と述べている。
水曜日は、一日中、激しい苦しみが続いたが、ルイズ・マリは神以外のことは口にせず、
周りの人びとを感化した。ムーラン神父は、夜を修道院で過ごし、翌、木曜日の朝早く、
臨終の祈りをとなえた。
木曜日はもっとも苦しい時をすごした。そして、ルイズ・マリは、ムーラン神父に、自
分を見捨てることのないように哀願した。一時間にわたる断末魔の苦しみののち、午前 7
時、やすらかに息を引き取った。
翌金曜日、11 月 2 日は、教会典礼による死者の記念日であった (181)。
ルイズ・マリは死ぬことによって、自分がもっていたすべての所持品と、毎年不動産か
ら生じる収入を共同体に遺した。修道院はアウグスチノ会の敷地内に共同墓地を作る許可
をとり、ルイズ・マリを皮切りに、ここに埋葬されることになった (182)。
この墓地は崩壊した聖堂跡の隣にあり、アウグスチノ通りに面した入口の近くで、アウ
グスチノ広場に面した塀とサクリスティの中間にあった (183)。修道女たちの遺骸を修道
院内に埋葬できることは大きな慰めである、とアデルは述べている (184)。
これら一連の死は、アデルに次のような信仰のこころを起こさせている。
「わたくしたちは、追放された人たちが天の祖国に飛び立ち、とらわれの身にある人び
とが解放され、花嫁が天国の花婿をもとめて急ぐすがたを目の辺りに見ています」(185)。
死の手は、さらに幾人かの将来性のある志願者の命を奪おうとしていた（向かう 2 年の
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あいだに、あと二人の生命がうばわれた）
。しかし、また、それと同時に、新しい志願者
の数も増えて行った。
二人のデジェ姉妹 (Dégers) の他に、(1820 年) 9 月にはヘレンが入り (186)、ジュリと
ユルシュール (187N139) が 10 月に入ってきた (188)。1 月にはアントアネットが (189)、4
月にはローズ (190) とマリ・ジョゼフ (男爵夫人が少しやさしくしてくれた) (191) が入会
した。スール・ギャブリエルが来た。しかし、ダビド・モニエ修道士が思ったように、か
の女は堅忍しなかった (192)。
トナンスにも志願者が来るようになった (193)。これが伝統となって、将来もそのよう
に実践されるようになった。すなわち、分院で受け入れられた志願者は (公式・非公式の
区別なく、ポストラントとして)、中央の修練院に送られるまでの (194) しばらくのあい
だ、分院で過ごすことになったのである。
トナンスではサンテスプリとサン・フランソアが病気になったので、アデルはかの女た
ちを援助するために、暫定的にユルシュールとアポロニをトナンスに送った。
アデルは、また、ヘレンも手伝いに行かせようか、と提案している。ヘレンはスール・
コンパーニュ（助修女）としては、すばらしい将来性のある修道女であったし、ロロット
からも高く評価されていた (196)。そして、その代わりに、ふたたび健康をがいしたカタ
リンをアジャンに呼び戻すことにした (197)。
このようにして、もう一つの伝統が形成されていった。それは、この二つの修道院のあ
いだを行き来する人事の移動である。すなわち、蟄居の誓願は、古い修道会のように、特
定の修道院に閉じ込めてしまうものとして理解されることはなかったのだ。修道女が他の
共同体に派遣されるのは、たんに新しい修道院を設立するときだけでなく、各修道院の必
要性に応じて、また、その共同体がたずさわる事業の必要性に応じて実施されたのである。
シャミナード神父は頻繁な人事移動には賛成しなかったが (198)、健康や養成、院内の
必要性や使徒事業での必要性に応じて移動させることには、いささかの躊躇もなかった。
さて、ビルフランシュでも、病気の蔓延は、緩むことがなかった。(1821 年)7 月頃まで
に、エミリ・ドゥ・ロダの病気はさらに悪くなり、外科手術を受けなければならなくなっ
た (199)。アデルはかの女に、自分の健康を保つために仕事の量を少なくするようにすす
め、ソダリティの仕事を他のシスターに委譲して、ソダリティのオフィシエールたちに、
もっと仕事をまかせるようにすすめた。あなたは、他のシスターたちのために自分自身を
守らねばなりません。これがあなたの第一の義務です、とアデルはかの女にさとしてい
る。しかし、そのように述べるアデルは、すぐに自分自身に目をむけて、実は、自分が他
のひとからお叱りを受けなければならない正にその点にかんして、エミリに説教してし
まったことを謝っている (200)。
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年次の黙想/21 年８月シャミナード神父の訪問
創立者の一員ロロットの入会
物資の不足/入会・退会の規則
諸徳の体系/メラニと沈黙/Sœur du Petit Habit

1821 年 7 月、アデルは、新しい住居に移転してから最初の年次黙想と誓願の更新を準
備していた。かの女が指摘しているとおり、今年で誓願宣立四周年記念を迎えるのであっ
た (1)。アデルは黙想のスケジュールと、共同体の祈りや食事や償いにかんする指導方針
をスール・テレーズに送った (2)。
この黙想中は、外部との仕事や訪問客の応接は、すべて停止しなければならない。修道
女は、共同体でおこなう行事以外の時間には、自由に読書をしたり、祈祷や念祷、労働に
従事することができた。
トナンスでの告白は、この黙想の週間中、ラリボー神父が聴いてくれることになった。
また、ラリボー神父は、教会の長上として公式に誓願の更新を受けいれることになった

(3)。
アデルはトナンスの修道女各員に、個別に挨拶文を送り、この黙想から実り豊かなお恵
みを得ることができるように祈ると述べ、長上としてのテレーズには、自分が望んでいる
ような黙想ができないかもしれない、と、予め注意しておくことも忘れなかった。長上で
あるかの女は、もはや自分のものではなく、姉妹たちのものであり、姉妹たちの必要性を
満たすための者となったのだ。シャミナード神父のように、沢山の心配事を抱えていなが
らも「つねに神との一致の内に過ごす」ことができるように努力しなさい、と勧めている

(4)。
アデルも、シャミナード神父も、ロロット (5) とメラニ (6) が、7 月 22 日に開始される
アジャンの黙想会に参加することを希望した (7N140)。
シャミナード神父は、この 7 月の末、シスターたちの黙想が終わった頃にアジャンを訪
問し、いろいろの用事を済ませようとスケジュールをたてていた (8)。アデルは、シャミ
ナード神父が自分たちの誓願の更新を受けてくれることを期待していたので、この計画
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には少々落胆した。そこで、シャミナード神父は、アデルを喜ばせるために折衷案を出し
た。それによると、ラリボー神父 (9) (と、当然のことムーラン神父も、と考えられるが

(10N142)) が、黙想の終結にあたって公式に誓願の更新を受けるが、シャミナード神父が
訪問した際は、形式よりも内心の熱意を大にして第二の更新を各修道院でおこなうことに
するというものであった (11)。
シャミナード神父は、自分の訪問を前にして、アデルと二つの共同体に、あらかじめい
ろいろな準備をしておくように希望した。その準備の仕事の一つとしてシャミナード神父
が修道女に要請したのは、三部門の記録書を要約したレポートを作成しておくことであっ
た。そして、このレポートでは、各修道院の人事、風紀、霊性、財政、ならびに、物的な
諸用件を網羅することになっていた (12)。同様のレポートを、ソダリティも作成すること
になった。
先にアジャンに来ていたモニエ修道士は、このレポートの作成を助けるために、シス
ターたちが必要事項を記入さえすればよいような書式を作成してくれた（この用紙は、後
日使用するための参考として保管された）。
このように準備することで、シャミナード神父は、その要約の中に、アデルの配下にあ
るすべての人の長所と短所、功績と落度を見ることができた。すなわち、単にシスターの
実状を知るだけではなく、修道院と常日頃関係のある人びと、すなわち教室や仕事場、ソ
ダリティの女子青年部と婦人部、ならびにアジャンが関係している他のソダリティのグ
ループに関与するすべての人びとのことを知ることができたのである。
アデルは、このレポートにかの女自身の見解を付け加え、勧告をも付加した (13)。
修道女が新居に移って二ヶ月過ぎたその年の 11 月、男子マリア会の修道士が空き家に
なった「避難所」に移り住んだ。シャミナード神父はこの男子マリア会修道士にかんして
も同じようなレポートを準備しておくように、とアデルを通してモニエ士に依頼している

(14)。ところで、アンスティテユ (修道会) の男子部であるこの小さな共同体は、多様化
したソダリティの各種の業務を指導していた。それは、1820 年以来、男性が公に団体を
組織することをアジャン市の議会が許すようになっていたからである (15)。
この共同体の 4 人の修道士 (そのうちの一人はいつも病気がちであった) は、230 人の生
徒をもつ学校を立派に運営していた (16)。アジャン市の男子校の評判は遠くまで聞こえ、
いまでは各地からブラザーの派遣を要請してきていた (17)。
ルイス・ロテア修道士 (18) に伴われたシャミナード神父は、先ずトナンスに短期間立
ち寄った。このとき、一行はおそらくドゥ・ラコサード氏の家に宿泊したと考えられる

(19)。シャミナード神父は、一日を修道院で過ごし、その後ドゥ・ラコサード氏と、氏が
提案していた少女のための寄宿舎学校について意見を交換しあった (20N142)。その後、
シャミナード神父は、8 月 1 日、トナンスから新しい志願者スール・アデレイド (21) (Sœur

281
Adélaide) を伴ってアジャンへ出発した (この志願者は、まもなく重度の肺病の症候を示
したため、家に帰った (22))。
アジャンについたシャミナード神父は多忙を極め、到着後三日たっても、アデルと個
人的に話し合う時間がもてなかった (23)。アジャンに滞在した 2 週間のあいだに、シャミ
ナード神父が共同体に講話したのはわずか 6 回にすぎなかった。しかも、この講話は、夕
食後に行われたものである。師は、長時間を修道女や修道士の志願者との面談に費やした

(24)。しかし、師は女子修道院の評議会に出席し、評議員達が行動に際して十分な信仰を
動機としていないことを叱責している (25)。
シャミナード神父は、8 月 15 日のトナンスでの誓願更新に立ち会うはずになっていた
が、アジャン訪問が長引いたため、間に合わなかった。シャミナード神父がトナンスに着
くのは 18 日土曜日の夕刻になるだろう、とアデルはテレーズに手紙で知らせている。そ
して、その翌日の日曜日の朝は共同体での誓願の更新を、夕刻にはソダリティの入会式を
おこなうことになった。ラリボー神父との会談は月曜日に予定された。アデルは、また、
テレーズに助言して、修道女の個人面談の時間をとるためには、コンフェランスに長い時
間をあてないで、ミサのあいだに説教をしてもらうように依頼するのがよいだろう、と助
言している。
アデルが述べているように、シャミナード神父は、あまり修道女たちのために時間をと
ることができなかった。しかし、
「もし、神父さまが他の人たちと話し合うことにって、よ
り大きな善をなそうとお考えであるならば、わたしたちはそれで満足しようではありませ
んか」とアデルは述べている (26)。
この三週間のアジャン訪問のあいだにシャミナード神父がしなければならないことが沢
山あった。その一つは、ロロットの修道院入会を助けることであった。これは長年こころ
に抱いていながら実現することのできなかったことである。アデルとシャミナード神父
が、ロロットに家を出て修道院の友人と合流するように勧め始めてから、すでに久しい年
月が過ぎていた (27)。事実、アデルもシャミナード神父も、ロロットを創立者のメンバー
の一員として数えていたのだ。1814 年以降、かの女は「スール・マリ・ドゥ・ランカルナ
シオン (Sœur Marie de l’Incarnation)」と署名し、シャミナード神父もかの女の名前を創
立者メンバーの中に加えていた (28)。

1818 年 10 月、ロロットの弟に結婚相手が見つかったかに思われた。弟が結婚すれば、
かの女がロロットに代わって家事万端をとりしることができる。このときアデルは次のよ
うに記している。
「しがらみを解き外し、世俗を捨て、黙想のできる場所に逃げてきなさい・・・長いあ
いだ周囲の人たちのために尽くしてきたのですから、いまこそあなた自身の生活を送ると
きが来たのです」(29)。実際、ロロットは、長年のあいだ家族のすべての世話をしてきた
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のだった (30)。
このことがあって数カ月後の聖誕節には、あらゆる障害を乗り越えて星に従った三人の
博士にみならいなさい、とアデルはロロットに勧めている (31)。

1819 年の 7 月、ロロットは黙想に来ることができた (32)。しかし、黙想が終わると、そ
のまま修道院に留まらずに帰宅した。それから数カ月後、母親が病気でたおれた。またも
や修道会入りは延期された (33)。その翌年、1820 年、ついに弟が結婚した。シャミナー
ド神父は、かの女に、いまこそ修道院に入るチャンスだ、とさとした。スール・デザン
ジュにしても両親からの執ような反対にあい、修道院入りを延期せざるを得なかったが、
両親はそのような反対から何を得たのだろうか、とシャミナード神父はロロットに言い聞
かせている (34)。しかし、一番強力にロロットを家にとどめておこうとしていた叔母は、
もし、修道院に入るならば相続権を断ち切る、と、かの女を脅した (35)。1821 年の夏、こ
の叔母も死んだ (36)。かの女が死んだいまでは、ロロットを世間にとどめておく理由はな
くなった。ロロットは 33 才になっていた。
シャミナード神父は、かの女にカステックスに相談するようにすすめた。カステック
スは、ロロットが苦しんでいるあいだ、つねにかの女を助けてくれていた。それは、かれ
がコンドムのソダリティで苦しんでいるときに、いつもロロットが力になってくれたか
らである (37)。カステックスはロロットが修道院に出発できるように準備をしてくれた。
いまや、両親から与えられたすべての条件を満たした。両親は、これ以上ロロットが「親
愛なる修道院」へ行くことを阻止するいかなる理由も持たなかった (38)。実際、両親は、
ある日、娘とのあつれきに腹を立てて次のように怒鳴りつけている。
「もし、どうしても行きたいのなら、さっさと消え失せてしまえばよいでしょう。でも、
正式の許可は絶対に出しませんからね」(39)。
しかし、シャミナード神父とアデルは、こんどのチャンスを逃さなかった。8 月、シャ
ミナード神父がアジャンに来ているあいだに、二人は法律家であるモニエ士と相談して一
策を練った。ちょうどその頃、ロロットは、いままでもそうしていたように、健康のため
に湯治に出かけていた (40)。今年はガロンヌ川の水源近くにあるピレネ山のバニェール・
ドゥ・ルション (Bagnères-de-Luchon) へ行っていた。これはスペイン国境からわずか 10
キロ足らずの所にある。

8 月 27 日、アデルは湯治場にいるロロットに手紙を書いた (41)。「9 月 4 日の夕刻、乗り
心地のよい馬車と、女子青年部の愉快なソダリスト (オフィシエールの一人であった (42))
がオーシュに行きます。どうぞご自由にお使い下さい」(43)。このように書き記した手紙
と共に、モニエ士が作ってくれた旅行計画も添えて送った。
この計画では、少々経費はかかるが、乗合馬車を使わずにレンタルの馬車を利用する
ことになっていた (44N143)。そうすることで、途中で止まったり、乗合馬車の停留所に
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あるホテルやレストランで人から見とがめられることを避けることができたからである。
ロロットはお弁当を持参し、食事のために途中で下車する必要のないように気を配った。
また、このことに関しては、ロロットは誰にも知らせず、同じ温泉で湯治していたアデ
ルのおばの耳にも入れないことにした (45)。このおばにたいしては、アデルが手紙を書い
てロロットの行動について説明することにしたが、ロロットが出発してから二時間以内
に、このことが絶対他人に漏れないように取り計らった (46)。
ロロットは二人の友人を伴って (47N144)、湯治場からオーシュまでたどり着いた。折
からこの二人の友人は親戚の招待でディナーに出かけることになったので (48N145)、ロ
ロットはホテルに残ることにした。そしてかの女は、自分の召使にひまを出し、単身でソ
ダリストが待っている約束の場所に出かけた (49)。
二人は、その夜、オーシュを出発し、アジャンまでの 80 キロの道のりを急いだ。翌日、

9 月 5 日、ロロットは修道院に到着し、アデルに迎え入れられた (50)。このようにして、
アデルは、その希望通り、アウグスチノ会の建物へ引っ越した一周年記念を、ロロットと
共に過ごすことができたのだった (51N146)。
一週間の後、アデルはテレーズに手紙を書き、スール・ドゥ・ランカルナシオンは元気
に過ごしており、その召命に力強く生きている、と伝えている。しかし、ロロットの両親
は、この娘の逃避行にたいして非常に心情を害し、母親にいたっては、食事を拒否し、喀
血し、憂慮すべき容態に陥ったほどである (52)。
スール・ドゥ・ランカルナシオンは修道院に書籍を持参してきた。そこでアデルは、す
でに修道院にある書籍と重複したものをトナンスに送り、そこに小さな図書室を作ること
にした (53)。
ランカルナシオンが劇的な入会をして二カ月。シャミナード神父は、ロロットの召命は
もう十分に試されたと考えて、かの女を修練院に受け入れた (54)。着衣式は 1821 年 11 月

21 日、聖母マリアの奉献の祝日であった。
ランカルナシオンは、長年の友であり、有能な修練院長であるスール・サクレケールの
指導のもとに、修練期を送った。エミリへの手紙の中で、アデルは、10 月には 6 人のノビ
スがおり、そのうちの三人は歌隊修女、残りの三人は助修女になる、と述べている (55)。
この 6 人の中には (56N147)、テレーズ・デ・サントギュスタン (Thérèse de Saint-Augustin)

(57)、マリ・ジョゼフ・フェリシテ (Marie-Joseph Félicité)(58) そしてローズ (Rose) の三人
がいた。11 月になると、これにビジタシオン (Visitation)、アンジェリック (Angélique)(59)、
アントアネット (Antoinette)、そしておそらくジュスティン (Justine) と、それに当然の
こと、ランカルナシオンが加わった。
アデルは、有能な修練院長サクレ・ケールがいることに満足し (62)、数多くのノビスが
いることを嬉しく思っていた。
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1821 年の 12 月、アデルはエミリに修道院の新しいメンバーリストを紹介しているが (63)、
その中でアデルは、今ではトナンスを入れずにアジャンだけで数えれば「総勢 24 人です」
と記している (64)。修道女たちの構成は次のようになっていたと考えられる (65N147)。
アジャン：
アデル (マリ・ドゥ・ラ・コンセプシオン) Adèle
アンジェリック (ノビス) Angélique
アンヌ Anne
アントアネット Antoinette
カタリンヌ (ポストラント) Catherine
フェリシテ (ノビス) Félicité
エレン (ポストラント) Hélène
アンカルナシオン (ノビス) Incarnation
ジュリ Julie
ジュスティン (?) (ノビス) Justine(?)
マリ・ジョゼフ (ノビス) Marie-Joseph
マルタ Marthe
メラニ (ポストラント) Mélanie
ローズ (ノビス) Rose
サクレ・クール Sacré-Cœur
サン・サクラマン Saint-Sacrement
サン・バンサン Saint-Vincent
スタニスラス Stanislas
スザンヌ (66) (ノビス) Suzanne
テレーズ・ドゥ・サントギュスタン (ノビス) Thérèse de Saint-Augustin
ビジタシオン (ノビス) Visitation
以上の他に、新しく加わった三人のうち二人と、10 月に入った名前のわからないポス
トラントが居たはずである (67)。
トナンス：
テレーズ Thérèse
アポロニ Appolinie
ドジテ Dosithée
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サンテスプリ Saint-Esprit
セント・フォア Sainte-Foy
サン・フランソア Saint-François
ユルシュール (ポストラント)Ursule
アデルはこれらの修道女たちの上司、道しるべ、指導者として、その役割を果たし、か
つ、理解を深めていった。アデルが特にその親友エミリへの手紙の中でしばしば述べて
いるように、自分自身では、いたらなさを感じていたが、シャミナード神父の助けのもと
に、徐々に増大するこの職責に応えていった。事実、いまでは二つの修道院を持ち、数多
くの志願者を抱えていたのである。
アデルは、テレーズへの手紙の中で、これらの職責にかんする自己の見解を述べてい
る。それによると、アデルはこれらの職責をテレーズに説明することによって、明らかに
自分自身の理解を深めていたことがわかる。
「他の人たちをみちびくために必要な光を常に祈り求めようではありませんか。
慈悲深い神はわたくしたちに大いなる職責をお与えくださいました。しかし、私たちはこ
れについて神のみ前で申し開きをする責任を持たされております。終わりの日にあたっ
て＜あなたさまから託された一人をも見失うことはありませんでした＞と、み主イエス・
キリストに申し上げることができますように。わたくしたちの姉妹各人が、その与えられ
た恩寵の大きさに応じて進歩することができるように励みましょう。恩寵に応えることを
怠るのは、恩寵を当然のこととして当て込んでしまうのと同じく悪いことです。すべての
人が同じ完成に召されているわけではありません。わたくしたちの会憲が明示しているよ
うに＜小羊の玉座のみ前で異なる栄光の冠が鋳造されるでしょう＞。しかし、すべての人
にとって、その受ける幸福は完全なものです」(68)。
後日、アデルは、テレーズと交代してトナンスの院長になっていたスール・サクレケー
ルに、次のように書き送っている。
「賢明の徳を祈り求めようではありませんか・・・この徳はわたしたちにとって
非常に大切なものです。この徳があって、はじめて、わたしたちは、神聖な賢明さと思慮
分別をもって行動することができいるようになるでしょう。そして、この賢明と分別は、
わたしたちに、いつ、どのような言葉を選ぶべきかを教えてくれます」(69)。
シャミナード神父もアデルを指導することによってかの女が徐々に修道会の仕事にたい
して責任ある態度で接することができるように教育した。評議会に諮り、分院の院長（た
ち）と相談してアデルが自分なりの判断を下すように指導し、複雑で困難なケースはシャ
ミナード神父に問い合わせるようにも指導した (70)。(1821 年) 8 月に二つの修道院を訪
問して (71) 十分に満足した師は、フォロアップのために二通の手紙を送った。
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そのうち最初のものでは (72)、自分の訪問がもたらした良い結果を今後とも持続する手
段と方法を記し、アデルと他の姉妹たちにたいする数多くの助言を記している。

(1) すべての修道女は、生活の規則を大いなる忠誠心をもって遵守すべきこと。(2) 生活
の重要な諸点、特に祈りにかんして、アデル自身が共同体に講話を行うべきこと。(3) 共
同体の各員は、祈りの生活に忠実であるべきこと。(4) 共同体の修道女各員にかんする報
告書をシャミナード神父に送るべきこと。とりわけ、良きにつけ悪しきにつけ、特記しな
ければならない変ったことが起こったときには、報告しなければならないこと。もし、ア
デルが考えて、その方がよいと思われるときは、本人が直接シャミナード神父に手紙を書
くことが勧められること (73)、などである。
第二の手紙では、生活上の種々の点が取り上げられていた。たとえば、
（師は自分自身
を含めて）一日のうちに一定の時間を定めることもなく、あまりにも数多くの人に修道院
の中へ入る許可を与えていたことを反省している。これは共同生活をいちじるしく混乱さ
せることであり、最終的にはゆゆしい障害をきたすことにもなりかねない。自分がそのよ
うな許可を与えたからと云って、それが共同生活の邪魔にならないわけではなく、最終的
に起こるかも知れない悪い結果を回避することになるわけでもない。だから、いまこれに
気付いた時点で、将来のための何かよい薬を考えなければならない、と師は述べている。
そして、アデルに、このような問題にかんするポリシーを作成して与え、いままでこれに
関わった人たちを責める事なくこのポリシーを実行に移すように伝えている (74)。
またシャミナード神父は、共同体の霊的生活に直接関連することがらの他に、将来的に
重大な結果をもたらす可能性のある具体的な問題点を指摘することも忘れなかった。
シャミナード神父によると、志願者が会を去るとき、以前自分が所有していた家具や衣
類や金銭を返還するように求めるケースがあり、生まれて僅か 4 年足らずの男子マリア会
では、すでにこのようなことが問題化し始めていた。このような事態を予め的確に把握し
ておくことはほとんど不可能である、と師は認めている。しかし、このような争いから起
こる論争やスキャンダル、友愛に反する行為、ときには憎しみを、できるかぎり避けるよ
うにしたい、と師は述べている (75)。
いままでシスターたちは、どの家具がだれのものであり、どのシスターがどれだけのお
金を持参したかに関する覚書を、未整理のまま保管していた。一つの共同体の中だけなら
ば、これでも良いかも知れないが、最終的に志願者自身からクレームされた時、もっと悪
いことにはシスターの両親や保護者またはその相続人からクレームされた場合には、この
ような記録はなんの効力ももたないだろう、と師は述べている。アデルがしておかねばな
らないことは、志願者が持ち込んだ物品 (それほど重要と思えないものについても) のリ
ストを二通作り、その一通を共同体が保管し、もう一通を志願者に手渡しておくことだ、
と師は指摘している。
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アデルは、早速、このようなリストの作成に取り掛かかり、高価なものを持ち込んだ人
や、沢山のものを持ち込んだ人を皮切りに、すでに共同体にいる人たちを対象にして、リ
ストの作成をおこなった。ただし、自分の持ち物や家具を他の修道女 (修道会は法人では
なかった) や肉親の相続人に譲り渡す遺書を作成している人はその対象外にした。こうし
て、志願者が共同体を離れるときには、持ち込んだすべての物を (宿泊費と食費を差し引
いて) 返還し、志願者は書面による受取証を共同体に渡すことになった (76)。
アデルは、また、いまではすでに第二の修道院を持つまでに発展したこの修道会の生活
上の諸点を整理した。テレーズには共同体とソダリティの評議会の議事録を明確に記録し
ておくように指示した。採決された決議事項を明確に記録しておく必要があったからであ
る。また、アデルは、ソダリティの入会者台帳や誓願宣立の台帳が、引っ越した後、アウ
グスチノ会の建物の何処にも見あたらないので (77)、
「避難所」にいた当時霊生部長をし
ていたテレーズに、それらの台帳がどこにあるかを尋ねた。また、サクリスタンや門番、
助修女 (Sœurs Compagnes) などのために書かれた特別規則の写しも喪失していた。エン
マニュエルによって作られた美しい「一般規則 (General Regulations)」もなくなってい
た。幸いにして、これらの写しはトナンスに保管されていたため、アデルはコピーを作っ
てアジャンに送るように依頼した (78)。
各部門の部門長も、シャミナード神父が作成した手本に従って、台帳を記入しなければ
ならなかった。この台帳の中には、その部門にかんすることは、すべて記録されることに
なっていた (79)。後日、病気になったテレーズを助けるためにサクレケールがトナンスへ
派遣されたときにも、アデルはサクレケールに、修練院の後継者が記録を続けて行くこと
ができるよに台帳の記録を更新しておくように依頼している (80)。
あきらかに、当時、サクレケールは記録を更新するために台帳類をもってアジャンへ
行っていたようである。アデルは、直ちにそれを送り返すように伝えている (81)。そして
アデルは、教育部長の台帳にはすべてのソダリストのリストと、その年齢、市民としての
身分、そして、各人にかんするコメントを付加するように指示している (82)。
いまでは、かなり多勢の志願者が二つの修道院に入ってきたが、出て行く人の数も多
かった (83N94)。アデルにとっても、テレーザにとっても、志願者を受け入れるよりは、
送り出すことにこだわりを感じた。本部での財務部長をつとめていたスール・バンサン
は、新しく志願者がくると、憂慮の念をもってかの女たちを見るようになった。なぜな
ら、今までの評議会は、不適格な志願者、とりわけ病気の志願者を断わることにどれほど
難色を示したかを見てきたからであった。かの女の念頭にあったのは、多くの人たち、な
かでも、スール・アンジェリックの問題があった。

8 月にシャミナード神父がアジャンを訪問したとき (1821 年)、ポストラントであったア
ンジュエリックは病気であった。そして、かの女を家に返すべきかどうかについて話し
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合った。その当時、シャミナード神父は、アンジェリック自身にも、また、評議会にも、
かの女は修道会に適していないと話していた。しかし師は、いましばらく修道院に留まっ
て、かの女の病気が良くなるかどうかを確かめることに同意した。しかし、かの女が快復
するとは考えていなかった。
後日、シャミナード神父は、修道院から送られてきた書類に基づいて一人の志願者を修
練院へ受け入れる許可を与えた。その際、それが同じ少女アンジェリックであるとは知
らなかった。スール・サンバンサンは、このシャミナード神父の一貫しない態度を指摘し
た。師は、その少女が同一の人物であることを知らなかったと説明し、願いを出したのが
同じ少女であることを知っていたならば、決して許可を出さなかったであろうと述べてい
る。そして、今後の報告書類は、もっと、明確なものにしなければならない、とも述べて
いる (84)。
このできごとがきっかけになって、シャミナード神父は一つのガイドラインを作り上げ
た。もし、志願者の意向が正しく、必要とされる条件を満たしているならば、そのような
志願者を受け入れることに躊躇すべきではない (85)。しかし、実績からみて修道生活に適
切ではないことが明白であるならば、そのような人たち (特にポストラントとノビス) を
退会させることに躊躇があってはならないとした (86)。もし、明白に適性のある人であ
れば、いくらかの時間、ときには一年でさえも、を与えて欠点を克服させるようにする。
しかし、これはあくまでも例外措置でなければならない、とも述べている。サクレケール
は、判断力よりも、慈愛のこころを優先させるのではないか、とシャミナード神父は憂慮
していたのである (87)。
肉体的な病気にかんしては、受け入れる前に十分注意を払わなければならない。もしこ
の点で誤るとか、故意にひとを騙すようなことがあるならば (あきらかにカタリンの姉妹
スール・スザンヌの場合はそうであった)、慈悲のこころと賢明さの観点からどのように
考えられようとも、そのような志願者は送り返すべきである。修道院は不治の病にかかっ
た人たちの病院ではないのだ、と師は指摘している (88)。しかし、その反面、志願者が経
済的に乏しくても、もしその人が本当に将来有望な人物であるならば、入会を阻止すべき
ではない、と述べている (89)。
シャミナード神父は、サンバンサンに宛てたアンジェリックとスザンヌにかんする自分
の手紙が、あまりにも強引なものではなかっただろうかと考え直した (90)。そこで師は、
アデル宛ての手紙にサンバンサン宛ての手紙を同封し (91)、それをサンバンサンに手渡す
べきかどうかは、アデルの判断にまかせる、と述べている。
助修女は、シャミナード神父に宛てた 1822 年の新年の挨拶の手紙のなかで、自分たち
の霊生の進歩に必要なある種の気構えを修得することができるように祈ってほしい、とお
願いした。師はこの手紙にたいする返信のなかで、1 月 14 日から 20 日までの一週間、そ
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のような意向で祈りを捧げるので、これに参加するように、と述べている。この祈りは次
のような要領で行われた。
月曜日は、各人の、より大いなる謙虚のため、火曜日は、実践的な従順。水曜日は、労
働を愛するこころ。木曜日は、歌隊修女にたいする尊敬心。金曜日は、自分たちの一致の
ため。土曜日は、お互いの欠点を忍び合うこと。日曜日は、感謝の祈りであった。シャミ
ナード神父は、これらの意向に従って、毎日、どのような祈りを唱えるべきかを指摘し、
師自身も忠実にこれを実行するように書きとどめておく、と約束している (92)。
この同じ機会に修練女に宛てて書かれた手紙で、シャミナード神父は、いつの日か、す
べての修練女がマリアとともに小羊に王冠を捧げるおとめの群に加えられますように、と
祈っている。そして、また、いつの日か、みなさんを訪問して力づけ励ますことができる
だろう。それまでは、会則を忠実に守り、とりわけ霊的生活を助長させるような基本的な
諸徳の修得に励みなさい、と述べている。
シャミナード神父の説明によると、これらの基本的な諸徳は三段階に組み立てられてい
た。すなわち、
「準備の徳」
。これは偉大な聖人を作り上げた諸徳である。次に、
「浄化の
徳」
。これは「選ばれた人たち」に与えられた諸徳である。最後に、
「完成の徳」
。これは
イエス・キリストとマリアの諸徳である (93)。
一年前にアデルがメラニに伝えているように、この修道会において、この浄化の徳は、
修練院のプログラムの基本的な骨子をなしていた (94)。メラニは家族が住んでいる地方で
ソダリティに全力を注ぎ、素晴らしい成果を上げていた。ポーでは、宣教説教師と協力し
てソダリティのグループ形成に尽力した。その結果、80 人の女子青年部門の会員と、60
人の婦人部門の会員を入会に導いた。
この時、司教自身が出て来てかの女たちに訓話を与え、メラニを女子青年部の長に任命
し、婦人部の長に、信心深い未亡人を任命した (95)。
アデルは、メラニによるこの成果に非常に満足し、今後も支援を送り必要なアドバイ
スを行うことを約束している (96)。しかし、同時にアデルは、敬愛するスール・クサビエ

(Sœur Xavier) ことメラニが、一日もはやく修道院に入る日が来ることを期待した。
メラニはすでに「沈黙の徳」の修得に励んでいたが、それを伝え知ったアデルは、大き
な喜びをあらわしている。しかし、メラニにたいして、この修道会では「五つの」沈黙を
修得しなければならない、と教えている。すなわち、言葉の沈黙、身振り (態度) の沈黙、
精神の沈黙、想像の沈黙、そして、情緒 (情念) の沈黙である。この沈黙を簡単に説明し
たのち、これらの沈黙の徳を一度に全部修得できるものではないと強調している。むし
ろ、一つ一つを修得するように提案し、とりあえずは言葉の沈黙から始めるように助言し
た (97)。
後日、アデルは「精神の沈黙」の修得をメラニに勧めている。これは、ある一定のあい
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だ、とりわけ、洋服を着たり脱いだりするような、あまり注意力を必要としないときに、
精神を特定の考えに集中させることで修得するものである。このような練習をすること
は、朝の念祷を準備することにもなる。霊的に成長しようと真面目に考えている人にとっ
て、この五つの沈黙は非常に大切な手段である。聖なる人たちは、立派にこれを修得した
人たちだ、とアデルは付言している。だらしのない微温な人はこれらの沈黙をほとんど修
得しないか、たとえしたとしても、非常に不完全なかたちでしか修得していない人たちで
ある、とも述べている (98)。だからこれらの沈黙を修得することは、メラニの使徒活動に
おおきな活力を与えることになるはずだと述べている。
数カ月のち、アデルはメラニにたいして、他の「準備の諸徳」
、すなわち予備的な従順
の徳 (従順のこころがけ) を修得するようにとメラニに提案している。これは、それがた
とえどんな些細な行為であっても、他者の判断に自己の意思を従わせることに同意するこ
とであった (99)。
この修道会では、これらの諸徳の修得は決して初心者だけに課せられたものではなかっ
た。アデルは、誓願を宣立した修道女にたいしても、これらの諸徳の実践を勧めている。
たとえば、ドジテが憂欝と落胆に打ちひしがれていたとき、精神を三つの要素、すなわち
「浄化の徳」の三つ：人間的よわさ、悪い傾向 (過失の根源)、不安感 (フラストレーショ
ン) からの克服を、一つ一つ修得して行くようにと勧めている (100)。
後になって、アデル自身がもっと経験を重ねたのち、これらの諸徳にかんする要約を、
とくにノビスの教科書として書き記した。アデルが記したこれらのテキストがシャミナー
ド神父とカイエ神父 (Caillet) (女子マリア会の修練院がボルドーに移転してから、師はそ
の補佐をしていた) の承認を得てからは、女子マリア会と男子マリア会にとって、クラシッ
クな文献として取り扱われるようになった (101)。
アデルは「精神の沈黙と想像の沈黙」の修得に磨きをかけようとしていたことは、誰の
目にもあきらかなことであった。それは、数多くの心労がかの女の胸に洪水のように押し
寄せていたからである。セレスチンとアッソンプシオン、そして、アンジェリックの問題
が終わると、ローズの問題があり、そのほかにも「これに似た数多くの問題」が起こった

(102)。
アデルのエミリとの文通が度重なるにつけ、アデルは次第に自分の苦しみをエミリに明
かすようになっていった。たとえば、ある時、ひとりの修道女 (おそらくサン・サクラマ
ンと思われる) の行動が、アデルをひどく悩ませるようになった。この修道女は「熱心な
天使」のようであったが、かの女の考えはとりとめもなくさまよい出すことがあった。こ
れは、ひょっとして、以前、かの女が霊的生活の成長をあまりにも急ぎすぎて焦ったこと
があったが、今では、もう何もしなくなったためではないか、とアデルは考えた。かの女
の考えが「早く元通りに戻ってくれるように」祈って下さい、とエミリに書き送っている
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(103)。しかし、6 カ月たったのちも、この修道女には、まだ快復のきざしはみせなかった
(104)。
もう一人の修道女は、ひどい誘惑の犠牲となった。アデルはかの女がこのような環境の
中でどのように振舞うべきかの知識も徳も持ち合わせていないことに気が付いた (105)。
しかし、アデルは、このような助けを必要とする人たちにたいして、自分たちの聴罪司祭
が素晴らしい助言を与えてくれることを知っていた。
共同体にとって、ローモン神父は非常勤の聴罪司祭であったが、このころ (1822 年) に
は、常勤の聴罪司祭になり、ムーラン神父がガーデル神父に代わって大神学校の校長に任
命されていた (106)。
一方、シャミナード神父もアデルを助けるように努力した。師自身が有益と思い、か
つ、修道女を指導する上でアデルに有益であり識別力を養うであろうと思われるいくつか
の原則を要約して送ったりもした。それは、アデル自身が、自分に与えられた恩寵にたい
して責任をとり、かの女自身をも浄化するであろうこのような逆境において、それを十分
に活用するように、と師は考えたからである (107)。
また、シャミナード神父はアデルに忠告し、ひどく興奮している人や感情的になってこ
ころを乱している人、危機のまっただ中にいる人たちに、冷静にものごとを考えさせよう
としても無駄であることも教えた。むしろ、その状態がいくらか静まるのを待って、その
後で、修道会はけっしてそのような振舞いを大目にみることはない、と、きっぱり言い渡
すのがよいだろう。また、もし、その修道女が自分の過ちを矯正する意思のないことが明
確になれば、いつでも修道院を離れることができるようにしてあげるべきだ、とも述べて
いる。また、それとは反対に、もう二度と同じ過ちを繰り返さないと約束し、自分を失う
ようなことはありませんと云うならば、もう一度チャンスを上げなさい。いや、さらにも
う一度のチャンスも与えるべきかも知れない。しかし、三度の過ちがあるならば、もは
や大目にみてもらうチャンスはないことを理解させる必要があるだろう、と教えている

(108)。
このようなケースにたいして二度、三度と忍耐を示す必要があるのは、一般にこのよう
な人は、たとえ自分を失うような行動に出たとしても、その間、ある程度までは自分をコ
ントロールするだけの自由を持っているからである。そして、このような状態にあった
人が、禁止され、思いとどまるように命令されただけで、そこから抜け出すことのできた
ケースを、自分自身も、また他の指導者も、幾度か経験している、と教えている。
このような犠牲者は、惨めな危機状態にある人でも、発作のあとで、自分のこころには
自由が残されていたことを認めており、このような「発作」を決して好んでしているので
はないことを認めている。事実、時には自分の意思でコントロールしながら行うゲームの
ようなものであったり、意地悪行為であることもある。これを性格からくる悪い癖と呼ぶ
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か、もしそれを誘惑する悪魔の計略と呼びたければそれでもよい。大切なことは、長上が
このことに気付いているということを本人が意識しているかどうかだ (109)。
アンジェリックのように、気を落しがちですぐに腹を立てるような性格の人は、もし、
その欠点を早期に見いだすことができれば、矯正することができるものだ、とシャミナー
ド神父は自分の経験から述べている。しかし、その場合、当人が基本的な強さをもつ性格
の人であり、与えられる指導に身を任すことのできる人である必要がある。まず第一に、
そのような人は、自分の問題点の性格を的確に教え示される必要があり、それを治す力は
自分自身のなかにあることを確信させられなければならない (110N148)。他から「矯正さ
れる」ことはできないが、自分で治すことはできる。そのような人が、外部から与えられ
るプレッシャーに応えることはない。このような人には、自分自身をよく知り、欠点を
認め、肉体的におよぼす影響を認識することができるようにして上げなければならない。
そして、その人の力の範囲内で立ち直るための方法を見つけさせて上げなければならな
い、とも教えている。そして師は、
「だれがもっと忍耐しなければならないのでしょうか。
長上でしょうか、それとも、目下の人たちでしょうか」(111) と皮肉混じりに付け加えて
いる。16 才になるマドモアゼル・ガイエ (Mademoiselle Gayet) という女性をシャミナー
ド神父はインタービューし、入会を受け入れた (112)。しかし、この女性も同様の性格を
持っていた (113)。後日、かの女は考えを変えてプレゼンテイション修道女会に入ること
になったが、それでよかったのだ、とシャミナード神父は述べている (114)。
強情で反抗的な人や、非協力的な人は、かれら自身が改善しようとする動機付けをもっ
ていないことに、その一番おおきな難しさが潜んでいる。そのような人が、より大きな信
仰をもって生きるように少しづつ導くべきである、とシャミナード神父はアデルに勧めて
いる。なぜなら、信仰そのものは、強力な動機付けとなるからである。
アデルとサクレ・ケールにたいしては、大聖女テレジアの良き手本に倣うように勧め、
人びとの性格は多様性をきわめていること、そして、それぞれに弱さがあって、それを癒
すための薬が必要であることを十分に学びとるように、と教えている。非常に難しいケー
スで、さきに述べたガイドラインだけでは不十分であると思われる場合は、自分と相談し
てくれるように、とも付け加えた (115)。
アデルも修練院長も最善の努力をつくしたが、アンジェリックはその努力に応えてくれ
なかった。エミリ・ドゥ・ロダは、1822 年 7 月に、ほんの短い間かの女にあっただけで
あったが、かの女に召命があるとは思えなかったと述べている (116)。8 月、シャミナー
ド神父は、アンジェリックをもって、一つの手本を作ってはどうかとサンバンサンに提案
している。ところで、アンジェリックの名前は、かの女にはまったくふさわしくないもの
だった。かの女は余りにもかんしゃくが激しく、気移りが激しい。アデルはかの女を退会
させるべきだろう。もっとも、その場合は、できる限りやさしく、親切にしてあげるべき

293
だ (117)、と述べている。
それから一ヶ月がたった。(かの女が退会すべきだと決定してから、すでに一年をオー
バーしていた)。しかし、まだ、アンジェリックは会にとどまっていた。シャミナード神
父は、これにたいして、疑問を投げかけている。もしかの女の態度が変わったとするなら
ば、いったい何が原因で変わったのだろうか。もし信仰が原因で、神がかの女のこころに
触れられたのならば、もう少しかの女に時間を上げるべきだろう。しかし、もし退会させ
られることが恐くて態度を変えたとするならば、これ以上かの女に居ることを許すべきで
はない (118)。
このようなケースを取り扱うときには、次のような手順をふむべきだ。まず、一人の長
上がその志願者に、あなたはこの会の生活を送るには不向きであること、そして、自分か
らすすんで会を去る方があなたにとって良いこと、また、外部で生活するために助が必要
であるならば、修道院が助けて上げること、を話して聞かせなければならない。そして、
志願者が退会を決心したならば、できるだけ早く、しかし、静かに、かの女を去らせるべ
きだ。その志願者が退会させられたのだという噂が広がらないように、できる限りの努力
をするべきであろう。適性をもたない志願者がこの退会の案に合意しなかった場合は、志
願者を受け入れるのがアデルであるように、退会させるのもアデルの義務である (119)。
今度のシャミナード神父の言葉は効を奏し、二週間のうちにアンジェリックは退会した

(120)。しかし、この時シャミナード神父はアンジェリックにたいして、もし誰も反対す
る人がいないなら、いま計画中の第三在俗修道会にはいることも不可能ではないことを示
唆している (121)。
アデルは、志願者の心理的・霊的成長のほかに、身体と知的教育の必要性を感じていた。
この点にかんしてもシャミナード神父は長年の経験をいかしてアドバイスを与えている。
病弱な人は入会させてはならない。とりわけスール・コンパーニュ (助修女) になろう
としている人の場合はそうである。共同体の食事について行けず、また、共同体の生活の
規律について行けないために、例外や規則の緩和をしばしば受けなければならないような
志願者や修練女は、会にとどめて置くべきではない。このような人は、どれほど信心深く
ても、他に場所を求めるべきだ。女子マリア会の修道女たちは、強度な活動生活を行うよ
うに召されており、そのためには健康と力が必要とされている (122)。
アデルは、トナンスでも、何人かの志願者の不適性であると判断されながらも、まだ退
会させることができず、不必要に修道院にとどめていることを知って、困惑した。
「これ
はわたしたちの修道会がもつ災難の一つです」とアデルはマリ・ジョゼフに記している。
病気は、とくに助修女のあいだでは、おおきなダメージを与えた。もしトナンスでこのよ
うな状態が続くなら、これから入会者を受け入れるときは、(アデルは) もっと厳しくす
るだろう。共通善は特定の志願者の特殊な恩恵に優先しなければならない、とアデルは結
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論付けている (123)。
シャミナード神父は、ブラザーたちの間で起こった不幸なノビスを例にあげて、アデル
に教えている。このノビスはサン・レミ (Saint-Rémy) に新しい共同体を作るために派遣
された先発隊の一員であった (124N49)。このノビスは病気をもっていたが、家族にもそ
れを隠していた。サン・レミへ旅行するあいだ (約 2 週間かかる旅行であった)(125)、か
れは他の修士たちの大変な重荷となった。かれは長生きしないだろう。いや、もう死ん
でいるかもしれない、とシャミナード神父は述べている。かれの入会は、家族の責任でも
なければ、修道会の責任でもなかった。かれが病気であることを知る由もなかったから
である。もし落度があるとするならば、自分にあったのかも知れない、とシャミナード神
父は述べている。それは、この若者に会ったとき、医者に送った方がよいのではなかろう
かと、ふと思ったことがあったからだ。しかし、そのノビスの外貌は健康そうに見えたた
め、そのままにしたのだった (126)。
志願者の知的教育にかんしては、修道女たちは修練期を始める前に、一般の基礎教育
を履修し終わっていることを原則とする、というのがシャミナード神父の考えであった。
従って、修練期には宗教教育に専念し、善徳の修得と信心業に専心し、労働に従事すべき
である。しかしながら、もし、あるノビスに、さらに育成し開発すべき能力や才能を見い
だした場合は、教育を授けるかどうかを修練長が決定すればよいだろう。教育部長との協
議のうえで、長上は必要な手配をする。しかしながら、本質的な点すなわち真の修道者と
しての養成を危険に曝さないように注意しなければならない (127)。
以上のように述べる中で、シャミナード神父は、三部門の相互作用についての説明を修
道女たちにしている。教育部長 (スール・エンマヌエル) と財務部長 (スール・サンバン
サン) は、両人ともノビスの養成において、勉学の指導と業務の指導を行う役割をもって
いる。しかし、一人のノビスがどのくらいの時間を勉学や労働につぎ込むべきかの決定は
修練長の肩にかかっている。修練長は院長 (長上) と一緒になって、ノビスたちの将来の
職業を予測して、それに見合った準備をさせなければならない。いずれにせよ、どんな場
合でもノビスの霊的成長と修道の道を妨げることがあってはならない。そして、もしサク
レケールがノビスの養成において何か見落としていることがある場合は、それをかの女に
忠告するのはアデルの責任である (128)。
スール・デュ・プティタビ (Sœurs du Petit Habit)(129N150) が作られたのは、修練期
以前に十分な準備をさせるための気遣いからであった。志願者 (ポステュラント) として
正式に受け入れるにはまだ若すぎる女の子のための前志願期 (Pré-Postulat) を創設する
というこの考えは、修道会が始まって以来、いつもアデルのこころと頭から離れること
はなかった (130)。シャミナード神父も、この考えを悪くは思っていなかった (131N151)。
しかし、その当時は、修道女のためにもっと必要なことが沢山あった。しかも、たしかに
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将来有望な少女ではあっても、僅か 11 才の一人の子供のためにこのような養成プログラ
ムをくむことは決して勧められるべきことではない、とシャミナード神父は考えていた。
少なくとも、このような子供が 4 人になるまでは待つように、とアデルに忠言していた。
このような子供が 4 人いたとしても、1 人の世話をするのと差ほど手間は変わらない。し
かも、子供たちはお互いにサポートしあうことができる。そのような事態がくれば、修練
院と学校の規則に手を加えて、このような前志願期の子供たちのためのプログラムをつく
ればよいだろう、と師は考えていた (132)。

1821 年 2 月、このような「スール」が 4 人集まった。この子供たちは、いずれも将来
修道女になるだろう、とアデルは考えた。この子供たちにたいするプログラムは、たしか
に修道生活に入るための準備をさせるものではあったが、入るか入らないかは、将来、決
定を下すときに、自由に自分の意思できめることができるような仕組みにしておかなけれ
ばならない、とアデルは主張した。このようなプログラムを持つことは修道女たちにとっ
ては、余分な手間のかかることであった (133)。担当は、まだノビスであるスール・テレ
サ・ドゥ・サントギュスタン (デジェ) (Sœur Thérèse de Saint-Augustin (Dégers)) がエ
ンマヌエルの監督のもとにおこなうことになった。このプログラムは、決して容易なこと
ではなかった (134)。子供たちがいることで、修道院はいままでのような静けさを保つこ
とができなくなった (135)。修道院は、エミリが羨んだような平和を、もはや楽しむこと
はできなくなったのだ (136)。
翌年の夏 (1822)、少女の数は 5 人になった。しかし、そのうちの 3 人は、まもなく健康
の理由から修道院を離れなければならなかった。このような状態で、このプロジェクトを
続けて行くべきか、アデルは迷った (137)。このような子供たちが必要なあらゆる教育を
受け、特別な才能を（例えば、音楽を作曲したり、声楽や器楽を習うこと）開発すること
がシャミナード神父の希望であると思われたが、もっと大切なことは、先生たちが子供た
ちの霊的な育成と宗教教育を促進するだけの賢明さをもつことだった (138)。しかしなが
ら、1823 年には、最終的に、このプログラムを中止することになり、シャミナード神父
自身、自分で責任をとって少女たちの両親に閉鎖を釈明する手紙を書き送った (139)。後
ほど、1824 年になって、アデルは、子供をコンドムの寄宿学校に送るよりは、アジャン
にプティ・タビを再開したほうがよいのではないかと提案している (140)。
堅実な基礎教育と充実した修練期を受けながらも、才能教育と技能教育の面からみれ
ば、すべての修道女が満足な状態にあったわけではなかった。従って、養成期間の後も、
それを補うように配慮する必要があった。そのようなわけで、トナンスに寄宿舎学校を
計画したときも、シャミナード神父はドゥ・ラコサード氏にたいして、教師としての十分
な資格をもつ人物を準備しておく、と約束している (141) 。そして、モニエ士にたいして
は、教師たちが教え方を十分に習熟するまでは、あまりその学校を宣伝しない方がよい、
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と主張していた (142)。
自己開発も非常に大切な一面をもっている。従って、アデルは、これに関して規定を
行っている一般規則 (General Regulations) を遵守することを力説した。すべての修道女
は、毎日、少なくとも個人でおこなう読書の時間を持たねばならない。また、自分にあた
えられた才能に応じて、他の修道女の啓発に貢献しなければならない。各人は、その共同
体でおこなわれる毎週の宗教講話を順繰りにおこなう。このことは、トナンスの共同体で
も同じで、まだノビスであるサン・ソボール (Saint-Sauveur) も例外ではなかった (143)。
マリ・ジョゼフが主張するように、アデルは (初期のフランシスカンのように) 勉学し
教鞭をとることは、修道生活にとって非常に大切な謙遜と内的生活を危険にさらすことに
なるのではないかと恐れていたのは事実である。しかし、アデルは、自分たちの修道会が
キリスト教の信仰と実践を述べ伝える使命を持つ限り、この両方が必要であることを、明
確に認めていた。
事実、この使命に、より忠実に応えようとしたために、この修道会の基本的な構造の一
つを変えることになった。会憲 (Grand Insitut) によれば、誓願を宣立した修道女のあい
だでは、メール (歌隊修女 (Mères)) とスール・コンパーニュ (助修女 (Sœurs Compagnes))
の二つの階級が規定されていたにすぎなかった (145N91)。しかし、アジャンでもトナン
スでも、教育事業が拡大するにつけ、授業に出てくれる歌隊修女の数が不足した。しか
も、修道会に入ろうとする志願者の間には職人や召使の子供が多く、農民の子供もいた。
この人たちは、最低限度の教育しか受けていなかったが、生まれながらに教師になるだけ
の才能と力量をもつ人もいた。アンシャン・レジームの社会階級はいまだに根強く残って
おり、
「下層階級」の女性が歌隊修女になることを許さなかった (146)。しかし、共同体が
おこなっている使徒活動において、かの女たちの奉仕は、ミッションを効果的に遂行する
上で大きな力となった。
そのようなわけで、共同体が発展する早期の段階で、この二つの階級のあいだに、もう
一つ、中間的な階級を設定したのである。これをアッシスタント (Assistantes) と呼んだ

(147N91)。
1824 年、歌隊修女の修練院がボルドーに移転したとき、アッシスタント・シスターは、
一般に、スール・コンパーニュと共にアジャンで修練をおこなっていた (148)。しかし、
このアッシスタント・シスターのノビスたちが、コンパニオンの修練院長の直接的な指導
のもとに置かれていたのか、アデルの指導のもとに置かれていたのかは定かでない。
また、だんだんと裕福な家庭の子女が集まるようになったので、アッシスタントたちの
衣服についての問題も起こった。メールのものと同じにするべきか、コンパニオンのよう
な厚手のものにするべきか、それともこの二つとは異なるものを設定するかが問題になっ
た (149)。

297
しかし、フランス社会での変化とともに、メールとアッシスタントの区別は、徐々に姿
を消すことになった (150N152)。
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ビルフランシュとの合併の中止
病気と死/アデルの病気
コンドムへの進出計画

1820 年 9 月、ビルフランシュの修道女たちが終身誓願を宣立した (1)。アデルはこれで
二つの修道会が合併する可能性はなくなったと考えた。マーティ神父の側からも、シャ
ミナード神父の側からも、合併運動を続ける気配は全くみられなかった。しかし、それで
も、アデルとエミリの文通は続けられた (2)。
アデルは希望を捨てなかった。「わたしは、しばしば、ビルフランシュを思い、考えて
います」(3) とアデルは書き送っている。1822 年の 7 月初旬、健康を快復したエミリは、
長い間手つかづのままで放置されていた二つの修道会の合併計画を推し進めようと動き
だした。これを知ったアデルは興奮した (4N153)。タイミングは最高であった。7 月の 6
日か 8 日に、シャミナード神父がアジャンに来る。2・3 週間は留まるだろう。
早速、アデルは、マーティ神父にアジャンへ来るように (夏の暑い日、二日間の旅であっ
た) 提案し、シャミナード神父と直接面談して細事を話し合ってくれるように勧めた。
こうすれば、マーティ神父自身、直接アジャンの修道院を見ることができるし、最終的
な決断を下す前に、エミリにアジャンの状態を報告してもらうことができる (5)。ところ
が、これ以上にアデルを喜ばしたことが起こった。それは、最初ジャクピー司教が提案し
たように、エミリ自身がマーティ神父と一緒にアジャンを訪問することになったのである

(6)。
7 月中旬、アジャンでの黙想が終わるころ、一行は船で (7) 到着することになった。シャ
ミナード神父とマーティ神父は大神学校に宿泊する。そうすることで二人は十分に話し合
う時間を持つことができる。とりわけ夕刻には、そうだ (8)。
エミリは、スール・アガタと、(アジャンのスール・カタリンヌとスザンヌ・デュフォ
の肉親の姉妹である (9)) スール・ドジテを同伴したと思われる。当然、この三人は女子
マリア会の修道院に寄宿することになった。トナンスからのテレーズも、シャミナード神
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父が指導する黙想会に参加するため、また、長い間待っていた休息をとるために、アジャ
ンに来ていた (10)。
エミリとその一行は、アジャンでの体験、とりわけ祈りに満ちた共同生活、共同生活の
規則と会則にたいする忠実な態度、修道女たちの謙遜と愛徳、に深い感銘を受けた。自分
たちの修道女をアデルの指導のもとに置けば、多くを学ぶことができるだろうとエミリは
考えた (11)。
マーティ神父とシャミナード神父は、早々に合意に達し、合併の決定が下された。エミ
リもアデルも、この決定を一日も早く実現したいと考えた。
女子マリア会の修道女たちは全員この合併に合意し、エミリも、自分のシスターたちが
合意するだろうと確信していた (12)。
シャミナード神父の (修道会の精神を変質させることには絶対に反対) 立場と、ジャク
ピ司教の (女子マリア会を自分の教区にとどめておく) 立場を守りながら、合意の条件は
きわめて単純なものとなった。すなわち、ビルフランシュの共同体はマリアの娘たちの修
道会に合併する。アデルは、(これで) 三つの修道院を統括する長となり、本部はアジャ
ンに置く。ビルフランシュの修道院にかんしては、マーティ神父がいままで通り教会の長
上としての地位を保ち、シャミナード神父が三つの修道院の全体的な監督にあたる。ビル
フランシュの修道女たちはマリアの娘の会の会憲を受け入れ、アデルを総長として頂き、
その配下に入る。エミリはビルフランシュの院長になる (13)、というものであった。
全員が合意に達すると考えたエミリと二人の同伴者は、この決定を知らせるために、急
いで家路についた (14)。エミリは、早速、共同体を集めて決定事項を知らせ、この合併案
から生じるであろうあらゆる利点を説明した。これまでのところ、修道女たち全員がこ
のプロジェクトに好意的であった。しかし、合併条件が提示されると、エミリを含めて
全員が他の二つの修道院 (将来はもっと沢山の修道院) へ移転させられる可能性があるこ
と、そして、その結果、エミリの指導のもとに生活を送る保証がなくなることが明確にな
ると、かの女たちは早急にこの合併プロジェクトの見直しを提案した。こうして合併の提
案は全員一致の内に、しかも、熱狂的な雰囲気の中で否決された。どのような事が起ころ
うとも、自分たちを創立者から引き離すことがあってはならない、との結論を出したので
あった (15)。
「ビルフランシュの修道女たちは合併の条件を受け入れてくれません」
、とエミリは書
き送っている (16)。
一方、アデルはどうであったか。
合併の可能性を完全に捨て去ることが「わたしの心を傷つけないと云うならば、それは
嘘になります。どういうわけでしょう。わたしの心の中には、いまだに合併への強い願望
が残っております。しかし、わたしはそれを神への犠牲としてお捧げ致します。わたしが
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望むのは神のより大いなる栄光のみです」、とアデルは述べている (17)。
二人は大きな落胆を経験しながらも、それから何年も文通を続け、経験や共同生活につ
いて分かち合った。この二つの修道会は共に成長を続け、ビルフランシュでは、その同じ
年の 10 月に分院を創設した (18)。
アデルがいままでエミリと分かち合い、これから何ヵ月かのあいだ、苦しみの内に分か
ち合うことになる経験の一つとして、二人のシスターの病気の問題があった。この病気
は、やがて年若い二人のシスターを死に追いやり、アデルの心を引き裂くことになるのだ。
その一人はスール・エリザベト・デジェ (Sœur Elisabeth Dégers) (1819 年に死亡した
スール・エリザベト・レスペ (Sœur Elisabeth Lespès) とは別人である) であり、もう一人
は、女子マリア会の精神の化身ともいうべき (19) スール・テレーズ (Clémentine) ヤナッ
シュであった。
すでに記されたように、エリザベトとその姉妹テレーズ・ドゥ・サントギュスタン (Thérèse

de Saint-Augustin) は、1820 年 9 月 6 日、修道院がアウグスチノ会の建物に引っ越したそ
の日に受け入れられた最初の志願者であった。その時、エリザベトはわずか 17 才であり、
かの女の家庭教師はエリザベトの両親にたいして、かの女の入会に反対していた。このこ
とで、将来、家庭紛争が起こるのではないかと、アデルは感じていたほどである (20)。し
かし、どうやら家庭教師はなだめられ、エリザベトは修道院に留まることができた。アデ
ルが述べているように、かの女は「すばらしいポストラント」であった。また、文字を書
くのが上手であったため、学校の規則のコピーを作る役を与えられたほどであった (21)。
かの女は「火山のようなエネルギー」の持ち主であったが、同時に非常に穏やかな性質の
持ち主でもあった (22)。
入会して三ヶ月ばかりたった頃、熱を伴う激しい風邪におかされ、回復するまでに一カ
月以上も要した (23)。2 月の初旬には容態は改善されたが (24)、まもなく、かの女は再び
病に倒れた。内臓が燃えるように熱く、熱と咳を伴う激痛を訴えた (25)。アデルはシャミ
ナード神父に相談した。師は、少なくとも自分が訪問する (1821 年) 5 月まで、かの女を修
道院にとどめておくように提案した。その間アデルは、こころのこもった母親としてのあ
らゆる配慮を怠らないように、との忠告もした。修道院を出てどこか「田舎」へ行くよう
にとの提案を受けていると聞くが、広々とした庭のあるアウグスチノ会の建物以上にすば
らしい空気のあるところは他にないと思う、とシャミナード神父は述べている。そして、
ムーラン神父に、かの女の両親と家庭教師を説得して、修道院にとどめて置くようにした

(26)。
一カ月が経過した。かの女の容態は以前より悪くなった。7 月には、自宅に帰る許可を
シャミナード神父に取り付けた。良くなるかどうか様子を見るためであった。修道院を離
れたときのエリザベトの状態はひどいものであった。しかし、もし身体の調子が許すなら

302

第 19 章

1822 年–1824 年

ば、ときどき修道院に帰ってくるようにと、かの女を励ました。「お祈りください」(27)
とアデルはテレーズに述べている。
それから 2 年後の 1823 年 9 月、長いあいだの苦しみののち、エリザベトはとうとう自
宅で息を引き取った。2 年以上も修道院を離れていたが、アデルはかの女のことを「ポス
トラント」と呼んでいる。この親愛なる魂が神のふところで安らかに憩うことができるよ
うに、エミリとその修道女たちにも祈りをお願いした (28)。
エリザベトの死後、かの女の姉にあたるテレーズ・ドゥ・サントギュスタンは、霊生日
記の表紙に「死」と記している。かの女自身もまもなく死ぬであろう、と予感していたの
かも知れない (29)。事実、それから 16 カ月後に、かの女は死んだ。
しかし、かの女が死ぬ前に、アデルの親愛なる友人であり、かつ、創立以来の協力者で
あったスール・テレーズに死が訪れた。生まれながらの美貌と素晴らしい人格に恵まれた
スール・テレーズは、たぐい稀な親切心と聖性の持ち主だった、とマリ・ジョゼフは述べ
ている (30)。
スール・テレーズは、新しく生まれた共同体の最初の霊生部長になり、
「避難所」では、
ソダリティの「いちじくの木の部会」を担当したのであった。エンマヌエルと緊密に協力
して、積極的に女子青年のグループで活動した (31)。
召命について自信を失い、疑いをもったテレーズが、やっとその苦しみから逃れ出たと
き、シャミナード神父はかの女に次のように書き送ったのだった。
「この修道会、この修道会全体、そして私たちは、十分なものを持っています。すなわ
ち、会則は修道会の精神を具体的に表現しているのです。会の精神を立派に身につけた霊
生部長は、共同体全体に生命を与える強力な手段です」(32)。
テレーズは修道会の精神を本当に自分のものとし、他の人たちにもその精神を植え付け
ようと誠心誠意努力した (33)。この精神を傷つけないためにと、シャミナード神父が考え
て、かの女の外的な奉仕活動に制限をくわえたのだったが、テレーズはこれに謙遜と従順
のこころをもって従った (34)。
アデルはテレーズを、会の精神の権化だと考えていた。そして、この精神をビルフラン
シュに伝えるためには、テレーズが最適人者だと考えていた (35)。そして、アジャンの修
道会が最初に外部に進出しようとしたとき、アデルとシャミナード神父は、かの女をトナ
ンの新しい共同体の院長として選んだのであった (36)。
テレーズはトナンスで修道女を会の精神に忠実に生きるように指導した。共同体の祈
りと心霊修業を指導したのもテレーズである。恵まれない人たちのための無料の授業を開
設するために改築工事を手がけたのもテレーズであった (37)。女子青年のソダリティを
育てたのもテレーズであり、貧しい子供たちの親たちが修道女たちに与えるために雇主か
ら盗みを働いたと抗議する民衆と話し合ったのもテレーズであった (38)。スール・テレー
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ズは、また、マダム・ベルディエ (Madame Verdier) を病床に見舞い (39)、トナンスの聖
職者やラリボー神父との関係を維持し (40)、共同体が必要としていたことがらをアデルに
報告し、修道女各人についての報告をしたのもかの女であった (41)。
テレーズは、また、シャミナード神父と連絡をとり (42)、霊的に慰めを必要としてい
る人を助け (43)、個性の強いデビッド・モニエ修道士と心棒強くつき合ったのもかの女
であった (44)。かの女は、また、志願者を受け入れ (45)、修道会を離れた人の面倒をみ

(46)、在俗第三会の仕事を成功に導くようにスール・ドジテを監督し (47)、恵まれない人
たちを助けるスール・サン・フランソアを助けたのもかの女であった (48)。
しかし、テレーズは健康に恵まれることがなかった。修道会創立以前も、かの女の病気
はいつも心配のたねだった (49)。トナンスに移って 2 年のち、かの女は重病にかかり、死
にひんしたことがあった (50)。アジャンの修道院に起居していた母親は、かの女を見舞
いに行き、アデルは、授業やその他の仕事の労苦を少しでも軽くするために応援の手をお
くったことがあった (51)。ドゥ・ラコサード氏はテレーズの健康快復に尽力し、かの女の
健康状態を注意深く観察してボルドーに報告した。シャミナード神父は、このドゥ・ラコ
サード氏の努力に感謝している。

1822 年の春、モニエ士は、ふたたびシャミナード神父の所用でアジャンを訪れた。そ
の時かれは、テレーズをマザーハウスに呼び返した方がよいのではないだろうかと提案し
た。これにたいして、テレーズの容態が安定し、ドゥ・ラコサード氏の同意が得られるな
らば、返しても良いだろうとシャミナード神父は考えた (52)。
シャミナード神父自身、まもなくアジャンを訪れることになっていた。そのときまで
に、もし、テレーズが元気になっているならば、ドジテに留守番を任せて、トナンスから
アジャンまでシャミナード神父に同伴するように提案した (53)。
トナンスの人びとは、テレーズを敬愛していた。老若男女、富めるものも貧しい人も、
今では群をなして教会に集まり、テレーズの快復を神に祈った (54)。かれらの祈りは空し
くなかった。アデルはエミリに書き送っている。
トナンスの院長がほとんど死にひんしていましたが、祈りがかの女を救ってくれま
した。かの女はまったく掛替えのない人です。わたしたちの修道会にとって、高価な真珠
のような存在です。わたしたちの父、シャミナード神父は、かの女をわたしたちのもとに
送り返し、休息させて、病気を治そうとしました。天使のようなシスターをもう一度迎え
入れることができると思うと、わたしたちのこころは大きな慰めで一杯になります。かの
女のためにお祈り下さい。この病気が、かの女の肺に癒すことのできないダメージを与え
てしまったのではないかと心配しています (55)。
テレーズは、事実、アジャンに来ることが出来た。1822 年には、アジャンで黙想をお
こない、誓願を更新した。また、エミリとその仲間たちが訪れたときも、かの女はアジャ
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ンに滞在していた (56)。アデルはあふれんばかりの感謝のきもちをもってドゥ・ラコサー
ド氏に手紙を書いている。
「慈悲深い神さまは貴方の手をとおしてわたしたちの大切なメール・テレーズを救って
下さいました。お礼の申しようもございません」(57)。
休みをとったテレーズは、再びトナンスに帰り、その任地での職責を以前以上に忠実に
遂行した。しかし、かの女の病も、かの女の努力も、シャミナード神父の厳しい叱責から
かの女を免れさせることはできなかった。事の次第は、次のようであった。
トナンスでは、財政状態がきわめて苦しくなった。スール・サンテスプリは、修道院
の支出のために、慈善箱の寄付金にさえも手をつけざるを得ない状態であった。7 月、ア
ジャン訪問の途路トナンスに立ち寄ったシャミナード神父は、かの女から苦情を聞き、か
の女の信頼心のなさを叱責した。そのように心配することで、神様の摂理のわざを空しい
ものにしているのではないか、とシャミナード神父はかの女にさとした。実際、修道院の
財布には、5 フランか 6 フラン程度のお金しか残っていないかも知れない。しかし、最初
トナンスに来たときは、修道院の財布はまったく空だった。それでも、一度も貧困にきゅ
うしたことはなかったのだ、とさとしている (58)。
このよな財政状態にテレーズは悩んだ。健康上の理由でノビスであるアンカルナシオン
をトナンスに送ると知らされたとき、宿泊費と食費を払ってくれないだろうかとサンバン
サンに相談を持ちかけた。これにたいしてひどく腹を立てたサンバンサンは、アデルに相
談することもなく、早速、シャミナード神父に手紙を書いた。師は、いたく腹をたてた。
師を怒らせたのは、このような信じ難い態度であった。もっと大きな金銭上の損失でも、
かれをこれほどまでに怒らせることはなかっただろう、と師は断言している。
このような安っぽい人間的な打算は、み主の仕事をする者としてはふさわしくない。こ
のような考えで仕事を続けるならば、なにごとにも善をなすことはできないだろう。もし
テレーズに直接手紙を書く機会があれば、その罪を告白し、償いをするようにかの女に申
し渡すだろう、と記している。そして、このように自分が云っていたことをトナンスに書
いてやるように、とサンバンサンに述べ、また、アデルにもそのように伝えるように、と
師は厳しく指示している (60)。

3 カ月たったのち、トナンスに移ったのはアンカルナシオンではなく、マリ・ジョゼフ
であった。マリ・ジョゼフは、1822 年 11 月 21 日、アンカルナシオンと (61)、メラニ、ア
ントワネット、ジュスタン、および、ビジタシオン (62) と共に、初誓願を宣立したばか
りであった。
トナンスに送られたマリ・ジョゼフは、テレーズの状態をアデルに報告しつづけた (63)。
かの女は修道院の霊生部長になり、テレーズの仕事を少しづつ軽くするために、ソダリ
ティを担当することにもなった (64)。スタニスラスもトナンスに移った。その移動も、ア
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デルにとっては、もう一つの悲しい離別であった (65)。
翌年 (1823) の夏、テレーズは 3 年間の院長の任期を終わろうとしていた。シャミナード
神父は、もし健康が許すならば、テレーズをアジャンに返したかった。トナンスにいるよ
りもアジャンにいるほうがドゥ・ラコサードの指示を忠実に守ることができるだろう、と
シャミナード神父は考えた。アジャンに帰れば、テレーズはアデルとサンバンサンの直接
の監督のもとにおかれる。霊生部長の仕事をもう一度受け持つことになるとしても (66)、
仕事は軽くなるだろうと考えた。（いまのところ、サクレ・ケールが霊生部長であり、か
つ、修練院長を兼ねている）。
しかし、ドゥ・ラコサード氏は、テレーズを動かすことは賢明でないと判断した。事実、

10 月になると、テレーズの病状はふたたび悪化したのであった (67)。
この知らせにこころを痛めたアデルは、エミリに次のように記している。
わたしのこころは大きな苦しみで二つに裂かれています。敬愛する娘、メール・
テレーズが死の床にあります。去年とおなじように、何回か病気の再発を繰り返し、とう
とう最期に近づきました。どのお医者さまも、快復の見込みはないと云っておられます。
この聖なるシスターを失うことを考えるだけで、姉妹たちは悲嘆にくれ、スール・テレー
ズが居ないまま背負い続ける重荷に打ちひしがれています。奇跡が起こってくれればよ
いのですが。わたしたちは聖なるおとめに誓いました。この大きな損失から修道会をお
救いくださるように、あちこちで、み主に祈りが捧げられています。人間的に考えれば、
この損失からわたしたちは免れることはできません。どうか、かの女のために祈るわたし
たちの祈りに参加して下さい・・・。死の床にあるかの女は聖人のようです。いつも唇に
微笑みをたたえ、天国のことばかり話しています。まもなく天国で憩うことができると確
信しているのです。さようなら、親愛なるシスター。かの女のような徳をわたしも身につ
けることができますように、お祈り下さい (68)。
テレーズが病床に臥していたのでサクレ・ケールがトナンスに送られ、院長代行になっ
た。ノビスは少なくとも 13 人いたであろうか (69)。修練長の仕事はスール・ドゥ・ゴン
ザグが継いだ (70)。霊生部長の仕事はスール・セント・フォアに引き継がれた。スール・
セント・フォアは、以前にトナンスから呼び戻されていたのであった (71)。
スイス人の志願者で 1822 年 8 月に入会したノビス、セント・ソボール (Saint-Sauveur)
もトナンスに送られた (72)。共同体を強化するためであった。しかし、それもテレーズの
ためには手遅れであった。アデルはサクレ・ケールに奇跡を望むと手紙で書いている。ア
デルはテレーズに、神のより大いなる栄光のために、一日に少なくとも九回聖マリアのみ
名に祈るよう勧めた (73N154)。
なんらかの治療を、もっと早い時期に、施して上げるべきではなかったのか、とアデル
は考えた。しかし、今では何をすることはできない。ただ、テレーズを励まし、苦しみを
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修道会とそのメンバーのために捧げてもらうことだけである。そして、とりわけ、修道会
の上に立つ人たちのこころが照らされるように、病気からくるその苦しみを捧げてくれる
ようにはげますのであった (74)。
死の床にあるテレーズは、終わりが迫っていることを悟っていた。そして、イエス・キ
リストを知らせ愛させるために修道会に身を置くことができたことを神に感謝していた。
神の偉大なる愛を語り、姉妹たちに主を賛美する詩編（詩編 117）をとなえてくれるよう
に頼んだ。短く、静かな最後の悶えの後に、魂を天に返した。時に、1823 年 11 月 3 日、
午後 10 時のことであった (75)。30 才には、3 カ月足りなかった。
アデルは親しい友であり協力者であったテレーズを喪った悲しみに打ちひしがれなが
らも、同じように悲しみにしずむ他の人びとを慰めることを忘れなかった。テレーズはみ
んなが歩む道をほんの何日かさきに歩いて行ったに過ぎないのです、とアデルはアガタに
述べている (76)。また、ドジテにたいしては、
「テレーズをお手本にしましょう。神のご
意思に完全に身をまかせたかの女は、それがかの女の卓絶した善徳でした」(77) と述べて
いる。
トナンスでは修道院の敷地内に墓地をつくる許可があったため、囲壁の中庭に埋葬され
た (78)。死んだ後も修道院を出る必要のなかったテレーズを、アデルは幸福な人だと思っ
た (79)。
アデルはエミリに訃報を伝えた (80)。シャミナード神父はモニエに伝えた。当時モニ
エ氏は、フランスの北東部に出かけていた。ブラザーたちが、その地方に進出しようとし
ていたからである (81N149)。テレーズは聖人のような死を迎えた、とシャミナード神父
はモニエ氏に伝えている。この時、モニエ氏は修道院に、スール・テレーズと同じように
大切な人になるであろうと考えられるもう一人の志願者のためにも祈りを捧げてくれる
ように、と依頼している (82)。
それから一月してシャミナード神父は、サン・レミ (Saint-Rémy) にあるブラザーたち
の最初の共同体に手紙を送り、つぎのように述べている。
「トナンスにおけるマリアの娘たちの修道院長であったメール・テレーズは、聖徳の香
りのなかでその魂を神に捧げました。かの女が死んでからというものは、この修道会は、
かの女に守られているといことを、ハッキリと感じ取っています」(83)。
また、シャミナード神父はコンドムのカステックス神父に手紙を書き、テレーズの死が
修道女たちに豊かな恵みをもたらしていると述べ、盲でなければその効果を否定すること
はできないだろうと記している (84)。
アデルも、テレーズが修道会を見守ってくれていることを確信していた。たとえば、テ
レーズの死後、スール・サンバンサンの変わり様には、目を見張るものがあった。いまで
は親切で忍耐深くなり、まるで別人のようになってしまったのだ (85)。また、(テレーズ
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の妹で少し精神的によわい) スール・サン・サクラマンの回心も予期しない出来事であっ
た。アデルはこれを奇跡と呼んでいる。いまでは、スール・サン・サクラマンはりっぱに
修道生活を送っており、共同体全体の手本になっている。
「わたしは、この変化が聖なる
メール・テレーズによるものだと思っています」、とアデルは述べている (86)。
トナンスの共同体は、テレーズの亡き後、悲しみの内に、将来に備えて体制の組替えを
おこなった。院長に任命されたのはサクレケール (87)、マリ・ジョゼフは霊生部長 (88)、
スタニスラスは教育部長 (89)、財務部長は以前のとおりサンテスプリであった。そして、
在俗第三会の院長にはドジテがこれに当たった。
テレーズが死の床にあった数カ月のあいだ、アデル自身も健康の不調に見舞われた。

1819 年の暮れ、アウグスチノ会の建物に引っ越したころに患った病気から、もうすっかり
快復したと思われていた (90)。その冬は、他のシスターたちが病気になったのに、自分は
風邪さえ引かなかったのだ (91)。この頃病気にかかったシスターたちには、共通した症状
がみられた。咳が出て、ときには血を吐くことがあった。そして、そのようなことが原因
して、病人だけでなく健康な人も睡眠を妨げられることがあった。また、わき腹や胸に激
しい痛みを起こすことがあった。医者が施した療法はごく一般の治療法で、放血したり、
ヒルに血を吸わせたり、吸引カップを利用したりすることだった (92N58)。原因は血液だ
と考えられ、アデルもこの医者の考えに同調していた (93)。
この間、アデルは 25 人の修道女を擁する共同体全般を統括する仕事 (93) に加えて、数
多くの対外活動を監督し、かの女の言葉をかりるならば、病気になったシスターたちの
「すべての仕事の代理人」となって働いた (95)。
空気のよいアウグスチノ会の建物に引越した後も、病気は少しも下火にならなかった。

1821 年 2 月、ベロック医師の診断によれば、スール・スタニスラルは結核に冒されてい
た (96)。スール・サンバンサン、エリザベト、そしてその他数人の人も、当時、やはり病
気にかかっていた。4 月になってルイーズ・マリが病気になった。かの女は、その年の 11
月に死亡した (97)。

7 月にはエリザベトが修道院を離れ (98)、自宅で死亡した。9 月にはアデレイドが病気
になり、ロバのミルクをほんの少し飲むことができただけである。肩とわき腹と胸に痛み
をおぼえ、咳は少なかったが、激しい頭痛に見舞われた。かの女にはヒルによる吸血療法
がほどこされ、発泡剤 (vésicatoire) が用いられた。しかし、ほとんど効き目はなかった

(100)。
翌年 (1822) も、同じような状態が繰り返された。5 月になると 24 才のノビスが死の床
についたが、そのとき、病室は病人でいっぱいだった (101)。8 月になると、3 カ月の無意
味な風邪ののちに、アンカルナシオンが重い病気にかかった。なす術をうしなったアデル
は、ドゥ・ラコサードに手紙でアンカルナシオンの症状を詳しく知らせた。アデルはこれ
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にベロック医師とラフォール医師の報告書を添え、もしお力になってくださるならトナン
スにかの女を送らせていただきたい、と伺いをたてた (102)。11 月になると、誓願を立て
るまでに快復したアンカルナシオンであったが (103)、それ以降、かの女の健康はもとの
ように強くなることはなかった。
この頃、シャミナード神父はアデルの状態を憂慮し、サンバンサンの監督のもとにおい
た。健康のために良いと思われることは、すべてサンバンサンの考えに従わねばならなく
なった。
「サンバンサンは、あなたの健康の指導者です」とシャミナード神父はアデルに
述べている (104)。
アデルの重圧になっていたのは修道会を統括し、病人の世話をすることだけではなかっ
た。1823 年の半ばまでには、アデルはシャミナード神父と、もう一つの修道院、ことに
よれば、もう二つの修道院、を新設する計画に取り掛かっていたのだ。
トナンスとアジャンの両修道院の財政状態は芳しくなく、神の摂理におまかせしてい
たとはいえ、これもアデルのこころを悩ましていた。このような貧しさのどん底で、
「ど
ちらを向いても借金ばかりで、金利がかさみます・・・実を云えば、これは時には、わた
しを悩ませていますが、それでもすべてを神様の摂理のみ手にお委ねいたします」(105)、
と云うのがアデルの反応であった。
幸いなことに、絶え間なく苦悩が続くこの時期に、アデルは三人のアシスタントから大
きな協力を得ることができた。霊生と修練院にかんしてはサクレ・ケールから、教育とソ
ダリティにかんしてはエンマヌエルから、そして、労働と財務にかんしてはサンバンサン
の援助を受けていた。たしかにサンバンサンは時として気乗りせぬことがあり (106)、エ
ンマヌエルは病気がちであった。しかし、ひとり強靭な健康を維持したサクレ・ケールと
協力して、共同体の仕事を大いに助けてくれた。
しかし、1823 年の暮れになると、アデルが一番頼りにしていた修道女が何人かトナン
スに派遣された。トナンスではテレーズが死の床にあり、二つの修道院では病人が後を絶
たなかった (たとえば、その前年の 10 月に入会したフランソアは、すでに 2 カ月間病床に
ついたままになっていた (108))。このような状態で、過労がアデルを苦しめ始めたとして
も、当然のことであろう。
サンバンサンやその他のシスターたちがアデルに仕事を控え目にするようにアドバイス
し、健康にもっと注意するように促したが、アデルは普段のとおりのスケジュールで生活
を続けた。今では義務づけられた長風呂のあいだに、手紙を書いたりもした。
アデルはいつも消化不良に悩まされ、食事を減らすことによって — ときには食事をと
らないことで — この問題を解決しようとした (109)。
とうとう、1820 年の時と同じように、シャミナード神父が干渉することになった (110)。

1824 年の四旬節が近づいた。これはシャミナード神父にとって絶好の機会であった。カ
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イエ神父 (Father Caillet) を通じて、各共同体に四旬節の遵守についての指導書を出した
のである。それによれば、修道女が必要とする規則の例外と緩和措置は、アデルが出すこ
とになっていた。もし疑問に思われるときは医師に相談し、その決定に従う。疑いのある
ときは、償いよりも健康に重点をおく、というものであった。アデル自身にかんしては、
命令は明確であった。医師のすすめに従うことであった。
アデルが医師の診断を受けるときはサンバンサンが同席し、医師が与える指示とその処
方に対処するのもサンバンサンの役目であった。医師の指示は、食事と四旬節の戒律に適
応されるだけでなく、アデルの健康に少しでも影響を与えるであろうあらゆる職責にも適
応された (111)。
シャミナード神父は、また、サンバンサンに直接手紙を書き、アデルの健康を保持する
ために必要と思われることは何にてもあれ、シャミナード神父の権限にもとづいて、従順
の名の元に、アデルに命令を下す権利を与えた。サンバンサンの命令は、シャミナード神
父の命令であった。神の聖意はサンバンサンの意思を通じてあらわされる。たとえ共同
体や使徒事業の必要性に迫られている状況においても、それに変わりはなかった (112)。
このような従順がアデルにとってどれほど辛いものであるかを知っていたシャミナード
神父は、それから数日たって、アデルに次のように書き送っている。
「あなたに処方された食事療法に、単純な気持ちをもって従いなさい。なににもまして
今あなたが必要としているのは休息だと思います。身体のためにも、魂のためにも、休息
することはあなたにとって良いことです。あなたが従って下さるだろうことを信じていま
す」(113)。
アデルは過去もそうであったように、今度も自分自身の過度な自己愛と、他人から世話
をしてもらうことへの満足感でこころを悩ますであろう事は、シャミナード神父には分
かっていた。いろいろな形で不適当な言い訳をアデルがするであろうことも分かってい
た。それだからと云って、アデルにどうさせることが出来るのだろうか。なにもない。た
だ、従わせるだけなのだ。
四旬節の戒律を守ることにも、また、それを守ることが出来ないと嘆くことの中にも、
好ましくない自己愛が潜んでいる。また、自然な欲望を満たしてくれるような命令に従
うことの中にも自己愛が隠れている、とシャミナード神父は指摘している。たとえサン
バンサンが間違っているかに思えても、また、自分が必要としている以上の配慮をしてい
ると思っても、もしあなたがサンバンサンに従うならば、間違いをおかすことはないだろ
う。素朴なこころで喜びをもって従いなさい、とシャミナード神父はアデルを諭している

(114)。
アデルの休息は完ぺきなものでなければならなかった。講話や訓話をしたり、個人的な
面談をすることも禁じられた。共同の祈りに出席したとしても、大きな声で祈りを唱える
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ことは許されなかった。大斉も小斉もなかった。ソダリティの集会に出席することも許
されなかった (115)。ベロックとサンバンサンがエンマヌエルを助けたり、もし必要とあ
るならばこの二人がかの女たちに代わることもあった (116)。アデルに許されていたこと
は、一日の限られた時間に手紙を書くことだけであった (117)。受け取る手紙や出す手紙
の検閲は、セント・フォアが受け持つことになった (118)。
アデルはこの命令に従った。しかし、それはかの女にとって決してやさしいことではな
かった。「己の意思に死ぬことができるまで頑張り通そうではありませんか」(119)。むか
しアソシアシオンで頑張っていた頃のような調子で、アデルはサクレケールにこのように
記している。
わたしの苦行は一日に数回食事をとることであり、肉や美味しい食事をすることです、
とアデルは友人に述べている。今までに十分食べなかった罰かも知れません、とも述べて
いる。アデルは消化不良を口実に食事を少なくしていた。しかし、今では沢山食べること
で苦しんでいる (120)。この病気と、その療法が、自分の霊的生活の害にならないことを
期待した。シャミナード神父が予想したように、アデルはいろいろな誘惑に見舞われた。
そして、自己愛によってすべてが滅ぼされてしまうのではないかと心配した (121)。
最初のころ、シャミナード神父の予想では、2 週間も休めば健康を取り戻すのではない
かと考えられた (122)。アデルやその他の修道女の診察のためにアジャンに出向いたドゥ・
ラコサード氏も、もうその頃には治っているだろうと考えていた (123)。しかし、四旬節
が終わっても、アデルはまだ病床から離れることができず、医師も仕事につくことを許し
てくれなかった。もしアデルが仕事をしようとすると、それが些細なことでも、頭痛を起
こし、脚に痛みを与える、とアデルはアガタに打ち明けている (ちょうどアメリ・ドゥ・
リサンの症状のようだった)。聖木曜日の夜を共同体とともに聖堂で過ごすことができず、
ベッドで過ごした。このようなことは修道院にきて以来初めてのことであった (124)。
アデルの健康をおもんばかったサクレケールは、環境をかえ、休息をとり、シスターた
ちと会うために、トナンスに来てはどうかと誘いかけた。アデルはシスターたちに会いた
いのはやまやまであった。しかし蟄居の規則を大切にして、院外に出るのを断念した。こ
のようにして出かけるのは公式訪問ではなく、休みをとり、友情を温めるために過ぎない、
と指摘し、上に立つものは蟄居の意味を大切にして、その結果生じる規制をよろこんで受
け入れる姿勢がなければならない、とアデルは考えた。しかし、もしシャミナード神父が
トナンスに出かけることを望んでおられるのなら、その限りではない、と付言している。
「シャミナード神父さまは、わたしよりも神様に照らされております。ですから、どの
ように振舞うべきかを、良くわきまえておられます。慈悲深い神が、わたしたちに理解で
きないことを神父さまに理解させてくださいますように。神父様さま照らしてください」

(125)。
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それから一月以上もたった 5 月、アデルはサクレケールに手紙を書き、長い間の沈黙を
詫びている。
もっと頻繁に手紙を書きたいと思いながらも、病気がそれを拒み、書きたいと思う手紙
を書いたり、連絡をとりたいと思うすべてのシスターに手紙を書くことは、この病気では
不可能だ、と述べ、今は以前よりも良くなっていると思うけれども、医者は再度、発泡剤
の療法をおこなった。これは、まるで火で焼かれるような痛みを与える。でも、これで元
気になれるのならば (126)・・・と述べている。
アジャンに予定よりも長く滞在していたラリボー神父は、幾度かアデルを見舞ってくれ
た。以前ラリボー神父のアソシエイツであった人たちも、何人かアデルを見舞いにきた

(127)。
サクレケールに手紙を書いた翌日、エミリにも手紙を書いた。お互いに沈黙を守ってい
たのは、無関心になったからではない。忙しすぎたのであろうか。
「いえ、わたしは何を
云っているのでしょう。仕事ですって?

もう 2 カ月も仕事をしていません。四旬節の 2

週間前から何もしていません。わたしは病気なのです。8 カ月のあいだ、わたしの健康は
蝕まれつづけてきました。そして、とうとう四旬節に床についてしまいました。まだ完全
に良くなっていませんが、元気を取り戻しつつあります。極度の疲労を感じ、それに、ほ
とんどいつも微熱があり、肺に炎症を起こしています。起床は遅く、就寝は早く、立派な
食事をし、大斉も小斉もないという、厳しいプログラムにしばられています。わたしは全
くなにもしていないのです・・・」(128) と伝えている。
また、アデルはその手紙の中で、エンマヌエルも今はひどい風邪を引いているが、それ
でもソダリティの集会ではピアノを弾くことができること (129)、また、ノビスの一人が
ソダリティの授業を受け持つようになり、いまでは上手になってみんなから慕われている
ことなどを述べ、「わたしたちは忘れられてしまいました」と付言している (130)。

6 月、アデルはいまだに「厳しい管理」のもとに置かれていた。起床は 7 時で、夕食の
あとすぐに就寝した。
「どなたかのシスターと話をする許可を得ようと思えば、ほとんど
叫び声を上げなければなりません。それでも、わたしはシスターたちと話さなければなら
ないと感じるのです」(131)。アデルは悲しげに、このように訴えている。

7 月、ドゥ・ラコサード氏は、アデルがかなり快復したと判断した。問題は胃の不調だ。
しかし、それは、アデルがサクレ・ケールに述べているように、今までもそのようであっ
たので、別段病気ではないと考えていた。なにはともあれ、アデルはこの頃、二つの新し
い修道院創設のため、他のシスターに同伴して外出している (132N55)。
最初に行った場所はコンドムである。ロロットが逃避行をおこなって落ち着いていると
はいうものの、両親はいつまでもそんな遠方の場所に娘がとどまっていることを諦めず、
なんとかして娘を近くの場所に呼び寄せようと、方策を練っていた (133)。
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ちょうどこの頃、コンドム市は何百年もの歴史をもつ巡礼地を競売に出した。ロロット
の両親は、これは娘を身近に呼び寄せるチャンスだと考えた。
コンドム市からバイーズ川を渡ったところに（この川は、トランケレオンを流れている
川と同じである）
、この地の人びとの手によって一つの教会堂が建立されていた。1520 年
のことである。この教会は、願い事を聞き入れていただいたお礼として建てられたもの
で、ノートルダム・ドゥ・ピティエ (Notre-Dame de Pitié) (あわれみのおん母) に奉献さ
れていた。
人びとはこの教会をピエタ (Piétat) と呼び慣わし、この地方での大切な聖地に数えら
れていた。この教会には専属の宗教団体がつくられ、とりわけご復活の祝日には豪華な行
列が催された。1655 年、教会が建立されて 100 年以上もたったころ、この教会の近辺にホ
スピスが建てられ、神の聖ヨハネ修道会の修道士たち (Frères de Saint Jean de Dieu) に
委託された。この教会と、そこに安置されている聖マリア像を通して与えられたと種々の
お恵みや奇跡は、後世にまで語り伝えられた (134)。
フランス革命は、修道士たちを追い払った。熱狂的な反宗教派の人びとは暴動をおこ
し、この教会とマリア像を焼き払ってしまった。病院はコンドム市の手に渡った。ナポレ
オンのコンコルダが成立すると、部分的に、この教会は復旧した (135)。患者の世話は病
院のシスターにまかされ (136)、カステックス神父が病院付きの司祭になった (137)。

1820 年、市は病院を他の場所に移動し、ピエタを含めたその建物と土地を競売に付し
た。ロロットの両親はこの地方の古い家柄で立派なキリスト信者であるドラシャペル家

(138) の出であったが、かれらはこの土地と建物をそのまま買い受けて、女子マリア会の
新しい修道院に使用するよう提案しようと考えたのである (139)。

1823 年の夏、シャミナード神父はカステックス神父を通じてこの申し出を受けた。カ
ステックス神父はソダリティの指導司祭であるとともに病院のチャプレンでもあり、同時
に病院の経営者を代表して、売却の責任者にもなっていた。
シャミナード神父はコンドムに女子マリア会の修道院を創設することは素晴らしいこと
だと考えた。しかし、正式にこの申し出を受ける前に、この申し出について検討する時間
がほしいと考えた。アデルや他の姉妹たちとも相談しなければならないと考えた。オー
シュのドゥ・モーロン大司教 (de Morlhon, archevêque d’Auch) にも意見を聞く必要があ
る。コンドムはこの大司教の管轄下にあったからである。大司教は、この司教座に任命さ
れたばかりで、女子マリア会のことは何も知らなかった (140N156)。
シャミナード神父が最初にしたことは、調査をコリノ神父 (Collineau) に依頼するこ
とであった。この司祭は男子マリア会の会員で、弱冠 27 才であったが、有能な人物で
あった。コリノ神父は、最近、アジャンの北方約 10 キロのビルヌーブ・シュル・ロット

(Villeneuve-sur-Lot) にあるコレージュ (大学) の校長に任命されていた (141)。

313
コリノ神父に与えられた使命は、ピエタの現場を視察し、カステックス神父にいくつか
の質問事項を尋ねるとともに、シャミナード神父が考えていた暫定的な提案事項を提示し
て、その結果を報告することであった。一方、シャミナード神父はこの年若い神父を病院
の経営陣に紹介してくれるようにカステックス神父に依頼し、ドラシャペル家をはじめ、
この新しい仕事のために助けになると考えられる人たちにも紹介してくれるように手配
した (142)。
コリノ神父は貴重な情報を数々持ち帰ったが、かれの滞在は短すぎた。シャミナード
神父の考えでは、まだまだ多くの不確定要素が残されたままになっていた。そこで、マダ
ム・ベロックをコンドムに送って更に必要な情報を求めさせ、もしここに修道院を開設す
ることになればどのような手順を踏まなければならないかを明確にすることになった。
今度もまた、シャミナード神父は、カステックス神父に、ベロック夫人を必要な人びと
に紹介してかの女の仕事を補佐してくれるように、と依頼した (143)。
ベロックの報告によれば、この場所は修道院に適しており、この考えにコンドムの市長
ならびに病院経営陣も好意的な態度をとっている、とのことであった。このベロック夫人
の積極的な評価と報告に基づいて、12 月、シャミナード神父はこの計画に結論を下すこ
とになった。女子マリア会も、このプロジェクトには賛意を表明した (144)。
シャミナード神父は、事が決定されたことをドラシャペル氏に伝えるとともに、大司教
の認可を得るために、連絡をとった (145)。
この知らせが修道院にもたらされたときは、折りあしく、アデルの容態が悪化していた。
二つのベンチャーを手掛けようとする、ちょうどその時に、必要なだけの健康な修道女を
揃えることができるのであろうか。アデルは心配してサクレケールに手紙を書いている。
「いそいで聖人になりましょう。そして、聖人たちを養成しようではありませんか。多
数の不完全な人間よりも、少数の聖人のほうが、多くを成し遂げることができるでしょ
う」(146)。
シャミナード神父は、早急に、かつ、簡潔に、この計画を運ぼうとした。施設を買収す
るのはロロットであるが、それは修道者としてのロロットの名義ではなく、かの女個人
の名義による買収であった (当時、女子マリア会は、まだ、法人としての認可を得ていな
かった)。毎年の支払はロロットの責任でおこなう。支払の一部はすでに約束されていた
父親からの譲与をこれに当て、また、その他の部分は、かの女が受け取ることになってい
る相続財産から支払われることになった (147)。
修道会は、この施設を利用して、上流社会の子女を対象とした寄宿舎学校を設立する
ことにした (中産階級の子供たちのためには、すでにウルスラ会が学校を経営していた

(148))。恵まれない子女のための無料の授業も併設することにし、その他に、すでに女子
マリア会が手掛けていた他の種類の活動、とりわけ、カステックス神父が指導していたソ
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ダリティの援助と強化にも尽力することになった。
こうして、ドラシャペル氏の同意と病院の経営陣の同意とを得さえすれば、ただちに発
足できるよう、用意万端が整えられた (149)。
しかし、この交渉は難航を極めた。二度まで破談になると思われた (150N157)。アジャ
ンからはアンカルナシオンとベロックとラコストがこの交渉にあたった。コンドムから
はカステックスとドラシャペル氏、ボルドーからはシャミナード神父とモニエ修道士が関
わった。これに、ロッテガロンの知事、ジェル (Gers) の県庁 (コンドムはこの県に属し
ていた)、そして、当然のことながら、コンドムの市庁もこの問題と無関係ではなかった。
病院の経営者とコンドム市の要望は次のようなものであった。
この施設を学校以外の目的に供したり、営利目的で売却してはならない (151)。現在の
建築物を修復し、これを保全すること (このための経費支払を助けるために、最初の 6 年
間の支払を帳消しにする用意があった (152))。将来この施設の一隅を貫通する道路建設の
権利を市が保留する (153)。買収者は、口約束の通り、単に裕福な子女のためだけでなく、
貧しい人たちのためにも教育をほどこすこと (154)。 以上の通りであった。
これらの要請事項が、いずれも正当なものであることをシャミナード神父は認めたが、
病院の経営者は、これらの要請事項を保証させるために数多くの但し書きと条件を付加し
たため、合意が非常に難しいものになってしまった。結果としてこの交渉は、幾度も暗礁
に乗り上げ、6 カ月のあいだ難航した。
さて、このように交渉が難航している 6 カ月のあいだに、スール・プレザンタシオンが
大きな危機をむかえた。かの女のケースは、1820 年に起こったアッソンプシオンの場合
と非常によく似たものであった (155)。
プレザンタシオンが入会したのは 1822 年。このときアデルは、かの女の動機が必ずし
も純粋なものではないと感じ取っていた。そのような理由から、この志願者にかんしては
注意深く観察をつづけ、その動機付けがよい方向に変わるかどうかを見届けるようにとの
アドバイスを、シャミナード神父から受けていた。もし、変わることがないならば、修道
院を離れるよう、親切心と愛徳のこころをもってかの女（と、その伯父）を説得するよう
に、とも警告されていた (156)。
また、シャミナード神父は、修道院にとどめて置こうと考えている志願者にたいして
は、叱ったり、償いを与えたりすることは意味のあることであるが、もし退会させること
が決まっている人にたいしては、親切心と説得と思いやりをもって接することが第一だ、
とも指摘している。
プレゼンタシオンに適切な霊的な動機付けをもたせようとする努力は効果をそうしたか
に見えた。一年後 (1823 年 10 月)、アデルは以前プレザンタシオンの上司であったサクレ
ケールに、プレゼンタシオンの状態はよい方向に向いつつあるかにみえる、と手紙で伝え
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ている。それは、プレザンタシオンと面談した結果、かの女が、かなり心を開いたかに見
えたからであった (157)。また、新しい上司ルイーズ・ドゥ・ゴンザグも、プレザンタシオ
ンの信頼心を得ることができたこともあって、かの女の将来に明るさを見てとった (158)。
しかし、この志願者にかんしてシャミナード神父は、いくつかの疑問点を抱いていた

(159)。同じく疑問を抱いたアデルは (160)、プレザンタシオンがまだポストラントである
あいだに、修道院を離れさせた方がよいと考えた (161)。

(1824)1 月、このケースはクライマックスを迎えた。
いままでプレザンタシオンは、これという問題を起こす直接的な原因になったわけでは
なかったが、かの女が修道生活に向いていないこと (162)、いや、少なくとも、シャミナー
ド神父が以前にも云ったように、この修道会にたいする適性を持っていないこと (163) が
明白になった。その結果、かの女にたいしては修道会への入会を断念させる必要がある、
との決定が下された。そして、この決定を志願者に告知する役目を、ローモン神父に委任
することになった。
さて、ローモン神父が、かの女にこの決定を知らせると、プレザンアシオンはゴンザグ
に泣きついた。ゴンザグは、この情報が正しいことを説明した。すると、かの女は「涙を
流し、嘆き悲しみ・・・メール・エンマヌエルに泣きついて約束をしたり、抵抗したり、
自分の落度を認めたりしました。そして、次にわたくし (アデル) の所にきましたが、わ
たしは一歩も譲りませんでした。それでもかの女はしばらくのあいだ哀願して、自分が本
当に変わったことを見届けてほしいと要求しました。わたしはハッキリとかの女に召命
のしるしが見えないことを指摘しました。しかし、かの女は自分には召命があると言い張
り、問題は、自分がなすべきことを全部していないからだと主張しました。そこで、評議
会を招集しました」(164)、とアデルは記している。
アッソンプシオンのケースとは異なり、今回の評議会の態度は寛大であった。
「メール・ゴンザグならびに他の修道女は次のような提案をおこなった。この決定が、
個人的な偏見に基づくものではないことをかの女に明確にするため、あと数日の猶予を与
えることにする。しかし、もし以前と同じ態度が現れた場合は、その最初の兆候で会を去
らなければならない」。
評議会は、議員全員の出席のものとにプレザンタシオンと会合した。評議員は、かの女
には召命があるとは思えないこと、しかし、しばらくの猶予を与える。でもそれは、か
えってかの女に苦痛をあたえることになるかも知れない、と申し渡した。これにたいして
プレザンタシオンは、もう一度チャンスを与えてくれるように強く要望した (165)。
プレザンタシオンの行動は劇的な変化を示した、とアデルはサクレ・ケールに記して
いる。容貌さえも変わったように思えた。しかし、この変化が長続きするのであろうか。
亡くなったメール・テレーズ・ヤナッシュの取り次ぎで奇跡が得られない限り無理であろ
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う、とアデルは述べている (166)。
一月たった。アンカルナシオンの補佐として病室で働くプレザンタシオンは別人のよう
に振舞っている。総告白をしたプレザンタシオンは、いまではゴンザグにこころを許すよ
うになった (167)。そして、まもなく、プレザンタシオンはノビスといっしょにボルドー
へ行くことになった。しかし、それ以降、かの女の消息は分からなくなっている (168)。
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コンドムの合意/ノビシアのボルドーへの移転
シャミナード神父とアデルによるトランケレオン訪問
アデルのトナンスおよびボルドーへの訪問
アデルの隔離/テレーズの死

コンドムにかんする交渉事でシャミナード神父が奔走しているとき、アデルは病床に臥
していた。従って、この難航した交渉に、アデルはほとんど関与していなかった。もちろ
ん、いつもアデルは報告を受けていた。とりわけベロック夫人やラコステ神父、そして、
スール・アンカルナシオンからの報告を受けていた。

1824 年 6 月、まだ交渉は合意にたっしていなかった。しかし、かなりの問題点は解決さ
れ、双方とも、善意のうちに行動していることに疑を差し挟むものはいなかった。アンカ
ルナシオンは、いままで住んでいた人たちに、家具や所帯道具の幾分かをピエタに残して
おいてもらうようえるように交渉するため、ピエタへ行こうかと考えていたほどである。
病院の修道女たちは、施設が売られることを知っていたが、だれが買い取ろうとしている
のかは知らされていなかった。だから、聖堂の装飾品から台所の道具にいたるまで、動か
せるものはすべて持ち去っていた。
アンカルナシオンは巧みにカステックに働きかけた。この世のものごとにかんしては病
院のシスターと同じように貧しい人たちがこの施設を買収することになる。せめて、いま
必要でないものだけでも残しておいてくれないだろうか、と神父を通じて提案した (1)。
さて、これと同じ頃、シャミナード神父は、修道院設置の承認と、修道院付き司祭の確
保のために、大司教と交渉を進めていた (2)。もし修道院内で毎日のミサが行われないな
らば、修道院の開設は無理である、とシャミナード神父はカステックスに述べている。男
子マリア会の司祭を配置することはできない。また、たとえそれができたとしても、マリ
ア会の司祭は共同体の一員として送られても「一般のチャプレンのように、単独に生活す
る司祭として送ることはできない。それは、マリア会の修道士はつねに共同体で生活する
ことになっているからだ」(3)、と述べている。
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6 月の初旬、交渉はほぼまとまった。病院の経営者は概ねシャミナード神父の要求に合
意した。物件は、修道者名ではなく、個人名で、ロロットが買い取ることになった。支払
の保証人には、父親がなった。修道女は有料の寄宿舎学校を経営するとともに、貧しい人
たちの無料の授業もおこなう (4)。また、その他に、ソダリティの仕事と、他の熱誠事業
もおこなう、ことになった (5N158)。
モニエが必要な書類を準備した。ロロットはカステックスを代理人として立て、神父に
書類に署名するように委託した。しかしその場合、カステックスはすでにロロットの両親
が同意している 16,000 フランから 18,000 フランを逸脱してはならない、と取り決められ
た。この建物に教室と仕事場と集会室をつくり、かつ、それに必要な机や書籍や絵画を準
備しようとすれば、カステックスが考えている以上に大きなお金が必要になるだろう、と
ロロットは考えていた (6)。
合意書は、1824 年 7 月 11 日に締結された。
チャップレンの用意も約束された。シャミナード神父は大司教にたいして、ラグテール
神父 (Lagutère) の任命を具申した (7)。このラグテール神父は、あまり健康に恵まれない
が、三回もカルトゥジアン修道士になろうと挑戦した人物である。しかし、いまでは 65
才になっている。小教区の仕事につくことを余り好んでいなかった。事実、そのような仕
事に向いた人物ではなかった (8)。非常に聖なる司祭で、毎日修道女のためにミサを捧げ
ることを望み、すでに小教区との取り決めで二回のミサを捧げることになっていた日曜日
にさえも、よろこんで修道女のためにミサを捧げに来てくれた (9)。

5 月、モーロン大司教から女子マリア会にかんするもっと詳しい情報を送るようにとの
要請をうけたシャミナード神父は、長文の手紙をしたためて (10)、この新しい修道会につ
いて次のように説明した。
マリアの娘たちは、その名が示すように、その身をマリアの特別なご保護のもとに置き
ます。その会則の大半は聖ベネディクトの戒律からとられていますが、この世の危険から
修道女を守るために、ハッキリとした修正をほどこしてあります。この世との接触からく
る危険は、程度の差こそあれ、修道会にはつきものでありますが、学業を教える修道女た
ちには、特に大きなものがあります。そして、マリアの娘の修道会は、どこにいても、こ
の種の仕事に従事することになります。修道女たちは、このような世俗の中で、自己の成
聖を成し遂げる術を養わなければならないのであり、他の人たちにも成聖の道を歩ませる
ように助け、かれらを種々の危険から守らなければならないのです。 この修道女会はマ
ザー・スペリオール (総長・院長) のもとに統括されており、マザー・スペリオールは三
つの主要部門、すなわち、霊生部長、教育部長、財務部長によって補佐されています。 沈
黙、潜心、従順、困難に打ち勝つ心。これらは修道女たちが常に心がけている徳目です。
謙遜、慎み、自己滅却、そして、世俗価値の完全放棄は、修道女たちに明確に勧められた
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徳目です。修道女たちは、善徳に秀でるための障害になると考えられることは何にてもあ
れ、自分自身でこれらを克服するように、こころに誓っています。修道女たちは、厳密な
意味での蟄居を守ります。各修道院は、その事業の一環として恵まれない子女のための無
料の授業をおこないます。また、それとは別に、財政的に恵まれた子女のためにも寄宿学
校をも経営する準備があります。この授業では、あらゆる学科と有益な技術を教えます。
このような仕事の本質的な目的は、どちらの場合にも、生徒たちを社会と教会における善
徳の種子に育て上げることにあります。マリアの娘の修道女は、また、週の特定の日に、
それぞれのクラス別に、少女たちのソダリティの集会を開きます。この少女たちは、宗教
的な理想に燃えて集会に集まります。
契約が締結されたならば、ドラシャペル氏は娘を再び取り戻すことができる。それだけ
ではない。自分の娘に加えて、かの女と同じように孝愛と配慮と尊敬に満ちた数多くの娘
をもつことにもなるのだ。しかも、ドラシャペル夫婦は、新しい共同体の「この世におけ
る親」になる (11)。シャミナード神父はこのようなことをカステックス神父を通じてドラ
シャペル家に伝えた。その間、アデルは、ロロットに誓願宣立の準備をさせ、新しく創設
される共同体の院長としての直接の準備をさせた。

7 月 14 日、契約が締結された 3 日後、アンカルナシオンは終身誓願を宣立した (12)。
アンカルナシオンは、1821 年 9 月に入会して以来、素晴らしい修道女に育ち上がって
いた。ノビシアの間も、アンカルナシオンはコンドムやその他の地方のアソシエイツに文
通を続けた (13)。病室では看護のかがみであった。注意深く、親切で、まったく苦労をい
とわなかった (14)。
アンカルナシオンとカステックスは旧知のなかであった。かだらシャミナード神父は、
カステックスとの交渉事の多くをかの女にまかせていた。また、ピエタの改装計画にかん
しては、ベロックとアデルの意見をいれながら、アンカルナシオンが自分の考えと調査に
基づいて進めていった (15)。ある時点では、シャミナード神父は、かの女をベロックと共
に、長期間、コンドムへ行かせたほどであった。そのとき、おそらく二人はアデルの伯母
のもとに宿泊したのではないかと思われる。こうして二人は直接自分たちの手で交渉をす
すめたることができたし、修繕や改装を監督することができた (16)。修道会に入る前に家
事万端を取り仕切っていたアンカルナシオンには、ビジネス・センスが身についていた。
このようなかの女の能力とその熱誠があったからこそ、新しい修道院の院長の役目がかの
女にあたえられたのである (17)。
しかし、かの女の健康状態は、決して良いものではなかった。入会して 1 年も経たな
いうちにひどい風邪をひき、6 週間ばかり病床についたことがあった。アンカルナシオン
は、非常に繊細な身体をしていた。しかし、かの女の健康を心配するモニエ士にたいして
シャミナード神父が述べているように、自分にとってどのような用心と、どのような療法
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が必要なのかは、医者よりもかの女の方がよくわきまえていた (18)。
このようなことがあってしばらくした時、かの女の健康は非常に危険な状態に陥った。
アデルはドゥ・レクサードに、ベロック医師とラフォールの診断書を送り、テレーズの場
合と同様に、もし、ドゥ・ラコサード氏がアンカルナシオンの面倒をみてくださるのなら、
かの女をトナンスに送りたい、と手紙で打診した。しかし、もしかの女の生命に希望がな
いのなら、むしろアジャンにとどめておいて、そこで安らかに死なせて上げたい、とも述
べている。
アンカルナシオンは、9 月に入会してから翌年の 3 月まで生理がなくなっていた。正常
な生理に戻すには、ヒルによる療法や温湯療法が効を奏するかにみえた。しかし、かの女
の健康状態は、けっして良くはならなかった (19)。
それから 2 カ月たった 1822 年の 10 月、アデルはエミリに (この頃エミリはすでにアン
カルナシオンを知っていた)、ノビスであり友人である人の「ほとんど奇跡的な」治癒に
ついて語っている。かの女の上に聖遺物を置いたところ、その夜、かの女の健康は快復し
始め、毎日少しづつ良くなって行った。この聖遺物は、トナンスで血を吐いたスール・ビ
ジタシオンにも触れさせたことがあるが、そのときのも、聖遺物を置いたその日に出血が
止まったのであった (20)。
さて、アンカルナシオンは、このような病気から快復して、もう 2 年になっている。そ
して、いまやかの女は、コンドムの修道院長としての職務を引き受けるまでになったので
ある (21)。
ピエタの交渉が進んでいるあいだに、シャミナード神父は、シスターたちのもう一つの
計画をボルドーで進めていた。会を創立した当初から、アデルはこの修道会が修道院をボ
ルドーにおき、シャミナード神父の直接の指導をうけることができればよいと考えてい
た。しかし、ジャクピ司教はこれに反対し、自分の教区内に留めて置くように主張した。
このような状況にあったにもかかわらず、アデルは希望を捨てず、少なくとも若い修道女
がもっとシャミナード神父の身近で指導を受けることができるようになることを望んで
いたのである (22)。

1824 年 1 月、シャミナード神父はサン・レミにいたモニエ士に手紙を書き、ボルドー
での用件を種々説明しているが、その中で、マリアの娘たちをボルドーに誘致する計画に
も触れている (23)。マドレーヌ聖堂の近所に (24) 女子を対象にした素晴らしい寄宿舎学
校があり、その学校はシャミナード神父の知人であるグラメニャック家の姉妹 (Sœurs de

Gramaignac) によって運営されていた。
師はこの姉妹たちとは長い付き合いで、革命以前から知っていた (25)。今では、かの女
たちは年をとり、仕事から手をひこうとしていた。最初、シャミナード神父は、その土地
と学校を双方とも入手しようと考えた (26)。ブラザーたちがこの地で経営する男子校が
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順調に発展しており (27)、この女子校を手に入れれば、仕事の充実が計れると考えた。
しかし、その頃、イエズス会の司祭の働きかけで、それまでグラメニャックの学校に
通っていた生徒や教員を、閉鎖と同時に、聖心のシスターが経営する学校に入れようとす
る動きが出てきた。シャミナード神父は、この人たちと競合することを避けたかった。そ
れでシャミナードは、教師も寄宿生も、そして、その他かれらに権利のあるものはすべて
持て行かせようと考えた。そして、シャミナード師は、ただ、その建物と土地だけを買収
して、マリアの娘のノビシアにしようと考えたのであった (28)。
以前、この大司教区は、シャミナード神父から相談を受けた際、シスターたちはすでに
承認されたマリア会の一部なのだから歓迎すると言っていた。しかし、1 月になっても、
一向に状況は解決されなかった (29)。5 月、計画は進んだ。それでシャミナード神父は、
交渉が完了し次第契約書に署名するためにアデルをボルドーに呼ぼうと考えていた (30)。
アデルはエミリに次のように伝えている。
どうやら「修練院はボルドーに設置されることになりそうです・・・。これは、わたし
の大いに望むところです。創立者である神父様の直接の監督の元で養成できるからです」

(31)。
6 月 9 日、グラメニャックの敷地の権利書を移行する諸手続きが完了した (33)。コンド
ムへの引越しのためにアジャンを訪問しようと考えていたシャミナード神父は、その時ア
デルをボルドーに連れて帰り、必要な書類に署名させるとともに、同時にノビスたちをも
連れてこようと考えていた。ボルドーに来るのは、ルイーズ・ドゥ・ゴンザグに引き連れ
られた 12 人の歌隊修女のノビスである。助修女のノビスはアジャンに留まり、サン・ソ
ボールの指導を受ける。マリ・ジョゼフはトナンスを離れてボルドー共同体の院長にな
る。ボルドーの共同体をたすけるために二人の助修女が派遣される。合計、ボルドーのこ
の新しい共同体を形成する人員は 16 名になることになった (34)。

7 月の初旬、シャミナード神父は、秘書のブラザー・ルイ・ロテア (Brother Louis Rothéa)
を伴って短期間トナンスに留まった後、アジャンを訪問した。おそらくシャミナード神父
は、このとき、マリ・ジョゼフを同伴して来たのではないかと思われる。いずれにせよ、
マリ・ジョゼフはトナンスからアジャンへ来て、そこでルイーズ・ドゥ・ゴンザグの指導
のもとに黙想をし、終身誓願宣立の準備をした (35)。シャミナード神父は、アデル、アン
カルナシオン、マリ・ジョゼフの協力をてえて、二つの新しい共同体に関する細事を取り
決め、その人事を決定した。

7 月 14 日、4 人のシスターが終身誓願を宣立した。アンカルナシオン (Incarnation(36N159))、
マリ・ジョゼフ (Marie-Joseph(37N160))、ビジタシオン (Visitation)、そして、テレーズ・
ドゥ・サントギュスタン (Thérèse de Saint-Augustin) であった。この他に 4 人が初誓願
を立てた。サン・ソボール (Saint-Sauveur)、サン・ジュヌビエーブ・ドゥ・サンピエール
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(Saint-Geneviève de Saint-Pierre)(1823 年 9 月に入会したジェヌビエーブ・プレートゥル
Geneviève Prêtre のことで、トナンスに行くことになっていた)、ブリジット (Brigitte)(1823
年 10 月に入会したアントアネット・マルシュ・デストゥエ Antoinette Marche-Destouet の
ことで、かの女は未亡人であった。かの女もトナンスへ行くことになっていた (40N161))、
そして、アニェス (Agnès) (1823 年 3 月に入会したマリ・ブデ Marie Boudet のことであ
る）である。
このアニェスは、ノビスの頃から、どちらかといえば病気がちであったため、シャミ
ナード神父は、かの女の受け入れに難色を示していた (41)。しかし、時と共にかの女の健
康は快復し、非常に優秀でかつ強靭な教師に育ち上がった (42)。
翌日、アデルはシャミナード神父とロテアと共に、8 人のシスターを伴って、コンドム
の新しい共同体を創設するために、出発した。院長に予定されたアンカルナシオンと、寄
宿舎学校の校長となるエンマヌエルも、この一行に加わった (43N161)。
八年前にアデルが三人の同伴者を伴って旅したこの道を、アデルは、いま、再び通ろう
としている。まず、ガロンヌ川をポール・セント・マリまで下り、そこからパラビの修道
院を通ってフガロールにいたり、トランケレオンへ出る道である。アデルの身体が弱って
いたこと、それに、トランケレオンが一行の通り道にあったことの二つの理由から、男爵
夫人は一行にトランケレオンで一夜を明かすように招待した。シャミナード神父は、この
申し出を受け入れた (44)。
アデルは、生涯の大半を過ごしたシャトーに帰り、どのような感情を抱いたのであろう
か。なにも書き残していない。このシャトーこそ、かつてのアソシアシオンの中心地であ
り、母親からキリスト者としての生活を学びとった場所であり、父親を最後までみとった
我が家であったのだ。
あきらかに外から見たシャトーは、昔のままであった。しかし、いろいろのことが変
わった。アデルの父親はすでにこの世の人でなくなったし、マダム・パシャンも死亡して
今は居ない。デジレも、エリザも、クララも居なくなっている。男爵夫人と若い所帯を構
えたシャルルだけが、今と昔をつなぐ鎖の輪になっている。アデルを知っている召使や下
僕も、何人かは残っていただろう。母親やシャルルが修道院を訪れたときに云い忘れたよ
うな変化に気がつくためには、しばらくの時間を要したに違いない。
翌朝、シャミナード神父は、シャトーの聖堂で、一行のためにミサを捧げた。シャミ
ナード神父がこのようなミサを捧げる許可は、正式に司教から得ていた。
「わたしの教区
全体において承認する」という表現で与えられていたのである (45)。
トランケレオンを出発した一行は、コンドムに向かった。コンドムでは、ソダリティの
アンカルナシオン分会の人びとがピエタの聖堂を飾っておいてくれた。また、以前アデル
が世話をしたことのある大勢のアソシエイツたちが集まって、アデルの一行を待ち受けて
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いた (46)。この人たちは、今ではソダリティの女子青年部や婦人部のメンバーになってお
り、カステックス神父の指導のもとに活躍している。一行を待っていた人たちの中には、
コンパンニョ姉妹 (47) がおり、カステックス、ラグテール、ドラシャペルの家族、アデ
ルの伯母たち、市と病院の経営陣を代表する人びとが居たと思われる。
シャミナード神父とアデルは、そこに集まった人たちに感謝の言葉を述べ、新しい修道
院のための祈りを依頼して、シスターと一緒に修道院に入った。
翌日、シャミナード神父は、大司教の公式の代理として (49)、修道院開設の儀式をおこ
なった。7 月 17 日のことであった。
はじめて現地に足を踏み込んだシャミナード神父は、修道院の囲壁を明確にするために
なすべきこと、また、必要な改造が完了するまでにしておかなければならない一時的な処
置などについて、指示をおこなった。それが終わると修道院を祝別し、ミサを捧げ、脇祭
壇に聖体を安置した (再建されたこの聖堂では、この頃には、まだ、主祭壇ができあがっ
ていなかった)。これが終わると、修道女たちは、ミーティング・ルームに集まり院長の着
座式が行われた。これで、アジャンにいる頃、会則にしたがって正しく選ばれたアンカル
ナシオンが、公式に修道院長になったのである。このほかに、この時、他の補佐役たちも
任命された。この会議の議事録には、シャミナードとアデルならびにロテアが署名してい
る (50)。その後、アデルとアンカルナシオンは馬車にのって支庁と市議会を表敬訪問し、
ウルスラ会にも挨拶をした (51)。
一般の人たちのためには、翌日の夕刻、修道院開設の儀式を行った。この儀式には、大
勢の人が参加した (52)。シャミナード神父は、この時に人びとが示した暖かい歓迎に、大
きな感銘を受けた (53)。
翌 7 月 19 日、修道院は公式に蟄居の実施を開始した。
シャミナード神父は大司教に手紙を記し (55)、これらのできごとを詳しく報告してい
る。師はこの手紙の中で、マリアの娘とウルスラ会は、どちらも寄宿舎学校をおこなう
が、そのあいだで競合がおこなわれる事のないように配慮することを約束し、もし、互い
に競い合うことがあるとするならば、それは健全な意味での刺激と、相互の啓発だけであ
る、と述べている。そして、カディニャン神父 (Cadignan) を新しい修道院の教会の長上
として (56N162)、また、カステックス神父を常任の聴罪司祭として任命してもらいたい
と、また、もし、カステックス神父が不在の場合は、カディニャン神父ならびにラグテー
ル神父に聴罪司祭の代役をつとめてもらいたいこと、を要請した。
シャミナード神父は、この手紙に修道院最初の議事録を同封し、また、修道女たちにた
いして種々の典礼上の特典を認可してくれたジャクピ司教からの承認書の写しをも同封し
て、同様の典礼上の特典をあたえてくれるように依頼している (コンドムの小教区のスケ
ジュールに合わせるため、多少の変更が加えられていた)。そして、最後に、自分がオー
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シュまで出かけて直接大司教に表敬できないことを詫びる言葉で、この手紙を締めくくっ
ている。
アデルとシャミナード神父はアジャンへ帰った。二人は再びトランケレオンを通過し
たはずであるが、このとき、シャトーに立ち寄ったかどうかについては何の記録も残され
ていない。
二人は、長くても一日か二日、アジャンに留まっただけで、次は、マリ・ジョゼフを
伴ってトナンスに出発した。四年前に、修道院を創設して以来、これがアデルにとって初
めての修道院訪問であり、当初派遣された修道女たちに再会する初めての機会でもあった

(57)。
アデルはこの修道院に、さきにこの世を去ったスール・テレーズの精神が今でも残って
いることを発見し、大きな慰めを感じとった (58)。アデルとシャミナード神父は、ドゥ・
ゴンザグが 12 人のノビスを連れてアジャンから到着するのを待っているあいだに、トナ
ンス修道院の公式訪問をなし終えた。

7 月 25 日の午後、一行は船に乗り、ガロンヌ川を下った。この時に船に乗ったのは、ア
デルとシャミナード神父、ロテア、マリ・ジョゼス、ドゥ・ゴンザグ、12 人のノビス、2
人の助修女、帰りにアデルに同伴するためのスール・カタリンヌであった (59)。マルマン
ドに着いて夕食をとり、そこでソダリストたちと面会した。この長旅で衰弱し、疲労困ぱ
いに達していたにもかかわらず、アデルはソダリストたちに講話をおこなっている (60)。
翌日、再び船で川を下り、7 月 26 日の正午頃ボルドーに到着した。アデルは新しく用
意された修道院に満足した (61)。この敷地内には、マザラン通り (Rue Mazarin) とビル
デュ通り (Villedieu) に面した南東の角に、バルコニイをもった大きな家があった。そし
て、その他に、もう二つ、マザラン通りに面して、小さな家が (これは店屋であった) 建っ
ていた。この二つの建物の裏には広い庭があり、木が生えていた (62)。
翌日、公式に修道院開設の儀式がおこなわれ、修練院が正式に開始された (63)。院長に
はマリ・ジョゼフが着座した (64)。この間も、工事は続けられ、建物の修復工事がおこな
われた (65)。

7 月 28 日、シャミナード神父はアデルをともなって（おそらくマリ・ジョゼフとドゥ・
ゴンザグも同伴したと思われる）ダビオ大司教とボルドー市庁を表敬し、ミゼリコルドへ
行ってラムルースに会った (66)。一行は、ボルドー市の役人から歓迎をうけた (67) が、そ
れ以上に、ドゥ・ラムルースとその周囲の人びとから大きな歓迎を受けた。
一行はこの他にも、この屋敷を売却したグラメニャック姉妹に会ったり、ボルドーのソ
ダリティのメンバーに会ったり、(革命当時からシャミナード神父に忠実に仕えてきた召
使 (68)) マリ・デュブール (Marie Dubourg) にも会ったりした。おそらくシャミナード
神父の姉妹リュクレス (Lucrèce)(69) とも会ったと考えられる。
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この頃になると、アデルはすっかり疲れはてた。そしてアデルは、ノビスのスール・サ
ン・ジョゼフ・デューレンバッハ (Sœur Saint-Joseph Durrenbach) と共に、最初にこの
新しい修練院の病室に収容される人になったのだった (70)。シャミナード神父は、アデ
ルが他の修道女やノビスと長い会話をすることを禁止した。もちろん、これは、アデルに
とって非常に難しいことであった。しかし、かの女はこれに従った。「15 分間の従順は、

1 時間の崇高な会話よりも実り豊かなものです」とアデルは述べている (71)。
当初、アデルは、新しい修道院が落ち着くまでの数日間をボルドーで過ごし、すこしの
休息をとったのち、8 月の 2・3 日にはアジャンに帰ろうと思っていた。しかし、契約の交
渉が予期せぬ障害で長引き、いましばらくの間、逗留しなければならなくなった。
共同体は、この新しい環境にすばやく適応し、どの修道女も幸福そうに見えた。誰もが
食欲旺盛で、ボルドーの空気は健康的なのだ、とアデルは考えた。しかし、アデルには
シャミナード神父と会う機会はほとんどなかった。師は、沢山の仕事に追われていたから
である (72)。
ボルドーで待たされている間、アデルはトナンスを訪問した際の感想をサクレ・ケール
に手紙で知らせている。このころ、テレーズの後継者とし、院長の重職を果たしていたサ
クレ・ケールは、若い人にありがちな落胆と憂欝に襲われていた。しかも、かの女は、い
ままで大きな助けになってくれていたマリ・ジョゼフの援助を、もはや受けることができ
なくなっていたのだ。
アデルはかの女に、共同体が平静で平和であることを希望し、そうすれば、アガタが受
ける重荷も、幾らか軽くなるだろうと述べ、信仰の精神をもって生き抜くように励ました。
「あなたは、わたしたちに任された聖主の浄配たちを育て上げ、完成させることで、イ
エス・キリストご自身のお仕事の代役をしているのです。イエスご自身、魂をたずねあぐ
んでおられます。イエスへの愛のために試練と困難を我慢しようではありませんか。そ
れがわたしたち長上の償いの業であり、他のなによりも価値のあることです」(73)。
アデルは、また、トナンスに滞在している間に観察したアガタの態度をみて、いくつか
のアドバイスを送っている。
サクレ・ケールは共同体の行事の時間をよく守ること、とくに食事の時間に遅れないこ
と。そして、とくに急いでいるときを除いて、修道女をことのはずみで叱らないこと。叱
るのなら、すこし時間をおいた方がよい。両者が落ち着いているときにおこなう矯正の
ほうが効果がある。ますます大きな信仰をもって生きるように (74)。就寝時間をもっと
早くして、遅くとも 10 時半には床に就くべきだ。休息の規則は、他の規則と同じように
大切である。夜遅くまでおきている人は、どんな丈夫な人でも身体をこわす。いったん
健康を害すれば、いろいろな例外や緩和措置を必要とし、それが共同体の修道精神に害を
及ぼすことになる。よく食べなさい。でなければ健康を害する。大斉は週に一度でよい。
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しかも、その大斉のときも、少しは食べるようにするべきである。自己の責任を遂行する
において、何にもまして正確さを期し、姉妹たちにたいしてもっと大きな愛で接っするよ
うにしなければならない (75)、と述べてる。

8 月 10 日、やっとグラメナニャック姉妹が書類に署名し、アデルと公証人がこれに立
ち会い、署名することが出来た。売却価額は 18,000 フランを少し上回った。アデルは買
収価額の全額が支払われるまでは、二人のグラメニャック姉妹に、年四回の割賦で、年金
を (紙幣ではなく硬貨で) 払うことを契約した。この契約書によれば、年金は 10 年後に増
額されることになっていた。しかし、もしその 10 年が経過する前または後に、姉妹のど
ちらかが死ねば、年金も減額される。もし、全額の支払が終わる前に二人とも死亡した場
合は、この敷地の権利書は、そのままアデルの手に渡る。グラメニャック姉妹の遺言書で
は、この屋敷が抵当におかれていたため、アデルはこの建物に少なくとも 19,000 フラン
の火災保険をかけることになった (76)。
アデルは、やっとこれでスール・カタリンを伴ってボルドーを出立することができた。
トナンスにはごく短期間滞在したのみで、アジャンに帰った。ほとんど一ヶ月近くの留守
であった (77)。
いつものことながら、引越しの後には、必ずあれこれとフォローアプの仕事をしなけれ
ばならない。アデルは、自分が面接した 35 才になるポストラントには召命がないと考え
た。それで、この志願者にたいしては、親切に他の場所へ行くように指導しなければなら
ないと指示し、もう一人の志願者キャロリン (Caroline) に関しては、もしサクレ・ケール
が同意するならば、志願期を開始させてもよいだろう — しかし、かの女のためにアジャ
ンからベッドを送ることはできない、などと手紙で書き送った。
実際、アジャンには余分なベッドがなかった。修練院が引っ越した今では、二つのベッ
ドをカーテンなしのままで使っている (78)。マルマンドに立ち寄ったとき、ベッドを用意
することになっていた (79) 年若いポストラントの保護者に、連絡してみたが無駄であっ
た。アジャンにはシーツはあるが、十分な毛布がない (80)、と知らせている。
また、アデルは、長上のための規則書の写しをボルドーに送り、プティ・アンスティ
テュの写しを送り返してくれるように依頼した。アジャンには、コピーがなくなっていた
のだ (81)。
また、アデルは、何人かのノビスの所有物であるシャツと祭服類をいれた箱を、ボル
ドーに送らなければならないこと、そして、すでにそちらに持って行ったシャツ類のなか
にシャミナード神父のものが入っているので、それを取り出すこと。修練者用の服を買
うために志願者の一人が持ってきた宝石をボルドーで売却すること。それは、ボルドー
で売る方が、アジャンで売るより、高値がつくと思われるからだ、などと書き送っている

(82N163)。
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このようにして、徐々にアジャンの修道院は普段の生活にもっどっていった。人数は少
なくなったが、それでも仕事をこなして行くためには十分だ、とアデルは述べている (83)。
しかし、アデル自身は、まだ、健康の問題から、いろいろな制限を課せられていた。8 月

23 日に始まった年次の黙想 (84) の終わりに、アデルは自分の健康にかんして、もう一つ
の命令をシャミナード神父から受け取った。なぜ今更このような命令を受け取らねばな
らないのだろう。ボルドーにいたときに比べて、少しも悪くなっていないのに、と思われ
た。しかし、シャミナード神父の命令は絶対的なものであった。講話や訓話をしてはなら
ないこと。修道女との個別の面談をしてはならないこと、が命令されていた。
修道女との個別面談ができないことは、アデルにとって、厳しいことだった。なぜなら
アデルは、個別面談は上に立つものの一番大切な役目の一つであると考えていたからであ
る。個別面談なくして、どうして修道女たちを理解し、かの女たちの信頼を得ることがで
きるだろうか。
アデルはマリ・ジョゼフに、かの女に代わってシャミナード神父に訴えてほしいと頼み
込んだ。もし、すこしでも余裕をくださるならば、話すことを少なくして、聞くことを多
くするようにします、というものだった (85)。
アデルが配慮しなければならない世界は、アジャンとトナンスをはるかに超えて広がっ
た。今では四つの修道院をもつ修道会の総長である。そして、その内の二つは、かなりの
遠方にある。アデルが家にいるときは、身体を使う仕事を少なくしたが、文通の範囲は広
がった。かの女の宣教的熱意は、しばしば、このような修道女にたいする手紙の中で吐け
口をみいだした。三つの修道院の院長は、いづれもアデルの長年の友人である。トナン
スの院長はアガタであり、コンドムはロロットであり、ボルドーはいとこのエリザであっ
た。しかし、かの女たちは、いまや、友人以上のものになっている。アソシアシオンがで
きた当初と同じく、今でもかの女たちはアデルの協力者であり、貧しいひと、無知な人、
気まぐれな人たちへ自分の愛を伝達してくれる人なのである。
アジャンに居るアデルは、新しく院長の職についたサクレ・ケールを指導した。その指
導は、新しい志願者の受け入れから病人の取扱方にまでおよんだ。コンドムには親愛なる
アンカルナシオンがいる。かの女はビジネスには長けているが、配下の修道女たちとの人
間関係で苦しんでいる。信頼を得ることができないばかりか、愛情を得ることもできな
いのだ (86)。そして、高度の教育を受けたエンマヌエルの知性に脅威を感じ始めていた

(87)。アンカルナシオンと、その配下の修道女たちは、お互いに十字架になりはじめたの
だ (88)。アデルは、このような修道女たちを励まし、助けるように努力した。

9 月、テレーズが死んでからは「外貌に変化をきたした」(metamorphosed)(89) サンバ
ンサンは、数週間のあいだコンドムに滞在して会計の整理を手伝ったり、修道院や寄宿舎
学校の物的な用件の解決に協力した (90)。
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アデルは、マリ・ジョゼフと密接な連絡をとり、かの女を通してシャミナード神父に自
分の考えや質問を伝えた。シャミナード神父は忙しく、頻繁に手紙を書く暇がなかったか
らだ (91)。
アデルは、また、修練院長という難しい職にあるルイ・ドゥ・ゴンザグを援助しようと
した。ノビスたちが、修道会の精神の「源泉」であるボルドーにいることは、アデルに
とって喜ばしいことではあったが (92)、またその反面、自分の手元から居なくなったノビ
スたちを懐かしくも思った。シャミナード神父から修練院付きの霊的指導者として任命
されたカイエ神父が、どうのような指導を若い修道女たちにしているのかを知りたいとも
思った。また、ドゥ・ゴンザグに、ノビス一人ひとりについて、その進歩の状況をかい摘
んで知らせてくれるように伝えた (93)。そして、各人に宛てて新年の挨拶状を出すことに
した (94)。
ゴンザグがノビスをつれて出たあと、アジャンに残ったポストラントの責任は、アデル
自身の双肩にかかった (95)。
サクレ・ケール、エンマヌエル、アンカルナシオン、マリ・ジョゼフ、ルイ・ドゥ・ゴン
ザグ、そして、それに伴って多くの人たちがアジャンを離れた今、アデルは益々孤独を感
じるようになった。しかも、病気であることと仕事ができなくなっていることに加えて、
極度の疲労感と衰弱が、その苦しみを倍増した。
サンバンサンが暫定的にコンドムに行っている間に、共同体の霊生部長としてアデルが
大きな期待をよせていたテレーズ・ドゥ・サントギュスタンが病気になった。いまや、共
同体のすべての責任はアデルの肩にのしかかった (96)。「わたしは、まったく独りぽっち
になってしまいました」とアデルはサクレ・ケールに打ち明けている (97)。
ムーラン神父が修道院の黙想の説教のためにトナンスに出かける前に (98)、せめてしば
らくの間でもアジャンに留まっていてくれればよいが、とアデルは思った。サンバンサン
が死んでしまったり、永久的に他の修道院に派遣されたりしたならばどうなるだろうと考
えるだけで、アデルの心は沈んだ。
「昔からの仲間でここに残っているのは、わたし一人になるかもしれません。時には、
わたしも、こころを打ち明ける人が必要です」
、と述べながらも、すぐに信仰のこころを
もって、「神さまおひとりで、わたしたちには十分なのです」と付け加えている (99)。
アデルの健康は浮き沈みを続けた。そして、その度にかの女の身体に大きな負担がかか
り、はっきりとその痕跡を残すようになった。ボルドーから帰った後、シャミナード神父
からいろいろの規制を課せられたが、サンバンサンが留守をしているあいだに、少しアデ
ルの健康は良くなった (100)。

9 月、アデルが小康を得ているあいだに、こんどは母親が危険な状態に陥った。フィ
ジャックにいた男爵夫人は重い病気にかかり、しばらくの間、アデルにもシャルルにも、
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母親がどのような状態にあるのか、まったく情報がつかめなかった (101)。

12 月になると、いままでアデルに課せられていた規制も、いくらか緩和されることに
なった (102)。アデルは、ポストラントの世話をしなければならなかったのだ (103)。しか
し、アデルが世話をしなければならなかったのは、それだけではなかった。手が焼ける小
さなアンジェル (ANGELE) がいたのだった。
このアンジェルは、スール・ブリジット (Sœur Brigitte) の娘であった。ブリジットは
未亡人で、1823 年の 10 月に入会し、特別な見習い期間を過ごした (104)。しかし、かの
女の入会が受託されると、10 才になる娘は、修道院に引き取らざるを得なくなった。
誓願宣立の翌日、トナンスに派遣されることになったブリジットが、出発しようとし
たところ、娘のアンジェルが母親の腕の中で気を失ってしまった (105)。その当時、ブリ
ジットもアデルも、アンジェルはボルドーへ行って、修練院で生活するだろうと考えてい
た。しかし、シャミナード神父は、この考えに反対した (106)。
アジャンでのアンジェルは、非常に騒々しく、修道生活に不向きであることは明白で
あった。あちこち走り回り、隠れんぼをするなど、おとなしくすることができない、とア
デルはサクレ・ケールに報告している (107)。かの女は読み書きや算数の授業に出た。ま
た、修道院で勉強もした。しかし、放漫すぎて、あまり信心深くなかった (108)。しかし、
有難いことに、かの女はモニエ修道士に連れだってボルドーへ行き、そこで約一年間を過
ごすことになった (109)。こうして、修道院には平和が帰ってきた。
しかしながら、ボルドーの修練院という規制のある環境の中で生活するには、アンジェ
ルは余りにも活動的であったため、トナンスに送られて、６カ月のあいだ母親と過ごすこ
とになった (110N164)。

1824 年の後半、アデルは、もう一つの苦しみを味わはねばならなかった。それは、こ
のやんちゃなアンジェルでもなければ、ますます手間暇をとるようになったポストラント
の世話でもなく、四つの共同体にたいする全般的な心配ごとでもなかった。それは、将来
をもっとも期待されていた志願者の一人テレーズ・ドゥ・サントギュスタンが、目の前で
衰えて行くのを見守らねばならないことだった。
忘れもしない、ユーフラジンとエリザベト・デジェ (Euphrasine et Elisabeth Dégers)
が修道院の門を叩いたのは、アウグスチノ会の建物に引っ越したその日のことであった。

23 才になるユーフラジンは、スール・テレーズ・ドゥ・サントギュスタンと名乗り、
「優
秀なポストラント」(111) になったのである。霊的生活の進歩は早く、まだノビスである
ころから、エンマヌエルの指導の元に、プティ・アビ (Petit Habit) の寄宿舎の担当を任
されたほどの人であった (112)。シャミナード神父自身も、この稀にみる有望な志願者と、
直接コンタクトをとっていた (113)。
有期誓願者であったテレーズは、修練院でルイ・ドゥ・ゴンザグの助手をして 17 人の
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ノビスに授業を教えたり、仕事を監督したりした (114)。また、修練長が評議会に出席し
ている間は、修練長の代理をつとめたりなどもした (115)。

1824 年 7 月 14 日、テレーズは、終身誓願を宣立し、セント・フォアがコンドムの修道
院設立のために出発して以来、かの女にかわってアジャン修道院の霊生部長に就任した

(117)。その時からアデルはかの女を観察していたが、かの女の霊的な進歩は、目を見張
るものがあった (118)。
アジャンの修道女たちにとって、テレーズは素晴らしい霊生部長であった。かの女は霊
の働きを見極める素晴らしい能力を養い、他者の霊的状態や必要性を見抜く直感を持って
いた (119)。修練院がボルドーに移された今では、アジャンでプレノビスのプログラムを
テレーズの指導のもとにおこなってはどうか、という提案がアデルからシャミナード神父
に送られている (120)。
サンバンサンがコンドムに行っている間、共同体の物的な配慮をするのはテレーズの役
目であった。やがて、かの女は過労気味となり、疲労こんぱいに達した。体重が減りはじ
め、顔色が病人のように蒼白になった。そして、わき腹に痛みを感じ始めたのだ (121)。

(1824 年) 10 月になると、テレーズは「ほんとうの病人」のようになり、肉汁か重湯し
か食べられなくなった (122)。これは自分の病気に非常によく似ている、とアデルはゴン
ザグに打ち明けている (123)。テレーズは疲れきっていた。応接室で黙想の人たちに訓話
を与えたり、修道女たちと話をしたり、ソダリティの「天使の分会」の人たちに話をした
りで、ほとんど一日中、口を休める暇がなかった (124)。
かの女は、しばしば、熱を出し、夜はぐっしょり汗をかき、脇に痛みをおぼえ、ひどい
咳をし、いまではほとんど病床に臥したままになっている。何回か病床で聖体拝領をす
ることができた。かの女の霊的生活は健全であった (125)。しかし、いままで霊生の仕事
に邁進し、授業を監督し、共同体の生活用品を調達してくれていたテレーズがいなくなっ
て、人びとは、いかにも寂しい思いをさせられた (126)。

11 月には、ほとんど中断されることなく、8 日間、高熱が続いた。「わたしのこころは、
本当に悲しみに沈んでいます。かの女のために祈って下さい。そして、ほかの人たちにも
祈をお願いして下さい」とアデルは打ち明けている (127)。
やがて、この病気から治りそうもないことが分かってきた。熱は間断なく続き、痛みは
激しくなった (128)。「わたしがどれほど悩んでいるか、お分かりいただけるでしょう」、
とアデルはゴンザグに記している (129)。そして、アンカルナシオンには、
「わたしのここ
ろは悲痛でいっぱいです」と述べている (130)。
テレーズは神との一致のもとに、自分の病気を完全に受け入れていた。こうしてかの女
は共同体の手本となり、自分が必要としている「長い忍耐力」を神に祈ってくれるように
修道女たちに願った (131)。
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12 月の初旬、ベロック医師によれば、テレーズの肺は炎症を起こしており、治る希望
はなかった。生き延びたとしても、あと数日だろうということだった (132)。
「わたしのこ
ころは苦しみで張り割けるばかりです」とアデルは悲しそうにサクレ・ケールに打ち明け
ている (133)。
テーレーズは苦しんだ。しかし、かの女はすべてを捧げて平安を保っていた。

12 月 13 日、最後の秘跡を拝領した。「かの女はまるで天使のようです。初めから天国
に召されていた人のように死を迎えました。ひたすらに神を思い、短い祈りを絶えず口ず
さみ、何事が自分に起こっているのかを十分に知りながらも、忍耐と、静けさと、平安を
たもち続けました」(134)。
テレーズはアデルに自分の霊生日記を破棄するように願った。しかし、まずアデルが、
それに目を通すことにした。きちんと整理された日誌は、正確に書かれており、自分の落
度を記録し、糾明と決心が記してあった。このなかのいくらかは、他の人たちに、よい励
ましになるだろうとアデルは考えた (135)。「死」という文字が表紙に記されていたのは、
この日記である。そして、この「死」の文字は、妹が一年少し前に死んだときに記された
ものであった (136)。
テーレーズは自分の時間を有効に用いることができたことを嬉しく思っていた。アデ
ルはそのことを知っていた。しかし、今は、もう時間が残されていなかった (137)。かの
女は週に一度か二度、聖体を拝領した (138)。クリスマスの日も聖体を拝領した (139)。

1 月 14 日、終油の秘跡を受けたが、アデル自身は頬がはれて臨席することができなかっ
た ー 「かの女がわたしをとても愛してくれている」から、これは、二人が捧げる犠牲
でした、とアデルは述べている (140)。
しかし、アデルはテレーズの最後に立ち会うことができた。1825 年 1 月 22 日、午前 2
時のことであった。テレーズは周りの人にアデルを呼んでくれるように頼んだ (141)。テ
レーズの意識はハッキリとしており、十字架を手にもっていた (142)。ノビスのころお世
話になったサクレ・ケールにお礼を伝えてくれるようにアデルに頼んだ。そして、他のす
べての修道女にたいしては、次のような最後の言葉を残した。
「皆さんにお伝えください。わたしたちは死ぬ間際になるた、ほとんど何も成し遂げる
ことが出来なかったということが、はっきりわかります。時間は、それほど短いものなの
です。自己を捨て、すべてを神のご意思に委せ、神と一致することによって霊的に成長す
るよう努力するにお伝え下さい」(143)。
今わのきわにあって、
「霊生の母」テレーズは、死の床から、数多くのシスターたちに
霊的なアドバイスを与えた (144)。
午前 4 時、最期のゆるしの秘跡を受けて５分後、アデルの腕の中で最期の息を引き取っ
た (145)。28 才であった。

332

第 20 章

1824 年–1825 年

その土曜日、かの女の遺体は一日中、聖堂に安置されていた。在俗第三会のメンバー
が、順番に、昼夜、遺体の側についた（修道女の間で、遺体の側についていることができ
る人は、一人もいなかった。それほどたくさんの人が病気だったのである）
。
日曜日の朝、ルイ・マリ・ドレンヌ (Louis-Marie Drenne) の向いにある小さな修道院
の墓地に、テレーズは埋葬された。「聖人の死」は、なんと美しいものでしょうか。
「わた
しも死にたくなります」
、とアデルは叫んでいる (146)。
テレーズが修道院にいるあいだ、かの女はいつも周囲の人に慰めとなっていた (147)。
「わたしの心は苦悩で打ちひしがれています。親愛な娘のひとり、わたしの補佐役を、失
いました」(148) と、アデルはエミリに記している。
テレーズは、死んだ後も奉仕を続けた。遺書をもって 8,000 フランを修道院に遺し、そ
の財政を助けたのである (149)。
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アデルの健康の浮き沈み/男子マリア会の公的承認
デュブラナの叙階/ジャクピ司教辞任を試みる
アデル「創立の歴史」を記し 手紙を焼却する

1824 年から 25 年にかけての冬、アデルの健康はあまり芳しくなかった。共同体が四旬
節の準備を始める頃になっても、いっこうに回復に向かう様子はなかった (1)。シャミナー
ド神父は、この聖なる季節を前にして、男女修道会の各共同体に回章を送り、守るべき四
旬節の戒律について説明をおこなった。教会の掟というものは修道会の共同体でこそ最も
忠実に守られるべきものであると考えていたシャミナード神父は、各修道者にたいして、
四旬節の戒律を忠実に守るように注意を促した。しかしながら、本会の精神としては、も
し長上が健康上の問題で疑いをもった場合、健康を優先させることがすすめられている、
とも付け加えている (2)。
四旬節中、アデルが大斉を守ることはかたく禁止された。アデルはこれを真の苦行とし
て受けとめた。アデルはゴンザグに手紙を書き、自分たちのどちらが先に自我を脱却でき
るようになるか、と挑発している。アデルがこのようにゴンザグに挑戦したのは、アデル
自身が自我を脱却する必要性を痛切に感じていたからである (3)。

3 月、サクレ・ケールが病床に臥した。これはサクレ・ケールにとって、初めてのこと
であった。この時、アデルは、サクレ・ケールとその共同体に見舞いの手紙をだしている
が (4)、その時のアデル自身は、見るも哀れな状態に陥っていたのだった。しかし、アデ
ルはつとめて前向きの姿勢をとり、いままで「内的な苦痛しか」経験したことのなかった
サクレ・ケールに、次のような励ましの言葉を送っている。
いまは四旬節の季節です。神さまはあなたが外的な苦しみにも耐えることができるよう
になることを望んでおられます。「それは、信仰の目からみれば大きなお恵みです・・・し
かし、この苦しみが死に至るものでなく、神の栄光のためのものであることを望みます」
。
また、アガタが完全に自己に死に、キリストとともに復活することができるようになる
ことを希望したアデルは、次のように付け加えている。
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「わたしの親愛なる姉妹。わたしにとってお説教をすることは、いとも容易いことで
す。でも、血の通ったわたしの心は、あなたがご病気であることを知って悲しみに沈んで
います。しかし、わたくしは神がお与えになったこの十字架をお受けします。この十字架
は、わたしの心に残されたすべてのものを捧げ尽くすことを要求しているかに思えます。
それは、この十字架によって、わたしが死ぬ前に、＜わたしの愛するすべての先輩の姉妹
たち＞がわたしのもとから取り去られ、＜新しく入会してきた姉妹たちのみ＞に取りまか
れることを意味しているかのように思われるからです。神さまは、わたしが心のすべてを
余すことなくお捧げすることお望みになっておられます。神さまがわたしを打たれるの
は、その慈悲によるものです。仰せのごとくなりますように」(5)。
しかし、サクレ・ケールの病気は、さほど重いものではなかった。一週間後、少しの後
遺症を残しただけで、床を上げることができた (6)。

4 月の下旬、アデルも元気を取り戻し、共同体の食事の準備をするサンバンサンの手伝
いをすることができるようになった (7)。
アデルはゴンザグに次のように書き送っている。
「わたしは元気になりました。アレルヤ（復活祭）は、わたしに健康を取り戻してくれ
ました・・・。いまやわたしは愛する修道会と神の栄光のためにのみ、体力のすべてを使
いはたすことを望んでいます」(8)。
事実、この頃、アデルは「カテキズム」の著作に取り掛かっていた。この本で、アデル
は修道誓願全般について述べるとともに、本会の五つの誓願と、沈黙、ならびに修道会の
精神についても記述した。
アデルは、また、修道会の設立の「歴史」を執筆し始めた —「しかし、それは自己流
のもの」でしかなかった (9N65)。
アデルはこのカテキズムを共同体の養成プログラムで使用する前に、シャミナード神父
とカイエ神父に検討を依頼し、その承認を得るためにボルドーに送った (10)。
ところで、この数週間のあいだは、数多くの姉妹たちが病気をしていたにもかかわら
ず、共同体の事業はますます盛んになっていった。アデルはこのソダリティの世話をマリ
アのみ手に委ねていた。それは、担当者の姉妹たちが病気であるばかりでなく、アデル自
身も、しばしば病気にかかっていたからである。
ベロックさえも一ヶ月余り病床についた (11)。「人間的な目でみれば」ソダリティは「見
捨てられたかのように」さえ思われた。「しかし、わたしは希望を神とマリアに置きます。
（ソダリティは）神とマリアの栄光のためにこそ存在するものであり、もし、お望みにな
るならば、神さまもマリアさまも人間の力をかりることなく (ソダリティ) を維持するこ
とがおできになるからです」と述べている (12)。
事実、数週間の後、アデルは、
「ソダリティはうまくいっています。マリアさまが働い
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ておられるのです」(13) と報告することができたのだった。ソダリティは毎週、日曜日
に、四回のミーティングを開いていた (14)。また、学校の授業も順調に進み、生徒で満員
になった (15)。

5 月の初旬、あいかわらずアデルの健康は小康状態を保っていた。もっとも、「用心の
ために」いまでもロバのミルクを飲み続けていた (16)。5 月になると、アデルは、とりわ
け修練院において、マリアをたたえる何か特別な戒律を守ることを希望した。そして、ゴ
ンザグには、ノビスたちがマリアへの信心を習得することができるように養成してほしい
と要請し、次のように述べている。
「マリアはわたしたちの母親です。わたしたちが＜この修道会の目的＞を達成すること
ができるように、希望をマリアのみ手に委ねましょう。わたしたちは母親マリアのもので
す。子供のこころをもってマリアに接しなければなりません。どの母親よりもやさしい
マリアに支えられて、全幅の信頼をもってマリアに助けをもとめましょう。マリアにたい
する信心は、予め選ばれたものの印です・・・わたしたちの浄配がそれほどまでに愛して
おられるおん母、そして、恩寵の分配をお任せになっておられるおん母マリアを愛するこ
となくして、どうしてわたしたちが天国の浄配をお喜ばせ申し上げることができるでしょ
うか」(17)。
ちょうどこの頃、アデルは、アジャンでも、ボルドーでも、他の修道会の人たちがマリ
アの娘のことをあまり良く云ってないことを知り、驚かされた。だれがどのような事を
云っているのか、はっきりしなかった。
アジャンには少なくとも三つの修道会、すなわち、愛徳会、聖ヨゼフ会、そして、カル
メル会があった。また、ボルドーには数多くの男女の修道会があった。しかし、アデルも
シャミナード神父も、論争の中に巻き込まれないように身を守った。二人とも静かに口を
閉ざして問題の解決を待った (18)。当時のアデルの心を占めていたのは、このようなこと
よりも、もっと積極的な意味での修道会の発展であった。

(1825 年の) 6 月頃まで、アデルは、毎週、共同体にたいして「修道会の諸徳」について
講話をおこなった。アデルは一度の講話で一つの徳目について話し、その翌週、姉妹たち
が普段にまさってその徳目を実践するように指導した (19)。
しかし、シャミナード神父はあまりアデルの態度に満足していなかった。もしアデルが
いましばらくの間養生してさえいてくれたならば、もっと丈夫になっていただろうと師は
考えていたからである。アデルは、何日かは命令通りにおとなしくしているが、しばらく
経つとすぐ丈夫になったと思い込み、そしてまた、そのすぐ後で病気にかかってしまう。
これは、
「乱用である」とシャミナード神父は考えた。そして、次回アジャンを訪問する
ときには、この問題に関してなんらかの手を打とうと考えていた。
修道会のすべての人たち、また、修道会となんらかの関係にある人たちは、全員アデル
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の健康にこころを傷めていた。アデルのために捧げられる祈りに不足があるはずはない。
。
この祈りを裏切るような行動によって、祈りを無に帰すようなことがあってはならない！
「医者の処方がなんであれ、それに従う明確な命令をわたしがアデルに与えるチャンスが
くるまでは、どうか、アデルの面倒をみていてください」とシャミナード神父はサンバン
サンに嘆願している (20)。
アデルは、その努力の大半を、三つの共同体の院長を助けるために費やした。昨年コン
ドムに修道院を設立して以来、アンカルナシオンはいつも問題となっていた。アデルはこ
のようなアンカルナシオンにシャミナード神父から手紙を書いてくれるようにと、当時ボ
ルドーに住んでいたマリ・ジョゼフとゴンザグを通して依頼している。アンカルナシオン
は非常に助けを必要としており、
「長上たちがかの女を見捨てて」何もかもかの女のなす
がままに任せているのではないことを分からせてやる必要があったのだ (21)。
狂乱したように書いてきたアンカルナシオンの手紙にたいして、シャミナード神父は、
新しい職務についたばかりのかの女を片時も忘れずにいると述べ、
「あなたが重荷を負う
のを、わたしはできる限り助けて上げたいと考えています」と答えている (22)。
シャミナード神父はこの手紙を、まず、一般的なガイドラインから書きおこし、次のよ
うに述べている。
裁定権を行使するときは自信をもって行いなさい。自分がその環境において最善であ
ると考えたならば、決定を下しなさい。そして、一旦決定を下したならば、それについて
くよくよし考えないことです。自分の力のおよぶ限り、姉妹たちのあいだに一致と愛徳と
協力を育てなさい。しかし、自分を信頼するように姉妹たちに「命じる」ことはできませ
ん。また、事実上それが弱さであったとしても、自分の親切心でもって人の信頼を買い取
ることはできません。すべての人を喜ばせることは不可能です。また、すべての人の要望
をことごとく聞き入れることもできません。人の上に立つアンカルナシオンは信仰の精神
をもって行動し、姉妹たちは単純のこころをもって従うべきです (23)。
また、シャミナード神父はこの手紙の中で、具体的な問題についても、かなり詳細な点
にまで立ち入っている。
寄宿舎学校の教室に関するアンカルナシオンの計画には賛成である。うまく行くように
必要なお金は使うべきだ、とシャミナード神父は勧める。教室は長年残るものだ。もし、
労賃を支払うお金がなければ借金すればよい。あなたは自分自身の仕事をしているのでは
なく、み主の仕事をしているのだ。なにも恐れる必要はない。施設の一部である洗濯場は
賃貸すべきであろう。しかし、貸すときは洗濯場以外の目的で貸すべきだ。学校に近い場
所でたくさんの洗濯用の廃液 (灰汁) が流れ出すことは、寄宿生の親たちにとって余り気
持ちの良いことではない (24)。かの女の云うように、洗濯場をラグテール神父またはその
後継者の宿舎に改築することは賛成である (25)。夜、庭園師を呼ぶ必要がある場合を考え
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て、修道院とベルでつないでおくべきだと思う (26)、などと述べている。
もう一つアンカルナシオンのこころを悩ましていた問題がある。それは、自分がはじめ
から院長に任命される器でなかったのではないか、という問題である。これに対してシャ
ミナード神父は、どんな修道院長もあなた以上に明白に神の意思に従って選ばれた証を持
つ人はいないと述べて勇気付けている。しかし、だからと云って、自分の欠点を克服する
努力を放棄してもよいと云うわけではない。自分に欠けた素質を修得するように努め、職
責の遂行を妨げるような欠点は矯正されなければならない。この点にかんしては、もし、
素朴な態度で霊生部長のセント・フォアに意見を求めれば、助けてもらえるだろう、とも
述べている。
また、
「すべての姉妹にたいしては、善良でやさしい母親であるように。姉妹たちが立
派に霊的生活を送り善徳に励むことができるように、常にこころを配りなさい。そして、
姉妹たちの健康についても、いつもこころを配りなさい。会則を遵守させようとするとき
は、常にやさしさと忍耐と愛をもって厳しさを緩和しなさい」(27) とも述べている。
アデルもアンカルナシオンに手紙を書き、もし自分が気の向くままに手紙を書いていた
ならば、毎日でもあなたに手紙を書いていただろう、と述べている (28)。そして、アンカ
ルナシオンを院長に任命したのは神のみ旨を守ること以外のなにものでもなかったこと、
また、神はご自分が望んでおられる場所に、ご自分が望んでおられる人が居るとき、その
人のうえに恩寵をお与えになる、と教え諭している (29)。
確かにアンカルナシオンにとって院長の職責は重いものであった。勇気を出して下さ
い。「この三年間は、あなたにとって、大きな功徳を積む機会になるでしょう」(30)、と
アデルは述べている。またアデルは、苦しい局面に立たされたときに軽率な言動をとるこ
とがないように言葉と身振りの沈黙を真剣に修得しなさい、とも勧めている。とりわけ人
間というものは、気が転倒していると、わずかなことにも腹をたてるものである。こころ
に平安を保つように努めなければならない。そして、このようなこころの平安は、静かな
祈のうちに見出すことができる (31) と述べている。また、落胆するということは、多く
の場合、自分のプライドが傷つけられたときに起こるものだ。
「み主の働きは、わたくし
たちの中においても、静かに進むものです。ちょうど神さまがわたくしたちにたいして忍
耐深くあるように、わたしたちも自分自身にたいして心棒強くありましょう」(32) と教え
ている。
院長の仕事についたばかりのアンカルナシオンは、ある特定の状況や、共同体における
人間関係において、どのように対処すれば良いのか、まったく分からないことがあった。
これらの問題に関するアデルのアドバイスは、ポイントをついている。
ある修道女が、その云うことや為すことにおいて、誠実さと公正さに欠けていると批判
されていた。昔からこの修道女を知っていたアデルは、今度も同じような批判がかの女に
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向けられたのを知った。しかし、かの女がそのような批判を受ける裏付けになるような事
実はどこにも見つからなかった。そこでアデルは次のように諭している。この修道女の
言い分によく耳を傾けてあげなさい。そして、常に公正な態度をとるように勧めなさい。
。
親切心と忍耐力をもってこの修道女の弱点を受け入れ、かの女が過っていたという明白な
証拠が出るまでは、かの女を信じてあげなさい、と述べている。
また、ある修道女は小心に陥る傾向があった。アデルは、この修道女がある種の現実的
な過ちを犯していることがあるという事実を指摘し、かの女がこのような現実的な過ちを
想像上の誇張した過ちと明確に区別することができるように助けて上げなさい、とアンカ
ルナシオンにアドバイスしている。とりわけ、必要なのは恐れよりも信仰と謙遜であっ
て、信仰と謙遜さえあれば、そのような小心を克服することができる、と述べている。
もう一人の修道女は、過度に想像力を働かす癖をもっていた。この修道女にはサポート
と信頼が必要であること、しかし、常に会則を遵守させる必要があることをアデルは教え
ている。
また、過ちを犯した修道女にたいしては、叱責しなければならないが、つねに親切心と
信仰のこころをもって行うべきだ、とも教えている (33)。
共同体のメンバーに対する人間関係に関しては次のようなアドバイスを与えている。
修道女たちに雑用や人のいやがる仕事を免除してはなりません。むしろ、信仰をもって
その嫌な気持ちを昇華するように指導すべきです。嫉妬心があるときは、たがいに避けて
通ることは問題を解決することにはなりません。謙遜と没我の精神をもって妬みの感情を
より高尚な気持ちに引き上げるようにすべきです。もし二人の修道女がいがみ合うなら
ば、その二人を引き離すのではなく、むしろ、たがいに忍び合うようにすべきでしょうと
述べている (34)。
厳しさのなかにも慈悲深さをもつように、というのがいつもアデルが口にする忠告で
あった。会則を正確に実行することに厳しくありなさい。たいして問題にもならない小
さな過ちにたいしては慈悲深くありなさい。そうすれば、人を成長させ、こころを開かせ
ることができます、と云うのだった。
もしアンカルナシオンが許可するに忍びないことを修道女が求めてきたときには、期待
に沿えない残念さを明確に表明しなさい。「いやいや与える許可よりも、気持ち良く断わ
られたほうが、時としては、より有り難く受け取られるものです」(35) と述べている。
アデルはまた、アンカルナシオンにたいして、常に蟄居を念頭において生活するように
と勧め、いくつかの実践的な提案と警告を与えている (36)。しかしながら、修道院内では
今までどおり厳格な沈黙の規則を続けるとしても、必要かつ有益と考えられるときには
エンマヌエルがソダリティの集会に出かけることを禁止してはならない (37) とも述べて
いる。
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コンドムのソダリティは、修道女が来たことで、活力を一新した。コンドム周辺にある
数多くの小さな町や村の主任司祭が、ソダリティと提携している種々のグループの成長を
許容し、かつ、助長したため、ソダリティの事業と活力は目覚しい発展を遂げたのだった。
コンドムの修道院は、アジャンやトナンスで行っていると同じように、貧しい子女のため
に無料の学校を開設し、生活に恵まれない婦人たちに宗教を教え、何箇所かで裁縫の仕事
場をもオープンした。ピエタは、巡礼地としての昔の評判をいく分かでも取り戻した。
姉妹たちはピエタの聖堂を復元し、新しい本祭壇を設置した。破壊された聖像のかわり
に、彫刻した群像を祭壇の上に安置した。数多くの聖画が聖堂のあちこちに飾り付けられ
た。無原罪の祝日や、コンパッションの聖マリアの祝日などのように大きな祝日には、大
勢の群衆が聖堂に来て礼拝するようになった。そのようなときには、エンマヌエルがその
持ち前の音楽的才能をふるって儀式に荘厳さを加えた (38)。
エンマヌエルは、アジャンに居たときと同様、ソダリティで働くだけでなく、女子マリ
ア会の最初の女子寄宿舎学校でも校長として働くことになった。はじめはシャミナード神
父もアデルも、寄宿舎学校を開設することに躊躇していた。上流社会の子女を、朝から晩
まで修道院の同じ敷地にとどめておくことは共同生活の邪魔になるかもしれないと考えら
れたし、姉妹たちの仕事量が多くなることも明らかであったからだ。しかし、上流社会の
子女や中流社会の子女にたいするキリスト教教育の必要性は、貧しい人たちにたいするそ
れと少しも変わることはなかった。コンドムの住民や聖職者から度重なる要請を受け、か
つ、寄宿舎学校を経営する後継者を探していたアデルの伯母からの要請もあって、修道院
が開設されて僅か数カ月後に、寄宿舎学校を始めることになったのである (39)。そして、
エンマヌエルの経験と優秀な才能のおかげで、この寄宿舎学校は立派に運営されていった

(40)。
しかし、アデルは、ボルドーに送るだけの年齢に達していない志願者たち (プレ・ポス
トラントやプレ・ノビス) をこの学校に送って教育するのは適切でないと考えた。たとえ
重荷になるとしても、かの女たちをアジャンにとどめておいた方がよいと考えた (41)。ま
た、それだけでなく、マドモアゼル・ダルディ (Mademoiselle Dardy) のように年齢的に
は問題はなくとも、過去の生活が必ずしも芳しくない女性を送るのもあまり良くないと考
えた。もしかの女を送るとするならば、まず、よく黙想をさせて行動を改めさせてからで
なければ、他の生徒たちに悪い影響を与えると考えたからである (42N166)。何はさて置
き、学校を経営する唯一の目的は、生徒を立派なキリスト者に育て上げることに他ならな
い。アデルは、エンマヌエルやアンカルナシオンが、この目的を決して見失うことはない
と確信していた (43)。
病気であり、どちらかと云えば余り活動することのなかったアデルではあったが、かの
女の宣教師としての熱誠は少しも衰えることはなかった。10 月、トナンスの修道女たち
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が誓願更新のための黙想をおこなったが、この時、ムーラン神父が病気であったため、パ
ガ神父 (Paga) が黙想の説教をした (44)。この時、アデルは修道女たちのために五つの誓
願が持つそれぞれの意味について考察を施している。キリスト教信仰とその実践を教え
る誓願についての説明にあたっては、
「イエス・キリストを知らしめる熱意で」燃えるよ
うに励まし、
「聖主を知らしめるためならば何処にでも行こうではありませんか。どんな
仕事でも受けいれましょう。この素晴らしい誓願をまっとうするためであるならば、自分
たちの健康を犠牲にし、自分たちの望み、嫌なこと、生命そのものをも犠牲に捧げようで
はありませんか。真の宣教師でありましょう。人びとの救霊のために祈りと償いを行い、
自己を放棄しましょう」(45) と述べている。
また、ノビスたちがボルドーで最初の黙想に入ろうとしていた時、アデルはゴンザグに
次のように述べている。
「わたしの親愛なる娘よ、あなたに与えられたこの誉れある役目について思いめぐらし
て下さい。あなたの役目は神の子羊の浄配を教育することであり、いつの日にか神なる牧
者の子羊たちを探しに出かける宣教師たちを養成することです。あなたが世話をしておら
れるこれらの若い人たちが神のみ元に連れて来るであろう全ての人は、いつか、あなたの
冠になるでしょう。勇気を持ちましょう。報いは労苦に勝るものです。サマリアの女を
探すイエス・キリストにみならって、自分たちを使いはたそうではありませんか。このよ
うに素晴らしい仕事のために労苦を惜しむことがありませんように」(46)。
ノビスと修練長にたいするアデルの心遣いは、その手紙によくあらわれている。アデル
が親しみをもって呼びかけるゴンザグ。このゴンザグは、サクレ・ケールが死の床にある
スール・テレーズ・ヤナッシュに交代するためにトナンスへ赴任したとき、10 カ月のあ
いだアジャンで修練院長をしていた。アジャンでは、アデルの直接の監督下に置かれてい
たため、アデルの現存とその経験を十分に利用することができた。しかし、いまゴンザグ
は（32 歳になっている）ボルドーにいて、自分の力でやっていかなければならなかった。
助けといえば、自分より経験の少ないマリ・ジョゼフ以外には誰もいなかった。
シャミナード神父はこのような状況にあるゴンザグを助けるために、自分の補佐をして
いたカイエ神父をノビスの霊的指導者にした。しかし、そのカイエ神父は、男子マリア会
の法的承認を得るために 1825 年の大半をパリで過ごしたのであった (47)。だから当然の
ことながら、ゴンザグは、必要のある度にアデルのアドバイスと意見に頼ることになった
としても、仕方のないことであろう。もっとも、アデルはこのことを「川へ水を運ぶ」よ
うなものだ、と述べている (48)。
ゴンザグはアデルの「最初の子供」の一人であった (49)。だから、かの女に手紙を書く
ことは、アデルにとって喜びであった。アジャンの修道女たちのニュースを知らせ、と
りわけ、いずれボルドーへ行くことになるポストラントについてのニュースを知らせた。
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そのほかに、ソダリティのニュースも知らせた。このソダリティのニュースは、とくに前
向きのものが多かった。アンカルナシオンも居なくなり、エンマヌエルも居なくなった。
その上、アデル自身の関与も著しく少なくなっていたにもかかわらず、ソダリティは盛況
を極めた。ナティビテのような若いシスターが、エンマヌエルにさえ反応を示さなかった
少女たちを引き付けることに成功していたのである (50)。
このような手紙の中で、アデルは注意深くボルドーの人たちの様子を聞いている。単に
修道女のことに気を遣っていただけではない。グラメニャック家の人たちやマリ・デュ
ブール、その他、アデルがボルドーで会ったことのある人たちについても気を配っていた
のであった (51)。
しかし、このような手紙を書くアデルのこころにあった一番大きな気がかりは、なんと
云ってもゴンザグその人であった。ゴンザグは、修道会の新しいメンバーを養成するとい
う困難な仕事を任されているときに、長期にわたって霊的な乾燥と試練に見舞われていた
のである。
「勇気を持ちなさい！」とアデルは叫んでいる。
「わたしの娘よ。み主は、いろいろな
道を通じて導いておられるのです。あなたの道は厳しく赤裸々な信仰の道です。だから、
み主はあなたに被造物のなかに慰めを見いだすことをお許しにならないのです。慰めはみ
主の内にのみ求めることを望んでおられます。わたしの子よ。み主の慰めは人間の慰めよ
りもはるかに優れています。でも、弱い人間の本性にとって困難なこの道を受け入れるた
めには、真の意味で寛大でなければなりません。なぜなら、わたしたちは聖なるものごと
においても自分の満足を捜し求めようとするものだからです。哀れなわたしたちの心は、
いつも何かにすがりつこうとしています」(52)。
また、ある時、アデルは次のようにも云っている。
「あなたがたずさわっているのは、高い聖徳の仕事であり、こころの執着から離れ、自
己を蔑視することです・・・。わたしたちは他の人たちのために忙しく働かなければなら
ないからという、ただ、そのための理由から、自分自身のことを忘却することは決して許
されません。聖人になろうではありませんか。そうすれば多くを成し遂げることができ
ます」(53)。「神は、神ご自身のみがあなたの慰めであることを望んでおられます。神は
あなたを＜厳しく赤裸々な信仰＞の道をもって導こうとしておられます。み主は、すべて
を来世のために取っておこうとしておられるのです。前払いなしで・・・。涙のうちに種
を撒こうではありませんか。そうすれば、喜びのうちに刈り取ることができます」(54)。
ゴンザグが経験したこの内的試練は、単にかの女を浄化しただけでなはく、ノビスたち
が経験する試練にたいする理解とおもいやりをも育て上げてくれた (55)。アデルとして
ゴンザグに言い得たことといえば、次のようなことであった。
「あなたは死の道を歩んできました。人間の本性には苦しい道ですが、信仰の目には貴
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重な道でありました・・・。信仰のみで生きなさい。自分自身を祈りで強め、聖体拝領で
強めなさい。内的生活、信仰の生活、神のうちに隠された生活、それがわたしの親愛なる
ゴンザグが通らなければならない道なのです」(56)。
修練院長の仕事をしていたゴンザグは、召命を見極めるという、苦痛に満ちた決定を下
さねばならない場面にしばしば遭遇した。このようなゴンザグにたいして、アデルは次の
ようにかの女を勇気づけている。
「荘園主である神さまから世話をするように任せられた大切な樹木を育て上げようでは
ありませんか。しかし、その中のいくつかの木を抜かなければならないことがあったとし
ても、また、萎れて枯れてしまった木があったとしても、驚いてはなりません。それが庭
園師の運命なのですから！ 満腹の信頼を神さまに置きましょう。植えたり水をやるのは
わたしたちです。しかし、成長させるのは神さまだけのおできになることです。わたした
ちは祈りを通じて神さまのうちに力を得ます。わたしたちの親愛なる子供たちを助けて
下さるように、しばしば神さまにお願いしましょう。子供たちは、わたしたちの言葉より
も、神さまの恩寵によって活かされているのです。わたしたちの言葉は、もし神さまが理
解させて下さらなければ、空しい響きをもつばかりです」(57)。
新年の挨拶の手紙を見ると、ゴンザグがシャミナード神父の近くに居ることをアデルが
羨ましく思っていたのがよく分かる。ゴンザグはシャミナード神父の膝元にいてその教え
やアドバイスを十分に活用することができたのにたいして、アデルはいつも人に与えるば
かりで、自分のためには何も取って置くことのできない立場にあった (58)。
アデルはまた、
「静かな港」に停泊しているゴンザグを羨ましく思い、波風の立つ荒海
にいる人たちのために祈りを捧げてくれるようにと依頼している (59)。アジャンの修道院
では問題が絶えない、とアデルは述べる。事実、アデル自身、黙想の指導や病人の世話、
祈り、訪問客の応接などに追い回されていたのだ。集会に共同体の全員が集まれることは
稀であり、アデル自身も、共同体の休息時間に、ほんの少し顔をだすだけで、直ぐにまた、
出かけねばならないことがあった。サンバンサンは、共同生活の意義を以前にもまして自
覚しはじめ、隣人にたいする思いやりにもたけてきた。しかし、もし、このサンバンサン
のためでなければ、共同体の休息時間は、もっと荒涼としたものであったに違いない。
それでもアデルは次のように明言している。
わたしたちは「修道者の身分が苦行の身分であることを決して忘れてはなりません。こ
の道から反れる人はだれであれ、単なる＜修道者のおばけ＞であり、＜時代の錯誤＞であ
るにすぎません」(60)。
ゴンザグに宛てた手紙の中で、しばしばアデルはトナンスやアジャンにいるポストラン
トについて言及している。その中のあるものはボルドーでのノビシヤのために準備して
いたが、あるものは助修女としてスール・サン・ソボールの手元に置かれることになって
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いた。
スール・サン・ソボールは、遠くフランスの向こうにあるフランスとスイスの国境に近
いドイツ語圏からきていた。この地方から何人かのひとが女子マリア会に入ったが、かの
女はその中で最も有望な志願者の一人であったのだ。この地方の人たちが女子マリア会に
ついて知ったのは、男子マリア会を通じてである。
アルサス出身の商人ルイ・ロテア (Louis Rothéa) がシャミナード神父に出会ったのは、
商用でボルドーに来ていたときのことであった。かれはシャミナード神父とその事業に
深い感銘を受け、新しく創立されたマリア会に入会することを決心した。その後すぐに、
故郷のアルサスで主任神父をしていた兄弟シャルルが、その後を追ってマリア会に入会し
た。この二人の関係から、聖職者や信徒たちのあいだにマリア会が知れ渡り、男子も女子
も、この修道会にこころを引かれてやって来たのである (61)。
すでに 1821 年頃から、シャミナード神父はこの地方のいくつかの修道女会から、合併
の要請を受けていた (62)。そして、1822 年 2 月にはコルマール (Colmar) に女子マリア会
の修道院を開設するように要請されていた (63)。
当時フランスの教区で働いていたジュラ地方出身のスイス人司祭ジェオルジュ・カイエ
神父 (Georges Caillet) は、ロテア兄弟の友人であった。かれは 1822 年の夏 (64N167)、ロ
テア兄弟にならってボルドーにやってきた。そして、この年の 7 月、カイエ神父はシャミ
ナード神父にともなってアジャンを訪問したのだった (65)。
これと殆ど時を同じくして、シャミナード神父は何人かのスイスの婦人から手紙を受
け、女子マリア会に入会したいとの要請を受けた。その中の一人 — そして、シャミナー
ド神父が受け入れた 4 人の内の一人 — に、カイエ神父の姉妹マリがいた。かの女に大変
よい印象を受けたシャミナード神父は、サンバンサンに手紙を書き、神はかの女を何年
ものあいだ、この修道会のために準備していて下さったように思われる、と記している

(66)。当時マリは 35 才であった。
その年の秋 (67N168)、マリは 1000 キロ近い長旅をして、スイスのカントン（県）ベル
ンからボルドーへやってきた。かの女は、シャミナード神父が受け入れたもう一人の志願
者を連れて来ることになっていた。しかしその人は行く先に希望を持つことができなくな
り、マリは一人でボルドーに来たのだった (68)。
ボルドーに着いたマリは、数日間ボルドーのシャミナード神父のもとで過ごしたのち、
アジャンに向かった。この時がマリにとって一番つらい時期であった。
「わたしは遠いと
ころからやってきました・・・そして、わたしは自分にとって大切なものすべてと決別し
たのです」(69N169) と述べている。
かの女はアデルから受けた歓迎で、こころが落ち着いた。そして、後日、かの女が召命
について疑問を抱いたときに励まし助けてくれたのもアデルであった (70)。
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今ではスール・サン・ソボールとなったマリは、1822 年 12 月 9 日にノビシアを開始し
た (71)。農家の出身であったかの女は (72)、どちらかと云えばあまり教育を受けていな
かったが、まだノビスである時に、すでにトナンスへ送られて、授業の手伝いをさせられ
たのだった (73)。この時のかの女の仕事ぶりが申し分なかったことから、アデルはかの女
に共同体の宗教講話をさせるようにサクレ・ケールに提案したほどである (74)。
マリの母親が死んだのは、かの女がトナンスにいたころである。アデルはかの女に弔文
を送った。そして、院長にたいしては、
「神はこの親愛なる姉妹にたいして大いなる計画
を持っておられます。あらゆる物事から心を離し、すべてを神に向けるようにお望みに
なっておられるのです」と述べている (75)。

1824 年 7 月 14 日に有期誓願を宣立した修道女のなかに、サン・ソボールがはいってい
た。かの女は誓願を宣立すると、ボルドーに旅立ったルイ・ドゥ・ゴンザグの後継者とし
て、助修女の修練長の職を担当することになった (76)。アデルがサクレ・ケールに報告し
ているように、かの女の仕事ぶりは素晴らしかった。非常に母性的で、ノビスの面倒をよ
くみ、一週間に二度、講話をした (77)。ノビスたちはサン・ソボールに自分たちの過ちを
打ち明けるのだった (78)。
サン・ソボールの健康は概して良好であり、食欲もあった。しかし、かの女はアデルの
言葉を使うならば、女子マリア会の「共通した病気」に冒されていた。
「わたしが何を申
し上げているのかお分かりでしょう」とアデルはゴンザグに述べている (79N170)。つま
るところ、サン・ソボールも、ときどき放血療法を受けていたのである。
このように遠くスイスの国境地域から来ていた志願者は、かの女だけではなかった。ス
イスに近いライン川上流の渓谷地帯オーラン (Haut-Rhin) 県の出身であるマリ・ドゥー
レンバッハ (Marie Durrenbach) (1800 年生まれ) とマリ・ウォレ (Marie Waller) (1791 年
生まれ) のほかに、ジェヌビエーブ・プレートル (Geneviève Prêtre) (1790 年生まれ) と
マリ・ファジェ (Marie Faget) (1805 年生まれ) がいた。
かの女たちは、いずれも 1823 年の 8 月か 9 月に入会し、その年の 12 月 7 日にノビシアを
始めた。スール・ジェヌビエーブ・ドゥ・サン・ピエール (Sœur Geneviève de Saint-Pierre)
は、すでに 1824 年 7 月 14 日に初誓願を立てていたし、その他の人たち、すなわちスール・
サン・ジョゼフ・ドゥーレンバッハ (この人と一緒にアデルはボルドーで病室を開設した
のだった) とスール・ギャブリエル・ウォレ (Sœur Gabrielle Waller) ならびにスール・サ
ン・ローラン・ファジェ (Sœur Saint-Laurent Faget) は、ちょうどノビシアをしていると
ころだった。またその他にも二人のシュメダー姉妹 (Schmeder) がオーラン地方から直接
ボルドーに来て、1824 年 10 月に入会している (80)。
スール・イニャス (Sœur Ignace)（マリ・テレーズ・シュメダー Marie-Thérèse Schmeder
のことで、1804 年生まれ）とその妹スール・サン・クサビエ (Sœur Saint-Xavier) (フラン

345
ソアーズ・アガタ Françoise-Agathe のことで、1806 年生まれ) は、11 月 27 日にノビシア
を始めた。この二人の姉妹は非常に裕福な家庭の子女で、二人の財産を売却すれば 20,000
フランの借金を返済することができるとシャミナード神父は考えた (81)。
マリア会の男子部も女子部も、いまでは発祥の地を超えて広がって行った。そして、将
来さらに広がる気配をみせており、とりわけフランスの北東部への進出の可能性が現実的
なものになってきた。シャミナード神父は、いまこそ修道会の両支部のために法的な承認
を得るときが来たと考えた。いまのままでは、国家の前には法人としての資格がまったく
なく、買ったり、売ったり、所有したり、遺産の相続や贈与を受けることもできず、団体
として、いかなる商取引をすることもできなかった。修道会のすべての屋敷、家具、金銭
は、修道女や修道士の個人の名義になっていたのだ。しかも、法人として教育事業や慈善
事業に携わることもできない状態にあったのである。
王政復古があってから数カ月のあいだは、シャミナード神父は教会と国家の関係がアン
シアン・レジームの頃と同じ状態に復帰するものと考えており、この二つの修道会が実際
に創立される前に、国王と教皇から新しい修道会の承認を得ようと考えていたのであった

(82)。しかし、政治的な環境は修道会にとって決して有利な方向には展開しなかった。と
りわけ男子修道会にとっては (84)、ナポレオンの統治下よりも厳しい状態になった (83)。

1816 年の初頭にジャクピ司教は、自分自身で教皇と国家から承認をとる手続きをとろ
うとアデルに約束していた。そして、そのためには、先ず修道会を発足させて、しばらく
実績を作っておいた方がよいだろうと言っていた (85)。しかし、修道会が設立されたとき
には、ジャクピ司教は新政府からあまりよく見なされなくなっており（辞任を要求された
ほどであった）(86)、承認を得る仕事をシャミナード神父にまかせようと考えるにいたっ
ていた。
さて、シャミナード神父としては、ロッテガロンヌ県の知事と話し合い、このような承
認の申請は、新しい共同体が「十分に有益なものであることが明確になった上で」おこな
おうべきであろうとの合意にたっしていた (87)。

1819 年 1 月、シャミナード神父はこの二つの新しい修道会を教皇に奏上したのだった
が (88)、それは、単に霊的な恩恵を申請することのみが目的であって、公式な承認を申請
するものではなかった。当時、シャミナード神父は、エミリとその修道会のためにも、同
様の文書を作成しようと考えていたほどである (89)。エミリとしては、合併することに
よって、より容易にローマの承認を得られるだろうと考え、これを合併の利点の一つとし
て数えていたほどである (90)。事実、アデルが述べているように、マリアの修道会は、す
でに二人の教区長から承認を得ていたのであった。すなわち、一人はボルドーの大司教ダ
ビオであり、もう一人はアジャンの司教ジャクピであった。もっとも、アジャンの司教に
よる承認は、いまだに非公式なものでしかなかった (91)。しかし、エミリのグループが司
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教からの承認を得ることができたのは、この時から、さらに数年後のことになる (92)。
ところで、
「修道会」に関して二つの意見に別れ激しく対立していたパリ政府も、この
頃になると、ようやくこの微妙な問題に改善がみられるようになった。社会的に有益だと
認められた男子の普通誓願修道会 (Congregations) は、教育事業や病人の世話のために献
身する「慈善的な団体」(Charitable Associations) として公式に認める、しかし、
「修道会

(Religious Congregations)」としては認めない、というものであった (93)。
シャミナード神父は、マリア会が始めた教育事業を円滑に運営して行くために（また、
男子修道士が兵役から免除されるために (94)）この承認をとっておく必要があると判断
し、その手続きの準備にとりかかった。もっとも、シャミナード神父は、このような承認
をとる必要がないならばそれに超したことはないとも考えていたようである。シャミナー
ド神父は、国王にたいして、49 条に纏めた文書をもって、新しい男子マリア会修道会を
説明し、その承認を得るように申請した (95)。

1824 年 9 月、ルイ 18 世が逝去し、その弟が王位を継承した。この新しい王シャルル 10
世が王位に上げられる (1825 年 5 月) 前に、シャミナード神父はすでに国王にたいする誓
願書を送っていた (96)。そして、既にカイエ神父は 4 月からパリに上り、政府との交渉に
あたっていたのだった (97)。だが、交渉を重ねるに従って、シャミナード神父が記した

49 条は、少しづつ宗教色をなくしていった。こうして、シャミナード神父がマリア会の
特異性であり、最も本質的なものであると考えていた点が「追放され」 (purged) ていっ
た (98)。そして、1825 年 11 月、とうとう 19 条にまでやせ細った条文が男子マリア会の
民法上の定款として承認された (99)。
この定款では、修道生活に関してはなにも言及されておらず、宣教師としての考え方も
削除されていた。しかし、同時にそれは、この二つを否定もしていないし、禁止もしてい
なかった。確かにこの民法上の定款は、グラン・タンスティテュ (Grand Institut 一番最
初の会憲) から遠くかけ離れたものになっていたが、少なくともこれによってマリア会が
一つの私的な組織体として、厳しい政府の監視のもとにありながらも、小学校ならびにそ
の他の教育事業を設立し、かつ、運営していくことができるようになったのである。
女子の修道会は、男子の修道会よりも問題は少なかった。あるいは、少なくとも、その
ように見えたと云った方がよいのかも知れない。ナポレオンの没落から 1823 年までの 8
年の間に約 200 の新しい女子修道会がつくられ、法的な資格を持たないまま、教育や慈善
事業にたずさわっていたのである (100)。
王が即位すると、新しい一つの法案が通過した (1825 年 5 月 24 日）
。この法案によれば、
この年の 1 月以前に存在していた団体はこの国王の法令による承認を申請することができ
るというものであった。そして、この年の 1 月以降に設立された団体は、その趣旨の特殊
法令が可決される限りにおいて承認されることになった (101)。そして、このようにして
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承認された修道会 (宗教的団体) によって設立されたいかなる施設もまた、国王の法律に
よる承認を受けなければならないことになった。こうして承認された諸団体は、法人とし
ての資格を持ち、財産を入手したり放棄したりすることができ、遺産や贈与をうけとるこ
と、また、その団体名義で所有することができるようになった (102)。
この法案が通過する前に、シャミナード神父は、女子マリア会も男子マリア会と同じよ
うに、宗教団体としてではなく、教育と慈善事業に献身する団体として、承認をうけよう
と考えていた。ジャクピ司教は、すでに 1824 年 8 月 24 日付けで、プティタンスティテュ

(Petit Institut) を公式に承認していたし、シャミナード神父の国王にたいする誓願書を大
いなる賞賛をもって支持していた (103)。国王ルイ 18 世が逝去すると、シャミナード神父
は、再び行動を起こし、カイエ神父に男女両修道会のための交渉に当たらせた。
しかしながら、女子修道会にかんする 5 月の法案が通過したとき、シャミナード神父は
考えなおした。シャミナード神父はカイエ神父に新しい法律のテキストを送らせるととも
に、この法律に関する賛成と反対の両意見を反映した文書をも集めて送るようにと命じた

(104)。
これらの文書に目を通したシャミナード神父は、あまりこの法律に気乗りしなかった。
師がカイエ神父に宛てて書いたこの法律にかんする批判は、非常に強くかつ厳しいもので
あった (105)。
シャミナード神父はカイエ神父に、この法律がどのような意味を持つのかを、教養があ
り、かつ、賢明なキリスト教徒に意見を聞くように提案した。そして、何人かの知識人を
カイエに紹介しているが、その中に、
（1822 年 8 月に入会した）スール・ルイズ・マリの
兄弟である (106N171) ドゥ・ポルテ氏がいた (Monsieur de Portets)。ドゥ・ポルテ氏は、
パリ大学の法律の教授であった (107)。
シャミナード神父は、この新しい法律を無視して、いままで通りの計画で進もうか、と
も考えた。しかし、実際には、この手続きは未決のままになった (108)。
この年 (1825) の夏、
「小さなデュブラナ」(109) は、
「とうとう司祭に」叙階された。ア
デルは、「良き司祭になることを望みます」(110) と付け加えている。
デュブラナは、この時、28 才であった。アソシエイツと修道院は、かれが 16 才のとき
から経済的な援助をおこない、学費をまかなってきた。司祭叙階にあたって、修道院は亡
くなった修道女の遺品を利用して衣服を作り、かれに贈った。そのお礼として、デュブラ
ナは、亡くなったシスターたちのために祈りを捧げた (111)。叙階後、かれはアジャンの
北方約 65 キロはなれたカスティリョーネ (Castillonnes) の助任司祭に任命された (112)、

(113N172)。
ちょうどこの頃、64 才になったジャクピ司教は、23 年にわたる教区の建て直しの仕事
で疲れた、との理由で辞任の願いを教皇庁に提出した (114)。しかし、レオ 12 世は、か
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れの辞任を受諾しなかった。そのためジャクピ司教は、このときからさらに 15 年間、ア
ジャンの教区長を勤めることになるのだが (115)、毎日の仕事は司教代理たちの手に委ね
られ、かれらが権力を行使した。このことは、アデルの死後、女子マリア会の姉妹やシャ
ミナード神父のアジャン教区との関係に好ましくない陰を落とすことになった (116)。

36 才になったアデルは、まるで死を予感したかのように身の周りの「掃除」を始め、整
理を行った。
まず、アデルは「創立の歴史」を書いた。この中で、新しい建物の土台はアソシアシオ
ンであった、と記している (117)。歴史を書く仕事にくわえて、かの女の「もっと大切な」
書類の整理にも着手した。この整理作業の一環として、
「わたしの幅広い文通」が、ます
ます場所をとるようになったので、焼却する。もし、神さまがなにか良い目的のためにお
望みになるならば、ローモン神父の手元に、もっと意味のある手紙が沢山残されている、
とアデルはサクレ・ケールに述べている (118)。
アデルは、まだ、若かった。しかし、身体のスタミナと回復力が低下したのを知ってい
た。頻繁な病気の繰り返しで、もはや健康体とは言えなくなったアデルは、慢性的に病気
がちで、たまに有難い小康状態を得ることがあったに過ぎない。
症状は一定化した。全般的な疲労感、息切れ、度重なる発熱、咳、頭のうっ血と首のは
れ、そして、なによりも頑固な症状は、固形食物を呑み下すことができないことだった。
摂取できるものは、水とロバのミルクと肉汁にひたした小量のパンだけであった。

8 月、アデルの容体は共同体の黙想会を延期しなければならないほど悪くなった (119)。
頭のうっ血をともなった高熱に苦しんだ。厳しい食餌療法をおこなっていたアデルは、小
量のブイヨンさえもとることができなくなった。
四日して、高熱は去った。しかし、衰弱はひどく、胃の不調は絶え間なくかの女を苦し
めた。
ローモン神父はアデルの病状をトナンスに知らせた。サクレ・ケールは心配して、もっ
と詳しい情報を贈るようにとアジャンに手紙を書いた。これにたいしてアデル自身が返事
を書いて、次のように述べている。
「わたしが自分でお知らせしましょう。わたしは、かなり元気です。ローモン神父が出
発してからは、熱はでませんでした。ただ問題は、わたしはひどく衰弱していると云うこ
とです。もっとも、これは、厳しい食餌療法の後のことですから当然のことと言えましょ
う。わたしは、ちょっとした病気をしましたが、もうすっかり大丈夫です」(120)。
このように記したアデルではあったが、アンカルナシオンにたいしては、それほど気を
遣わずに、もっとハッキリと記している (121)。また、コンドムにいるおばたちにもハッ
キリと知らせている (122)。
コンドムの伯母に宛てた手紙では、聖アンナの祝日にアンヌ・シャルロットとアンヌ・
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アンジェリックのために祈りを捧げたこと、また、保護の聖人である聖ドミニコの祝日に
は、全員のために祈ったこと。そして、この二つの祝日には、聖体を拝領する恵みにあず
かったこと。しかし、7 月 26 日から 8 月 4 日までは (123N173) ひどい苦しみにあったこ
と。頭はうっ血し、首は腫れ、大きな苦痛を感じたこと。そして、ハーブの薬湯を少しと、
肉汁に浸した小量のパンしか食べることができなかったこと。しかし、今では「すこし衰
弱したことを除けば」だいぶ気分がよくなった。黙想をすることができる日を心待に待っ
ている。いままで「他の人びとのために」たくさんの時間を使ってきたので、こんどは自
分のために時間がほしい、(124) などと書き記している。
このように云いながらも、すぐにアデルはいま目の前に有る問題に話題を移し、アジャ
ンとトナンスの両修道院で、修道女たちが沈黙と黙想の生活にはいろうとしていることを
伝え、トナンスでは、ローモン神父が説教を行うこと (125)、そして、この黙想は 8 月 1 日
に始まること、アジャンではモーラン神父が説教するが、この黙想は 8 月 1 日であったの
を延期して 8 月 5 日から始まること (127N174) などを伝えている。そして、サクレ・ケー
ルには次のように記している。
神の奉仕のうちに、そして、わたしたちの聖なる召命の精神のうちに、もう一度わ たし
たちのこころを新たにしましょう。ところで、わたしたちの召命の精神とは何なのでしょ
うか。それは、イエス・キリストの模範にならって天のおん父の繁栄と栄光を求める献身
の精神であり、熱誠の精神であり、あらゆる個人的な利益と満足を放棄する精神です。天
のおん父のご意思は、わたしたちの食物です。最後に、聖人となるための仕事に取り掛か
ろうではありませんか。わたしたちはまだ荒削りの材木に過ぎないのですから、神なる彫
刻師と、この仕事のために神様がおつかわしになった人たちの手で打たれるハンマーと鑿
（のみ）で形作られなければなりません。そうです。それが、わたしたちの目的であり、わ
たしたちの仕事のすべてなのです (128)。
同じような調子で、アンカルナシオンには次のように述べている。
神様の愛すべきご意思に服従しましょう。おしみなくみ主に犠牲を捧げましょう。そ
して、そのような犠牲を増やそうではありませんか。わたしたちが自己全体をもって神に
お捧げしてきたこの犠牲を更新いたしましょう。もはや、わたしたちは自分のものではあ
りません。いろいろな資格で、わたしたちは神のものとなりました。神はわたしたちの父
親であり、愛するお方であり、浄配であり、裁判官であり、神であり、ご主人です！ わた
したちは、その本性によって神に属していますが、自由な選択と愛によっても、神に属す
るものとなりましょう。神さま、どうかわたしたちの全てとなり、すべての中から選ばれ
たお方であって下さいますように！ この世の財宝と楽しみは他の人たちのものです。イ
エスとその十字架、その聖心、その天国がわたしたちのものでありますように。み主はわ
たしたちの分け前であり、相続する遺産です・・・ わたしたちは十分に報いられていな
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いと言えるでしょうか (129)。
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コンドムでの問題/スール・サンテスプリの死
ダビオ司教の死/マダム・クレルフォンテーン
シャミナード神父の訪問（1826 年 7 月）
スール・アグネスの死/アルボアの修道院開設
アデル ボルドーを訪問

1825 年の年次の黙想がアジャンとトナンスで行われている頃、コンドムの共同体では、
創設されてすでに一年も経っているのに、いまだに確固たる基盤を作り上げ得ないでいる
ことをアデルはよく知っていた。修道女たちのあいだの緊張感を和らげるため、そして、
とりわけアンカルナシオンの負担を軽くするために、何らかの手を打たなければならな
かった。そこで先ずアデルはコンドムの院長を励ます手紙を書いた。考え方の違いや性
格の相違を忍耐をもって堪え忍びなさい。院長として、他人からくる批判を恐れることな
く喜んで受け入れなさい。それがアンカルナシオンの「完徳の道」です。そして、それは
真の殉教の道です。いつの日にか頭に冠をいただき、手に棕櫚の葉をもって小羊に従う日
が来るであろうことを喜びにしなければなりません、とアデルは述べている (1)。
共同体の院長アンカルナシオンと、才能豊かで意思の強い (2) 寄宿学校の校長エンマヌ
エルとのあいだに緊張感があることを知っていたアデルは、アンカルナシオンに次のよう
な忠告を与えている。
「しなければならないと考えたことは、おやりなさい。そして、それにたいするエンマ
ヌエルの批判を堪え忍びなさい。わたしたちは、賢明にかつ愛情を込めて人と接する道
を学ばねばなりません。そして、より大きな善である平和を得るために、より小さな善を
捨てることを学びましょう・・・。平和という善を得るためには、たくさんのものごとを
犠牲をにしなければなりません — もっとも、修道規律や良心を犠牲にすることは (確か
に) できません。わたしのもっとも親愛なる娘よ、さようなら。わたしはあなたをカルワ
リオの上に置き去りにして行きます。でも、丘のうえにいる人たちは、まんざらではあり
ませんよ」(3) ！。
一方、エンマヌエルも苦しんでいた。院長とのあつれきの他に、学校とソダリティの
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仕事に追い回されていたのだ。そして、かの女の健康は、仕事の厳しさに蝕まれて行っ
た (4)。しかし、アンカルナシオンとアデルが心配していたのはエンマヌエルだけではな
かった。霊生部長として素晴らしい成果をあげていたセント・フォアも心配の種であった

(5)。かの女は聖人のような人であったが (6)、祈りと苦行に特異な行動が見え始め、共同
体で問題となりつつあったのだ (7)。
ビジタシオンも例外ではなかった。かの女は、以前トナンスで病気にかかったとき、ア
デルが言う「奇跡的な」回復 (8) をとげた人物であるが、それから一年して、再び病気が
悪化し、アジャンに呼び返されていた (9)。しかし、いま、かの女はコンドムの修道院で
アンカルナシオンの「真の十字架」になってしまったのだ (10)。種々の肉体的な不調の他
に、霊的な乾燥に見舞われ、また、過度な想像力に悩まされていたのである (11)。

6 月以来、シャミナード神父はゴンザグをコンドムに送り、セント・フォアとビジタシ
オンをアジャンに呼び返し、アデルの直接の監督下におこうと考えていた。アデルはこの
人事移動がノビシアに大きな打撃を与えることになると考えはしたものの、反対する理由
の無いことをアンカルナシオンに伝えている (13)。しかし、おそらくシャミナード神父は
事前にアンカルナシオンと相談しなかったのだろう (14)。明らかにアンカルナシオンは、
この人事に戸惑いを隠すことができなかった。

8 月、ゴンザグはボルドーを離れ、翌年の 10 月までコンドムにとどまった (15)。その
ようなわけで、ボルドーではスタニスラスを補佐に、マリ・ジョゼフがゴンザグの後を継
いでノビシアの責任者となり、修院長の職も兼ねることになった (16)。ボルドーでのノビ
シアは 1824 年に設立され、1830 年に閉鎖されたが、その間、一年に平均 15 人の修練女を
養成していたのだ (17)。
ゴンザグを失ったボルドーの共同体の気持を察したアデルは、マリ・ジョゼフとノビス
たちに慰めの手紙を書いている。
「わたしの親愛なる娘たちよ。わたしたちに必要なのは寛大な人、犠牲を惜しまない
人、血肉のきずなに執着しない人であることを、毎日のように痛感させられています。実
際、わたしたちに与えられた使徒的生活では、神の栄光と人びとの救霊のために、招かれ
たところへは、いつでも全てを棄てて馳せ参じることが求められています。このような小
さな使徒たちを養成する修練院ですから、私たちの本性には非情に辛く感じられるこのよ
うな人事移動によって試されなければならないのです」(18)。
三週間前に発作に見舞われて以来、忙しい毎日を送っていたアデルは、以上のように述
べたのち、短い手紙しか書けないことを詫び、いまの自分としては、祈りの中に皆さんの
ことを思い出す以外はなにもできない状態にある、と記している。そして、イエスさまが
「みなさまの愛であり、全てでありますように！ だれもイエスさまからあなたたちを引
き離すことはできません。罪以外のいかなる命令も、あなたたちからイエスさまを取り去
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ることはできないのです」(19) と慰めに満ちた言葉を述べている。

9 月、アデルはサクレ・ケールに、疲労と消耗は「この修道会の病気である」ように思わ
れると打ち明けている。そして、サクレ・ケールも、他の修道女たちも、働くためには、
よく食べ、食べさせて上げてほしい、と云っている (20)。
同じ 9 月の下旬には、
「身体の調子は良くなりました。吐剤と二つの薬が効いたようです。
わたしの胃は解放されました」(21) と叫んだアデルであったが、10 月になると、
「しょっ
ちゅう胃の調子が悪くなる」(22) ことを認めざるを得なかった。そして、12 月にトナン
スでスール・サンテスプリが死去すると、アデルも自分の死期が近づいたことを認めた。
「今年、テレーズ・ドゥ・サントギュスタン・デジェとサンテスプリ・リオンの二人の
姉妹が天の浄配のもとに呼び戻されました。わたしたちの番も、遅くはないと思います。
あなたは天国に強い望みを抱いておられますか？」とアガタに書き送っている (23)。
トナンス創設のメンバーであり、修道会創立のメンバーの一人でもあったサンテスプリ

(24N75) も、長年のあいだ、その性格上の問題 (25) と、霊的な問題 (26)、そして、肉体的
な問題 (27) に苦しんでいた。かの女は繊細な身体の持ち主ではあったが、とりわけ財務
や業務の分野 (29) で、また、玄関番としても (30)、共同体の力となっていた。
しかしながら、1825 年の春になると、かの女の健康は急速に悪化した (31)。アデルは
かの女と直接連絡をとり続け (32)、トナンスのサクレ・ケールやその他の姉妹たちに手紙
を書くときには必ずサンテスプリによろしくと書き添え、苦しんでいるかの女を励ますこ
とを忘れなかった (33)。

11 月 28 日、アデルがかの女の健康を気遣ってサクレ・ケールに手紙を書いたちょうどそ
の日 (34)、サンテスプリはその魂を天に捧げた (35)。修道会創立以来、8 人目の死であっ
た (36)。
サンテスプリが死の床にあったとき、アジャンでは 3 人の修道女が重い病気にかかって
いた。アデルは、この人たちも間もなく死ぬのであろうかと心配した。この時病床に伏し
ていたのは、フェリシテとメラニ、ならびに、アグネスであった。幸いにして、アグネス
を除く二人は死をまぬがれた。

20 才になるスール・フェリシテ（マリ・ニコラ）は 1824 年 1 月に入会し、1825 年 5 月に
着衣した (37)。6 月、胸に大きな腫れ物ができ、強烈な痛みに襲われた (38)。通常の下剤
や膏薬や飲み薬では効き目がなかった (39)。7 月には蛭治療が行われた (40)。アデルは、
アンカルナシオンとビジタシオンに素晴らしい効果を奏したあの聖遺物をかの女にも触
れさせて (41)、回復のためにノベナを捧げた (42)。
フェリシテは大きな苦しみのうちに死なねばならないと思われます。しかし、かの女は
自分の運命を完全に受け入れているようです、と、アデルはサクレ・ケールに記している

(43)。この恐ろしい試練は、その後なんカ月ものあいだ続いた。しかし、そのようなかの
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女も、1826 年 4 月には初誓願を立てるだけの健康を取り戻していた (44)。そして、その
同じ年に、かの女はコンドムに赴任した (45)。
かの女の治療にあたった医師 (ベロック医師とラッセール医師 Lassère) は、二人とも、
外科療法には効果がないと考えていた。そして、二人とも、かの女に癌の可能性があるこ
とを認めはしたが、宣告することはなかった。たとえそれが癌であったとしても、外科手
術では病気の原因を根絶することはできないと考えていたからである (46N175)。
スール・メラニ (ジャンヌ・ボエ Jeanne Boé) はパッサージュの出身であった。この町
はガロンヌ川をはさんだアジャンの対岸にあり、新しい橋を渡った向こう側にある。かの
女は 1821 年、25 才のとき、将来有望な志願者として入会したのだった (47)。

1822 年 2 月にノビシアを始めたが、そのときシャミナード神父は、かの女から非常に
いい印象を受け、かの女の召命の確かさに感銘したのだった。こうして、かの女のノビシ
アは短縮され、その同じ年の 11 月に初誓願の許可が与えられた (48)。

1825 年の初頭、かの女はかなりの量の喀血をした (49)。かの女の肺は相当に悪くなっ
ていると考えられ、アデルはかの女が間もなく死ぬであろうと考えていた (50)。夏まで生
き延びることはできないだろうと考えていたのである (51)。
この時も、両脇に焼灼療法を与えるなど、一般的な療法がとられた (52)。しかし、その
翌年 (1826 年) の春、かの女は回復した (53N176)。
スール・アグネス (マリ・ブデ Marie Boudet) は、はじめから健康上の問題でアデルに
心配をかけた三人の内の一人であった。かの女は、1823 年、20 才で入会した。シャミナー
ド神父がアデルにたいして、健康に問題がある志願者を受け入れないようにと長文の手紙
を書いたのは、このアグネスのことが念頭にあったからである (54)。かの女は健康に恵ま
れず、胸に発泡剤をつけたり、いろいろな食餌療法をほどこされていたが (55)、それでも

1824 年の 7 月には誓願を宣立している。
アグネスは非常に聖なる修道女で (56)、やがて修道会きっての優秀な教師の一員になっ
た (57)。教室におけるアグネスは完ぺきで、修道会の固有の教授法を完全にマスターして
いる、とアデルは述べている (58)。
かの女は病気のあいだも、教壇に立ち続けた (59)。しかし、1825 年の初頭に発熱して
から熱が下がらなかったので床についた。このときアデルは、かの女がそれ以上生きられ
るとは思っていなかった (60)。

2 月、ベロック医師はかの女を肺病と診断した (61)。かの女の苦しみは大きく (62)、1825
年の夏のあいだ、容態は悪化の一歩をたどった (63)。かの女が苦痛を甘受する姿は共同体
に良い模範となった (64)。まさにその名が示すように、かの女は「小羊のように」平和を
保ち続け、静かにすべてを忍従したのである (65)。
さて、このように共同体には病気が蔓延し、アデルを含めて数多くの人たちが病床に伏
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す身となったため、対外的な仕事に人手不足が生じたばかりでなく、内部的な組織にも人
手が不足した (66)。折りも折り、このような時にアジャンの修道院では、年老いた病身の

4 人の修道女を受け入れることになった (67N177)。この 4 人の修道女というのは、パラビ
スの修道女たち (Dames du Paravis) である。10 年前、アソシエイツのために聖堂を開放
してくれたのは、実はこの修道女たちであったのだ (68N72)。
もはやフォントブロ修道会 (Ordre de Fontevrault) に将来はないと考えたこの 4 人の修
道女は (69)、アウグスチノ会の建物で余生を送る許可をシャミナード神父に求めた。シャ
ミナード神父は、かの女たちの願いに同意し (70)、アデルは喜びの内に受け入れた。年を
とり病身であったかの女たちを受け入れることは、たしかに人手を要することではあった
が、この人たちは聖なる人であり、共同体に神の祝福と幸運をもたらしてくれる人たちだ
とアデルは確信していた (71)。
この 4 人は、共同体の中でもう一つの共同体をつくることになった。そこで先ず、建物
にかなりの改築の手を加えなければならなくなった。いままで修道院の一部で、黙想にく
る人たちのために当てられていた部分がかの女たちに当てがわれ、もとの修練院の聖堂も
かの女たちに提供した (72)。シャミナード神父が訪問するときに寝泊まりした小部屋は、
かの女たちの応接室になった。また、食堂には、教室に通じる入り口のところを改造した

(73)。この共同体を訪れる人たちのために、共同墓地に近いところに、独立の出入口をも
うけた。(いつも何人かの黙想の人がきているので) 黙想の人たちのために確保しておい
た三つの部屋には、マリア会のシスターが出入りできるように新しい階段と囲壁のドアを
設置した。この三つの部屋は建物の一番端にあったので、ここへは新しくできた共同体を
通らずに行くことができた (74)。
パラビスの修道女たちは、このお返しに、たくさんの家具と、サクリスティに使う豪華
な祭服入れ、ならびに、年 5,000 フランを超える収入を提供することになった (75)。また、
入会を希望していたエミリ・ボエ (Emilie Boé) のために持参金を用意してくれた (76)。
エミリ・ボエは、修道院の郵便配達の娘で、年若いソダリストであり、裁ち物師であった
が、1825 年 12 月、女子マリア会に入会し、スール・ジェルトルード (Sœur Gertrude) と
命名された (77)。
この改造工事がいまだに完成しておらず、したがって引越しも行われていない時、パラ
ビスの修道女の院長が病気で倒れ、身体が痲ひしてしまった。しかし、今からでは「引き
返すには遅すぎます」とアデルはサクレ・ケールに打ち明けている (78)。
引越しは 1825 年 11 月に行われた。どの人も喜びに満ちた聖なる人であったが、病身
で世話の必要な人たちであった。夜中に看病を必要とする人もいた (79)。中でもマダム・
ブーラン (Madame Bourran) はすでに不治の病にかかっていた (80)。
ちょうどその頃、67 才になった病身のローモン神父が現職を退き、修道院に身を寄せ
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た (81)。師の表現によれば、
「わたしの修道会の修道女たち」(82) の側近くで余生を過ご
すためであった。
アデルが受け入れた人たちは、すべてがこのように年老いて病身の人たちばかりではか
なった。11 月、4 人のパラビスの修道女たちやローモン神父がアジャンに引っ越してきた
ちょうどその頃、そして、トナンスではサンテスプリが死の床であえいでいた頃、アデル
はサクレ・ケールに小さなメラニについて知らせている。

8 歳になるメラニは「真昼のように美しく」、
「並外れて慎み深い」少女であった。母親
はあまり評判のよくない婦人であったが、娘は立派に育て上げていた。劇場に連れて行く
こともせず、外貌の美しさにまけない心の清い子供に育て上げていたのである。しかし、
母親の家庭は貧しく、数年もすればこの子も売春婦をする以外に生きて行く道は残されて
いないことは明白であった。母親は涙乍らにこの子を人手に任せる決意をした。アジャ
ンのソダリストであるマダム・エブラール (Madame Hébrard) は、この子の世話を手助
けしようと約束した。エブラールと母親は、この子の宿泊費用と食費をまかなうために、
自分たちの持ち金にあわせて、他の人たちからの施しを加えて、年間 150 フランを確保す
ることができるだろうと考えた。しかし、母親の職業が知れ渡っているアジャンにこの子
を留めておくことはよくない、と二人は考えた (83)。
そこでアデルは、この子を家に置いてくれるソダリストがトナンスに居ないだろうかと
サクレ・ケールに相談を持ちかけた。勉強のためには修道院に来て授業を受ければよい。
そうすれば、年若い教師 (25 歳) で聖なる修道女スール・セラフィンから特別に面倒を見
てもらうことができるだろう (84) と云うことであった。ところが、サクレ・ケールが返
事を書く暇もなく、アデルはかの女をトナンスに送らざるを得ない状況に陥ってしまっ
た。もし、まだこの子を家に置いてくれるソダリストが見つからないのならば、修道院に
引き取って黙想の家に住まわせてやってほしい、とアデルはサクレ・ケールに述べている

(85)。
それから一ヶ月後の 12 月、アデルはサクレ・ケールに、この子を囲壁の中に入れるよ
うに勧めている。それは、かの女の居場所が両親に知られれば、成長して「仕事ができる
ようになった」頃を見計らって取り返しに来るだろうと考えられたからである。
アジャンのソダリティでは、数人のソダリストが、もしこの子が修道院に留まるならば
年に 200 フランの募金を募ることを約束してくれた。そこでアデルは、シャミナード神父
の承認を得ることにした (86)。

(1826 年) 2 月、事実、メラニの両親は気が変わり、娘が何処にいるかを探し始めた。ア
デルはこれにたいして口をつぐんだ。そして、両親がボルドーへ行くことになった際、ア
デルはサクレ・ケールに手紙をだして、かれらがボルドーへ行く途中かならずトナンスを
通ることになるので、修道院が少女を保護していることを絶対外にもらさないよう厳重に
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警戒しておくようにと言伝えた (87)。
ところでアデルの方では、トナンスに約束した 200 フランの募金の獲得が難しくなって
きた (88)。できたことといえば、少女のための衣類を買ったり集めたりしてくれる人を数
人さがしあてただけである (89)。アデル自身としては、死んだルイーズ・マリの衣装箱か
ら取り出した 6 枚の肌着 (90) と、何枚かのスカートと下着 (91)、それに、送るのも躊躇
されるような使い古したセーター (92) を集めることができただけであった。アジャンで
病院を経営している愛徳会のシスターも、この少女のために小さな小包を送ってくれた

(93)。
男女とも、マリア会自体が非常に貧しく (「こちらの兄弟たちは、みじめな状態です」)、
従って、修道会が第一にしなければならない「慈善事業」は、自分たちの事業そのものを
支援することであることを、アデルは十分に理解していた。
「それでもわたしたちは、い
つも貧しい人たちに、何がしかのものを差し上げねばなりません。たくさんのものを持っ
ているときは多くを与え、少ないときは少なく与えるのです。わたくしたち自身にかんし
ては、自分たちが貧しくあることを幸福に思わなければなりません」とサクレ・ケールに
思い起こさせている (94)。
そのようなわけで、小さなメラニはトナンスに留まった。1827 年の年末には、かの女
はまだトナンスの修道院にいた。アデルは自分が死ぬ何ヵ月か前まで、かの女を養子にし
てくれる人を探していた (95)。
コリノ神父の指導による素晴らしい黙想会 (1825 年 10 月) で一新されたコンドムの共
同体は、アデルのイニシアティーブで、小さなメラニやパラビスの修道女たちとは趣を異
にした一人の人物を受け入れることになった。
それはマドモアゼル・ブルイット (Mademoiselle Bruite) である。かの女は優秀な図画
の先生で、エグイヨンにある某修道会のポストラントであった。スール・エンマヌエルの
知人で、おそらくローモン神父とも面識があったと思われる。
かの女は、最近、エグイヨンの修道院を去り、修道会の運営する学校の教員の職を探
していた。アデルはアンカルナシオンにこの人を受け入れるように勧めた。この人なら、
単に寄宿生を教えるだけでなく、エンマヌエルやスール・ジョゼフィーヌをも教えるこ
とができると考えたからである。(このスール・ジョゼフィーヌはマリ・バービエ Marie

Barbier と云い、まだポストラントであったが寄宿舎学校で教鞭をとっていたひとである
(97))。アデルは、マドモアゼル・ブルイットが最終的にはマリア会に興味をもち、入会
するかもしれないと考えていたのだった (98)。
しかし、アンカルナシオンはかの女の受け入れに多少抵抗を感じていた。
アデルは云っている。
「あなたはマドモアゼル・ブルイットと結婚するわけではありません。もしかの女が平
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和を乱すようなことがあれば、いつでもかの女を手放せば良いのです」
。
ブルイットは 300 フランの年俸と個室を当てがわれることになった (99)。しかし、それ
は寄宿舎学校の敷地内で、修道院の中ではなかった (100)。かの女は、すくなくとも最初
は、教鞭をとるのであって、ポストラントではなかったのだ。ただ、修道女と接触するこ
とができるように配慮されており、休息時間以外は沈黙の規則を守ることになっていた。
もしそうしなければ、かの女の場合、自分で自分にしゃべることはできないのだから、結
局は他の修道女をおしゃべりに巻き込むことになるだろうとアデルはコメントしている

(101)。
(1826 年) 新年を迎える頃になると、コンドムの共同体にとって、マドモアゼル・ブル
イットは重荷になっていた。とりわけエンマヌエルにはそう思えた (102)。マドモアゼル・
ブルイットは非常に気が短く、極度に感受性が強く、要求がまし人物であることが分かっ
た。アデル自身、かの女に直接手紙を書いて、気をしずめるようにうながし、また（いま
ではコンドムに来ている）ゴンザグにたいしても、マドモアゼル・ブルイットを親切に、
しかし、断固とした態度で取り扱うようにとアドバイスしている。そして、
「このような
頭が空の人は」、どのように取り扱われるかによって、「簡単に良くも悪くもなるもので
す」と述べている (103)。
時が経つとともに、マドモアゼル・ブルイットは修道生活に向いていないことが分かっ
てきた。
「どんな事情があろうとも、わたくしはマドモアゼル・ブルイットを修道女として受け
入れることに反対です」と後日ゴンザグはアデルに具申している (104)。しかし、いかに
かの女が厄介物であったとしても、かの女を雇い入れたのは学校であり、すでに学校も始
まっているということもあって、簡単に辞めさせるわけにはいかなかった (105)。
この年の後半、シャミナード神父は女子マリア会のアルボア (Arbois) への進出を計画
していた。もし、マドモアゼル・ブルイットがコンドムで歓迎されないのなら、アルボア
へ行かせればよい、とシャミナード神父は考えた。しかし、それは、かの女が新しい共同
体の重荷にならないように、院長 (マリ・ジョゼフ) がかの女を使いこなせればのことで
あった (106)。
コンドムの共同体では、かの女を少なくとも、この一年間だけはとどめておくことに決
定し、1827 年の休暇を機に解雇しようと考えていた。アデルは、その間、かの女の才能
を十分に利用して図画の習得に努力しなさい、と修道女たちにドライに云いきっている

(107)。
1826 年の前半、アデルの健康は引続き浮き沈みを繰り返した。しかし、かの女の手紙
を見る限り、職責にたいする考え方にはいささかも衰えを見せておらず、部下の修道女た
ちの幸福を求める心も、かの女たちにたいする愛情も、そして、とりわけ、創立当初から
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協力してくれたパートナーたちにたいする愛情にも、少しのかげりも見せていない (108)。
かの女は、自分の病気を軽く見せようとし、風邪をひいても、それは単に「現代風のはや
り」にすぎないとか、「最近の流行」と云った具合いに、冗談にしていた (109)。
アデルは、自分よりも、むしろ他の人たち、女子マリア会の修道女やパラビスの修道女
たちの健康に配慮しようとした。パラビスの修道女は大変苦しんでいるのだから祈って上
げて下さい、とアデルは述べている (110)。マダム・ブーランは、ほとんど絶望的であっ
た。かの女には、もはや打つ手がない、とベロック医師は述べている。

3 月まで、マダム・ブーランは「歩くお化け」、だんだん燃え尽きるローソクのようで
あった (111)。そして、それから一ヶ月後、かの女は床を離れられなくなり、最後の秘跡
を受けた。かの女の死にたいする心構えは「立派に」できていた。

4 月以降、修道女たちは毎晩、順番にマダム・ブーランを看病した (112)。かの女の容
態が良いときには、朝はやくローモン神父が聖体をかの女に運んだ (113)。そして、6 月、
かの女は静かに息を引き取った (114)。アデルはその時のことを思い起こして「このよう
にして死んで行く人たちを見送ることは、わたしたちに過ぎ去る世の物事から離脱し、永
遠の物事にこころを向けるように教えてくれます」と述懐している (115)。
死はいつも目の前にあった。最初のアソシエイツのひとりロサリ・ドゥ・ポミエス (マ
ダム・ドゥ・ジョンカ Madame de Jonca) も、ほんの最近、死んだばかりだった (116)。
そして、スール・アグネスは、病気が重くなってすでに一年以上も病の床にあった。(1826
年) 3 月になると、アグネスの容態は危険な状態になった。大量に喀血し、蛭療法をほど
こしても効き目がなかった (117)。ベロック医師は匙を投げた (118)。だんだんと容態は悪
くなるばかりであった。かの女は、ベッドを離れることができさえすれば、なんとか身体
を引きずって生きていた (119)。非常に辛抱強く、死ぬことを待ち望んでさえいた (120)。
また、この 3 月には、91 才になる大司教ダビオが風がわりな事故にあった。3 月 8 日の
夜、ベッドの吊しランプに火がついたのだ (121N178)。司教は辛うじて火を逃れたが、そ
の時に負った火傷からふたたび元の健康体に回復することはなかった。大司教は 4 カ月の
あいだ床についていたが、7 月 12 日、逝去した (122)。

7 月 10 日、大司教が死ぬ 2 日前に、シャミナード神父の姉妹であるリュクレス (Lucrèce)
が死んだ (123N179)。かの女は、過去 15 年間、ボルドーでシャミナード神父の世話をし
ていた (124)。
サクレ・ケールは、アデルの健康状態について、ローモン神父やムーラン神父を含む
他の人たちから、噂やいろいろの情報を受けていたことは間違いない。5 月末にサクレ・
ケールに宛てた返信の中で、アデルは最愛の友サクレ・ケールを安心させるために、
「わ
たし自身について、はっきり申し上げておきたいと思います」と前置きして次のように述
べている。

360

第 22 章

1825 年–1826 年

わたしの健康状態は、あなたがお考えになっているほど悪くはありません。自然の力
がわたしを助けてくれましたので、かなり元気になっています。はっきり申し上げてお
きますが、わたしの容態は誇張されて伝えられています。それを神さまがお許しになっ
ているのは、わたしが更に我意に死ぬことができるようになるためです。わたしは、今、
長い間寝ていなければなりません — そのようなことは、わたしは大嫌いです。しかも、
わたしは、ほとんどいつもといってもよいほど、ご聖体拝領の機会から遠ざけられていま
す (125N180)。このような 矛盾をわたしが十分に活用することができますようにお祈り
下さい。中でも一番大きいのは、必要とする姉妹たちに話をすることができないことで
す。シャミナード神父さまは、わたくしに、医者の云うことは何にてもあれ、これに従う
ようにと、従順の名によって命じられました。それが決定的な打撃でした。実際には、わ
たしはあまり咳がでませんし、疸もめったに出ません。ただ、いつも微熱があり、そのた
めに衰弱しています。わたしが食べることのできるのはミルクとパンだけです (126)。で
も、そうだからと云って、それが何なのでしょう (と、アデルは一ヶ月のちに付け加えて
いる)。あなたがこれについてお嘆きになることはないと思います (127)。
アデルには、今までの仕事のうえにもう一つの仕事が加わった。それは、アジャンの修
道院が新しい慈善事業に着手しようとしていたからである。すでに 1821 年、シャミナー
ド神父は「隠居した」マダム・シャンピエ (Madame Champié) が囲壁内で生活すること
を許していた。この人は、囲壁内で余生を送らせてもらう代わりに、自分の財産をすべて
修道院に寄付することになっていた。しかし、これにたいする世間の批判は強く、修道院
の評判を保つために、結局、この許可を取り下げねばならなかった (128)。
ところが、いま、アジャンの修道院では、パラビスの修道女たちを受け入れるだけでな
く、もう一人の隠居した老人を受け入れることになったのだ。80 才になるマダム・クレ
ルフォンテーン (Madame Clairefontaine) がその人である。かの女は召使のジャンヌトン

(Jeanneton) を連れていた (129)。
(1826 年) 2 月、アデルはアンカルナシオンに「秘密」を打ち明けている。それによる
と、マダム・クレルフォンテーンが修道院のために遺言書をしたため、その結果、修道院
は 4 万フランを相続することになった。その代わり、かの女は修道院で隠居し、そこで余
生を送ることになった (130)。アデルはこのような取り決めができたことを、修道院にた
いする神の配慮と見なしている。このような人びとを受け入れることによって、修道会
の本部は、各修道院を経済的に援助することができるようになる (131)。ところが現実に
は、このような取り決めをすることによって、かえって数多くの問題を抱えることになっ
たのである。このことに関連して書かれたシャミナード神父の手紙は、師がアデルに書い
た手紙の中で一番長く、かつ、厳しい内容のものとなっている (132N181)。
最初、敷地内の修道院の近くに小さな家を建て、そこにクレルフォンテーンが家財道具
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一式を運び込み、訪問客を受けたり、自由に外出もできる、自分なりの生活スタイルを続
けられるようにしようと約束したと思われていた。このことに関しては、シャミナード神
父も異存はなかった。身寄りを失った年老いたキリスト信者の婦人に、このような生活の
場をあたえることは良いことである。修道院の側近くに住むことで、その婦人は、老齢の
ため、または、病気のために必要とされる物的、かつ、霊的なたすけを受けることができ
るのは良いことだ、と考えたのである (133)。
ところが、その後、クレルフォンテーンは、修道院に出入りして全面的に共同生活に参
与し、とりわけ修道女と祈りを共にしたいと要請してきた。司教はこの願いに積極的に賛
同し、シャミナード神父も同調した (134)。
いろいろな手紙から判断し得る限りでは、この時点で、新しい家を建築する費用が問題
となり、サンバンサンとアデルはこのような家を建てる代わりに修道院そのものの中にか
の女を住まわせ、アデルの使っていた部屋さえも貸し与えることにしたのである (135)。
このことから、大変な混乱と騒動が持ち上がった。修道院が年寄りの婦人を利用して利益
を得ようとしているという惹名の抗議の手紙が送られてきた。うわさは広まり、抗議と釈
明が飛び交った。明らかに困惑しきっていたアデルは、シャミナード神父にアドバイスを
求めた。
アデルはこころ安からず困惑しきっていた。いままでの行動は正しかったのであろう
か。なにか悪いことをしてしまったのではないだろうか。抗議は正当なものだろうか。外
部のひとたちの意見に耳をかさなければならないのだろうか、と思い悩んだ。
一方、これにたいして、サンバンサンは強硬な立場をとり、人びとの云うことには耳を
かさないようにとアデルにアドバイスした。人びとの意見は無視すべきだ、とサンバンサ
ンは云うのだった (136)。
シャミナード神父が記した 8 月 8 日の手紙は、キリスト者たるものがどのように世間の
批判や意見に対処しなければならないかを説いた貴重な論文である。その内容を要約する
と、次のようになる。
わたくしたちは、世間の人たちがわたしたちに抱いている意見によって裁かれるべき
ではない。自分たちの行動とその動機の正しさによって裁かれるべきである。もっとも、
正しいと考えた理由に基づいて行動した善い行いであっても、批判されることがある。実
際、世間というものは、悪にたいしては簡単な言い訳でのがれてしまうことがっても、善
にたいしては、より厳しい批判の目をむけることが多い。しかし、正当化されない批判
は、純粋な悪だとは言えない。なぜなら、神はそのような批判の中から善を引き出す術を
ご存じだからである。このような状況においては、不正に批判する人たちのために、ただ
ひたすら祈りなさいと云う以外にアドバイスのしようがない (137)、と述べている。
しかしながら、もし、自分に落度があるならば、批判する人たちのために祈るだけでは
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不十分である。つまずきを与えた原因がはっきりしている場合に沈黙を守っていることは
最大の悪だ。そのような場合、人びとから受ける不平や皮肉こそは、わたしたちに有益な
自己反省の機会を与えてくれる。行ったことが悪であり、意向が悪かった場合のみが過失
になるのではなく、良い意向をもって行ったとしても、それがキリスト教的賢明さに基づ
いて行われなかった場合は悪になる、とも指摘している。
シャミナード神父はこのように述べた後、アデルとサンバンサンにこころの糾明をする
ように諭している。
あなたたちはこの問題を (わたしに) 提示したとき、誠実に、かつ、隠すことなく打ち
明けていたのか。考察と検討の時間に十分な余裕をもって相談していたのか。すでに決定
を下していたのに、未決のような顔をして相談していたのではないか。もし、それが事実
ならば、この問題を自分たちの都合のよいように提示したのは当然のことではないのか、
などである (138)。
アデルが書いてきたコメントや批判のなかには正当化されうるものもあったので、シャ
ミナード神父は、アデルとサンバンサンの二人に、それぞれ別々に神のみ前で糾明するよ
うに述べ、自分たちが下した決定と、そのような決定を下すにいたった経過について熟慮
し、その結果を直接自分の方に手紙で知らせるように、とアデルを通じて伝達した。
もし、この件の処置の仕方が間違っていたならば、その間違いは償われなければなら
ず、また、さらに起こるであろう悪を阻止しなければならない (139)。いまのところ自分
は、二人が正しく行動したと考えている。しかし、もっとくわしい報告をするまでは、こ
れ以上行動を起こしてはならない、と述べている (140)。
さて、4 月の中旬、アデルに宛てて送ったシャミナード神父の手紙がまだアデルの手元
に届かないうちに、クレルフォンテーンは修道院に移転してきた。かの女にはアデルの部
屋が当てがわれ、アデルは二階に移った。クレルフォンテーンは修道院にたいして何一つ
悪い考えをもっていたわけではない、とアデルはサクレ・ケールを安心させている。しか
し、この婦人の経済的な状況はかなり複雑な状態にあり、やがて訴訟問題に発展する可能
性をもっていた。しかし、当面は、修道院に迷惑をかける状態ではなかった。
この婦人は、まれにみる謙遜な人で、口数も少なく、特別な世話を要求することもな
く、なんの特別な配慮も要求してこなかった。かの女が連れてきた召使は婦人の身の回り
の世話をするだけでなく、修道院の雑用もしてくれた。修道女たちにとって、これは非常
にありがたいことであった (141)。
アデルがこの問題にかんしてシャミナード神父に宛てて送った二つ目の手紙を見る限り
では、アデルはかなり落ち着いていたように見受けられる。シャミナード神父はアデルに
次のように述べている。
「マダム・クレルフォンテーンの問題についてあなたが神の前で心の平静を取り戻した
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ことで、わたしも平安を得ることができました。あなたからいただいた説明で十分である
と思います」(142)。
そして、クレルフォンテーンのために、できるだけ早く適当な家を建ててあげなさいと
命じている。共同体がかの女の自由な出入りを同意したからといって、かの女のために新
しい家を新築するという最初の約束がなくなったわけではないし、また、かの女がアデル
の部屋に移り住まなければならないということにもならない、とも付け加えている。そし
て、たとえ二階の部屋の方がアデルの健康に良いと云っても、共同体の管理を支障なくお
こなうためには、アデルにオフィスが必要である、と述べている。しかし、シャミナード
神父が出した二番目の手紙がアデルに届く前に (シャミナード神父は大急ぎで郵送したと
云っている)、クレルフォンテーンがすでにアデルの部屋に入ったことを知って、驚くと
ともに、大きな不満を表明している。そして、そのような性急な行動をしたアデルを叱責
している。
もし、各修道院の院長が、すべてを事後報告で済まし、少々勝手すぎたと弁解するとす
るならば、あなたはどう思いますか。答えを出すために必要な時間を十分にとって、事前
にこのようなことは報告すべきであったし、このような重大なことにかんしては自分一
人の考えて行動すべきではなかった (144)。しかし、すでに行動した後である。今となれ
ば、できるだけ早く家を建て、こんど自分が訪問するときは祝別ができるようにしておく
ように。そして、クレルフォンテーンには、できるだけ早くその家に移らせるように、と
述べている (145)。
クレルフォンテーンが来てからと云うものは、修道院は老人ホームのようになってし
まったとアデルはドジテに述べている。とりわけ台所の仕事が忙しくなった。共同体と
パラビスの修道女たちを賄うだけでなく、ローモン神父の食事に加えて、いまではローモ
ン神父の小さな食堂で、神父と一緒に食事をとっているマダム・クレルフォンテーンの食
事をも準備しなければならなかったからである。これらの人たちは、いずれも年をとって
いたので、各人なにがしかの特別な配慮を必要とした (146)。しかもクレルフォンテーン
は、しょっちゅう晩餐に客を招待したため、スール・カタリンと台所で働く人たちは余分
な仕事で追い回されたのだった。
しかし、このようなことは見返りを考えればたいしたことではないとアデルは考えてい
た。なぜなら、それによってアジャンの共同体は全修道会のために経済的な援助を与える
ことができるようになるからであった。アデルはこのような「恩人」を、もっと探し出し
たいとさえ考えていたのである (147)。

9 月になると、クレルフォンテーンは修道院の悪口を言ったり叫び声をあげるなど、第
二の幼児期に入る様相を呈してきた (148)。10 月になって、やっと家が建ったので、かの
女はローモン神父と共に新しい家に転居した。それから 12 月までの間、クレルフォンテー
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ンは重い病気にかかり (149)、しばらくして死亡した。ローモン神父はかの女の病気と死
にいたく心をいため、しばらくの間は修道女たちの告解を聴くこともできなくなり、アデ
ルは一週間のあいだ聖体を拝領することができなかった (150)。
クレルフォンテーンの死亡によって修道会はその遺産を相続することになり（しかし、
それは係争中の訴訟が片付いてからのことであった (151)）
、エグイヨン近くにあった婦人
の小さな屋敷は、経済的に苦しんでいたトナンスの負担を軽くするために、トナンスの修
道院に与えられることになった (152)。
クレルフォンテーンの家は、(1826 年)7 月、シャミナード神父がアジャンを訪問したと
きに祝別してもらう手はずになっていたが、どうやらそれに間に合わなかったと考えら
れる。
シャミナード神父は、リュクレスとダビオの死後 10 日目にボルドーを離れ、8 月 (16 日
から 24 日）の一週間を除いては、10 月の中旬までマドレーヌを留守にしていた。師は修
道会のいろいろな施設を時間をかけて訪問していたのである。
最初はアジャン地方を訪問し、ついでパリとナンシイを訪問した後、北東部にあるアル
ザスとフランシュコンテまで足を運んだ。この地方への訪問は、シャミナード神父にとっ
て初めてのことであった (153)。

7 月の 21 日、トナンスには立ち寄らず、直接乗合馬車でアジャンに着いた (154)。アジャ
ンに留まること僅か 4 日 (7 月 25 日は修道会初の誓願宣立 9 周年であった (155))、そこか
らモアサック (Moissac) に向かった。モアサックはアジャンの上流約 50 キロのガロンヌ
川の流域にあり、ちょうどガロンヌ川がタルンと合流する地点に位置していた。ここで
シャミナード神父は、男子マリア会員が運営する新しい学校を開設するための交渉をまと
めた (156)。

7 月の月末にはコンドムに到着。そこから、黙想の終結日におこなわれる誓願更新式に
間に合うようアジャンに向かった (157)。この黙想会はムーラン神父の指導のもとにおこ
なわれていた。

8 月 6 日の黙想の最終日には、サン・ソボールと死の床にあったスール・アグネスが終
身誓願を立てた。誓願宣立の儀式の一部として棺桶にかぶせる布を誓願を宣立する修道女
に覆いかぶせて葬鐘をならす儀式があるが、アデルはこの儀式にあずかって、アグネスの
死が間近に迫っていることを実感した — 「かの女は天国に行こうとしています」と述べ
ている (158)。
誓願宣立から 2 週間の後、初めてアグネスは臨終の聖体拝領 (Viateicum) を行った（159)。
かの女は衰弱しきっており、ほとんど脈も感じ取れなくなっていた。そして、その日の夕
刻には、声が出なくなった。しかし、アデルがサクレ・ケールに伝えているように、アグ
ネスの覚悟と忍耐力には賞賛にあたいするものがあった (160)。
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8 月 29 日、アグネスは終油の秘跡を受けた。かの女の聖徳に心をうたれ、かの女の柔
和と従順に深い印象を受けたアデルは、アグネスの死は聖人の死だと確信するのだった

(161)。
アグネスは病気の最後の週に、天国へ行く「オベディアンス」
（辞令書）をムーラン神
父に願った。その時、ローモン神父は、かの女がマリアの誕生の祝日がくるまでは死なな
いだろうと自信をもって述べたのだった。
かの女の最期は、一般的に、静かで穏やかであったが、死の 3 時間前には信仰と希望に
たいする大きな誘惑がかの女を襲った。ローモン神父はその間、ずっとアグネスの側に付
き添っていたが、やがて誘惑はかの女を去った。
ムーラン神父は、最後の罪の許しを病人に与えようとして、アグネスの病室を見舞っ
たが、その時、午後 6 時、アグネスは息を引き取った。1826 年 9 月 8 日のことであった

(162)。
「わたしたちには、神さまの側に保護者がついています。しかし、どうか神のご慈悲に
かの女をお委ねし続けて下さい」(163)、とアデルはゴンザグに伝えている。
アグネスが終身誓願を宣立した翌日、シャミナード神父はトナンス訪問のために出発し
た。シャミナード神父はアジャンとコンドムを訪問した時もそうであったが、トナンスを
訪問した時も修道女たちに人事移動に関する意見を聞き、ノートをとり、そして、アルボ
ア (Arbois) に新しく開設される修道院のメンバー・リストを作成した (164)。
しかし、シャミナード神父は、スール・マルタの移動だけは、後日に延ばすことができ
なかった。修道会の創立のメンバーであるスール・マルタは、還俗しようとしていたから
である (165)。かの女の性格はますます難しくなり、シャミナード神父もアデルも、助修女

(スール・コンパーニュ) のノビスたちに悪い手本を与えることのないように、アジャンか
ら移動させたいと考えていた。そこでかの女はトナンスに移動させられることになった。
アデルはサクレ・ケールに「自分の重荷を、押し付ける」ことになるのを心苦しく思う
と述べながらも、今では助修女の修練者の数は増大し、将来的にすべての修道院において
かの女たちがおきな影響力を持つことになるのだから、これは会全体の善のためにやむを
得ない措置であると説明している (166)。

8 月の半ば、シャミナード神父はボルドーに帰省した。そして、それから一週間ののち、
今度は北東部に向かって旅立った (167N182)。師はこの地方に、たくさんのプロジェクト
を抱えていたが、今回の旅は、シスターたちの第 5 番目の修道院を開設するための契約を
締結するためであった。一方、アジャンでは、新しい修道院のシスターが必要とする衣類
や寝具を確保するために、アデルは忙しく立ち回っていた。アルボアはジュラ山脈の近く
に位置し、スイスの国境からは、それほど遠く離れていなかった。当然、気候はボルドー
よりもはるかに寒く、しかも冬は間近に迫っていたのである。
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この地方では男女修道会への志願者が数多く、かれらは遠くボルドーの修練院にまで来
ていた (168)。そのようなわけで、シャミナード神父はこの地方に男女の修道院を開設す
る必要性を感じていた。
先ず最初のプロジェクトとして、1822 年に、コルマール (Colmar) に男子マリア会の
修道院を開き、男児の学校を経営することにした。この共同体の司祭修道士が、この学校
の校長になり、同時に、そこから約 5 キロほど離れたエギスハイム (Eguisheim) で女子校
を経営するシスターたちの霊的指導者になることになった。しかし、このプロジェクトで
は、男子の計画は成功したが、女子の計画は実現しなかった (169)。

1825 年の夏、第二の提案がシャミナード神父にもたらされた。ブザンソン (Besançon)
の神学校の所有地ベスール (Vesoul) を使ってはどうかと云うのである。ここは男子マリ
ア会のサン・レミの共同体からさほど遠くはなれていなかった。最初男子マリア会をサ
ン・レミに誘致する時に一役かって出たバルデネ神父 (Bardenet)(170N183) は、こんど
も女子マリア会の誘致に熱をあげた。神父はこの屋敷を買収するために 20,000 フランを
シャミナード神父に貸す用意があると言ってきた。しかし、このプロジェクトも満足な結
果をみることはなかった (171)。

1826 年の初頭、バルデネ神父は以前カプチン・フランシスコ会が使用していたアルボア
の修道院を買収しようとしていたが、ここに女子マリア会の修道院を開設してはどうかと
シャミナード神父に提案した。シャミナード神父はこの話を受けたが、女子マリア会とし
ては人を送る以外に協力することはできないと伝えた。そのようなわけで、経済的な責任
はすべてバルデネ神父が負うことになり (172)、政府と教会に対する必要な手続きは、す
べてこれをバルデネ神父が引き受けた。

3 月、シャミナード神父はカイエ神父をフランス北東部へ派遣し、いくつかの重要なプ
ロジェクトの解決に当たらせた。そのなかの一つに、アルボアでの共同体開設にかんする
バルデネ師との最終取り決めがあった (173)。
シャミナード神父が驚いたことには、バルデネ神父は早急にことを進め、必要とされる
教会と政府からのあらゆる種類の同意書や許可書を短期日のあいだに取得してしまった。
ボルドーならばおそらく 10 年あるいはそれ以上の歳月を要するだろうとシャミナード神
父が考えていた諸手続きを、バルデネ神父は一ヶ月のあいだに片付けてしまったのである

(174)。
4 月になると、必要な改築と内装が始まった。バルデネ神父は、この建物を単に使える
ものにするだけでは満足せず、一流のものに仕立て上げようとした。
寄宿舎学校として、こちらが希望するような生徒を集めたいならば、ただ質のよい教職
員を配属するだけでなく、設備の面でも人びとの気持ちを引き付けるものにしなければな
らない、とバルデネ神父は考えていたのである。そして、シャミナード神父が派遣する人
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材は優秀な人たちばかりであると確信していたのだった (175)。バルデネ神父は、カイエ
神父が開設準備の仕事を監督するために当地に逗留していることができないのを残念に
思い、できるだけ早期にシャミナード神父自身が、この敷地と建物を確かめに来てくれる
ことを希望した (176)。

10 月 1 日、シャミナード神父はアルボアを訪ねた。師は教会や役所の人びとと会った
が、いずれもシャミナード神父を丁重に迎え入れ、女子マリア会の共同体が開設されるこ
とに熱意を燃やしていた (177)。
シャミナード神父は屋敷を訪れ、それが共同体と修練院と寄宿舎学校のために十分すぎ
る程のものであることを確かめた。その間、バルデネ神父は、この修道院を所有する市役
所との契約を完了した。この修道院の建物は、それまで警察署として使用されていたが、
その移転にあたって、バルデネ神父は自分が所有する屋敷を代替え地として提供した。そ
して、この屋敷と建物を取得するために 15,000 フランを支払った。一方、シャミナード
神父は寄宿舎学校を開設することを約束し、150 人の生徒のために無料の授業をおこなう
ことにも同意した。当時、アルボアには適切な学校がなかったのだ (178)。
この日、すぐにシャミナード神父はボルドーにいるモニエ士に手紙を書き、次のように
述べている。
ブザンソン、グレイ (Gray)、ベスール、ナンシイ (Nancy)、パリを経て、ブラザーた
ちの黙想の初日に間に合うように、10 月 15 日には、マドレーヌに到着する。もし、間に
合わない場合は、コリノ神父の指導で黙想を開始するように。アルボアに派遣すべくアデ
ルが提案したシスターたちを、ボルドーに集めておくように。そこで、アデルといっしょ
に最終決定を下すつもりである。選ばれたシスターたちは、ボルドーから直接アルボアに
旅立つことになるが (179)、その際、サン・レミに派遣されるブラザーたちが同伴するこ
とになる (180)。シスターたちの旅費は、サクレ・ケールが保管している基金をもってま
かなう (181)、とシャミナード神父は説明している。
修道院新設の準備でシャミナード神父が出張しているあいだ、三つの共同体は黙想をし
ていた。カイエ神父がトナンスの黙想を指導したことはアデルにとって大きな喜びであっ
た (182)。また、コンドムの修道院ではムーラン神父が指導した (183)。
アジャンでは、助修女 (スール・コンパーニュ) のノビスたちも黙想に入った。しかし、
スール・サン・ソボールとジェヌビエーブ、ならびにナティビテの三人が病気になったた
め、仕事に追いまくられることになった (184)。
トナンスに身を隠していた小さなメラニも、しばらくのあいだ病床についていた。この
とき、アジャンの病院のシスターたちが、無償でメラニの面倒を見てくれたので、必要な
手当を受けることができた (185)。しかし、この時サクレ・ケールがアデルにした報告に
よると、メラニはすでに快方にむかっており、おそらく病院の世話にならずにすむだろう
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(186) と述べ、引続きトナンスの修道院でかの女をかくまっておく、と記している。
ナンシイに到着したシャミナード神父は、友人のフォルバン・ジャンソン司教 (evêque

Forbin-Janson) のもとに寄宿し、そこで新設される共同体のメンバーの原案を作成した。
それによると、アルボアの共同体の院長にはボルドーのマリ・ジョゼフがなり、ゴンザグ
はコンドムからボルドーに戻って院長兼修練院長の職につく。アルボアに派遣される修道
女は全員で 10 人となるが、マドモアゼル・ダルディがこれに加わる（さらに、もしマド
モアゼル・ブルイットもコンドムから動かすことになるならば、かの女もこれに加わる）

(187)。
最初、シャミナード神父はエンマヌエルをすくなくとも数カ月のあいだ寄宿舎学校の校
長として派遣しようと考えていた。それは、
「かの女の容姿とマナーが」その職掌に適切
であると考えられたからである (188N184)。もしアルボアの新しい共同体が、寄宿舎学校
を新しい生徒にとって魅力あるものとし、マリア会にたくさんの志願者を引き付けるよう
なものにしたいのならば、最初に派遣される人たちには、なにか「センセイション」を巻
き起こすような要素をもっていなければならないと考えたからである。
確かにコンドムでのエンマヌエルは、アンカルナシオンが「内気で気が弱く」
「エンマ
ヌエルに命令したり指導することができなかった」ために問題となっていたが、コンドム
の寄宿舎学校では、かの女はなくてはならない存在であったため、移動させるわけには
いかなかった (189N185)。そこで、アジャンにいたスール・サン・ジョゼフ（デューレン
バッハ Durrenbach) を校長にし、同時にかの女を共同体の霊生部長にすることになった

(190)。
10 月 16 日、シャミナード神父は予定通りボルドーに帰り、(1826 年)10 月 19 日から 26
日までの男子マリア会の黙想で説教をした (191)。一方、旅行に耐え得るだけの体力を回
復したアデルは（病気になったビジタシオンに代わってソダリティの集会に出席すること
もできたほどであった）(192)、アルボアの共同体に派遣されるアジャンとコンドムのシ
スターたちを伴って、ボルドーに旅立った。この派遣団には、エンマヌエルも加わった。
ボルドーに着いたアデルは、当地のシスターたちから「筆舌に尽くしがたい喜びをもっ
て」迎え入れられた (193)。数多くのノビスたちにとって、創立者に会うのはこれが初め
てであり、他の人たちにとっては、喜びの再会であった。しかし、いとこであったマリ・
ジョゼフにとっては、他人に優る喜びを感じながらも、病気で見る影もなくやつれたアデ
ルを見るのは悲しみであり、また、アルボアに旅立てば、もうそれで二度と会う機会は恵
まれないであろう (194) との思いに悲しみに沈んだことは言うまでもない。アデルにして
も、この再会と、来るべき決別に、
「痛ましく複雑な思い」をこころに抱いたのであった

(195)。
男子マリア会の修道者たちがシャミナード神父の指導のもとに黙想をしているあいだ
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に、アルボアに派遣されることになっていた修道女たちはカイエ神父の指導のもとに黙想
をおこなった (196)。この黙想会では、アデル自身も数回にわたって講話をおこない、と
りわけ、この活動生活と観想生活の双方のよさを併せ持つ修道生活への召命の美しさにつ
いて語った。アデルはまた、幾度にもわたって、修道女たちに会憲にたいする忠実さと、
修道女間の大いなる心の一致に一層忠実であるべきことについて教えさとした (197)。
アデルはボルドーに滞在しているあいだに、グラメニャック家の姉妹やエメと再会し、
また、二年前に会ったことのあるマリ・デュブール (198) との再会も果たした。

10 月 29 日、日曜日、出発の日が到来した (199N186)。早朝のミサにあずかり聖体拝領
をすませた後、シャミナード神父の特別な祝福を受けて (200)、9 人の誓願宣立者と 2 人
のノビスは (201)、午前 6 時 30 分、二台のレンタル馬車に分乗して (202N187) 出発した。
汚れた馬に曳かれたおんぼろ馬車に揺られて行く一行を見て、通りがかりの人びとは目に
涙した (203)。
一日の旅は、夜の 9 時まで続けたとしても、せいぜい数十キロしか進むことしかできな
い！。 11 月 18 日に (204N188) 目的地に着くまでには、3 週間と 800 キロばかりの旅をし
なければならなかったのだ (205)。
幸いにして、一行はこの旅行のあいだ、毎日、ミサにあずかることができた。しかし、
、
椅子に座ったまま眠ったり、床にマットレスを敷いて寝なければならない夜が幾夜も続い
た。しかも、旅なかばにして、旅費をすべて使い果たしてしまった。無一文になってアル
ボアに着いた一行は、サン・レミのマリア会修道士ブラザー・クルーゼ (Brother Clouzet)
の好意で、やっと、このあやしげな御者に旅費の残りを支払うことができたのだった (206)。
この移動共同体 (207) が旅路にあるあいだ、他の修道院のシスターたちは旅の安全を
祈っていた。毎日、聖体拝領を捧げ、マリアに祈り、聖ヨゼフと守護の天使にそのご加護
を祈っていた (208)。
アルボアへの派遣団がボルドーを出発した翌日、アデルはアジャンへの帰途についた。
アデルには、コンドムに帰るエンマヌエルと、トナンスに向かうスール・マドレーヌ・
ドゥ・パッジ (Sœur Madeleine de Pazzi) が同伴した (209N161)。
マドレーヌは、それまで 14 カ月のあいだ修練をしていたが、トナンスで授業をしていた
スール・ブリジッタ (Sœur Brigitte) が病気になったため、かの女と交代することになっ
たのだ。スール・ブリジッタの病気が回復すれば、マドレーヌは再びボルドーに戻り、残
された修練期間を過ごすことになっていた (210)。
一行はノビスたちに別れを告げ、とりわけ敬愛するゴンザグとシャミナード神父に別
れを告げた。そして、この 3 人のシスターには、帰路の途中まで、新しい任地に赴くブラ
ザーたちが付き添うことになった (211)。
この旅は、先ず、蒸気船で (212) ボルドーから川上の小さな港町「ガロネル (Garonelle)」
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(213) まで上り、そこから乗合馬車でトナンスまで行くことになっていた。しかし、旅の
初めからトラブルが起こった。一行は荷物を一つ置き忘れた — 小さなイゾール (Isaure)
の衣類 (214N189) が全部はいった荷物であった ― 馬車の中に忘れてきたのである (215)。
午後 2 時、一行はガロネルに到着した。そこからサン・マケール (Saint-Macaire) まで
は徒歩で行った。しかし、ここで、アデルの表現を用いれば、ブラザーたちはまったく神
のことばかり考えており、シスターたちは気を散らしてばかりいたために、ブラザーの衣
類をいれたトランク二つを蒸気船のなかに忘れてきてしまったのだ。幸いなことに、一行
に加わっていたコリノ修士がサン・マケールに住んでいる父親に連絡をとり、荷物を取り
出してもらうことができた (216)。
乗合馬車に乗ると、アデルが体調を崩した。幾度となく嘔吐し、ほとんどの道のりを歩
いて行かなければならなかった。マルマンドに到着したのは夜の 9 時。ここでレストラン
に入り、食事をした。乗合馬車はしばらくのあいだ止まっていたが、やがてまた動きだし
た。そして、トナンスに着いたのはその日の真夜中近くであった。
トナンスでシスターたちが一行を待ち受けていたのは云うまでもない (217)。やがて 3
人は、床についた (218)。しかし、それも一晩のこと。一行は直ちに旅についた。エンマ
ヌエルが 10 月 31 日の夕刻までにコンドムに帰っていなければならなかったからである。
トナンスで一夜を明かしたアデルは、翌朝、かなり長文の手紙を大急ぎでゴンザグ宛に
書き、旅行の報告をしている。その手紙の中で、アデルは、マドレーヌが祈祷書と聖歌の
本を忘れてきたので送ってくれるように依頼するとともに、それと一緒に毛布と敷布を何
枚か送ってくれるように依頼した。トナンスには余分なものがなかったからである (219)。
また、アデルは、ブリジッタの容体が快方に向い、危機を脱したことを見届け、一安心
したとも記している。そして、自分はあわてて出発したため、筆記用具を携帯するのを忘
れてしまった (220) とも伝えている。
マドレーヌと、病気になったブラザーの一人をトナンスに残し (221)、アデルはエンマ
ヌエルとスール・ルイーズ・マリ（ドゥ・ポルテ) (Sœur Louise-Marie de Portets) を連れ
て出発した。スール・ルイーズ・マリを同伴したのは、アデルの最後の道のりを同伴する
ためであった。
サクレ・ケールが一行のために乗合馬車の座席を確保してくれた。午前 10 時、一行は
ポール・セント・マリに到着した。ここで、トランケレオンから来た馬車に合流し、エンマ
ヌエルはコンドムへむかい (222)、アデルとルイーズ・マリはアジャンの本部へむかった。
トナンスに長らく滞在することができないことをアデルは非常に悲しく思った (223)。
とりわけ、サクレ・ケールともっと長い時間を過ごしたかった (224)。三つの別れ、すな
わち、いとこエリザ（マリ・ジョゼフ）との別れ、ゴンザグとの別れ、そして、アガタと
の別れは、深くアデルのこころに残った。
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アデルは帰省の翌日、再びゴンザグに手紙を書き、旅行の様子を知らせ、トナンスとア
ジャンのシスターたちの様子を伝えた (225)。そして、ボルドーのノビシアに行くことに
なっているスール・ジャン・バプティストが、その途中でトナンスに立ち寄り、サクレ・
ケールに直接いろいろと話をして聞かせてくれるだろうということ、また、ボルドーに着
けばゴンザグにも直接話してくれるだろうと述べている (226)。
旅行が終わって 2 週間目に、アデルはゴンザグに手紙を書き、自分の健康状態がふたた
び良くなったこと、アジャンに着いて以来、熱を出していないと伝えてきた (227)。
アデルの生活は、すぐに、いつものパターンに戻った。ゴンザグに手紙を書き、サク
レ・ケールに手紙を書き、アンカルナシオンにも手紙を書いた。ブリジッタの経費の整理
をし、小さなアンジェルの将来についても配慮し、アジャンにいるポストラントの世話に
多くの時間を費やした。また、最近、非常によくきく薬をくれたドゥ・ラクサード氏に、
お礼の手紙を書いた (228)。
また、アデルは、その同じ手紙の中で、トナンスの修道院では庭園師たちとの隔離があ
まり十分に行われていないと指摘し、古い扉を閉鎖して新しい扉を作り、仕事場を他の場
所に移すようにと提案している (229)。同じような問題が、昨年、コンドムでも起こった

(230) と伝え、また、四つの修道院では、どこも例外なく病気に悩まされていること (5 番
目の修道院は、いま、アルボアで進行中であり、まだ何の音沙汰もない) と伝えている。
アンカルナシオンは、いまだに指導が必要で、アドバイスや励ましを必要としていた。
確かにアンカルナシオンは確固たる態度をとるように努めなければならない。しかし、親
切心と忍耐力と賢明さを忘れてはならない。なんでも余り真剣にとりすぎないように。ま
た、あわてて行動を起こさないように、とアドバイスを与えている (231)。アデルはこの
ようにアドバイスした後、病気のポストラントをボルドーに送らないように、とも伝えて
いる。「もう修道会には、十分なほど病人がいます」(232) と記している。
また、アデルは、コンドムに帰って霊生部長をしているセント・フォアに伝言し、かの
女がアジャンで面倒をみていた第三会が順調に進んでいること、そして、アデル自身がそ
の養成プログラムを引き受けたことなどを知らせた (233)。
そして、最後に、典礼暦の年末が近づいていることに言及しているが、おそらくこの時、
アデルは最近経験した最愛の友との離別を頭に描いていたのであろう、アンカルナシオン
に次のように述べている。
「聖人になろうとするわたしたちの本分を、両腕をひろげて抱きかかえようではありま
せんか。もう、そうする時期にきていると思います。疑いもなくわたしたちの人生の四分
の三は、もはや過ぎ去ってしまいました。申し開きができるように急いで準備しましょ
う。いつでもランプに火をともし、準備をしていようではありませんか。天国の浄配は、
わたしたちが一番予期せぬときに訪ねてこられます。もしその時わたしたちに準備ができ
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ていなかったとしたならば、なんと不幸なことでしょう」(234)。
また、サクレ・ケールにたいしては、いまからクリスマスまで「会則に忠実でありま
しょう。会則こそわたしたちを天国に導いてくれる道なのですから・・・」(235) と注意
を促している。
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死に瀕するスール・マリ・ジョゼフ/新共同体開設の提案
在俗第三会 (Third Order Secular) と
修道第三会 (Third Order Regular)
アデルの健康回復のための祈り
/十人目の死 スール・トゥリニテ
アデルの最期の黙想 ローモン神父の死

12 月初旬、アデルは手紙でアルボア修道院の様子を知り、また、その数日後、修道女た
ち自身からも手紙を受けて、感謝の気持ちであふれていた。アデルはこの喜びを急いでサ
クレ・ケールに知らせている (1)。派遣された修道女たちは無事アルボアに到着した。い
ろいろの出来事が起こった長旅であたが、その苦労もバルデネ神父や教会と政府の役人、
ならびに町の人びとからの暖かい歓迎で十分に報われた (2)。かの女たちの「臨時の母親」

(4) になってくれたマダム・ウッシエール (Madame Oussières)(3N190) は、準備万端を整
えてくれた。そして、かの女たちが到着した日には、全員を自宅に呼び、夕食に招いてく
れた。そして、その席でバルデネ神父と小教区の主任司祭を紹介してくれた (5)。

11 月 18 日、土曜日、主任司祭は修道女たちに招待状を出し、日曜日のごミサに出席し
て歓迎式に参加するようにと呼びかけた。しかし、三週間の長旅をした修道女たちにとっ
ては、一日もはやく修道院に落ち着き、囲壁の生活を始めることが先決であった。この修
道女たちの望みを知った主任司祭は、自分から修道院に来てごミサを捧げ、聖櫃内に聖体
を安置してくれた (6)。
夕食に招待された修道女は、食事の後、新しい修道院に移り住むことになった。聖堂は
マダム・ウッシエールによって美しく飾られていた。必要な家具と台所用品が備えられて
おり、あたたかい思いやりに魅了された。しかしながら、建物の改築工事はまだ終わって
いなかった。この工事はしばらくの間続き、労働者が去って正式に修道院の囲壁の生活が
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できるようになるまでには、今しばらく時間が必要であった。
その翌日、子供の入学を希望する親たちが修道院を取りかこんだ。バルデネ神父や町役
場のひとたちが、そのように約束していたからである (7)。
最初の一週間が過ぎると、なんにんかの人が修道院に「貸しておいた」家具や道具を取
り戻しに来たため、到着当初シスターたちがこころにいだいた感激も、じょじょに薄れて
いった。やがて修道院の中は、聖堂を残して、まる裸になってしまった。豊富に備蓄され
ていた食品も一日のうちになくなり、肉屋やパン屋や食糧雑貨店を自力で探し回らねばな
らなくなった。幸いなことに、バルデネ神父とウッシエール夫人が修道女たちを助け、い
ろいろな商店を紹介してくれた。
このときマリ・ジョゼフが家政と台所の管理技術について短期間のあいだ集中講義を受
けたというエピソードがあるが、この話は 40 年経ったのちにも冗談話として語り伝えら
れたものである (8)。

12 月 4 日、授業は開始された。大勢の生徒がやってきた。有料の授業が 2 クラスと、無
料の授業が 2 クラスできた (9)。そして、五つ目のクラスが開かれたのは、それから間も
なくのことであった (10)。
寄宿舎は改築作業が終わってから開かれることになり、マリ・ジョゼフがこれを担当す
ることになった (11)。ところが、12 月 5 日、学校が始まったその翌日、それまでもあまり
健康に恵まれていなかったマリ・ジョゼフが、この日、高熱と激しい頭痛に見舞われたの
である。そして、その翌日、医者はかの女に悪性チブスの診断を下した。
シスターたちは、授業が始まり、多忙を極めていたため、マリ・ジョゼフの看病に十分
な時間をあてる余裕がなかった。そのうえ、修道女たちのトランクはいまだに到着せず、
夜具も不足していた。幸いなことに、その町にあった病院の修道女がこのニュースを聞き
つけ、夜具を貸してくれたばかりでなく、病人の世話に修道院まで駆けつけてくれた。そ
して、看病のために交代で修道院に来てくれたのである (12)。12 月 12 日ともなると、マ
リ・ジョゼフは瀕死の状態に陥り、最期の秘跡を拝領することになった (13)。
一人の修道女は、浅はかにも (14)、次のような簡単な手紙をアデルに送った。
「この手紙があなたさまのお手元に届く頃には、わたしたちは孤児になっているでしょ
う」(15)。このように述べた姉妹は、さらに、新しい修道院長を派遣してくれるようにと
も付け加えた (16)。
それまで静かな待降節を送っていたアデルは、このニュースを聞いて悲しみのどん底に突
き落とされてしまった。アデルはアンカルナシオンに自分のこころを打ち明け (17N1919)
ているが、そこにはアデルの明確な決意がにじみでている。
「このカリスをわたしから取り去って下さい。しかし、わたしの意のままではなく、あ
なたのご意思のとおりになりますように」
。「わたしの親愛なる娘よ。なんという恐ろしい
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衝撃がわたしたちに襲いかかったことでしょう。わたしは、ちょうど今しがた、アルボア
から手紙を受け取りました。メール・マリ・ジョゼフが、救い主に望まれて生け贄になっ
たのです！ (18N59)・・・お願いです。祈って下さい。そして、姉妹たちに聖母マリアの
連祷と聖ヨゼフにたいする祈りのノベナをしてくれるように頼んで下さい。わたしたち
は、なすすべを知りません！ この親愛なる共同体は、カルワリオの丘の上に建てられた
のです。信仰の目からみれば、それは将来の吉兆です」と叫び声を上げている (19)。
アルボアでは、医者から匙を投げられたマリ・ジョゼフは、死んだと思われた。提灯に
火をともして、何回となくかの女の目の前で振ってみたが何の反応もなかった。姉妹た
ちは祈り、断食し、苦行をした。だが、突然、予期せぬ生命のしるしがあらわれた。そし
て、回復の微妙な兆候を見せはじめたのである。
少しづつかの女は回復し、やがて危険を脱するまでにいたった。こうしてかの女には長
い療養の生活が始まった (20)。そして、その月の終わり頃には、アデルはサクレ・ケール
にマリ・ジョゼフの回復のニュースを伝えることができるほどになっていた (21)。
こうして、アルボアは落ち着きを取り戻した。改築は完了し、寄宿舎は開始された (22)。
グレイに近いところにあった男子マリア会の共同体から、ララン神父がたびたび修道院
を訪問してくれた (23)。やがて、シャミナード神父の要請によって、ドゥ・シャモン司教

(evêque de Chamon) が、その土地の主任司祭をこの修道院の教区の長上として任命して
くれることになった (24N192)。
いとこが病にふせている数週間はアデルにとって苦しい時期であった。しかしそれで
も、アデルは忙しく仕事をこなしていった。無原罪の祝日を準備するソダリティの黙想会
では、パガ神父 (Father Paga) が毎日講話をし、大きな成功のうちに終わった。アデルは
この黙想会の結果が長く続くことを望んだ (25)。
アジャンの修道院は、自分たちが生きていくだけでも苦しい状態であったが、その上
に、シャミナード神父が養子にした少女を受け入れることになった (26)。ボルドーの修練
院はほとんど収入らしいものがなかったため、修練院をまかなうために、アジャンの共同
体が借金をした。こうして、アジャンの負担はますます大きくなった (27)。
「避難所」に住んでいるブラザーの一人が重い病気にかかった。しかし、この共同体は
シスターの共同体よりも貧しく、薪にさえも事欠く状態であった。そこでアデルは何がし
かのスープと薪を送って上げた (28)。
幾人かのポストラントが入ってきたが (29)、去って行くものもいた (30)。（トナンスか
ら来ていた）もう一人のスール・アンジェリックは再入会を希望した (31)。
クリスマスの日、修道院は最初の着衣式の十周年を祝った (32)。スール・クロチルダ
（デルペーッシュ Delpech)(33N193) が、
「マリアの一番年上の子」である聖ヨハネの祝日
に誓願を宣立した (34)。
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シャミナード神父とアデルは、更に三つの新しい修道院の開設を計画した。コンドムの
西南約 70 キロにあるエール (Aire) のマドモアゼル・ボーラック (Mademoiselle Beaulac)
は学校を経営していた。かの女は、自分が死んだ後もこの学校を安定させるために、引き
取ってくれる修道会を探していた。この情報は、シャミナード神父を通して入ってきた。
エールの神学校内部に、すでにソダリティができており (35)、いままでもシャミナード神
父は、そこの人たちと連絡をとっていたからでる。
シャミナード神父は、ボーラックと (36) その土地の主任司祭に (37) 手紙を出した。そ
の中で、師は、エールでの仕事を始めるために、修道女を一人か二人であるならば派遣す
ることができるであろうと伝え、その派遣された修道女の指導のもとで、マドモアゼル・
ボーラックはエールで「修練期」を始めればよいと伝えた。そして、かの女の他にも興味
を示す友人や教師がいるならば、その人たちも一緒に共同体をつくるように、また、後日
入会を希望する人が出てくれば、養成のためにボルドーかアジャンへ送るように、とも述
べている。
この同じ手紙の中で、シャミナード神父は、修道院開設前に考えておかなければならな
いその他のいくつかの問題点を提示した (38)。おそらくこれらの点について満足な答え
が出なかったのだろう。このプロジェクトは、そのまま立消えになった。
アジャンの南、約 30 キロ離れたところにあるレクトゥール (Lectoure) では、ベロック
が始めたソダリティが既に存在していた (39)。ブラザーはアジャンの学校で目を見張る
ような成功をおさめたため、あちこちからブラザーの派遣の要請がシャミナード神父の手
元に送られてきた。レクトゥールもその一つであった (40)。その後しばらくして、シス
ター派遣の要請もあった (41)。しかし、この時も交渉が満足な結論をもたらさなかったの
であろう。ブラザーもシスターも派遣されることなく終わってしまった (42)。
第三のプロジェクトは、より現実的なもののように思われた。最初は、このプロジェ
クトは、長い間のアデルの夢をかなえてくれるものであるかとさえ思われたほどである

(43)。
修道会の創立当初から、女子マリア会に蟄居を義務付けることはこの修道院が設置され
る町の状況や、働きかけようとしている人たちの状況から考えて、その活動が制約される
であろうことは分かっていた (44)。そのようなわけで、アデルは創立当時から修道院の囲
壁を超えて、とりわけかの女がアソシアシオンでのエネルギーの大半を注ぎ込んだ田舎の
地方に住む人たちの間に、使徒活動を拡充して行く方法を探求していたのだった。
囲壁に入ることのできない人、また、入る意思のない人で、アソシアシオンに加盟して
いる人たちが集まって作った在俗第三会は、アデルのこの夢の一部分を実現してくれる
ものであった (45)。この第三会の「シスター」たちは、有期誓願を宣立し、正式の「オベ
ディアンス」(従順による辞令書) を受け、使徒活動を行った。かの女たちがおこなう使

377
徒活動は、事実上、女子マリア会修道女の活動の延長であった。長上の職にはこの在俗第
三会員の一人が立ち、三部門の部長も設けていた (46)。アメリ、ベロック、メラニ・フィ
ガロール (Mélanie Figarol)、そして、入会以前のロロットなどは、この第三会の代表的な
メンバーのひとりである。トナンスで第三会が作られると、アジャンでも同様の発展がみ
られ、その第一回の集会には、アデルとシャミナード神父が出席している (47)。

1821 年、アデルはトナンスのメール・テレーズに宛てて次のように書き送っている。
「第三会は、もし、立派に指導して行くならば、非常に大きな仕事をする会となるで
しょう。ラルベール (Larbère) とマドモアゼル・モミュス (Mademoiselle Momus) は、第
三会に加入しないのでしょうか。この小さな種子が大きな木に成長し、田舎の地方までそ
の枝を延ばしてくれるようになることを心から望んでおります。この会は、修道会の仕事
を小さな村でおこなうことを目的としたものです」(48)。
トナンスではスール・ドジテ (Sœur Dosithée) がこの第三会を担当していた。そのた
めアデルは、しばしばこれに関してかの女に手紙を書いている (49)。例えば、メンバーに
質の高い養成をほどこす必要性を説いている手紙のなかで、アデルは次のように述べて
いる。
「かの女たちはわたしたちが蟄居のために手が届かないでいる外の仕事をするために召
された人たちです。かの女たちは、真の意味でこの修道会の娘であり、この会を通じてわ
たしたちは多くの魂をイエス・キリストとマリアに引き寄せることができるのです・・・」

(50)。
アデルは、また、シャミナード神父はこの修道会の選ばれた部門のために大きな計画を
もっている、とドジテに述べ (50)、神もまた、この選ばれた群のために大きな計画をもっ
ておられる、と付け加えている (52)。
当然のことながら、この在俗第三会もいろいろな問題を抱えていた。脱落するメンバー
がおり (53)、担当のシスターたちに迷惑をかけるものもいた (54)。
この第三会に一番直接的にかかわっていたのはドジテの他に、エンマヌエル、セント・
フォア、そして、アデル自身であった。
在俗第三会 (Third Order Secular) は有用であり、かつ、効果的であったが、長期のプ
ロジェクトのために必要とする安定性に欠けていた。また、メンバーが自分の仕事や家庭
の仕事をもっていたために、地方に点在する小さな共同体の必要性を十分に満たすだけの
力がなかった。そこでシャミナード神父もアデルも、修道会のもう一つの枝でありながら
囲壁に左右されない修道第三会 (Third Order Regular) を創設する機会をねらっていた。

1822 年、スール・アンジェリックが会を去ると、このような第三会の問題が浮上した
(55)。シャミナード神父は、このような発展があることを長年のあいだ待っていたが、時
間がなくてできなかった、と述べている。
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「時が来れば、どのようにしてこのような組織をつくればよいかを検討しましょう。ちゃ
んとしたものにしようと思えば、考えている以上に難しいものなのかも知れません。
」(56)、
と師はアデルに書いている。
時は 1825 年 1 月に来たかに思われた。弁護士の娘で二人姉妹であったマドモアゼル・
シルエール (Mademoiselle Silhères)(57) がリーダーとなって、信徒の小さな婦人のグルー
プをオーシュ教区 (Auch) のモンフォール (Monfort) に形成していたが、このグループ
が、マリア会と特別な関係を結びたいとシャミナード神父に依頼してきたのである。
師はこの要請に合意したが、一つの条件をつけた。それは、このグループが修道第三会

(Third Order Regular) の共同体を形成し、女子マリア会の統治の下におかれ、女子マリ
ア会の修道女に従属することをその条件とするというものであった (58)。
シルエール姉妹はこの提案に合意した。そして、修道会の精神を学ぶため、数日間、コ
ンドムの修道院を訪問することになった。アデルはアンカルナシオンに手紙を書き、この
人たちをポストラント同様に取り扱い、囲壁のなかに入れるようにと指令した。しかし、
かの女たちに会憲を読ませる許可は、まだ与えなかった (59)。シャミナード神父もアデル
の意見に同意した。しかし、その後、かの女たちはシャミナード神父に手紙で連絡してこ
なかったために、シャミナード神父は、女たちの誠意に多少の疑問を感じた (60)。
コンドムに数日間滞在しただけでは、二人の姉妹が修道会の精神を十分に汲み取れるは
ずはなかった (61)。しかし、あきらかに、この体験で、かの女たちは深い印象を受けたよ
うである。一年たって、かの女たちは、ボルドーのノビシアにおくられることになった。
二人はボルトーへ行く途中、コンドムとアジャンとトナンスの修道院に立ち寄った。かの
女たちは誓願を宣立してからモンフォールに戻り、そこに修道第三会の最初の共同体を作
ることになった。アデルはドジテに次のように伝えている。
「総長神父さまは、かの女たちが旅行の途中で立ち寄ったときは、修道院に入れて上げ
るようにと云っておられます。この人たちはボルドーへ行って修道会の精神を学びとり、
その後、モンフォールで新しい共同体を創ることになっています。かの女たちには何人か
の志願者があります。わたしたちとしては、会則が規定しているように、二・三年のあい
だ、一人の院長を送って上げれば、それでよいのです」(62)。

12 月中旬、アデルがアルボアからの最初のニュースを手にした頃、二人の姉妹はコン
ドムで数日を過ごした後、アジャンの修道院を訪れていた (63)。アデルはかの女たちの印
象を、次のように述べている。
「かの女たちの精神状態は非常に良好で、養成を受ける意欲をもっています。姉の方に
はスール・アッソンプシオン (Sœur Assomption) と云う名をつけ、（アデルと同い年の）
妹の方にはスール・テレーズ・ドゥ・ジェジュ (Sœur Thérèse de Jésus) と云う名を付け
ました」(64)。
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姉のアッソンプシオンは強い性格をもっており、かなりの才能と正しい判断力を身につ
けていた。妹は姉ほど恵まれていなかったが人好きのする性格で、明るく人付き合いの良
い人柄であった。しかし、かの女は小心に陥りやすく、とりわけ活発な想像力によって内
的な誘惑にかかりやすい傾向をもっていた。
この二人は、モンフォールでの共同体の創設資金として、4 万フランの基金を受ける約
束をもらっていた。二人は、自分たちが創立者としてモンフォールに帰るか、あるいは、
修道会の長上が決定する他の人を送ることに同意していた (65)。
アジャンに四日間滞在した後 (66)、シルエール姉妹は四・五日の滞在を目的にトナンス
に旅を続けたが、その際、ボルドーに行くことになっていたコンドムとアジャンのポスト
ラントを同伴することになった (67)。12 月 21 日、木曜日の朝早く、一行は蒸気船に乗っ
てボルドーのノビシアをさしてガロンヌ川を下って行った (68)。
二人がボルドーにいるあいだに（二人は二年間ボルドーに滞在した）
、モンフォールの
計画はうやむやに終わってしまった (69N194)。モンフォールのために約束されていた基
金をレクトゥールに回そうと考えた人もいたようだが、アデルはその正当性について疑問
を差し挟んでいる (70)。
結果的には、どちらの共同体も具体化されることなく終わり (71)、最終的に第三会がで
きたのは 1836 年になってのことであった。アデルは、ついにその夢の実現をみることが
できなかったのである (72N195)。
アデルの慢性的な虚弱体質、自分の責任下におかれた 5 つの修道院にたいする心遣い、
アジャンにおけるポストラントと在俗第三会の世話、修道会全体に覆い被さって来る経
済的な負担、三つの場所での修道院開設の交渉と計画、そして、一番最近起こったマリ・
ジョゼフの瀕死の病気 (73) — これらすべてが災いして、アデルの健康は再び悪化した。

(1827 年)1 月、アデルは再び病床についた。今回は、かなり危険な状態に陥った。この
ことがあって 2 カ月としばらくのあいだは、手紙も書けなくなった (74)。

1 月 29 日、シャミナード神父は五つの修道院にたいして公式の「命令書 (Ordinance)」
を出し、
「マリア会の創立者であり総長であるスール・マリ」(75) の健康回復のために祈
りを捧げるように伝達した。アデルの健康が回復するまでは、毎日、聖ヨゼフの連祷を唱
え、信徒たちにも連祷を歌う修道女に参加するように呼びかけられた（第 1、4 条）
。最初
の九日間はノベナとして荘厳におこない、これには第三会の会員やソダリスト、ならびに
共同体の友人たちをも呼びかけることになった（第 2 条）。このノベナの間、毎日、聖体
降福式（ベネディクション）をおこなう許可を司教（または、その代理）に申請する（第

3 条）。このノベナのあいだに、修道女と信徒は、総聖体拝領をおこなう（第 5 条）。修道
女は日曜日の聖体拝領と金曜日の大斉をアデルの回復のために捧げる（第 6 条）、と決め
られた。
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アジャンでは、ソダリストとアデルの友人たちは、かの女の回復のために約 8 キロの道
のりを歩いてノートルダム・ボナコントゥル (Notre Dame de Bon-Encontre) へ巡礼した

(76)。男爵夫人は、自分自身もあまり健康でなかったが (77)、ハンガリーのドゥ・ホッヘ
ンロー王子 (Prince de Hohenlohe)(78N196) に手紙を書いて、祈りを依頼した (79)。かれ
の治癒能力は、ヨーロッパ中に知れ渡っていたのである。
アデルは、これらすべての人による厚意と祈りにたいして大きな感謝の気持ちを持つと
ともに、自分になにが起ころうと、すべてを甘受する心構えを作り上げた。ホッヘンロー
は、病人にたいして、祈ってくれている人たちと、ある特定の時に、心を合わせるように
勧めるのが常であった (80)。アデルは、人びとからそのように薦められたとき、次のよう
に答えている。
「わたしの子どもたちよ。ただ、天国におられるわたしたちの浄配のご意思が成ります
ように」(81)。
いまではアジャンの修道院の仕事の大半を抱えていたサンバンサンは、この時からアデ
ルの看病のために、アデルの部屋で夜を過ごすことになった (82)。サンバンサンは、エミ
リ・デ・ロダに手紙を書き、ビルフランシュのシスターたちにアデルの回復を祈ってくれ
るように依頼した。(1827 年) 2 月の手紙では、病人の詳細な症状が記されている。
「総長は病床に就いたままで、内臓の不調に悩まされていますが、医者は治す術を知り
ません」。
アデルはこのような症状に、長い間悩まされ続けてきた。すでに、かれこれ一年くらい
のあいだ、アデルは小量の肉汁とミルク以外には何も食べることができなくなっていたの
だ。いつも熱があり、他の部屋に行くのも難しいほどに衰弱していた。アデルは自分でエ
ミリに手紙を書きたいと思ったが、不可能だ、と伝えている。
アデルがすでに何ヵ月もエミリに手紙を書いていなかったことが明白であったので、サ
ンバンサンは修道会の他のニュースも知らせた。しかし、なににもましてサンバンサンは
アデルの気持ちをかの女に伝え、マリア会へのエミリの心遣いにたいするアデルの感謝の
気持ちを伝えた (83)。
この厳しい病気のあいだ、アデルは看病してくれるシスターや医者の命令に、模範的な
従順の態度を示している。しかし、今までに、神のためにもっと奉仕することができな
かった自分を責め、祈りのあいだにあれほど心を散らしたことを悔やんだ。聖体を拝領す
るためには、真夜中から激しい喉の渇きと闘い (84N197)、朝になると一人のシスターに
支えられながら、歌隊席まで身体を引きずるようにして出かけて行った (85)。
死が間近に迫っていることを知ったアデルは、修道会の経済的な問題を整理しておこ
うと考えた。共同体はいまだに政府の公式な承認を得ていなかった（このことにかんし
ては、手続きさえも始めていなかった）
。実際的には、修道院のすべての家具や財産は共
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用されていたが、法的に、また、公式には、それら家財はすべて共同体の個人の所有物に
なっていたのである。

2 月 16 日、アデルは法的な書類を作成した (86)。この文書において、アデルはシスター
各人が経済的に平等であることを認めている。シスターたちは、ある人は祈りによってア
ジャンの修道院とその財産を助け、ある人は家具その他の動産を提供することによって経
済的に援助してきたからである。
マダム・ヤナッシュと 8 人のシスターの名前が列挙され、その人たちによる寄付が全額
で 47,100 フランであったと記された。また、この文書によれば、修道院がこの屋敷を入
手した 1823 年に、その代金 (6,000 フラン) をギャメル氏 (Monsieur Gamel) から借りたま
まになっていることを認めている。また、その他いろいろな人からの負債を総合すると、

8,600 フランになった。もちろんこの文書では、すべてのシスターは俗名で記載されてい
た。修道者としては法的に認められていなかったからである。アデルはこの文書に「マ
リ・ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン」と署名している。

4 月、アデルは無理をしながらも、やっと手紙を書くことができた。そして、親愛なる
ゴンザグに、復活祭の「アレルヤ、アレルヤ」を書き送った。
わたしのもっとも親愛なる娘よ。わたしは自分自身で自分の容態をお知らせいた
します。そして、あなたと、わたしたちの希望であるあなたの親愛なる羊の群にたいし
て、真の霊的復活、今後の信仰の生活、聖なるアレルヤを、お祈り申し上げます。ご復活
節の毎日がわたしたちを心の底から新たにしてくれますように！ 熱さえなければ、わた
しの身体の調子は少しよくなったといえます。でも、苦痛は少しも和らいではいません。
胃はまったく何も受けつけないのです。— また熱がでるのではないかと心配で — です
から、わたしはまだ何もできません。わたしは、自分の性格からすれば、うんざりするよ
うな無気力な状態にあります。でも、もしこれを立派に利用することができれば、おおい
に霊的生活に役立つことでしょう。 ああ、わたしの親愛な娘よ。もし、わたしたちが苦
しみの価値を知ってさえいたならば、少しでもそれを見逃すことのないように最大の注意
を払うことでしょう。苦しみは実物の十字架の遺物よりも、もっと貴いものです。この十
字架の奥深い意義を知ることができた人は、なんと幸福なことでしょうか (88) ！
アデルの手紙は短いものだった (「常識的でなければなりません」)。しかし、その手紙
に、かの女はシャミナード神父、カイエ神父、ノビスたち、そして、修道者たちにもよろ
しくと付け加えている。そして、二人の志願者についてその人たちの名をあげて様子を
聞き、また、シャミナード神父に手紙を書いてくれるように依頼してほしいとも述べてい
る。
「神父さまからの手紙は、わたしにとって、大きな喜び」だったのだ (89)。
二週間して、またもう一通の手紙 (90) をゴンザグに宛てて出した。この手紙で、自分
がまだ脆弱であることを知らせている。胃は食物を受けつけず、ひどく大きな苦痛になっ
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ていた。それで、手紙を書くこともできず、これで終わると述べている。
このような状態にありながらも、アデルは避難所にいるブラザーたちの健康について心
配していた。この手紙によれば、避難所は町を通り抜けた向こう側にあるのだが、修道女
たちは修道院から食事を運び込んでいる。昼食には、何にてもあれシスターが食べるもの
を運んでいるが、夕食には、はたして十分なものを差し上げているのだろうか ー ある
時は全く食事がなく、煮たプルーンしかないことがある。卵が一つか二つあればどうだ
ろうか？ サラダはどうだろうか？ とアデルは心配している。そしてゴンザグに、なにを
持って行ったらよいかをシャミナード神父と相談してほしい、ブラザーたちはまったく何
も不平を云わないのだから、と述べ、
「働いている人は食べなければなりません」と言葉
をくくっている。

5 月にアンカルナシオンは手紙を受け取った。そして、この手紙でアンカルナシオンは、
母親が病気であることを知った (91)。コンドムは経済的な援助を依頼してきたが、アジャ
ンも大変苦しい状態にあった。トナンスでの訴訟は負け、クレアフォンテンの事件を片付
けるために費用がかさんだ。アジャンでは 2,000 フランの借金をしなければならなかった。
「あァ、神さま。聖なる清貧よ、万歳！ どうかお恵みをお与え下さい。そうすれば、わ
たしたちは、それで十分です」とアデルは叫んでいる。
ゴンザグに宛てた長文の手紙では (92)、いろいろな人事の問題を修練院長に知らせてい
る。数人の優秀な志願者が到着することになっていること。このひとたちとボルドーに
いるノビスたちには、真の清貧の精神を教えてほしいこと。あまりにも「わたしのものと
か、あなたのもの」という問題が飛び交い過ぎている。しかし、ノビスたちの個人のリネ
ン類だけは共同体のものと区別しておくように。また、他のノビスのものとも混同しない
ように。それは、もし会を去らなければならなくなった人には、持たせて帰さなければな
らないからだ、と述べている。
アデルは、また、この手紙で、最近アジャンの町を襲った大災害のニュースを知らせて
いる。ガロンヌ川が 50 年来の大洪水を起こしたのである。アウグスチノ会の建物では、
聖堂、一階の歌隊席、倉庫と貯蔵庫、教室と庭のすべてが泥水で覆われてしまった。ご
聖体は二階に移された。水はかなりのスピードで浸水し、多くの人たちが膨大な被害を
被った。
アデルはそれとなく自分の健康について触れ、
「相変わらず、わたしの身体の調子はよ
くありません。食べることができないので、もとのように体力を回復することができない
のです。いつも胃の不調に苦しんでいます」(93) と書き添えている。
数日後、
「わたしは相変わらずです」(94) と述べ、スール・トゥリニテの死を知らせ、規
則に決められた通りの祈りを共同体が捧げるように述べている。定められた祈りというの
は、死者のための聖務日課、総聖体拝領、それに詩編 130 を唱えることであった。
「死者、
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とりわけ、み主がわたしどもに姉妹として与えて下さった方々の死にたいしては、忠実に
祈りを捧げましょう」、とゴンザグに伝えている。
スール・トゥリニテというのは、マリ・プレブスト (Marie Prébousteau) のことで、1823
年、トナンスで入会した姉妹である (95)。明らかにかの女は裕福な家庭の出であったよう
だ。かの女の衣装道具は素晴らしいものであったとアデルは述べている (96)。
トゥリニテの健康は良くなかった (97)。それで、アデルは、あまり多くをかの女に要
求してはならない、とドジテに伝えていた (98)。トゥリニテに関して述べているサクレ・
ケール宛の手紙のなかで、アデルは、病気が修道生活の規律の破壊につながり得るもので
あることを指摘し、また、修道会の事業を無能なものにする可能性のあることを思い起こ
させている。そしてアデルは、聖フランシスコの仕事をぶち壊すために病気の志願者を修
道会に送り込もうとたくらんだ悪魔の集会のおとぎ話を引用している (99)。
アデルはトゥリニテを受け入れる前にドゥ・ラクサード氏に相談し、かの女の健康状態
が良好であるかどうか、ノビシアに受け入れることは賢明か、などと氏の意見をただした
のだった (100)。
ドゥ・ラクサードは、この点にかんして、あまり楽観的な答えを出さなかった (101)。
しかし、それにもかかわらず、トゥリニテは 1824 年の初旬、アジャンでポストラントと
して受け入れられたのである。かの女の健康はその後もすぐれず (102)、共同体の重荷に
なってきた (103)。アデルは、これ以上かの女を修道会にとどめておくことはできないと
考えた (104)。しかし、トゥリニテがシャミナード神父に手紙を書くようになって (105)、
かの女はノビシアのためにボルドーへ行くことを許されたのである (1824 年 11 月のこと
であった)(106N198)。
病気はトゥリニテに重くのしかかり、かの女の若い身体は (23 才であった) よじれて変
形した。アデルは、たくさんの聖人たちが他人の目に魅力的に映らないようにと、あえて
自分の身体を変形させたことを話してかの女を慰め、また、かの女の霊的な落度にかんし
ては、もっとはっきり見えたとしても驚くことはない、光が強ければ強いほど沢山のほこ
りが見えるものなのだから、と励ましている (107)。

1826 年 9 月にかの女は有期誓願を宣立し、その後トナンスの修道院に派遣された。か
の女が死んだのは、このトナンスの修道院であった。享年 25 才。1827 年 5 月 25 日。それ
は修道会が創立されてちょうど 11 年目で、10 人めの死者であった。トナンスで死んだ人
を数えるならば、かの女は 3 人目の死であった。

6 月、アデルは身体の調子が少し良くなっていると報告し、「おだやかな食餌療法が良
い結果を生みました。いまではミルクに浸したパンを食べることができます。病気になっ
てからというもの、パンはどうしてもわたしの体に合いませんでした。また、パンとお付
き合いできるようになって喜んでいます」(108) と述べている。
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また、ゴンザグにたいしては冗談混じりに、
「食事の度ごとにミルクをいただいており
ます。三食をあわせて、全部で、約 15 分しかかかりません。こうして、少なくとも、わ
たしは、時間をかせいでいます」(109) と記している。
この頃、アンカルナシオンも少し身体の調子を崩していた。アデルはかの女を気にか
け、また、他のシスターたちのことも心配していた。そして、アンカルナシオンにたいし
ては、他の修道女たちにあまり仕事を押し付けないように、また、祈りと心霊修業のため
に十分な時間を与えるように、と忠告している。アルボアのシスターたちは働き過ぎて、
ある人は病気になった、と付け加えている (110)。

7 月、シャミナード神父は定例の修道院訪問に出かけた。アジャンに来たとき、政府に
よる修道会の承認を得るために必要な書類をアデルとともに整えた。このような申請を出
すには、今がちょうどいい時期だと思われたからである。

17 日、アデルは評議会を招集した。評議会は、この申請書の提出に全員一致で賛成し
た (111)。次の段階は、他の四つの修道院に諮問し、誓願宣立者全員の意見を聴取するこ
とであった (112N199)。
すべての準備が整うと、アジャンの修道院を本部とするための認可を申請することに
なった。しかし、後日、1825 年の法令に基づいて、現存するすべての修道院が認可の申
請を出さねばならないことになる (そして、それ以降、修道院が新設されれば、その新し
い修道院があらためて認可を申請しなければならないことになった)。
このときの評議会の議事録をみると、総長の監督下において会則の新しい
抄本を作り、認可を得るためにアジャンの司教に提出することになった。この議事録に
はすべての誓願宣立者 14 名、ならびにアデルが署名した (アデルは文字が書けないスー
ル・カタリンのために署名している)。
この同じ日、シャミナード神父はモアサック (Moissac) のブラザーたちを訪問するべく
出発した (113)。そして、7 月 17 日に帰り、再びその翌日、モンフォール、オーシュ、コン
ドムに向かって旅立った。コンドムには 7 月 24 日に到着した (114)。アデルはシャミナー
ド神父について次のように述べている。
「神父様はますます聖なる方になられました (115)。神の栄光のために熱誠で燃えてお
られます。師の真の子どもになろうではありませんか。もう一人のエリシャのように、師
の精神を二倍に高めて下さるように嘆願しましょう」(116)。
シャミナード神父はさらに新しい修道院を開設することができそうな場所を調査してい
た。
「すべてにおいて、また、すべてのために神の聖なるご意思がおこなわれますように。
こころを安らかに保ち、み主が役たたずの召使たちにお望みになるであろういけにえを、
いつでもお捧げすることができるように準備していようではありませんか」(117)、とア
デルは付け加えている。
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アデルは、シャミナード神父がアジャンに滞在しているあいだ、最期となるであろう会
話を神父と交わしている。医者のひとりは、治癒のため、あるいは少なくともかの女の症
状を軽減するため、最後の手段として温泉に行くことを勧めた。シャミナード神父は、蟄
居を守る修道女は修道院内で利用できる治療法以外のものを求めるべきではないと考え
た。しかし、師はこの点にかんしてアデルと直接話し合う勇気がなく、アデル自身の決定
に委せている。アデルはこの点にかんしてシャミナード神父と同じ意見をもっており、こ
の勧めを断わることになった (118)。
シャミナード神父はボルドーに帰るとき、二人の修練女を連れて帰った。アデルはゴン
ザグに、あと二人の志願者がすぐ後に従うだろうと述べ、それから何ヵ月かすれば、さら
に二人の志願者がノビシアに送られることになると報告している。かの女たちがノビシア
に居るあいだに良く教え込んでほしい。もし皆さんが真面目に教授の誓願を受け取ってい
るならば、とくに宗教について教えてほしい。かの女らに与えらる教育は堅実なものでな
ければならず、ただ霊感による着想や訓戒的な教えだけでは足りない。現在アジャンにい
る一人のポストラントは非常に徳が高いが、信仰については何も知らない。かの女もやが
て勉学を完了するためにボルドーに送られることになる (119)、とも述べている。

8 月にアジャンでおこなわれた年次の黙想では、ムーラン神父が説教した。しかし、そ
の前に解決しておかなければならないいくつかの問題があった。
長年のあいだ、アジャンの第三会のメンバーは修道女たちと一緒に年次の黙想をしてい
た。しかしながら、これたいしてムーラン神父と「すべての姉妹」(120) が反対していた
のである。第三会員を担当していたアデルは、第三会員を擁護し、共同体は第三会員にた
いして黙想に来てもよいという約束を守るべきだという立場をとっていた。
しかし、この年、アデルは、この自分の意見に疑問を抱いた。評議会は、黙想の終結日
に、スール・イザベルが誓願を更新する許可を与えないとの決定を下したのである (121)。
アデルは、もしかの女が誓願を更新しなければ第三会員につまずきを与えることになると
考えた。いまではアジャンに帰っているセント・フォア (122) や、サンバンサンが主張す
るように、第三会員の黙想会への参加を全面的に禁止すべきなのであろうか。それとも、
最終日を除いて他の日の黙想には参加させることにするのか。修道女たちは（二階が非常
に暑かったので）階下で黙想をしていたが、誓願更新は二階の歌隊席でおこなうことにす
るべきか (123)。アデルはいろいろと考えた。
この問題にどのような結論がだされたのかは別として、この黙想会は成功のうちに終
わった。シスターたちは「平安と満足のうちに」(124) こころを一新して黙想会からかえっ
て来た。アデルにとって、これは最後の黙想であり、かの女はそのことをよくわきまえ
ていた。かの女の手記 (125) を見ると、病気で弱っていたにもかかわらず、真面目にこの
黙想に取り組んでいたことがよくわかる。かの女の手記は、決意の表明文で始められて

386

第 23 章

1826 年–1827 年

いる。
この黙想で得ようと考えていることは、自己の完徳に励み、イエス・キリストにおける
姉妹たちの世話をおこない、修道会とその事業のために働くため、残された時間を、すべ
て神のより大いなる栄光のためにお捧げすることができるよう、完全に自己を忘れ去るこ
とだ。第二に、この黙想で得ようとしていることは、永遠の世界に入る準備をすることで
ある。外部から見る限り、これは身近に迫っている。
アデルはこの手記で、黙想のそれぞれの講話と訓話の主題について簡単な要約をおこ
なった後、自分の考えと決心を付け加えている。個人の生活と長上としての生活を反省す
るときのアデルは、その落度にたいして、非常に厳しい態度をとっている。
この黙想会は、黙想を立派に行うための条件についての講話で始まった。アデルは、特
に、内的・外的の沈黙について糾明している。黙想を成功させるためには、この二つの沈
黙を守る必要がある。自分自身に必要なことがらについて取り越し苦労をすることは、こ
れらの沈黙を破ることになる。また、他の修道女の健康にたいする過度な心配も、この沈
黙を破ることだ。他の修道女たちを心配して心に抱く動揺は、真の愛徳ではない、と反省
している。
初日は「会則にたいする忠誠」について黙想した。沈黙の規則の実践において自分はあ
まり正確でない、とアデルは反省している。これは、一つには、他人から憐れんでもらい
たい、大切にしてもらいたいという気持ちから、自分の病気について語ろうとする欲望を
満足させているのであり、また、特に食堂で自分に話しかけてくる姉妹の望みを満足させ
ようとすることに起因している。一般的な潜心の精神に貢献し、食事のあいだの読書に注
意深く耳を傾けることができるように、よりよく沈黙を守ることによって姉妹たちに奉仕
することを決心とする。食事にかんしては、なににてもあれ、与えらたものに満足し、必
要なときには、自分が必要としていることを素直に謙遜のこころをもって告げ知らせる、
と記している。
二日目の主題は清貧であった。アデルは、清貧の誓願にたして、真の愛を抱いていると
考えていた。しかし、自分の義務にたいして十分な注意を払うことを怠っていることがあ
る。それは、一つには怠惰からであり、また、他の姉妹たちを喜ばせようとする望みに起
因するものである。共同体全体が、もっと完全に清貧を守ることができるように努力する
ことを決心する、としている。
三日目は、従順であった。たとえどれほど素晴らしい成果をあげようと、もし従順がな
ければ、その善行には神の祝福がないことをアデルは十分に心得ていた。自分にとって、
従順とは、毎日の生活の中で起きる相反する事柄において自己の意思を否定することであ
り、素朴さと信仰のこころをもって自分の健康に対処することである、と記している。
四日目の朝の講話は教育の誓願についてであった。ここでアデルがとった決心をみる
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と、それが病人の手によるものであるとは考えられないものであった。授業の教え方を検
討するために、また、教授法を改善するために、黙想が終わればただちに評議会を開く。
毎週、二つ目の講話を貧しい人たちのためにおこない、この大切な使徒事業をよりよいも
のにするように努力する。アジャン以外のソダリティのグループとの文通にたいして、よ
り忠実であること、としている。
午後の訓話は時間の無駄についておこなわれ、五日目は労働についてであった。これに
より、アデルは自分の仕事における動機付けについて反省している。
アデルが仕事をするときは、大切な義務よりも、自分がしたいと思う仕事を優先するこ
とがある。自分自身にあたえられた責任と義務の遂行にたいして、より完全に自己を与え
るように、とアデルは決心した。
黙想の六日目の反省と決心は蟄居の誓願、とくに、その精神についてであった。内的な
「囲壁」というものがあって、それはこの世的な心配ごとや処世術から人を守るものであ
るが、この他に、より外的で、物的な囲壁による離脱がある。共同体が蟄居の誓願に忠実
であるように、そして、控え目と慎みの規則に忠実であり得るように計画をねることを決
心している。
このノートの最後にアデルが記した決心は次のようなものであった。
「謙遜を修得すること。毎週、その一つの観点を取り上げて、いままでのように単なる
自然的な動機からではなく、信仰の精神をもってそれに努力すること」
。

8 月 15 日に黙想は終わった。マリアの被昇天の祝日であった。これはアデルの第二の
洗礼名マリが示すように、かの女の保護の祝日であった。共同体では、この二重の祝いを
祝った (126)。ソダリストはこの機会に、修道院の図書館にたくさんの書籍を寄贈してく
れた (アデルはこの図書を、ボルドーの修練院とも分かち合っている)。
また、この日には、21 才になるアジャン出身のアンヌ・シャルメル (Anne Charmel) が
入会した。アデルの祝日でもあったので、かの女には自分の名前に「少し付け加えて」、
スール・セント・マリと命名した (128)。
シャルメルは明るい正確の持ち主であったが、少し軽率なところがあった。しかも、霊
的な事柄にかんしては、ほとんど何も学んでいなかった。しかしかの女は善意の持ち主
で、自分を改善する意欲に燃えており、新しい生活のスタイルに合わせようとしていた

(129)。
スール・セント・マリならびに、メール (歌隊修女 Mères) になろうとしているポストラ
ントとアッシスタント (Assistantes) になろうとしているポストラントたちは、ボルドー
に送られるまではアデルの直接の監督下におかれた (130)。スール・コンパーニュ (Sœurs

Compagnes) になろうとしているポストラントは、サンバンサンの監督下におかれた。当
時、サン・ソボールがアルボアに赴任していたからである (131)。
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アデルは、スール・コンパーニュの志願者がメールの志願者よりも急速に増加している
ことに心配し、どこの修道会でもメールに比較してスール・コンパーニュが少数であるの
が普通なのだが、とゴンザグに伝えている。もし、志願者が素質をもっているのなら、コ
ンパーニュではなく、メールになるように勧めてはどうかと提案している (132)。
シャミナード神父がいろいろの仕事をやりくりしている間に、メールを希望していた一
人の志願者の問題がうやむやになってしまった。29 才になるメザン (Mézin) 出身のフラ
ンソアーズ・カンプナン (Françoise Campunant) である。メザンはネラックの南約 16 キ
ロのところにある小さな町である。

7 月、シャミナード神父がコンドムにいるとき、かの女は神父に会いにコンドムに来た
(133)。そののち、ポストラントになるための準備として、トナンスで黙想をおこなった。
シャミナード神父はかの女に二週間のうちに手紙を書くように伝え、すぐにボルドーでノ
ビシアを始めることができるようになるだろうと伝えてあった。
ところが一月たっても、かの女はいまだトナンスで黙想をしており、アデルの言葉をか
りて云うならば、
「牢獄に閉じ込められた」状態だった。せめてカイエ神父がかの女を黙
想の家から共同体へ移る許可を与えることができないものでしょうか、とアデルは問いか
けている (134)。

9 月、いまではスール・サン・ルイ (Sœur Saint-Louis) となったフランソアーズは、やっ
とトナンスでサクレ・ケールの指導のもとに志願期を開始することができた (136N201)。
共同体の黙想を始める前から黙想のあいだ中、アデルのこころに重くのしかかっていた
のはローモン神父の病状であった。すでにこの前の 8 月から、ローモン神父の健康状態は
思わしくなく、回復の見込みはまったくなかった。アデルの表現をかりるならば、ローモ
ン神父は「天国のために熟していた」のである。しかし、師は姉妹たちの祈りを必要とし
ていた。身体の病気 — 肺の炎症と肝臓の機能低下で瀕死の状態であった (137) — の他
に、小心症でいたく苦しんでいたのだ (138)。師はときどき一時的な精神錯乱状態に陥る
ことがあり、そのあいだに、司祭職を行使している錯覚に陥ることがあった。
アデルは、大きなものが失われていくのを目の辺りにして、深くこころを傷めていた。
ラリボー神父は、自分自身、一度も健康であったことはなかったが、死に行く友を見舞う
ために、ロンピアンからやってきた (139)。

9 月 4 日、ローモン神父が二日前から苦しみはじめ、そのひどい苦しみの中でも姉妹た
ちに大きな模範となってくれている、とアデルはゴンザグに伝えている (140)。翌日、サ
クレ・ケールに出したアデルの報告をみると、その日の朝 9 時 30 分にローモン神父は息
を引き取った。師は非常に苦しんだ。しかし、いつも「聖人のようだった」。
スール・カタリン、スール・ジェヌビエーブ、そして、マダム・ヤナッシュが交代で、
夜通し、看病に当たってきた。それは、師が、
「自分の家族である」シスターにいつも付
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き添っていてもらいたいと云っていたからである。臨終の床にはムーラン神父がいた。師
はローモン神父が共同体に最後の祝福を与えるとき、その腕を支えてやった。
「わたしたちは神父さまのお陰で、たくさんのお恵みを被りました。わたしたちは恩人
を喪い、真の友人を喪ったのです」とアデルは述懐している (141)。享年 69 才であった。
ローモン神父の訃報はアデルからゴンザグに伝えられ、ゴンザグからシャミナード神父
に伝えられた。師はこのときフランス北東部の共同体へ、第二回目の訪問をしている最中
だった。この旅行でシャミナード神父は、アルボアの共同体での年次の黙想会で説教をし
ている (142N202)。
アジャンの修道院が聴罪司祭でありチャップレンであるローモン神父を喪った今、司教
が「神のみこころにそった」人を、後任者として派遣してくれるように祈りましょう、と
アデルは述べている (143N203)。
ローモン神父が遺した書類の中に、たくさんの霊的な記述が残されていた。アデルはそ
の中のいくつかをサルレ・ケールに送っている。師は、自分の衣服と本を神学校に遺して
行った。そして、所持していたお金は自分の家族と慈善事業に、司祭服と聖具は修道院に
遺して行った。
「神父さまには、どれほどお礼を申し上げなければならないことでしょう
か。わたしたちのためにこれほどまでにして下さり、また、しようと思って下さったので
すから」とアデルはサクレ・ケールに述べている (144)。アデルもサクレ・ケールも、ロー
モン神父とは長年の付き合いであったのだ。
ローモン神父の病気と死で、ムーラン神父の仕事は三倍に膨れ上がった (145)。それで
もムーラン神父はトナンスの黙想を指導しようと考えていた。
「神父さまは、ほんとうに
この修道会の精神をもっておられます」とアデルは記している。
コンドムの年次黙想では、ふたたびコリノ神父が説教をしてくれた (146)。二年前にコ
リノ神父がコンドムの黙想を指導したときは、大きな成果を上げることができた (147)。
その黙想が素晴らしかったために、被造物よりも創造主のメッセージにこころを高めなさ
い、とアデルが修道女に忠告しなければならないほどであった。修道女たちが人間より
も、その人が伝える神聖なみ言葉についてもっと語りたがるようになることを望む、とア
デルは修道女たちに諭したのだった。
「指導神父のことはお忘れなさい。でも、指導神父が仰ったことを忘れてはなりませ
ん。神父さまを神の道具として尊敬し、それ以上のものを神父のなかに見てはなりませ
ん」とアデルは述べている (148)。
アデル自身、もっと神を中心に注意力を払おうと努力していた。9 月の中旬、医者から
絶対安静を命じられた。起床は午前 11 時とされ、その後はアームチェアーで過ごすこと
になった。動き回ってはいけないと医者から言われた。アデルはほとんど食物を撮るこ
とができなかったので、残された僅かばかりのエネルギーを使い切ってしまわないように
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する必要があったのだ。
しばらくのあいだ、アデルの体調は良くなったように見受けられた。しかし、自分がし
たいと思っていることをすべて捧げねばならないということは、なんという犠牲であろう
か (149) ！ 数日後、かの女はゴンザグに次のように打ち明けている。
「からだの調子はあまり良くありません。からだを引きずっていくだけの力もありませ
ん。でも、わたしの魂は身体以上に苦しんでいます。わたしのこの役立たずの中から霊的
な善を引き出すことができますようにお祈り下さい」(150)。

9 月も終わりに近づいた頃、アデルはもう一通の手紙をゴンザグに書き、「わたしの健
康状態は、以前とほぼ同じです。何事にたいしても、集中することがひどく難しく感じら
れるようになりました」と述べ (151)、サクレ・ケールには次のように記している。
身体の調子は一向に良くなりません。からだを引きずっていくだけの力えもありませ
ん。いつも具合いが悪く、ほとんど食べることができません — だから、それで、また、
苦しむのです。祈りが味気なくなりました。何事をするにも、ただ気力あるのみです。あ
あ、わたしは真剣に準備する暇もなく、永遠の旅路につこうとしているのです。（死の）
準備は、病気になるまで延ばしておくべきではないのです。わたしに今残されているこ
とは、仕事にたいする興味だけです。仕事ができることは、わたしにとって大きな喜びで
す。ああ、わたしの頭にはつまらないことしか残っていません。祈りの時間にさえも、わ
たしの体にあった食べ物は何なのだろう、などと考えます。安楽をさがしもとめ、何事に
おいても自己を克服することなく、すべてにおいて自己中心的になってしまいました。み
なさん、どうか、もっと、わたしのためにお祈り下さい (152)。
自己中心の役立たずだと自分に言い切っていたアデルではあるが、それでも実際は、各
修道院での修道会の問題について配慮していた。

9 月下旬、アジャンの共同体では、すでにパラビスの婦人、ローモン神父、クレアフォ
ンテンの他に、シャミナード神父から依頼された人を匿っていたが、その上に更にもう一
人を受け入れようとしていた。アデルはゴンザグに次のように伝えている。
その人、マダム・モアラ (Madame Moira) はアジャンの出身で、30 才になる。神を求
める素晴らしいキリスト者であった。しかし、かの女は強度の身体障害を持っていたた
め、どの修道会にもはいることができなかった。7 月、かの女はシャミナード神父に自分
の将来について語り、師はかの女を共同体に受け入れることを同意したのである。
かの女は普通誓願を宣立し、修道服は着衣しないことになった。修道会の伝統にもとづ
く「オブレート (修道会に一生を捧げた人)」となったのである (153)。
アデルはまた、ブラザーの共同体が (ボルドーか、アジャンか、どこかその他の共同体
が) プロテスタントの両親を持つ二人の男の子を受け入れてくれないだろうか、と問い合
わせている。この子供たちはカトリックになりたがっていた。この子供たちについては、
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シャミナード神父がアジャンに来たとき、
「避難所」の共同体の院長をしていたブラザー・
メマン (Brother Mémain) を通じて話しておいたのだった (154)。
ブラザ−・メマンが、ブラザーたちの大切な用事でボルドーに使いに出した小さなポス
トランについても、アデルは心配している。この子が出てからすでに一週間たっている
が、何処にいるのか、なんの音沙汰もなく、母親が狂乱していたのである (155)。
たしかにアデルはいろいろと他人のことを気にかけていた。しかし、自分の健康状態を
忘れてしまうことはできなかった。かの女は、いまでは自分の健康がこれ以上快方に向か
うものでないことを知っていただけではなく、むしろ、悪くなっていることを悟っていた
のであった。栄養をとることができないかの女には、それ以外の道は残されていなかった
と言えよう (156)。
「わたしの身体は良くなっていません。わたしは、よろよろとして生きています・・・
身体よりも無気力になっているわたしの魂のためにお祈り下さい。何事にかんしても、
わたしはひどく無関心になりました。それなのに、死後の世界は近づきつつあるのです」

(157)。
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シャミナード神父に宛てた男爵夫人の手紙
教会・国家による公式の承認

アデルは迫り来る死を、平素にかわらぬ決意と素直さと信仰をもって、受け止めてい
た。1827 年 10 月下旬、財務を整理し、遺言書を作成した (1)。この遺言書は一枚の法定
用紙の表裏二ページにわたって自筆で記入されており、各ページの下には「アドライド・
マリ・ドゥ・バッツ・ドゥ・トランケレオン (Adélaïde-Marie de Batz de Trenquelléon)
の署名と、1827 年 10 月 27 日の日付が記入されていた (2)。
先ず、神へわが身をゆだね、マリアの取り次ぎの祈りを記した後、アデルは四人の修道女
を共同相続人として立て、動産と不動産をふくむすべての持ち物を相続した。その四人は
「マリ・ロサリ・ルイエ（エンマヌエル）
、マリ・フォンボンヌ・ラ・バスチッド（サンバンサ
ン）
、マドレーヌ・ビルジニ・マレシャル（セント・フォア）
、そして、カタリン・イザベル・
モンセ（アンヌ）(Marie Rosalie Lhuillier/Emmanuel, Marie Fonbonne La Bastide/Saint-

Vincent, Madeleine Virginie Maréchal/Sainte-Foy, Catherine-Isabelle Moncet/Anne) で
あった。
アデルは、シャルルに預けてある男爵の所有地のうち、自分の持ち分から 4,000 フラン
を従姉妹にあたるガジャン (Gajean) の四人の女性（伯父フランソアの子供であるカロリ
ン、セリン、アナイス、ユージェニのこと (Caroline, Céline, Anaïs, Eugénie)) に支払う
ように要求している。この支払は、四人の共同相続人とシャルルのあいだで合意した方法
でおこなうこと。もし、合意がおこなわれない場合は、アデルの死後、現在アデルに支払
われているのと同じように四半期毎の利息を付けて、半分を一年以内に、他の半分を二年
以内に支払うこと、と規定している。
また、もし、母親が自分よりも先に死ぬことがあれば、上記の四人の共同相続人は、その
遺産相続から除外される。アデルが受けることになる母親の遺産の額にもよるが、その遺
産から、母方の二人の従姉妹すなわちクララ（いまではマダム・ドゥ・ラリ・ラ・ツールと
なっている Madame De Larry La Tour)) とエリザ（マリ・ジョゼフ）に、おのおの 5,000

394

第 24 章

1827 年–1828 年

フランづつ支払う。残りは、最大限 20,000 フランまでを自分の妹デジレに与える（この
ことは、すでに 1817 年、デジレが結婚するときに、私的な文書で母親と合意を交わして
いた）(3)。その他のすべての動産・不動産ならびに母親の死によってアデルにもたらせ
るであろう権利にかんしては、クララとエリザを共同相続人に指定した。
さらにこの遺言書によると、アデルの死によってシャルルが支払わなければならなくな
る金額を除いて、アデルがシャルルと取り交わしていたすべての合意事項と取り決めは、
そのまま効力を保持することも定められていた。そして、この遺言書が自分の最も新しい
最後の遺言書であるので、それ以前に記されたあらゆる遺言書や誓約書などの類はすべて
無効となる、とも明記されていた。
この文書の他に、アデルはフガロールの貧しい人たちにあたえるお金について、シャル
ルと母親とのあいだで口約束をしていた。この合意にもとづいて、シャルルはアデルから
受けた 3,400 フランにたいして、年間利子 170 フランを支払うことになっていた。母親は
自分が生きている間は、その（母親の）死後の管理に必要な経費を除いて、このお金がフ
ガロールのサン・セシル小教区に所属する貧しい人たちに配られるのを見届けることに
なっていた (4)。生においても死においても、アデルと母親は貧しい人たちを助けること
にかんしては意見を異にすることはなかったのだ。
遺言書の他にも整理して置かなければならない財務の仕事があった。

1825 年 2 月、革命政府によって差し押さえられていた亡命者（エミグレ）の財産を補償
する法案が通過した (5)。二年以上にわたる交渉と書類提出ののち、トランケレオンの家
族の権利、もっと正確に云うならば、さきに死んだ男爵の諸権利が認められたのである。
男爵の財産のうち、差し押さえられ、売られたもの（什器や 12,000 の信用状をのぞく）
は (6)、約 70,000 フランと換算された (7)。この内、17,000 フランの資本は、男爵の三人の
子供のひとりとしてアデルの持ち分となるべきものであった (8)。当然のことながら、政
府は補償される市民にたいして、その資本を全額返還することはなかった。国家はそのよ
うな資本の流出を許容することができなかったからである。しかし、そのかわりとして、
償還さるべき資本にたいして、年間 3 パーセントの利息を払うことになった。
トナンスの財政状態は引続き困窮を極めた。そこでシャミナード神父は、このような利
子が国家から支払われるならば、それをトナンスの修道院に与えてはどうかとアデルに提
案した (9)。同じように、エグイヨンにあるクレアフォンテンの地所から入る収入も、ト
ナンスに与えるように提案した。このような収入の中には、鶏とか卵による支払も含まれ
ていた。修道女たちの所持品を監督していたドゥ・ラクサードにたいして、アデルは、も
し氏が望むならばこの土地をタバコの栽培に転用してもよいだろうと述べている。そうす
ることによって収入の増加を計り、共同体の必要性を満たそうとしたのである (10)。
個人の財務を整理するのも大切な仕事であったが、その他に、アデルには修道会の承認
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を政府に求める仕事も残されていた。

7 月、アジャンを訪問してボルドーに帰ったシャミナード神父は、国家の承認を申請し
ようとしている女子修道会のために、政府は修道会の定款記入用紙を標準化したことを
知った。

8 月、シャミナード神父は必要な書類を手にいれるため、教務省 (Ministry of Eccesiastical
Aﬀairs) に手紙を書いた (11)。フランスの北東部に旅していたシャミナード神父は、帰り
道にパリに立ち寄り、教務大臣フレッシヌ司教 (bishop Frayssinous) に面会し、長官ドゥ・
ラシャペルとも面談した (12)。

11 月、シャミナード神父は、女子マリア会が 7 月に開催した評議会を期して、それまで
に着手していた国家承認申請手続きを継続することができるように、アデルに宛てて定款
のコピー (13) を送った。また、政府が規定している文書については、その第 11 条に注意
をうながし、この箇条に書かれた清貧の誓願は、一見したところ、誓願 (伝統的な荘厳誓
願のこと) の本質に相反しているかのように見受けられる、と述べている。つまり、この
箇条によれば、それぞれの修道女は現在所持しあるいは将来所持するであろう自分の所持
品にたいして所有権を保持し、法律とりわけ 1825 年 5 月の法律 (女子普通誓願修道会の
認可に関する法令) に準拠して行使する譲渡権を保有する。しかし、このような所有物か
らの収益または収入は、その修道女が住んでいる修道院に入れ、共用の目的に供すること
を要請する、と云うものであった (15N204)。
この文書が何を意味しているか、また、受諾可能なものであるかについてアデルや司教
が当惑を感じるかもしれないと考えたシャミナード神父は、定款を送ったあとに、直ち
に二人を安心させるための手紙を送った。それによれば、すでにシャミナード神父はこ
の法令に関する自分の見解について数名の知識人と相談し、かれらの考え方を聞きただ
していた。師が相談した人の中には、パリ駐在の教皇使節 (ヌンチオ) ランブルッシーニ

(Lambruschini) も含まれていた。かれらはいずれも同じ意見をもっており、シャミナー
ド神父は、こうして、自分の見解が良心の自由に反するものでないことを確かめたので
あった (16)。
いずれにせよ、政府の要請は絶対的なものであり、この箇条を削除すれば承認を得るこ
とはできない (17) とシャミナード神父は伝え、また、このこととは別に、シャミナード
神父のソダリティと新しく設立された二つの修道会にたいして、教皇使節が全面的な承認
を与えてくれたことをも併せてアデルに伝えている。教皇使節ランブルッシーニにたいし
ては、この二つの修道会が政府からの承認を得ることができれば、ただちに聖省の承認を
も申請する、と約束している (18)。
アデルと修道女たちは、ただちに必要な準備に取り掛かった。先ず第一に、政府発行の
書式をモデルにして作成した修道会の定款を評議員会議事録に転写し、全員がこれに署名
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した。シャミナード神父が送ってくれた定款のオリジナルにはアデルが総長としてこれ
に署名し、ルイズ・マリが書記として署名した。アデルは司教に連絡して政府の承認を得
る手続きをおこなっていることを報告し、司教の承認を得るためにその定款の写しを送っ
た。11 月 22 日、司教は喜んでこれに承認を与えている。この時の司教にたいするアデル
の言葉によれば、この政府の承認は修道会全体のためであると同時にアジャンの修道院の
ためのものでもあった。アデルはまた、役所の仕事がスムーズに進むようにすでにすべて
の必要なものごとを取り揃えて政府に送付してある旨シャミナード神父から伝え聞いて
いる、とも述べている。教務大臣も長官も、シャミナード神父をよく知っていたために、
かれらはこのケースを非常に親切に取り扱ってくれた (19)。
さて、その間、アデルは、ムーランに宛てて、市長ルガット (Lugat) を訪問して女子マ
リア会が国王の承認を得べく手続きを進めていることを報告し、1825 年 5 月 24 日の法令
に基づく必要な書類を取り揃えてもらうように申請してほしいと伝えた。アデル自身も、

11 月 15 日付で同様のことを市長に宛てて書面で依頼している (20)。この時に必要として
いた書類の中には、この修道院が市内に存在することによって市が得る利点と欠点を明確
にした報告書と、承認申請に対する市議会の意見書が含まれていた (21)。
アデルの手紙が市長の事務所に届いたのは 11 月 20 日であった。アデルの生命があまり
長くはもたないと考えたサンバンサンは、できるだけ速やかにことを運んでくれるよう
に、との嘆願書を記し、アデルの依頼書に添えて送付したのだった (22)。しかし、すでに

11 月 16 日、市長ルガットは臨時の市議会を招集する許可を県知事に要請してくれていた。
12 月 5 日、知事からの許可が下り (23)、12 月 12 日には市議会開催の招集が掛けられた。
しかしながら市会議員たちは、この修道会が国家政府の承認を得るために必要な書類を要
請していたにもかかわらず、それを市議会が与える市の承認を申請しているのだと勘違い
してしまった。その結果、議会は女子マリア会がパリからの承認を得るまではこの問題の
審議を棚上げにすることに決定したのであった！ (24)。
一方、シスターたちは教務省に提出する正式の依頼書を準備していた。書類にはアデル
が署名し、評議員全員が署名した。また、シャミナード神父が述べているように、自分で
名前を正確に書くことができる修道女は、全員これに署名した。署名した人はアデルの他
に 12 人いた。アデルは「マリアの娘の会の総長であり創立者」と署名している (25)。
シャミナード神父はアデルにたして、申請書は法定の用紙を用い、誤字がないように
注意して書くように警告した。もし、この書類を作成する自信のあるひとがシスターた
ちの間に居ないのならば、メマン修道士 (Brother Mémain) に依頼するようにと提案した

(26)。
市議会の書類を除き、大臣宛ての手紙、ならびに、アデルと司教が署名した修道会の定
款が用意され (27N205)、シャミナード神父に送付された。これを受けてシャミナード神
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父は、12 月 25 日、クリスマスの祝日に、女子マリア会のための国家承認申請書類一式を
パリに送付することが出来た (28)。
承認申請の手続きで多忙をきわめている時、もう一つアデルを悩ましていたものがあっ
た。スール・マルタのケースである。スール・マルタはその性格と生活態度から本部の若
い修道女たちに悪い影響を与えるのではないかと心配され、一年ほど前、アジャンを出て
トナンスへ移動させられていた (29)。
しばらくの間はうまく行っているかのように思われた (30)。しかし、この状態は長続き
しなかった (31)。創立者の一人であるスール・マルタを、アデルは気の毒に思った (32)。
マルアタは徳行において、誰よりも秀でていなければならないはずなのに、どうしてこ
のようになってしまったのだろうか。ひょっとして、自分には才能がないということを過
失の言い訳にし、無責任な態度をとるようになってしまったのかも知れない (33)、とアデ
ルはサクレ・ケールに述べている。
アデルはこの問題についてどのように対処すべきかをシャミナード神父に相談した (34)。
アデルがサクレ・ケールに宛てて書いたおそらく最後の手紙と思われる。この中で (35)
アデルは、マルタは修道会を去ろうとしている、と記している (36N77)。
この間、アデルの不安定な健康状態は修道女全員のこころに重くのしかかっていった。
アデル自身の幸福にたいする懸念もさることながら、政府の承認が得られる前にアデルが
死ぬのではなかろうかとの不安がかの女たちのこころに重くのしかかったのである。もし
そのようなことにでもなれば修道会に財務上の問題がおこるかも知れないと考えられた

(37N206)。
11 月の終わり、アデルはサクレ・ケールに次のように書き送っている。
「苦痛の激しさのあまり、これ以上お手紙を書き続けることはできません。わたしは心
の中で皆様方を懐かしみ、皆様方の苦しみにわたしもあやからせていただいております。
どうか皆様方が偉大な聖人にお成りになりますように」(38)。
しばらくすると、もはやアデルは聖体拝領のために身を引きずりながら聖堂に行くこと
もできなくなり、あきらめて寝室で聖体を拝領することになった (39)。周囲の修道女た
ちは、アデルの冷静な態度と、目に見える信心深さにこころを打たれたが、アデルは、た
だ、次のように述べるばかりであった。
「神はすべてをご存じです。神を受け入れるに足るだけのいかなる善良さをも持ち合わ
せていません」。
また、首から下げている贖宥の付いた十字架に接吻して、
「イエス・キリストはわたし
のために苦しんで下さいました。わたしが、その十字架に預かるのは当然です」(40) とも
述べている。
いまでは、苦痛は途切れることもなく、かなり激しいものとなっていた。しかしアデル
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は、いつも他のひとたちのことを気にかけていた。自分の寝室で眠ってくれているサンバ
ンサンの目を覚まさないように、夜は物音をたてないように心を配った。そして、今では
夜中に交代で寝ずに看病してくれている修道女にたいしては、物音を立てて周囲の人の邪
魔にならないように頼んだ。また、共同体の食事の時間になると、付き添ってくれている
修道女をできるだけ早く解放して、その修道女に食事をとらせるように配慮した (41)。
日中のアデルは、周囲のことに常に心を配り、修道女とその健康について尋ねたり、仕
事場やソダリティ、授業などの共同体の仕事についての報告をさせたりした。
かの女はもの静かで満足した状態であり、唇に笑みをたたえていた (42)。医者の命令に
たしても、また、その命令を実行する修道女たちにたいしても、疑念を抱いたり言い訳を
することなく、すなおに従った (43)。

12 月の終わり頃にもなると、アデルの苦痛は一段と激しくなった。苦情を述べたり、い
らいらした態度を示すことはなかったが、時には苦しみのあまりうめき声を上げたり叫
び声を上げることがあった。しかし、そのようなときには、すぐに修道女たちに詫びをい
れ、
「なんと云う意気地なしでしょう。他の人なら、わたしのような状態にあっても、だ
まって忍ぶでしょうに」と述べるのであった (44)。
終わりが遠くないことを悟ったアデルは、12 月 23 日、自分から最後の聖体拝領を願い
出た。そして、修道女たちには互いに愛し合い一致を保つようにといましめ、今では共同
体の長上の役割を果たしているサンバンサンにたいして、
「直すことのできないことには、
だまってこれを我慢しましょう」(45) と助言した。
クリスマスの日、アデルは自分から終油の秘跡を願い出た。修道女たちは、アデルとの
別れに胸が一杯になり、祈りに声をつまらした。アデルは、ひとり、はっきりとした声で
祈りに答えていた。そして、娘たちにたいして神のみ旨を甘受するようにと励まし、一致
を保つように諭した。体力の減退を感じながらも、修道女たちに最後の言葉を残すことは
神のみ旨であると感じ取ったアデルは、サンバンサンに頼んで共同体の全員を集めても
らった。
アデルの小さな部屋に涙ながらに集まった修道女たちを前にしたアデルは、修道女の一
致と隣人愛、規則にたいする忠誠心を諭し、神が与えて下さるであろう長上には、それが
誰であろうと従順に従うように、と諭した (46)。
もはや、長い祈りを唱えるだけの力がなくなったアデルは、ただ十字架に接吻し、十字
を切り、短い祈りを口ずさむだけであった。
クリスマスが終わって二週間のあいだ、アデルは二回ビアティクム（最後の聖体拝領）
を受けた。修道女のみならずアデルを知る人びとは、この聖誕節を悲しみの中に過ごし
た。四つの分院では、敬愛するメール・アデル (Chère Mère Adèle) のために、絶え間な
く祈りが捧げられた。あちこちのソダリティのメンバーもこの祈りに参加した。修道院の
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労働者たち — 大工、左官屋、錠前屋 — も仕事の合間にアデルの容態を聞きにきた。あ
る人は「もしわたしの血を上げてメールの病気が治るものならば、喜んで差し上げます」
とまで云ってくれた (47)。
町の人びとも容態を聞きに来た。ベロックやアメリは頻繁に修道院を訪れた。最期に
は、ベロックは四六時中アデルの側について看病をしてくれた。自身も病気でアジャンを
訪れることができなかった男爵夫人は、来るべき知らせが来るのを待っていた。ラリボー
神父は男爵夫人が数多くの殉教者の母親や十字架のもとにたたずむ聖母のように、その知
らせを寛大な愛の心で受け止めるだろうと確信していた。ラリボー神父自身、1 月 7 日に
はサンバンサンに手紙を書き、修道院の人びとに慰めと、アデル自身には励ましの言葉を
送り、依頼されている特別な意向のために祈りを捧げることを約束した。ラリボー神父の
この手紙は、アデルが死んだその日に到着した (48)。
アデルの初聖体の記念日にあたる御公現の祝日には、アデルの最期が近づいていること
が明白になった。アデルは、聖ジャンヌ・ドゥ・シャンタルの生涯最後の場面を読んで聞
かせてくれるように頼んだ。そして、かの女は言った。
「シャンタルは修道女一人ひとりと話しました。でも、わたしにはその力が残されてい
ません」(49)。
しかしながら、サンバンサンの提案に応えて、修道女一人ひとりがアデルの手を接吻す
ることになった。もっとも、アデルとしては、このような尊敬と栄誉を表明する行動を受
けることに、恥じらいを隠すことはできなかった。アデルは各人に愛と友情を示し、神の
み前で決してかの女たちのことを忘れないと約束した。そして、病室係のシスターを抱擁
し、
「もし神さまがわたくしに慈悲深くあられるならば、信じてください、わたしは決し
てあなたのことを忘れません。そして、必ずあなたのためにお祈り致します」(50) と叫ん
でいる。

1 月 8 日、火曜日、病床の側にいた親愛なるディシェレット、ベロックは、シャンタル
がしたように、まだ意識のある間に臨終の祈りを捧げてもらうつもりはないかとアデルの
意向を伺った。アデルはこれに同意した (51)。
しばらくの間、アデルは恐怖に襲われた。「恐い」とつぶやくアデルに、サンバンサン
は、
「総長さま、なにも恐れることはありません」と述べて安心させた。アデルは、すぐ
に、これに応えて、
「そうですね。なにごとも神さまのお望みになりますように」(52) と
述べている。
教会の長上であるムーラン神父と、新しいチャプレン、セレス神父は、再びアデルに最
後の聖体を運んで来た。この儀式は非常に厳かにおこなわれたので、アデルは日曜日と勘
違いしたほどである。「なんという素晴らしい日でしょう。今日は主日なのですね」(53)
とアデルは云った。
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司祭は臨終の祈りを唱えた。アデルは穏やかに喜びをたたえていた。修道女たちは悲
しみに包まれ悲嘆に暮れた。修道女たちは、一人づつ、そっと、外に出て、こみ上げる悲
しみに泣き崩れるのであった (54)。
祈りが捧げられているあいだ、アデルは意識を失ったかに見えた。それから三時間ばか
りしてアデルは意識を取り戻し、ムーラン神父に近寄ってくれるように合図した。そし
て、もう一度、姉妹たちに一致と友愛と従順と会則への忠誠への諭しを伝えてくれるよう
に頼んだ。
サンバンサンはベッドに近づいて、
「苦しいですか。痛みはありますか」と尋ねた。臨
終の床にあるアデルは、これにたいして、
「身体中が痛みます。でも、それが神さまの思
召しです。わたしは、喜んでこのみ旨を受け入れます」と答えている (55)。
姉妹たちは、だれも、アデルの病室から離れようとしなかった。しかし、サンバンサン
は、病人の負担にならないように、少人数の人たちに、時間を限って病室に留まることを
許した。
アデルは、み心のイエスのご絵とマリアのご絵と十字架をいつも眺めていることができ
るように、ベッドの足元の方に置いてくれるように頼んだ (56)。
そして、それを眺めているアデルに、サンバンサンは、
「総長さま、とても幸福そうで
すね」と声を掛けると、
「わたしの娘よ。当然ではありませんか」と答え、
「神さまは、た
くさんのお恵みをわたしに下さいました。わたしと一緒に感謝して下さい。そして、わた
しに忍従の恵みを下さるように祈って下さい。いまはの際にあって、悪魔はあらゆる方法
を使って誘惑するに違いありません。今は、わたしは、身も心も平安に満ちています。こ
れは、最後の聖体拝領のおかげです」と述べている (57)。
その日の夜 (1 月 8 日から 9 日)、スール・カトリーヌとスール・ジュスティーヌが交代
でアデルの側についた。苦痛は激しくなり、意識と無意識のあいだをさまよった。あると
き修道女たちは、
「まあ、なんとお美しいのでしょう。背がお高いこと。わたしよりも背
が高い」と叫んでいるアデルの声を聞いた。それで、かの女たちは「聖母マリアさまをご
覧になったのですか」と尋ねると、目を覚ましたように「ええ、マリアさまのご絵をね」
と、答えた (58)。
翌朝、最後の苦しみが襲った。約 18 時間のあいだ、アデルは非常に落ち着いた状態に
なり、意識があるのかどうかも分からないほどになった。なにも云わなくなり、見たり聞
いたりすることもできなくなった状態で、時間が過ぎ去って行った。しかし、意識が戻る
と神に話しかけ、首から下げていたロザリオの十字架に何度となく接吻した。ディシェ
レットは、その頃まだアデルの側についていたが、かの女のロザリオの十字架がなくなっ
ており、アデルの十字架を欲しがっていることをサンバンサンがアデルに言うと、アデル
は先ずムーラン神父の許可を願い、そして、十字架をベロックに差しだして云った。
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「わたしには、あなたに差し上げることができる物は何もありませんので、これを共同
体の名のもとに差し上げます」(59)。
夕方近くに、一人の姉妹がベッドの足元に置いてあった十字架をアデルに渡した。アデ
ルは情熱を込めて、これを接吻した。そして、み心のご絵をとってくれるように頼んだ。
アデルはキリストのみ心のご絵を手にすると、熱心に接吻しながら「ああ、わたしのイエ
スの至聖なるみ心よ」と叫んだ。そして、まるでその行為が不敬な行為であったかのよう
に、もう一度、そのご絵をとってくれるように頼んで、今度は、静かに、そのご絵を接吻
した。それは、まるで、以前の激しい行動を償うかのようであった (60)。
アデルの衰弱は極度に達し、意識をとりもどすまでの時間が長くなってきた。そして、
意識を回復するたびに、だんだんと衰弱の度合が強くなる様子がうかがえた。共同体の就
寝の時間がくると、アデルはもう一度修道女たちに祝福を与えた。修道女たちはこの祝福
をアデルの愛情の最後のあかしとして受けとった。
この夜、修道女たちは数人づつ組になって看護にあたった。

1 月 9 日の深夜、10 日午前 0 時をすこしまわった頃、アデルは最期を迎えた。
全身の力を振り絞ってアデルは叫んだ。
「ダビドの子よ、ホザンナ」。
まるで聖体拝領をしているかのように、アデルはしばらくのあいだ舌を延ばし、そし
て、静かになった (61)。身動き一つせず、表情を引きつらせることもなく、おだやかに、
静かな最期を迎えた。時に、午前 1 時 0 分、1 月 10 日、木曜日であった (62N207)。享年

38 才と７カ月であった (63N208)。
修道女たちの泣く声で隣の部屋に寝ていた修道女たちは目を覚ましたが、他の修道女た
ちは普段通りの時間に起床した。なにも語る必要はなかった。アデルの最期に立ち会っ
た修道女たちの顔を見ただけで、敬愛する総長アデルが死んだことを察っすることができ
た。修道女たちは急いで病室に駆け込み、涙ながらに慰め合った。
アデルの顔は美しかった。今まで見たこともないほど、この時のアデルは美しかった

(61)。その美しさのために、見る人に、まるで、まだ生きているかのような錯覚をあたえ
たほどである。
アデルの訃報は、その日の朝のうちに町中に知れ渡った。庭園師と一人の近所の人が市
役所に出頭して死亡届を出した (65)。
訃報を受けた司教は、修道院に弔詞を送った。それと同時に、会憲の規定に基づいて
新しい総長を選出するまでのあいだの暫定措置として、サンバンサンを総長に任命した

(66)。
アデルの遺体は聖堂に安置された。木曜日は、最後にアデルの顔を一目見ようと、一日
中、弔問客がつめかけた。人びとはロザリオや十字架をアデルの身体に触れた。そして、
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アデルの思い出を残すような形見の品を求めた。病床でアデルが使っていたベールと帯
を小さく切って、求める人びとに分け与えた。アデルの髪は、すでに、修道女の手によっ
て切り取られ、各修道院とアデルの親戚の人びとに送るように手配されていたのだった

(67N209)。
修道院に入ってからのアデルは、自分の肖像画を描かせることを決して許そうとしな
かった (68N52)。それで、二人の画家 (69) を招き、かの女の肖像画を描かせようとした。
しかし、この二人が全力を集中したにもかかわらず、アデルの表情が瞬時に変り、肖像画
を描き上げることができなかった (70)。アデルをみた大勢の人は、かの女が本当に死んで
いるのか、見る目を疑った。かの女は微笑みをたたえ、その顔立ちには、どこからみても
平和と満足感がただよっていた (71)。
金曜日の午前、カテドラルの主任司祭が修道院を訪れ、9 時にレクイエムの歌ミサをお
こない、続いて告別式をおこなうことになった。この時、アデルが死んですでに 32 時間
が経過していた。しかし、本当にかの女が死んでいるのか、人びとは真面目に疑いをもっ
ていた (72)。急きょ呼ばれた司祭は、応接室でサンバンサンと会い、相談の結果、ミサは
予定通り決行することになったが、埋葬は翌日に延ばすことに決定した (73N210)。
ミサが終わると、遺体の祝別式をおこなうために、一般の人びとには退場してもらっ
た。そして、愛徳会のシスターたちにアデルの遺体を調べてもらうことにした。かの女
たちはアデルに最後の別れをするため、また、以前自分たちのポストラントであったサン
バンサンにお悔やみを述べるために、その場に居合わせたのだった。しかし、かの女たち
も、アデルが本当に死んでいるのか疑いを持っていたようである。そこで、一人の修道女
がアデルの足の裏に軽い切傷を入れた。しかし、血は流れ出てこなかった。こうして、ア
デルの死は、もはや疑いをえないものとなったのである (74)。
翌日の土曜日、埋葬式が修道院の小さな共同墓地でおこなわれた。アデルの遺体はソダ
リストによって運ばれたが、かれらの意向によって、遺体はかれらの手で墓穴に下ろされ
た。アデルは、アウグスチノ会の建物に引っ越してからこの世を去った三人のシスターの
そばに葬られた。すなわち、ルイーズ・マリ・ドレンヌ (Louise-Marie Drenne)、テレー
ズ・ドゥ・サントギュスタン・デジェ (Thérèse de Saint-Augustin Dégers)、そして、ア
ンニェス・ブデ (Agnès Boudet) である (75N211)。死にあっても、トナンスのメール・テ
レーズと同じように、自分たちの憧れの的であった修道院の囲壁の中に踏みとどまったの
である。
アジャン市は喪に服し、多数の人が修道院へ弔問にきた。
サンバンサンは次のように記している。
「わたしたちの喪失は大きく、それだけに悲しみも大きいものでした・・・。総長さま
は喜んでおられますが、わたしたちは総長さまを喪ったことを悲しんでいます。総長さま
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は凱旋なさいました。でも、わたしたちは、まだ、闘っています」(76)。
翌、日曜日、ソダリストはいつもの通り集会のために修道院に集まった。かの女たちは
静かに待っていたが、その日訓話をすることになっていた修道女が部屋に入るや、全員が
声を上げて泣いた。
この日、ソダリストたちはアデルについて語り合った。アデルの優しさ、アデルの徳に
ついて語り、アデルが自分たちにとってどのような存在であったかを話し合った。そし
て、教会が定める死者の祈りを捧げたのち、全員静かに帰途についた。普段のとおりの集
会をしようとしても無駄なことだった。
まだソダリストになるには年齢が足らない子どもたちの間でも、これと同じようなこと
が起こった。子どもたちは顔を涙で汚していた。修道院を離れたのちも、普段の日曜日の
ようにゲームをして遊ぶことさえしなかった (77)。
いまでは総長の役目を担うサンバンサンは、シャミナード神父とゴンザグに、アデルの
最後について詳しく書き送った (78)。そして、このニュースをアルボアにも回覧してくれ
るようにと書き添えた。
サンバンサンはビルフランシュのエミリ・ドゥ・ロダにも手紙を書いた。これを受けた
エミリは、自分たちの修道院に訃報を知らせた (79)。
アデルの伝記を書くようにとの依頼が、多数の人たちから寄せられた。そして、二人
の候補者が上げられていた。その一人にスール・ルイーズ・マリの名が上げられていた

(80N212)。
シャミナード神父は男爵夫人に手紙を書き、夫人と家族におくやみを述べると同時に、
アデルの子ども時代についての情報を送ってくれるように依頼した。この手紙にたいする
男爵夫人からの返答を受けたとき (82)、シャミナード神父はアジャンの修道院を訪れてい
た (81)。男爵夫人は次のように記している。
尊敬する神父様。わたしたちの娘の死が、霊的な父親であられる神父さまと、肉体
的な母親であるわたくしにとって、大きな悲しみをもたらすもであろうことは、分かって
おりました。神父さまにも、わたくしにも、アデルは、いましばらくこの世にとどまって
神の仕事に奉仕するべきであった、と思われました。しかし、み主のお考えは別のところ
にありました。アデルはすでに、あるいは、少なくとも時をまたずして、神のふところに
迎えられることと思われすが、そうすれば、かの女は熱心にわたしたちのためにとりなし
てくれるでしょう。確かに、この世において、かの女はそのような人でした。 アデルの
幼少時代と青年時代の詳しい情報を差し上げることは、わたしにとって、たいへん大きな
慰めです。アデルは理性を働かせる以前から、すでに恩寵によって動かされていました。
わたしの手記のなかから、人さまのお役に立ちそうなところは、なんなりともお使いく
ださい。アデルの家系にかんしましては、— この種の伝記は真の善徳の必須条件である
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謙遜の徳を説くべきものですから — 元フランスの近衛団の武官で、聖ルイの騎士、国王
軍では陸軍大佐を勤めたトランケレオン男爵ドゥ・バッツ氏と、ペイロンネンク・サン・
シャラマン嬢の娘であったと云うだけで十分であろうかと存じます。 石碑にかんしては、
特別な希望はなにもございません。これについては神父さまの適切なご判断に全面的に
おまかせいたします。神父さまのお考え通りにことをお進めください。 マリアの娘の修
道会にかんするニュースや、娘たち一人ひとりに関するニュースは、今後もお知らせ下さ
いますように。この修道会は、わたしにとっても、また、尊敬する神父さま、あなたさま
にとっても、大切なものであることにいささかの変わりもありません。あなたさまが、わ
たしに、幾度も娘を訪問する特別なお許しをくださいました。そのご親切を、ああ、それ
も今はなくなってしまいましたが、決して忘れることはできません。 尊敬する神父さま。
わたくしは、大いなる尊敬の念をもって、あなたさまの最も卑しく、かつ、従順なるはし
た女であることを、大いなる光栄といたしております。ペイロンネンク・ドゥ・トランケ
レオン
追伸：神父さまのお手紙を息子と嫁にも読ませました。両人とも、神父さまのご厚意を
こころから感謝したしております。両人は、わたしからお礼を申し上げてくれるようにと
申しておりました。息子は遺言書を読むために、わざわざ出向く必要はないと申しており
ます。聖なる生活を送った姉の遺志は、それがなんであれ、すべてをお受けすると申して
おります。(アデルが遺言書を預けてあったアジャンの公証人) ショドルディ氏 (Monsieur

Chaudordy) に、手続きを進めてくれるよう、書面をもって依頼しておくと述べておりま
した (83)。 娘にかんする覚え書きは、できるだけ早くお送りいたします。シャミナード
神父は、アジャンにいるあいだに、サンバンサンを暫定的な総長として承認した。
総会が開かれたのは 1830 年のことである。このとき、サンバンサンは、満期まで総長
を勤めるように決議された。修道女たちのなかで、アデルに一番近く生活したのは、サン
バンサンであった。かの女は短期間コンドムに滞在したのをのぞけば (84)、創立以来、常
にアジャンで生活したのであった。
このサンバンサンの協力のもとに、シャミナード神父は、アデルにかんする数多くの思
い出と回想を集めた。師はこれを後日アデルの伝記の資料にしようと考えていたのであっ
た。シャミナード神父は、また、同じような考えから、アデルの数多くの友人やソダリス
トとも連絡をとった (85)。
アデルが死の床にあるあいだに、パリの政府は、それなりに、手続きを進めていた。シャ
ミナード神父はドラシャペル神父にアデルの健康状態が予断をゆるさぬものであり、かの
女の死以前に国王からの承認が得られないならば修道会に混乱が起こる可能性のあるこ
とを示唆することで、手続きを速めようとした。
ドラシャペル師は、アデルの最後の日、1 月 9 日、ジャクピ司教に手紙を送っている。
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これによれば、会の定款は教務省によって受理され、法の規定にもとづいて国会の証明を
受くべく送付されていた。しかしながら、アジャン市からの文書がなければ、これ以上進
まないだろうと述べている。しかも、一般に役所がこの種の手続きを早急に進めることは
ないのだから、国家の承認を得る前に、アデルが自分の所有地に関して適切に表明した遺
言書を書いておくように取り計らってほしい、とも述べていた (86)。

1 月の末、まだアジャンに留まっていたシャミナード神父は、市長に長文の手紙を記し、
女子マリア会の存在が市にとって有益であり善をもたらすものであるとの市議による審議
結果を得るために市会を招集してくれるように依頼した。この手紙に、修道会の定款の写
しを同封した。そして、ドラシャペルの手紙から、市の審議の結果が国家の承認に先だっ
て必要であるとのくだりを抜粋した。そしてシャミナード神父は、女子マリア会がアジャ
ンの町で 11 年にわたっておこなってきた明確な諸事実をも指摘することを忘れなかった。
師は述べている。
「この修道会の修道女で、自分自身を人びとのために捧げなかった人が一人でもいたで
しょうか。この最も重要な点にかんしては、どうか、正確に、かつ、厳格に調査して下さ
いますようお願い申し上げます」(87)。

3 月、手続きは好結果を生んだ。3 月 2 日付けをもってフレイッシヌ司教事務所 (Frayssinous’ Oﬃce) によって作成され国王シャルル 10 世によって署名された勅令によって、マ
リアの娘の修道会の定款は、他の二つの修道会の定款とともに (89)、公式に登記されるこ
とが認められた。そして、その三つの修道会は、3 月 23 日に発令された国王の法令によっ
て、最終的な承認を受けたのである (89)。
長い間待ちこがれた認可がついに下りたことを知ったサンバンサンは、アデルと喜びを
分かち合おうと、かの女の部屋に急いだ。しかし、アデルがすでにその部屋に居ないこと
を思いだしたサンバンサンは、部屋の入口にたたずみ、涙を流した (90)。
シャミナード神父はランブルッシーニ (Lambruschini) に約束していたように、今度は
教皇の承認を得るために動きだした。先ず第一に、女子マリア会と男子マリア会の会憲
を、過去の経験に照らして再検討することになった。この仕事は、この時から更に 10 年
間、だらだらと続けられることになる。

1830 年の革命で国王は退位し、反聖職者主義の政府が成立し、今までおこなわれてき
たシャミナード神父のすべての事業が中断され、その大半は破壊されてしまった (91)。マ
リア会の男女両修道会が教皇からの賞賛の教令を受けることができたのは、1839 年 4 月

27 日になってのことだった (92)。
この教令は、シャミナード神父が望んでいたような修道会とその会憲を承認する正規の
認可ではなかった (93)。ローマはこのような事柄に関しては、非常に慎重な態度をとって
いたのである。しかし、一歩前進したことには、間違いなかった。シャミナード神父は、
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ローマにたいする要請を支援してくれていた一人の司教の次のような言葉を引用して、熱
意を込めて述べている。
「これは列福式です。列聖式は、まもなくおこなわれるでしょう」(94)。
教皇賞賛の教令に関して、とりわけシャミナード神父を喜ばせたのは、そして、おそら
くアデルをも喜ばせたであろうことは、教皇グレゴリオ 16 世が次のように述べたことで
ある。
教皇は、この同じ一つの賞賛教令の中で、二つの修道会に同じ賞賛、同じ奨励、同じ激
励を与えて下さいました。このことは、わたしたちの二つの修道会にたいして、この二つ
の修道会が同じ一つの目的にむかって、男女の性別にふさわしい道を、並行して進むよう
にと教えて下さっているのです。この二つの修道会は、それぞれ独立した修道会でありま
すが、熱誠と、友愛と、神とそのおん母の栄光を求める努力において、たがいに結び合わ
され、競い合うものです (95)。
こうして、アデルの死後 11 年にして、やっとアデルの創立した修道会が国家と教会に
よって正式に認められたのであった。生前のアデルは、アソシアシオンと修道会を通じて
貧しい人、助けの必要な人、教育を受けていない人、霊的に恵まれない人たちに手を延ば
した。だからアデルは死後も、この世におけるかの女自身の延長としての修道会を通し
て、これらの人びとに助けの手を延ばすことになったのである。
この世におけるアデルをよく知っている人は、かの女が人びとのために生き、聖なる死
を遂げたことを知っていた。後年、サンバンサンは次のように述べている。
「アデルがこの世で得たすべての利点は、信仰の目の前で消え失せてしまいました。謙
虚に生き、隠れた生活をすることが、かの女の喜びでした。かの女の唯一の野心は、人び
との救霊のために生涯を捧げることでした。アデルは人びとを差別することなく愛しまし
た。もしかの女が選り好みをしたとするならば、それは貧しい人、弱い人たちのためであ
り、自分自身のことは何時も無視していました。神への愛と、隣人にたいする愛が、文字
通りかの女の生命を焼き尽くしたのだと言えるでしょう」(96)。
アデルの生涯、その愛、その生き生きとした人となり、そして、かの女とこの世にたい
する神の愛に支えられた揺るぎない信仰は、単に文書の中だけでなく、とりわけかの女が
設立した修道会の伝統と、かの女をこの世にもたらした家庭の伝統 (97) の中に、生き生
きと生き続けるに違いない。
死後 200 年にして、かの女は、その生前に仲間たちから親しく呼ばれていたように、親
愛なるアデル (La Chère Adèle) として、人びとの前に立ち現れる。
アデルの列聖調査は 1965 年に教区レベルで始められ（1946 年からおこなわれた公式の
調査期間を経て）(98)、1977 年に聖座に提出された。1986 年、教会は公式にアデルは「神
と隣人のために信望愛の敬神徳を英雄的な度合にまで実践し、賢明と正義と克己と剛毅の
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倫理徳を、他のこれに関連する諸徳とともに実践した」(99N213) ことを、アデルを知る
数多くの友人や弟子たちが長年確信していたとおりに、認めたのである。
アデルならばこのことを、ちょうどスール・セラフィンに宛てた手紙に記しているよう
に、技巧を用いないで次のように述べたに違いない。
「なにごとをなすにも信仰の精神をもっておこない・・・普段の生活、平凡な活動では
あっても、非凡な動機付けをもっておこなった」(100) と。
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アデルは、生前、数多くの人に出会い、感動し、また、感動させられた。そのような人
びとの中の大半は、今は歴史として残されていない。アソシエイツの何人かは、アデルに
先立っている。10 人の姉妹たちもアデルに先立った。しかしながら、かの女と同世代の
数多くの人びと、そして、かの女よりも年上の人たちでさえも、アデルの短い生涯よりは
長生きしている。アデルの直接の親族を除くこのようなアデルより古い世代の人たちの中
で、アデルの生涯に大きな影響をもち、また、アデルから影響を受けた人といえば、デュ
クルノ神父、ラリボー神父、そして、シャミナード神父であった。デュクルノ神父は、ア
ジャン市にあるノートルダム・デ・ジャコバン教会の主任司祭を 23 年間勤めた後、1843
年に引退し、1845 年 2 月 27 日に逝去した (1)。ラリボー神父は 1833 年にトナンスの主任
司祭に任命され、1836 年、その地で生涯を終えている (2)。アデルが帰天したとき、ほと
んど 67 才に成ろうとしていたシャミナード神父は、1845 年、激しい論争のなかでカイエ
神父にその地位を譲るまでは (3)、二つの修道会の長上として、また、数多くのソダリティ
の指導者として、精力的に活動を続けた。その晩年を孤独と拒絶のなかで送ったシャミ
ナード神父は (4)、89 才ま近かで病に倒れ、1850 年 1 月 22 日、アデルの死後 22 年と 12 日
の後、その魂を天に返した。
男爵夫人は娘よりも 18 年間長生きした。かの女は未亡人と成った後も、シャトーの家
長として、また、フガロール小教区の一信者として、キリスト信者の良き生活、愛徳の生
活の手本を与え続けたのであった (5)。かの女はアデルを「聖なる娘」と呼び、
「かの女が
天国にいるのは確実なのだから」(6) かの女に祈りなさい、とシャルルに云うのであった。
男爵夫人は、母親にたいするアデルの最期の手紙を、孫娘に遺した。また、もう一人の
孫娘には、アデルの遺髪、爪、ベールの端切れを遺し、
「わたしはこれを (聖) 遺物と見な
しています」(7) と述べている。フガロールの教会に (新しい) 聖なる主任司祭が配属さ
れた。男爵夫人は、これをアデルの取り次ぎのたまものと見なしている。また、かの女は
シャルルと修道会が和解できるように、アデルの取りなしを願っている (8)。
アデルが母親よりも先に死んだため、法律によれば、アデルが相続した遺産の四分の一
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を男爵夫人が相続することになった。しかしながら、男爵夫人は、その言葉をそのまま引
用するならば、
「法律が許す遺産の四分の一を自分の利益にすることは、ある種の冒涜と
考えられる」としている。そして、1831 年の遺言書の中で (10)、
「わたしと、わたしの家
族の上に神の祝福をあおぐには、善徳の実践と、霊的・物質的な慈善事業の実践をもって
神に栄光を帰している修道会を創立した娘の、その善業に協力する以外には、より良い方
法はないと思います」(11) と付け加えたのであった。
そのようなわけで男爵夫人は、アデルがその遺言書によって規定した四人の「共同相続
人」に、この四分の一の遺産を渡すことにした。こうして男爵夫人は、アデルが親から受
けたすべての遺産を修道会に遺すように取り計らったのである。男爵夫人は、これと同じ
ことを 1941 年に書き換えられた遺言書の中にも記しており、また、自分が死ぬ数カ月前
の 1846 年には、サンバンサンに、その箇所を引用して送っている (12)。

1841 年、修道会がアデルの遺産の総額を相続する権利があると主張するサンバンサン
とシャルルの間にいさかいが起こったとき、男爵夫人は、手紙と意思の供述書をもって修
道女たちをサポートしている (13)。

1846 年、男爵夫人は死んだ。それは 11 月 11 日、83 才の誕生日を前にしてのことであっ
た。かの女は、その実践した慈善事業のゆえに、その最期の日まで人びとから忘れ去られ
ることはなかった。地方新聞「ラ・メモリアル・アジュネ (La Memorial Agenais)」は次
のように伝えている。
「マダム・ドゥ・トランケレオンがおこなった慈善事業は大きく、広く行き渡り、数え
きれないほどの貧しい人たちに広がった。かの女の施しの広がりを知るものは、その名の
ために冷や水一杯でさえも施す人は亡びることがないと約束されたお方以外には居ない
だろう。ただ、数多くの人が確かに知っていたことは、かの女の施しは休む暇がなかった
ということであり、かの女はつねに喜びをもって与え、身体を生かすパンを与えながら魂
を生かす食べ物をも与えようとしていたことである。すべてのひとに知れ渡っていること
で、また、大きな声で宣言することのできることは、マダム・ドゥ・トランケレオンは善
行をおこないながらこの世を通り過ぎて行ったということである」(14)。
アデルの弟シャルルは、母親が期待したほどの宗教心を持っていなかった。男爵夫人
はこの息子のために祈り、また、息子には、アデルに祈るようにと勧めた。アデルはシャ
ルルを大変愛していたのだから、祈ればかならず神に取りなしてくれるだろうと教えた

(15)。
シャルルが病の床に臥しているとき、自分から望んで母親に頼んだアデルのロザリオを
手渡しながら、母はこれがシャルルの回心の機会になればよいがと願った (16)。男爵夫人
は、その遺書の中で、
「修道女であるお姉さんの肖像画」を息子に遺し、アデルの髪の毛で
作ったアデルの墓石と墓地の風景画 (17) (訳者注：当時のフランスでは、人が死ぬと、遺
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髪を蝋で固めて墓石と墓地の風景を絵のように作り額に収める風習があった) を遺した。
これは、後世までシャトーに保存されることになった (18)。

1861 年、シャルルはシャトーで死んだ。享年 69 才。かれの死後に四人の子供が残され
た (19)。
デジレは、アデルがその最期の病床で熱っぽく接吻した、あの木のロザリオと十字架を
母から受け継いだ。「わたしはこれを聖遺物とみなしています」と母親は 1831 年の遺言書
の中に記している (20)。シャルルが病気のときに母から手渡してもらった、あのロザリオ
である。
デジレ夫婦は 11 人の子供をもった。その一人はイエズス会の宣教師となり、一人の娘
は 1855 年に女子マリア会に入っている (21)。スール・マリ・ドゥ・リマキュレ・コンセ
プシオン (Sœur Marie de l’Immaculée Conception) のように、この娘は長年修練長を勤
め、コンドムの院長をも勤めた。かの女は 1891 年、アジャンで死んだ (22)。
デジレの孫息子の一人、ドゥ・ミルポア男爵 (Baron de Mirepoix) は、1919 年に死ぬ
まで、アデルの伝記を書こうとしていたマリア会修道士ルソーに膨大な資料源を提供した

(23)。
アデルの父方の三人の伯母は、アデルより長生きした。マリ・フランソアーズ・エリザ
ベト (Marie-Françoise-Elisabeth) (マダム・ドゥ・サン・ジュリアン Madame De Saint-

Julien) は、1834 年に死亡し、アンヌ・アンジェリック (Anne Angélique) は 1844 年に、そ
してアンヌ・シャルロット (Anne-Charlotte)（マダム・ドゥ・ロルム Madame de Lorme)
は 1855 年に死んだ (24)。この三人の伯母は、ドミニコ会の修道服を着て埋葬された (25)。
父方の伯父フランソアは 1843 年に死亡。5 人の子供を残した (26)。孫娘の一人、マリ・
シャルロット・エミリ (Marie-Charlotte-Emilie) は、1866 年に女子マリア会に入会した。
スール・マリ・デ・ザンジュ (Sœurs Marie des Anges) と名乗ったかの女は、三つの修道
院で院長を勤め、サルディニアに修道院を開設し、同地で 1908 年に帰天した (27)。
アデルの信徒アソシエイツの第一人者であったディシェレットは、アデルの死後もソ
ダリティのために活発に働き続けた。かの女は非常に質素で、いつも黒い服を身にまと
い、信徒であるというよりは、まるで修道女であるかのような生き方をした。かの女の息
子ポールが、カバルソ (Cabalsaut) の主任司祭になると、かの女もその教会で余生を送っ
た。1865 年 1 月にかの女は死ぬが、その時は、当時の伝統に基づいて女子マリア会の修
道服を着せて葬られた (28)。
アメリ・ドゥ・リサンも修道会と密接な関係を取り続けた。アデルが死ぬと、司教 (ま
たは、司教代理) は、かの女に修道院へ自由に出入りすることを許さなくなった。しかし、
修道院の中に自分の部屋をもち、共同体の祈りに参加し、時々は共同体と食事をともにし
たり、休息時間を過ごすことがあった (29)。いつ頃かの女が死亡したか、記録は残されて
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いない (かの女が生まれたのは、アデルの一年前であった)。
メラニ・フィガロールは女子マリア会に入ろうとしたが、両親、とりわけ父親から、幾
度にもわたって、強力に反対されたのであったが、その反対の力もやがて弱まり、1830 年
に、聖心修道女会 (Madames of The Sacred Heart) に入ることを条件として許可を下し
た。しかしながら、この修道会では、かの女自身も、また、修道会の側でも、満足な結果
をみることなく、1834 年、38 才にして、ついに女子マリア会に入ることができた。
スール・グザビエ (Sœur Xavier) としてのメラニは、コルシカ島に派遣され、そこで三
つの修道院を設立した。1870 年 11 月 11 日、アジャンで生涯の幕を降ろした。時に 74 才
であった (30)。
アソシアシオン設立当初のもう一人のアソシエイツ、フロランティン・アベイエ (Flo-

rentine Abeilhé) は、父親の病気が原因して、修道会の創立に参加することができなかっ
た。1823 年、その父親が亡くなると、かの女は修練院に入り、スール・テレーズ・ドゥ・
サン・トギュスタン (Sœur Thérèse de Saint-Augustin) と名乗った (31)。かの女はゴンザ
グを継いで修練長を勤め (32)、1840 年、55 才でその生涯の幕を閉じるまで、その地位に
留まった。「かの女は真に聖なる生活を送り、死後長くかの女の思い出は修道会で尊ばれ
た」(33)。
アデルの死後司教によって総長の職に任命されたサンバンサンは、1830 年に総長とし
て選任された。かの女は総長としての第三期の半ばに魂を天に返した。総じて、28 年間
総長の職を勤めた。時に 1856 年 9 月 5 日、享年 65 才であった (34)。
サンバンサンの死後、総長の座を継いだのは、総長補佐を勤めていたマリ・ジョゼフで
あった。女子マリア会が教皇の認可を得たのは、マリ・ジョゼフが総長の職にあったとき
のことであった。こうして女子マリア会は、教会法上、男子マリア会の総長から独立し
た。また、プラディエ (Pradié) がアデルの伝記を著したのは、マリ・ジョゼフが総長の
職にあるときのことであった。
マリ・ジョゼフが死んだのは 1874 年 6 月 17 日のことで、享年 76 才、まだ、元気に総
長職を勤めている間であった (35)。
アデルより一才年上であったドジテ (Dosithée) は、1871 年、アジャンで死んだ (36)。
かの女は 54 年間修道生活を送った。
他の修道会におけるアデルの親しい仲間たちは、もっと年若くしてこの世を去ってい
る。コンドムに留まったエンマヌエルは、1837 年 10 月 18 日に 48 才で死亡した。
アデルの死後 2 年、1830 年の革命が勃発すると、シャミナード神父はボルドーの修練院
を閉鎖するにこしたことはないと判断し、ゴンザグはアジャンに帰った。テレーズ・ドゥ・
サントギュスタン・アベイエが修練長の職を継ぐと、ゴンザグはコンドムの院長として赴
任 (1833 年) した。コンドムに着くや、かの女は修道女たちの年次の黙想の説教をしてい
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る (37)。三年間の院長の任期を勤め上げたかの女は、ふたたびアジャンに帰った。1839
年、健康状態を憂慮されながらも、新しく修練院を開設する計画がなされていたアルボア
の近隣、アセー (Acey)、に派遣され、その数カ月後、1839 年 9 月 25 日、その地で死亡し
た。享年 44 才であった (38)。それから僅か二日して、アンカルナシオンがコンドムで息
を引き取った。1839 年 9 月 27 日、51 歳の誕生日から僅か数日後のことでった。
「親愛なるアガタ」の書き出しでアデルがそれほど沢山の手紙を書いたサクレ・ケール
は、1848 年 8 月 5 日、コンドムで生涯の幕を閉じた。時に、59 才を少し下回っていた。

