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ヴィルヘルム・ハインゼ著、尾田　一正（訳）

　ハインゼ（Heinse，Wilhelm）は 1746年、中部ドイツに生まれ、イエー

ナとエアフルトで大学生活を送った後、1780年から３年間、イタリアの

地に遊学に赴いた。これはゲーテのイタリア旅行に６年先立つものであっ

た。

　この遊学の最大の成果が小説『アルディンゲロと至福の島々』であった。

この小説は 1787年に、「16世紀のイタリアの物語」という副題のもとに、

当時の常として匿名で、二巻に分けて刊行された。

　主な舞台は副題から窺われるように、16世紀後半のイタリアであり、「至

福の島々」とはエーゲ海のパロス島とナクソク島である。

　以下で訳出を試みたのは、この長編小説の冒頭のごく一部であ

る。なお、テキストには次の版を用いた。Wilhelm Heinse: Ardinghello 

und die glückseligen Inseln. Kritische Studienausgabe. Mit 32 Bildtafeln, 

Textvarianten, Dokumenten zur Wirkungsgeschichte, Anmerkungen und einem 

Nachwort herausgegeben von Max L. Baeumer, Stuttgart 1992.

　イタリアの書庫を搔き回すのは楽しい作業である。小さな書庫でも時に

は未知の写本を掘り出すことがある。私がここで忠実な翻訳を提供しよう

としている写本が果して大変な掘り出し物だったのか、それともつまらな

いものだったのかは読者が各自で判断してもらいたい。私はこの写本を、

見事な入江を見下ろす魅力的な高台に建つガエタの近くの荒涼とした別

荘で一人の若いローマ人と幸せな秋を過ごした時に、古文書や古い書類

に埋もれているのを発見した。この別荘は彼が伯父から相続したもので

あった。
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　遠い異国の遠い時代の話であるためはっきりしない部分や煩雑すぎる部

分があるかもしれないがそういう箇所は気軽に飛ばして、話の本筋だけで

も追って欲しい。賢人たちでさえも、現実の世界では多くのものをそのよ

うに処理せざるをえないのだから。ことによると、私の友人がどこか別の

場所で物語の残りの部分を発見するかも知れない、家族の消息の中で読者

はフィオルディオーナのことを知ることになるだろうが、彼女はこの地で

生涯を終えたように思える。

　著者はこの自著の冒頭に次の寓話を置いて、最も有益なものでさえも何

の罪もなく有害なものになりうるものなのだということを感覚に訴えよう

としている。

》それまで放置されていた蠟製の家の守り神が、高貴なカンパーニャの壺

を焼き固めた炎のそばに置かれ、やがて溶け始めた。彼は元素に激しく文

句をつけた。〉ねえ〈〉なんて君は私に辛く当たろうとするのだろう。壺

には永続性を与え、私は壊してしまおうとするのだから。〈

炎はしかし答えた。〉むしろお前の本性を嘆くがよい。なぜなら、私はと

いえば、どこに行っても炎のままなのだから。〈《

1785年 12月記す

第１巻

第１部

　我々がトルコ船の側を通り過ぎると、彼らは大砲を放った。私が立って

いたゴンドラが揺れ、私はバランスを失って海に転落し、外套が身にまと

わりついてもがいたものの、海中に沈んでいった。

　再び意識が戻ると、私を救ってくれた若い男が私のそばに立っていた。

彼の服は水を吸って体に張りつき、髪から水が滴っていた。》ちょっと水を

浴びただけですよ《、と彼は私を励ましてくれた。私は彼と握手を交わした。

　我々にとっては祭りは台無しになってしまった。私の以前の従者たちは



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 118 ─

アルディンゲロと至福の島々

─ 119 ─

その場から逃げ去ってしまった。我々はその小舟をすべての船から放た

れる砲弾の雨の中を、無数の船の間をすり抜けさせて沖合に出させ、総

督を海と結婚させた。それから彼は私を彼の案内人とともに私の住居に

運んだ。

　ここで彼は自分の営舎も自分の名前も告げようとせずに私と別れた。た

だその方言から、私は彼がよその土地の人だと気付いた。しかし彼は、私

をすぐに訪ねると約束した。我々は抱擁しあった。私の心臓は高鳴り、激

情が渦巻いた。彼はまさに美しい青春の真っ只中にいた。口と顎の回りに

は髭がみごとに生えていた。彼の若々しい唇は弁舌で魅了し、目は熱く燃

えていた。体は全体的に大柄で、よく整っていた。大胆な奔放さを持ち、

彼は私には高貴な存在のように思えた。

　彼の姿は一日中私の心から消えなかった。私は食べ物も飲み物も喉を通

らず、いても立ってもいられない思いだった。

　夕方、ゴンドラ競技が行われた。これは、海上では陸上での徒競争に

当たる。これを通じて我々の仲間は勇敢な船乗りに鍛え上げられるのであ

る。そこでは漕ぎ手の力強さと巧みさと操船力が勝利を収める決め手とな

るのであるが、その競技にはオリンピック競技のようにその競技を讃える

ピンダロスだけが欠けていた。大運河全体が泡立ち、活気が漲った。宮殿

の窓は絨毯で燦然ときらめき、沈み行く太陽が歓声を上げる無数の人々の

姿の中で照り映えていた。

　私はサン・マルコ広場に馬車で乗り付け、夜の帳が降りて冷気が広がっ

てくるまで物思いに耽って辺りを歩き回った。仮面舞踏会用の貴重な品々

を並べた小屋が光に照らされて、新たな目の楽しみとなっていた。私は

ホールの中の様々な葡萄酒酒場を覗き込んだ。その一つで私は果敢に私を

危ないところから救ってくれた、あの若い男の姿を認めたような気がし

た。私はすぐに引き返し、仮面を被って中に入って行った。

　そこは芸術家たちのたまり場だった。私の見込み違いではなかった。彼

らは言い争いをしている様子だった。ヴェローナのパウロが発言し、こう

言った。



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 120 ─

アルディンゲロと至福の島々

─ 121 ─

　》芸術作品を一番正しく判定できるのは誰れなのでしょうか。私はそこ

に描かれている自然を一番良く知っていて、芸術の限界を知っている者が

そうだと思います。聡明で世事に通じた人に、彼がある絵画について判

定を下そうとするよりもむしろ、彼らと同様にへぼ絵描きであるべきだと

要求する哀れな人たちを私は軽蔑します。ドイツの抜け目のない商人たち

が、サン・マルコ広場に繋いだ馬に自分たちの名前をつけ足して貼りつけ

た奇妙な認可証さえも要求するのです。このことは例えば私にとってはあ

の野次馬すべて以上の意味があるのです。種馬飼育場に生まれ、そこで教

育され、彼らは見事な活気ある馬の本性を感じ取り、４頭の若くて元気な

種馬のうちの１頭が固有の性格を持っていることを感じ取ったのです。彼

らの頭脳の優秀さと彼らがどんなに荒い息づかいをし、いらいらしている

かはくしゃくしゃの記号で学ぶわけではないのです。ずっと陸地で生活し

てきた最も偉大な画家でさえも、いかなる海洋画に関しても判定を下すこ

とはできません。そして、愛し、若さがまだ残っている初代の最も優れた

スルタンは彼の後宮の中から、古代人の裸のヴィーナスについて、敬虔な

フラ・バルトロメオよりも的確に語ることができるのです。《

　》その通りだ！《と明瞭で明るくて響きの豊かな発音からローマ人と思

われる別の一人が続けた。》しかし趣味は自ずと生じてくるわけではあり

ません。人はまず最初に芸術とは何であるかということを知っておかねば

なりません。そして芸術作品の蓄えを自然を熟知した感覚で吟味しておか

なくてはならないのです。さもないと、チマブーエの聖母の行進を追いか

け回し、この作品を極上のものと讃美することになるのです。人々は、優

れた作品を目にしたことがないために、もっと素晴らしい作品を制作する

ことは不可能だと思い、もしも彼らが絵筆を手に取るようなことがあれ

ば、どんな気持ちになることだろうと考えるのです。それゆえに、いつも

はとても聡明で、学識豊かな人たちの昔の芸術家たちに関するあらゆる愚

かしい評価が生じてくるのです。彼らはゼウクシスやアペレスについてす

ぐにおしゃべりを始めましたが、それは彼らがこれらの芸術家について全

く感覚的に理解していないからなのです。そして、芸術の黎明期で傑作が
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存在しない外国人たちのもとでも、君たちやティツィアーノやラファエロ

の場合と同様のことが起こるのです。君たちも同様に悪用されてしまうこ

とでしょう。

　つまり、人は一人の巨匠について熟知する前に、当然その巨匠のいくつ

もの作品、いや多くの作品を見ていなければならないのです。これと同じ

ことが人間全般についても言えます。すなわち、優れたものを人は研究し

なければならないのです。重要な人物を初めて訪問して軽く言葉を交わし

ただけで、もう用はないと思ってしまう旅行者や佞臣ほど虚しく愚かな人

は存在しません。

　でも、脱線するのは止めましょう！あらかじめ全体を理解することなし

に、部分を完全に理解することはだれにもできないのです。そしてこれは

逆もまた言えます。例えばそれぞれの絵画は従って、現に世の中に存在し

ている形で絵画全体の一部を成しているのです。だからそれぞれの作品を

ランク付けしようとする前に、少なくともそもそもその最上のものを知ら

なければならないのです。《

　今度は若者が熱心に述べた。

　》私はどこまでこの紳士の発言が正しいかを決めようとは思いません。

周囲の謝肉祭の騒音のために、冷静に話し合うことができません。わたし

はパウロ巨匠は、資格のある判定者なら芸術の限界も知らなければならな

いということで、自分の見解を述べたのだと思います。しかしながら、皆

さん、それぞれの形態は個性的なのであり抽象的な形態などは存在しませ

ん。たんなる理想的な人間の形態などというものは、男性についても女性

についても、また子供や老人についても考えられないのです。若いアスパ

シアやフリューネといえども、たとえそれにふさわしい特徴を豊かな想像

力でその姿のなかへと魔法で封じ込めたとしても、愛の女神やパラスまで

自分を高めることはできないのです。しかし、いかなる気候の痕跡も、民

族のいかなる風俗習慣の痕跡も自らの内に有していない抽象的で単に完璧

な女性などというものは、私の考えでは妄想に過ぎず、また今後も妄想の

ままなのです。そしてそれは、少なくとも人が理解できる言葉を語るべき
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冒険小説の女主人公よりもひどいものなのです。

　そして自分たちの技術のみを石膏模像によって修得したにすぎず、それ

以上のものを何一つ作り出そうとしない哀れな愚か者たちは、このような

耐え難いほど空虚な顔と姿を真の崇高な芸術と呼ぶのです。そして彼らの

世紀に咲き誇った美を生きいきとした心とともに自らの中に吸収した大家

たちを軽蔑して見下そうとするのです。《

　》これこそが真の方法なのです《とローマ人は結論づけた。》ともかく

人は理想を持たない限り、いかなるものに関しても判定を下すことはでき

ないのです。そしてこれは悟性が多くのものから選び出して作り上げるの

です。《

　ここで会はお開きとなった。パウロは席を立ち、若者の腕を取った。私

はそのあとに従った。彼らは広場を何度か回り、あちこちで音楽や愉快な

連中の冗談に耳を傾けたりした。小間物屋の入口でようやくパウロは彼を

開放した。私は仮面を取り、彼の方に向かった。彼は私にすぐに気づき、

私の事故が大事に至らなかったことを喜んだ。私は改めて彼に感謝の言葉

を述べ、彼の高貴な行為に対してどこかでお返しをすることを望んだ。

　これが彼を困惑させた。》私のしたことは《彼は言った。》たとえそれ

が他の誰であっても行ったはずのことです。また、行うべきことです。多

くの少年が、川底から硬貨を一枚拾い上げるためにさらに高い所から川の

中へと飛び込むようなものです。借りに対して責任を感じすぎると人間は

臆病で虚栄心の強いものになります。これは、どんな些細なことに対して

も顕彰碑を建てずにはおかない英雄精神と悟性の欠けた哀れな民族なので

す。起きてしまったことは仕方がありません！《

　》立派な方です。《私は続けた。》そして確かに救う人はすでに神々しい

人なのです。けれども差し当たり感謝の気持ちは社会の最も強固で柔軟な

絆であり、そしまたその中での少しばかりの逸脱は一民族を常に愛すべき

存在にしその民族の実直な男たちの生活を一層快活なものにすると私は思

います。《

　彼はこう言いながら私を改めて心のこもった眼差しで見つめた。そして
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私たちは一層くつろいだ気持ちになった。私は彼にその夜は私のところで

過ごすように熱望した。そして私たちは運河にかかるブローリョのところ

で腰を下ろした。

　私たちは食べ、かつ飲んだ。給仕が立ち去るやいなやテーブルの会話は

ますます活気づいた。最初のテーマは今日の出来事だった。彼は彼らがカ

ンブレーの同盟のあとで最悪の戦いから、そして今や全トルコ軍の襲撃か

らかくも華麗に撤退し、昔ながらの威厳を保ちつつ海を支配する事ができ

た我々の参事会の賢明さを称賛した。ただ彼が残念に思ったのは、キプロ

ス産の葡萄酒がイタリアでは今後希少なものとなり、値上がりするかもし

れないということだった。

　》ここは私たちだけなのです。《と、私は彼から貴族に対するある種の

不信感を拭い去るために言った。なぜなら私は愛の欲求を抗いがたく感じ

たからである。》あの不幸な同盟のあと、事前に回避すべきであったひど

い国家的失敗は幾らか償われただけでした。そして今でも我々はもしもス

ルタンにシレノスがまだツォリツィエンの知事であった時、彼らのネクタ

ルの内の幾樽かを安価で与え、キリスト教徒の略奪者たちが彼らの攫って

きた美しい少年たちや女奴隷たちとともにきわめて安全に近隣のファマウ

グスタに入港することがなかったなら、愛の島という甘美な王国を失うこ

とはなかったことでしょう。

　我々の花嫁は、前兆を当てにしても良いならば、我々にはもはやそれほ

ど忠実であろうとはしていないように思われます。ご存知のように、祭り

はすでに一昨日行われるはずでした。しかし、荒々しい女神は拒絶し、大

混乱が起こり、そして荒れ狂い、老総督の宮殿が面している大運河まで大

勢の難破事故に遭って溺死した者たちが打ち上げられました。尊大な者た

ちに対していまだに力を保っていた教皇アレクサンドロス３世は、残念

ながらとうに亡くなっていました。そしてジェノヴァが自分に相応しくな

かった英雄コロンブスと、別の他国の船乗りたちは、ポルトガルのエンリ

ケとカスティーリャの諸公たちの中に真のアンピトリテを探し出したので

すが、それに対して我々の諸公たちはただのニンフにすぎないのです。そ
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してニンフはそもそもただ勇敢で賢い者たちだけにすべての自由な美と

同様に、自らを委ねるのです。そしてそこではいかなる儀式も役に立たな

いのです。彼女がかつて我々に好意的であったあとで、石の山のかわりに

我々は我々の花嫁を懸命に手に入れようとするべきだったのです。《

　》たぶんそれは運命だったのです。《と彼はいたずらっぽく辛辣に答え

た。》あなた方の総督は恐らく昔からたびたび結婚を繰り返し、角を持っ

たフリュギア帽を被っているのは無駄ではなかったのです。そのような儀

式は大衆にとっては良いものであり、彼らに勇気を与えます。そしてかつ

て華麗な習慣であったものは、そんなに容易に廃止することはできないの

です。皆さんは恐らくやがてまた多島海で新しい別の獲物を手に入れるこ

とでしょう。一つの王国を１世紀にわたって恙なく治めることができれば

十分なのです。30万ツェッキーノを人はあとでその喜びに対して容易に

支払うことができます。ヴィーナス自身の都は、恐らく兄弟たちの下では

年３千ツェッキーノの価値のあるものだったのです。これは一人のヴェネ

チアの女性が君たちに、自分の夫の国王が亡くなり、その子供たちも次々

に君たちの町で亡くなってしまったすぐあとで、遺産として残したもので

す。今度は君たち若者が、東方の女王と結婚する番です。《※

　この棘は体に食い込み、当時まだ余りに偏狭で愛国的だった私の心を

傷つけました。私はまるで昔は理性的であったかのような気がしてきまし

た。しかし、至る所で私に対する彼の率直さが私には気に入りました。彼

は鋭い眼差しですぐに不気味なものに気づき、こう続けました。》けれど

も私たちはずっとヴェネチアにいました。そしてそこにはムーア人の耳が

あります。話題を変えましょう！《

　短い沈黙の後で彼は始めた。》私が誰で、諸々の事柄とどう関係してい

るかをあなたに知ってもらうために、私はあなたに自分のことについて少

※ヴェネチア史のここで触れた点を詳しく物語るのはあまりに冗長すぎることだろ

う。もしもそれについてまだ知らない人は、他で容易にそれについての情報を見

つけることができる。



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 124 ─

アルディンゲロと至福の島々

─ 125 ─

し語らなければなりません。

　私はフィレンツェ出身の画家で、トスカーナのごつごつした絵のあと

で、ヴェネチアのふくよかな肉体を楽しむためにこの地に滞在していま

す。ティツィアーノは絵画の本質的な部分を持っています。それなくして

は、他のものはみな存在できないのです。それはむろんここにも存在して

いるのですが、天上的で素晴らしいものあるいは真実を伴わない誤魔化し

として、不健康で衰弱した形で存在しているだけなのです。ティツィアー

ノのように作品に取り組まない者はまた、決して真に偉大な画家となるこ

とはないでしょう。ここでは一般大衆の声が決定するのであり、それは芸

術家ではないのです。ティツィアーノは画家ではないすべての人を感動さ

せるのです。しかもそれは、素描がスケッチの主要部分であるように、絵

画の主要部分すなわち色彩の真実そのもののうちにおいて。絵画は絵画で

す。そして素描は素描です。色彩の真実なしには絵画は存在しえないので

す。けれども素描なしでもそれは存在し得るのです。《

　》私が素人として厳格な皆さんのもとで口を挟むことが許されるならば

《私は話に割って入った。》あなた方にとってはヴェネチアの肉体が、ミケ

ランジェロの骨と筋の後ではそれだけ一層美味しく口当たりも良く感じら

れることでしょう。《

　》それは全くの詭弁です。《と彼は答えた。》画家は表面と関わり合って

います。そして表面はただ色彩のみによって示されます。画家は事物の本

質とは本来の意味においてあまり関係がないのです。いったんこの妄想に

取り憑かれた者は、そこから容易に抜け出せないのです。素描は均衡をた

やすく見つけ出すための必要悪にすぎず、色彩こそが芸術の目標であり、

始まりかつ終わりなのです。私がここで物質的なものについて語っている

のは自明のことです。こう言っていいなら、事物それ自体を前にして、人

間の弱さが考案した素描である足場に、建物に対する優位を与えようと

するのは笑止なことです。虚ろなものと崇高なもの、暗いものと明るいも

の、硬さと柔らかさ、若さと老いを色彩以外でどうやって表現できるので

しょうか。形態と表情は色彩抜きでは存在しえないのです。ミケランジェ
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ロのようなこの上なく鋭く厳格な線でさえ、ティツィアーノの描く頭部の

崇高な生命力と較べれば、夢と影です。どんなへぼ絵描きでも横顔くらい

は描くことができます。描かれる人はただ灯の前に座りさえすればいいの

です。ラファエロのような人はもっと自在に描くことができます。しかし、

生きいきとしたものをすべての繊細な色調とともに、それを混ぜ合わせる

ことで、単なる線をまったく用いていない輪郭で描き出しているのです。

そこでは、自然が少数の者にしか与えていない眼と感覚が要求されるので

す。一度安易なもの慣れてしまうと、困難なものとはごくまれにしかやっ

て行けなくなってしまうのです。《※

　》根本的にはあなたの仰ることは正しいかも知れません。《それから私

は続けた。》ただあなたのやり方では容易にあまりにも物質的なものを頼

りにしてしまい、そのために精神的なものを気にかけないという誤りに

陥ってしまいます。ローマ人があなたに―たぶんそれはこの晩葡萄酒酒場

に居合わせた一人だった―大いに反論したいと思います。《

　》同じように執拗に擁護される偏見は芸術にはたくさんあります。《と

彼はさらに言った。》精神的なものについて言うと、それは学び得るもの

ですが、忘れられることはありません。そこには生まれつきの優れた本能

が必要で、外界の完璧な対象が必要です。解釈することや案内することは

たぶん出来るでしょうが、憧れや内的方向性が存在しないところでは、喉

の渇きを癒そうとする人間には個人的流儀（Manier）そのものが出現し、

それは何の意味も持たず、そのうえ無駄な努力なのです。なぜなら彼は空

虚な仮象に対して向かっていき、試してみなくてはならないからです。

※人はこのローマ派とフィレンツェ派に対する若々しい批判の言葉で気分を害さな

いで欲しい。このあとで、すべてが明瞭に展開されることだろうから。ところで、

ここではすでに真実なものがその根底にある。厳格すぎる教えを受けたすべての

人と同様のことが、若者にも起こったのだ。彼らは自由を獲得するやいなや、軛

を嫌悪するようになるのだ。優れた本性の持ち主だけが、次第に必然的に伴う善

なるものに順応していくのだ。。
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　ローマ人は悟性をたくさん有しています。ただ彼は描くべきではないの

です。彼は作家になるべきなのです。今やしかしながら彼はいったん軌道

に乗ってお喋りしています。このローマ人は今では石の中にしか存在して

いない自然を模倣するのです。色彩のない自然を色彩で模倣し、そして欺

こうとするのです。絶えず我々の周囲に発生する無数の生きいきとした活

発で確固たる硬い動きなのです。なぜなら、疲れ切って部屋に閉じこもる

者には、誰にとっても森をさまよい、茂みや墓を飛び越えてゆく鹿よりも、

板張りの鹿を射つ方が容易で、楽だからです。とりわけ、今日ではたいて

い狩猟は禁止されているからです。

　彼はわれわれの素晴らしいパウロのサン・ジョルジョ・マジョーレの婚
礼のとりとめのない部分を非難しました。使徒たちを従えたキリストはむ

ろんテーブルの中央に座っていますが、かなり素っ気ない様子なのです。

そして使徒たちは、われわれ普通の人間がこれらの奇跡を行う人たちの姿

をリアルにイメージすることができないので、そこに居なくてはならない

からそこに居るのです。

　しかし、主要部分は常に宴であり続けます。宴と極上の葡萄酒。これは

ヨハネによると我々の宗教の最初の喜ばしい気付薬なのです。そして、こ

の点ではこの作品は活気に満ちていて、そこでの出来事はまるでスペイン

の空想的な短編小説のように物語られています。主要人物は、愛らしい楽

器で音楽を奏でているテーブルの回りの楽士たちです。パウロ自身、愛の

ヴァイオリンを弾いており、ティツィアーノは調和の代表である低音弦楽

器を、バッサーノとティントレットは他の楽器を奏でています。彼らは見

事に描き出され、素晴らしい姿とその場にふさわしい表情をしており、美

しく着飾っています。花嫁のテーブルには、この時代の一流の人物が集っ

ています。すべては史実通りで活気があります。彼らは彼にドラマを演じ

て見せなければならないのです。背景の空気は非常に軽やかで明るいもの

です。建物や壺や食事が全体を見事に飾り立て、照明は全体に行き渡り、

まったく自然に見えます。このような絵を見ても、喜びを覚えない者がい

るでしょうか。
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　彼はまた、アレクサンダーのもとでのダリウスー家における衣装のぞん
ざいな描き方に対して大いに不快感を示し、そしてそのために多くの素晴

らしい点が台無しになっていることを嘆き悲しんだ。この作品はあなたの

親戚のところにあるので、あなたはこの作品を知りすぎるほど良く知って

います。それは色彩の勝利と呼ぶことができます。これ以上の調和と豪華

さと愛らしさを描きだすことはほとんど不可能です。さらに、たいていは

肖像画となっているすべての顔にはただ真実が支配しています。もしも人

が古代の歴史のことを考えず、これは近代の英雄の勝利の絵だと思えば、

この作品はまさしく傑作にほかなりません。背景の建物が全体の基調を形

作っています。そのような白い背景に顔や素材を浮かび上がらせ、活気づ

けるためには、パウロが持っていたような建築の色彩と豪華さと調和とい

う眼の深い感覚が必要となります。老画家がピラミッド形に纏めている４

人の女性のグループはきわめて魅力的で、表情には活気があり、とても生

きいきとしています。アレクサンダーは美しい若者の顔をしていますが、

これは無論世界を征服するよりは、女性たちのお気に召すものです。彼が

上から下まで全身紫づくめなのは、長く見つめていると大きな赤い斑点と

なりますが、それはまた、彼を主人公として際立たせてもいるのです。ご

覧のとおり、酒中に真あり、なのです。しかしパウロは真実に耐えること

はできます。パルメニオンは素晴らしい顔をしており、魅力的な黄色い衣

装を身に纏っています。王女たちはきれいに編んだブロンドの髪をしてい

ます。そして何と大勢の人物が、それもほぼ全員が婚礼の場面と同様に等

身大で描かれていることでしょう。この絵は、色彩に関しては最も華麗で

魅力的な絵画と呼ぶことができるでしょう。眺めるたびにそこから新たな

目の喜びが溢れ出てくるのです。これに勝るとも劣らないのが、すべての

絵画に勝利しているティツィアーノの愛の学校の中のおさな子としての聖
母の神殿への歩みなのです。これらは今後長いこと凌駕されることなく、
世界に比類のないものであり続けることでしょう。

　衣装がなおざりになっているのは、ほんらいは古美術商にとっての誤り

です。なぜなら、一般大衆はそれについて全く知らず、それに気づかない
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からです。無論、芸術家たちが衣装の真の姿と色彩の豪華さを描き出した

いのなら、古代の歴史を選ばない方が良かったことでしょう。ギリシャ人

の姿とその軽い衣装は我々にとっては、まったく消え去ってしまっている

のです。ああ、わたしの心はなんとあの至福の島々と両側の陸地をこんに

ちなお目にし、明るく温暖な気候が今なおその地で息づいているのを目に

することを熱望していることでしょう。ああ、我々は自然と真の芸術から

はるかに逸脱しているのです。そのため我々は皆、衣を纏った人間を裸の

人間よりも美しいと見なしかねないほどです。この上なく豪華絢爛で、繊

細で愛らしい衣装は真の哲学者のためのもので、透明で新鮮な楽しみを求

める人にとっては、そのたのしみを阻害し妨害する一つの汚点であり、殻

なのです。《

　》もしも私がこの遍歴を始めたあの当時すでにあなたのことを知ってい

たら《と私は彼に続けていった。》あなたの望みは満たされていたことで

しよう。あなたがここでご覧になっているように、私はそれらのことをす

べて経験してきました。あいにく少し早すぎましたが。私の父は私を共

和国から派遣されたギリシャに私を連れて行きました。そして私は父とと

もにその地に３年ほど滞在しました。私が持ちかえった最良のものはギリ

シャ語の知識です。私は古代ギリシャ語をかなりすらすらと読みこなし、

現代ギリシャ語は読み書きができます。《

　ここで彼は喜びのあまり我を忘れて飛び上がったため、グラスがテーブ

ルから飛んでしまい、そして彼は叫びました》おお、幸運な、希有な、素

晴らしい偶然だ！かくも若くて美しく、そして分別と経験に富んでいると

は！私たちは永遠に友人でいなくてはなりません。そして何ものも私たち

を引き裂くことがあってはなりません。あなたは私の魂の寵児なのです！

《

　こう言うと彼は私の首に抱きつき、私たちは長い間言葉が出なかった。

そして私たちは口づけと眼差しと抱擁で溶け合った。

　やっと彼は言葉を発し、言った。》ここには私たちだけしか居ません。

世界の他のものは皆、私たちに奉仕するためにだけ存在しているのです。
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《私は彼の燃えるような激しさに焼き尽くされて、心を激しく揺さぶられ

た。場違いな言葉を自然のアクセントである抒情的な興奮状態で発する以

外、ほとんど何も言葉は発せられなかった。我々は二人とも葡萄酒と情熱

のために熱く燃えていた。彼は夜も更けてから、こう言ってその場を去っ

て行った。》明日、またお会いしましょう。《

　私はベッドに横になった。私の心と魂とすべては蜜蜂の群れのようにブ

ンブンと鳴りやまず、ちくちく痛むほど熱く燃え、いらいらと落ち着かな

かった。

　翌日彼は、ちょうど良い時間にやって来た。彼の姿を目にした時、私は

昨日の彼の熱烈さを思い出して軽い戦慄を覚えた。しかし、彼は私には改

めてきわめて愛しく思え、魅惑され、抗い難い魅力に打ち負かされてし

まった。

　私はそれまで、感じ方や行動の仕方がこれほどまでに一致する人を知ら

なかった。ただ彼は私よりも裕福で、生まれつき丈夫だった。彼の魂は私

よりも豊かかつ自由奔放で、彼の生まれは彼を私とは別の境遇、別の人々、

別の人生の中に投げ入れた。欠点のない友を持ちたいと願う者は、この世

から身を遠ざけるか、自らの内部へと引きこもるがよい。完璧さはこの世

ではただ瞬間の内にのみ姿を現すのであり、この瞬間だけが我々の楽しみ

なのです。偉大な精神、高貴な心を持った人物は、市民階級の憲法の下劣

さがその中へと我々を突き落とす多くの悪徳を埋め合わせるのです。《

》私たちは昨日は興奮状態のまま別れてしまいました。《彼は部屋に入っ

てきた。》幸福こそが、死すべき者たちに与えられる最大の贈り物です。

ただそれは分別をもって使わなければならないのです。《

　私たちが何度か沈黙したままあちこち歩き回ったあと、彼は私に尋ね

た。》あなたはこれまで芸術に手を染めた事はないのですか。《私はこの地

で学んだあと、目、口、鼻、耳、顔、手足を手本通りに描く素描を学びた

かったのだと彼に答えた。しかしそれはまったく物にならなかった。なぜ

なら、そもそも私は命ある物にまで到達しなかったからです。それが私に

はとても心残りです！芸術は私には限りなく魅力的です。そして私はその
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分野で、ある程度まで自分自身の楽しみのために上達しておきたかったの

です。今では私は時々思い出のために、美しい地方の外観をさっと描くだ

けです。

　》まだ手遅れではありませんよ。《彼は続けた。》互いに助け合うことに

しましょう。すべての芸術は繫がっています。それらは共同で人間の幸福

感を高め、それを強め、何物にも勝って自然の美しさに対する人間の感情

を形成し、そして彼を動物の上に置くのです。あなたが最も素早く、この

技を身につけるためにはどのように始めたら一番良いでしょうか。私はこ

う思います。《彼は冗談めかして付け加えた。》私をモデルにするのです。

あなたがもう知っていることを少し復習したあとで、時には私にもあなた

をモデルにさせて下さい。

　ギリシャ語では、私の師は自らも詩人だったので、私は主にホメロスや

ピンダロスやソフォクレスやエウリピデスだけと取り組んできました。そ

してその際、歴史家たちではペルシャ人に対する輝かしい勝利の記述のみ

を読みました。アリストテレスやプラトンやクセノフォンの英知の宝を私

はたいてい対話篇や聞きかじりで知っているだけで、原典それ自体はほと

んど味わっていません。もしもあなたに時間が残っていれば、我々はこの

話題で、これからの夏の美しいタベを何日も我を忘れるほど楽しむことが

出来ることでしょう。

　私が心から望むのは、私が困難に遭うことなく、より大きな学習効果と

満足が得られ、真に古典的な大地への巡礼を始めることができるように、

あなたが私にこの神々の言葉で今なお生き残っている現代ギリシャ語の授

業をしてくれることです。

　あなたは素描に関しては、自ら詩人になりたいわけではなく、古代と近

代の傑作だけを理解したい人のように、アリストテレスの詩学をもとに十

分学びました。いかなる芸術も究極の目標にまで到達するのは少し違うこ

とで、人間の一生を要求します。あなたにとってはそれは単なる遊びかも

知れませんが、あなたはより崇高なるものに定められており、あなたの共

和国において明けの明星のように輝かなくてはなりません。これは我々の



帝京大学外国語外国文学論集　第 11 号

─ 132 ─

アルディンゲロと至福の島々

─ 133 ─

友情に絶えず新たな刺激をもたらすことでしょう。そして我々に思索や空

想や分別が与えられている限り、我々は自然の中で生きることでしょう。》

あなたは私を希望と喜びで満たしてくれます。《と私は彼に答えた。》私の

父は今ダルマチアに滞在しています。そして私は母だけと一緒に暮らして

いるのです。彼女はもうすぐ、今週中にも田舎に行きます。その地方はロ

ンバルディア全域で最も快適な地方の一つです。私たちが行きたいと思っ

ている別荘はガルダ湖のほとりにあり、そこにはカエサルが表敬したカ

トゥルスが時にローマの喧騒を逃れて休息しにやって来たのです。彼はこ

の地について歌っています。

 Peninsularum, Sirmio, insularumque

 Ocelle, quascunque in liquentibus stagnis

 Marique vasto fert uterque Neptunus.

 澄んだ湖にせよ、広大な大洋にせよ、

 ともにネプトゥーヌスが抱くすべての半島と島の中で

 輝く眼、スィルミオーの岬よ。

　もしもあなたが私のお供をしてくれるなら、私たちはピンダロスに従っ

て、涼しい海風に包まれたクロノスの城に辿り着くことでしょう。そこで

は庭の木陰で大地と愛らしい木々から芽生えたキンセンカがきらめいてい

ます。他の花は、澄んだ小川が育んだものなのです。私たちはその花輪を

腕に巻き付け、こめかみを飾るのです。

　けれどもその前に私はあなたを私の母に紹介しなければなりません。あ

なたは分別を弁えていなければなりません。彼女はとても善良な婦人で、

私を心から愛してくれています。彼女はもう、一人の若者が私を運河から

救い出してくれたことを知っていて、あなたがその人だと知ったら、きっ

と喜ぶことでしょう。彼女は美しい聖母像に大きな喜びを感じています。

もしもあなたが彼女のために、聖母像を一つ彼女の礼拝堂に描き、信心深
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くあってくれたら、彼女はあなたのことを実の子のように思ってくれるこ

とでしょう。《

　この際、奇妙な感動が彼の中で生じ、私にその説明が付いたのは、その

後長い時間が経ってからのことだった。彼は私を物問いた気な熱い視線で

見つめ、こう尋ねた。》あなたの別荘はつまり、ミンチョ川がガルダ湖か

ら流れ出る所の近くにあるのですね。《

　》すぐ近くです。《と私は答えた。それから彼は考えに耽って何度か私

と一緒に行ったり来たりした。ついに彼は口を開いた。》分かりました。

あなたと一緒に行って、もしも私があなたの母親のお気に召したら、彼女

のために聖母像を描きましょう。たぶん彼女が思慮分別に欠けるところは

無いはずです。《

　彼をこのタベのうちに彼女に紹介しようということになった。食事中

に、私はすべての段取りをつけようとした。

　ここで彼は私と別れた。私は事情を説明した。そして私の母は私の言う

がままに、彼を目にすることなしにすぐに満足した。

　私はこの新たな交友にますます胸を膨らませた。このような若い画家を

私はまだ知らなかった。きちんと熟考する余裕もないほどにすべてがかく

も迅速に前進し、私は驚いた。

　初めて顔を合わせて言葉を交わしたときから、彼はいかなる客人もかつ

てそんなことは無かったほどに私の母の気に入った。ここで私は、彼がア
ルディンゲロと名乗っているのを知った。私は彼のことで心が一杯で、改
めて彼に名前を尋ねることは思いつかなかった。彼はその後、いろいろ他

の名を名乗ったが、しかし、この名を今後は彼の名とする事にしよう。

　次の朝、私は彼が描き始めたばかりの何点かの絵を見た。彼の生気ある

物は生きいきと、見事に描き出されており、描写はティツィアーノの作品

にかなり近づいていた。しかしそれは個人的手法（Manier）ではなく、彼

独自のものであり、生得のものであった。衣類はあまり纏っておらず、大

部分の作品は裸体であった。少女の頭部の習作は精神と愛らしさに富んで

おり、そして胸や肉体や背中や太股や足や水浴中の裸体の少年や走る所や
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格闘の場面などが描かれていた。報酬や他人に気に入られるためにこれま

で作品を描いたことはないのだと彼はいった。》これ以上のことは《彼は

さり気なく付け加えた。》もっと落ち着いた時に、あなたに語って聞かせ

ましょう。《

　彼はその数日後、老ティツィアーノをもう一度訪ね、その週の終わり

に私たちは出発した。私たちはパッラーディオの建築のためにヴィチェン

ツァに一日滞在しようと考えていたので、私の母は従者とともに先に出発

し、それに続いて私たちも出発した。ギリシャ語のために私はさらに別荘

の書庫にはなかった本を持っていった。そして彼は油絵と素描を描くため

に、必要な道具を持参した。

　私たちが大運河から少し行ったところで、アルディンゲロは小舟の甲板

に腰を下ろし、深く心を動かされて目をそらさずにその都市を見やった。

涙が浮かび、彼の心は気弱になっていった。彼の魂はこの町も見収めとな

ることを予期しているようであった。このように運命は、海の波が軽い

破片をそうするように、人間を翻弄し続けるのだ！太陽がちょうど顔を出

し、塔や教会や宮殿と島々は淡い霧の中に霞んでいた。

　私はこの町を離れることができてほっとした。冬のヴェネチアは快適

だ。なぜなら人々は互いに肩を寄せ合い、外的状況も政府も皆が娯楽を求

めるからだ。けれども夏はそこは不健康で危険な場所となる。地元の人な

らナポリ出身の詩人よりもそのあたりの事情を良く知ることができる。

次の詩句はきらびやかに響くかも知れないが、

 Illam homines dices, hanc posuisse deos.

 君はあれは人間が、これは神々が建てたと言うだろう。

　もしもある人が歴史を知り、その地で生活し、ブレンタ川の流れ出ると

ころでそれを岸から眺めて見ると、それは一層正しくは、陸地から追い立

てられ、怯え切った臆病なウサギたちの最後の確実な避難場所と見えるこ
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とだろう。このウサギたちはその後、敵が海を渡って迫って来ることがで

きず、遠くから彼らが安全に守られているのを眺めるしかなかった時、大

きく成長し、やがて翼を持った獅子となった。その地は湿地のために陸地

からは小舟の他は渡る術がなく、海から港に入るためにはアリアドネの糸

を必要とし、密告のほかには到達不可能で接近が不可能なので、海に囲ま

れて、自らにある種の威厳を漂わせていた。神々はしかし、湿地に逃げ込

むことはない。そのうちに、サンナザールは魅力的な詩作品のために６千

ドゥカーテンを稼いだ。真実に対してそれだけたくさんの代償を支払うこ

とは稀なことだ。

　偉大なる総督ペトロ・ツィアーニは 13世紀初頭に早くも新たな民族大

移動を開始するという大胆な決心を固めたとき、その真実をよく弁えてい

た。コンスタンティノポリスは疑いの余地無く、この世の至福の場所だ。

ヴェネチア人は当時、フランク族とともにその町を占領し、我々はギリ

シャの土地を今よりも多く所有していた。彼はかつてのデモステネスより

ももっと明確な根拠をもって、この干潟を離れ、あの地に定住するように

助言した。ディドとアエネースはそれに対しては幻の人物であった。》も

しも月が干満によって運河の水を干上がらさせて《彼は大評議会で語っ

た。》泥が顔を覗かせ、その悪臭をまき散らすなら、鼻の効く人なら吐き

気のために誰が道に立っていられるだろうか。我々の野戦病院はいつも満

員で、年がら年中そこから憑かれたように船出していくのではないだろう

か。その上、海がたびたび荒れ狂い、天水桶や商品倉庫を台無しにしてし

まう。傷んだ魚の他には食料はなく、穀物も葡萄酒も油も育たず、飲用水

も湧き出さず、水と空気と土と火のすべての元素が腐敗していて、四方八

方を敵に取り囲まれている場所に耐えるというのは、何という居住地なの

でしょう。そして未来に向かってどのような視界が開けているというので

しょう！《

　しかしながら、サン・マルコの最高官吏のアンゾーロ・ファリーヤ老人

が、五百人の中で一人声を上げることによって彼を論難した。彼はアリス

トテレスに従って、堅固さというものは、首都のあらゆる災いにもかかわ
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らず、堅固さを持たない恵まれた地形に優先すべきだと主張した。そして

まさに不毛さこそが一国民を勇敢さへと駆り立て、他の国民の上に置くだ

ろうと主張した。

　パドヴァまでの道中はこの話が中心だった。そしてアルディンゲロは

次の言葉で結論を出した。》思慮分別のある人たちが支配していない土

地ではいかなる憲法も良いものではありません。しかしながら、次のよ

うな違いがあります。例えば民主体制のもとでの百万人の市民にとって、

二万五千人と数人の愚か者が、40万 900人の分別ある人々に対して決定

的となるのです。そして君主制においては、もしも彼らが学校で学んだ憲

法に従って反乱者でありたいとは思わないならば、一人の愚か者が、その

気になりさえすれば、90万 999人の哲学者を堕落させることができるの

です。《

　ヴィチェンツァを出発すると、我々はヴェネチアの建築とパッラーディ

オについて多く語り合った。アルディンゲロはヴェネチアを建築において

最も注目に値する場所の一つと見なし、言った。ここには一つの様式だけ

が存在するわけではなく、近代の数世紀の建築史を見ることができる。そ

して常に、多くの人々から成る参事会がそこでは支配しており、しばしば

才能も趣味もない哀れな人間が独裁者となることはないに気づく。なぜな

ら他の首都のように、公の建物の中にまったくひどいものは全然見当たら

ないからだと。

　彼はパッラーディオを近代の建築の巨匠たちすべてのなかでことのほか

愛し、古代精神から最も優れたものを十分に取り込み、自分の同時代人に

ふさわしいものを伝えるとともに、自分自身のものも伝えた明るい魂と彼

を呼んだ。

　ヴィチェンツァには残念ながら彼によって完成された作品は何一つ無

く、建物はほとんど皆、彼の理念の実現に向けて着手したばかりの試作品

に見える。しかし、運河沿いのコルナーロ宮殿は何という傑作だろうか！

ヴェネチアのサン・ジョルジョの贖い人教会は何と美しいのだろうか。そ

してヴィチェンツァのバッキリオンにかかる橋は、まるで勇敢なアマゾネ
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スの跳躍のように軽快で、そのアーチの部分においてなんと堅牢なのだろ

う。喜ばしい水が流れ出ていくのが見える透かし彫りの付いた欄干は、な

んと心地よいことだろう！

　しかしながら、パッラーディオ自身は市庁舎を近代芸術のもっとも美し

い作品に加えているにもかかわらず、アルディンゲロにはそれは気に入ら

なかった。ファサードはそれ自体正しくて美しいものであるが、ただ、年

老いた船乗りに塗られた化粧に似ていた。そのアーチは至る所でゆがんで

いるゴシック様式の建物のアーチには合っておらず、当時すでに円熟期を

迎え、経験豊富だったジュリオ・ロマーノなら、巧みなゴシック様式のファ

サードをそのために考案したとき、より多くの趣味を示したことだろう。

図面で一つの隙間を見ることと、建物を空中に築き上げることはちがうこ

となのだ。このことをパッラーディオを選んだ市参事会員たちは、建物を

依頼した多くの偉大な人たちと同様に知らなかったのだ。

（続く）




