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　私達の会話はついに建築全般に向かった。私が覚えている限りでは、彼

はこう言った。》建築の美しさが私にはよく分かりません。なぜなら、建

築は私には生きいきとした自然と関わりがないように思えるからです。せ

いぜいその魅力は、この言葉をここで使って良ければ、現実からではなく、

ただ建築の形而上学だけから生じてくるのです。そのため、互いに模倣し

合ったわけではないあらゆる民族の間で相違が見られるのです。その厳密

な理論は、創造の闇の中へと飲み込まれていきます。美とは、満足を感じ

させるものです。たんに苦痛を鎮めたり、それを防いだりするためのもの

は、そもそもそれ自体美を備えている必要はないのです。建築の場合は、

こんな具合なのです。それはただ災厄を防ぐだけなのです。天気が良くな

れば、私は建物の中になどいたくなくなり、外に出ていきたくなります。

災厄や病気や敵意や人々が集う必要に細心の目配りがなされていなければ

なりません。これらがやがて、その完璧さの決め手となるのです。もしも

全く生命を持たないものを模倣することをそう呼びたいならば※、あらゆ

る目的との調和、均斉、一致がその美を形作るのです。一体、私たちにとっ

てすべての過剰で無意味な飾りはどんな意味を持つのだろう。建築とは、

人間や動物を悪天候から守る衣服であり、その観点から評価されるべきも

のなのです。

※今後は、美の概念はいっそう一般的で適切に感じられ、そしてもはやそれほど若々

しく、感覚的には感じられないことだろう。
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　原始の時代に戻ってみることにしましょう。すると、洞窟や森林や流れ

の淵に架けられた砕かれた岩が目に入ります。これらを道徳的人間は最初

に模倣したわけですが、今なお必要に迫られた無数のケースではその痕跡

が見られます。私たちは、全体が石作りの同一の建物の中で岩と樹木の本

来の形態を模倣するのです。その木は最初はぎこちなく、それをちょうど

目の前の床で軽い木に刻もうとする者は、無趣味でつまらないものを作っ

てしまうのです。木は幹と枝があるのが本来の形です。そこから柱と丸天

井の一部が生まれてくるのです。自然の形態から取り除くものが少なけれ

ば少ないほど、その美は純粋なのです。そのため、柱は常に壁柱を凌駕す

るのです。たいていのものはしかし目的と関連しており、自然の模倣とは

ほとんど関係がありません。量感の美は、人体の各部分や自然における偉

大なものや生きとし生けるものすべてとの調和を長い間楽しんできて、再

びそうした感覚とともに享受される幸運な秘密の感覚から生じてくるもの

に違いありません。ここには、着想に関しては、確かな法則は存在しませ

ん。ギリシャ人やローマ人の気に入ったものだけを模倣する場合には、話

は全く異なります。《

　》そしてこれが恐らく常に最も信用すべきものなのです。《と私は口を挟

んだ。》なぜなら、彼らは確かに人間の本性をいっそう磨き上げ、私たち

が知るような最高の完璧さへと形作ったのですから。《

　》もしも大地が彼らが住んでいた地方と全く同じ気候だったら《、と彼

は付け加えた。》人間はどこでも同じ欲求と同じ風俗習慣と至福について

の同じ考えと、同じ祭りと遊戯を有していたことでしょう。そして、そも

そも人間は新しいものを欲するものです。彼はもともとあまりにも多くの

逃れられない掟に苦しまなければなりません。どうして、自由に選べる物

の中から、自分の気に入らないものの一つで自分を悩ませることがあるで

しょうか。たった一つの事情で、しばしば全体が変わってしまうのです。

例えばギリシャ人とローマ人のもとでは、神殿はたいてい彼らの多くの

神々の中のただ一柱の神だけに定められていました。その神殿はいわばそ

の神に合わせて作られたかわいらしい住まいでした。彼が、一人の王が自
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分の居城からその所領の一つにある城にやって来るように、オリュンポス

の山々からその地方に下りて来た時には、その城の規模はさほど大きなも

のではなく、柱廊は、巨大な大きさを強いられると消失してしまう人間

的均斉の美を保持していました。市民は各人で犠牲を捧げるか、あるいは

民族全体の祝祭がありました。そして、司祭あるいは女司祭が神殿に入り、

民衆はその中や外に立っていました。彼らの神託の場合も事情は同じで

した。

　私たちの教会はこれに対して、しばしば町全体の住民が何時間も滞在で

きるような、巨大な集合場所なのです。理性的な野蛮人によって設計され

た、自由で巨大な空間を持った荘厳なゴシックの大聖堂では、司祭の声は

雷鳴となり、民衆の賛美歌は、宇宙の父を讃え、大胆このうえない不信心

な者をも震撼させる海の嵐となり、音楽の暴君であるオルガンが、嵐のよ

うに疾走し、大波を起こし、たとえそれが最も趣味の良いアテナイ人のこ

の上なくかわいらしいヴィーナスの神殿に従ったものであっても、壮大な

ものの中に置かれた卑小な人間は、純粋な感覚を持った男によって台無し

になってしまうのです。

　私が思うには、私たちはその代わりにむしろ彼らの劇場を手本にするべ

きでした。それは大勢の群衆のための最も自然な形態でした。そこでは各

人が共和国や民主主義国におけると同様に、自分の地位を占めているよう

に見え、素晴らしい全体を形作っているのです。そして私たちは、生き物

の本質に反して全員が平等なのではないでしょうか。王様と乞食、哲学者

と農夫、何も知らず、見捨てられてここに置かれ、虚空のなかへと虚しく

首を延ばしている盲目の虫けらのように。

　私は、修道院の庭のあちらこちらでいとしい自然が、最も単純なものの

中にも息づいているのを見い出しました。修道士の説教者は、木陰を作っ

ている古い木の下に腰を下ろし、群衆は彼の前の窪んだ湾曲部にある丘に

芝生席を高いところに段々に設けました。そこで群衆は階段状に腰を下ろ

し、説教に耳を傾けました。そして上の方では、風が優しく枝を動かし、

葉が囁き、まるで天使がその中で戯れ、そしてその敬虔さを楽しんでいる
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かのように、再び樹木が礼拝所を左右から閉じました。

　長く平らな床をもつ私たちの教会では、礼拝をきちんと執り行うことさ

えままなりません。一番後ろの人達は、前の方の人達のために司祭が何を

始めようとしているのかが見えず、本当の意味で羊のように無秩序でバラ

バラの状態で立ち尽くしているのです。

　ところで、すべての建築家の苦労は、夏にも冬にも同じ建物を使わなけ

ればならないことでした。つまり、酷暑にも極寒にも同じ衣服を仕立てな

ければならなかったのです。南方では夏に合わせるので、冬には凍てつく

思いをすることになります。そして北方では冬に合わせるので、まったく

反対なのが自然なのに、夏に大汗をかくことになります。《

　ヴィチェンツァ地方、特に、入口にパッラーディオの斬新な感覚で作ら

れた凱旋門を持つマルツォ広場の素晴らしい散歩場が彼は殊の他気に入っ

た。周囲には草がきれいに生い茂り、まわりを丘が取り囲み、チロルの山

並みが遠くに青く霞んでいました。

　しかし、彼がもっと気に入ったのは、アルプスの娘エッチュ川が流れる

ヴェローナでした。エッチュ川は波立ちながら岩の間を通り抜け、町中を

曲がりくねりながら流れ、その上には、60段の上りと下りを持つ、快適

な道の続きというよりは、階段と言うべきヴェネチアの奇蹟リアルト橋よ

り広く、雄大で巧みに作られたスカリジェーロ橋が大胆に弓なりになりな

がら架かっていました。

　私たちは、ほぼ満月となった月が、いつも私たちとともにあって、葉が

豊かに茂る葡萄の蔓と樹冠が絡み合っている美しい楡の木々のあいだに差

し込みながら、付き従ってくれた忘れがたい夜に、最後の散歩をしました。

そして遠くの稲妻が、澄んだ空気の中へと差し込んできました。夕日と

宵の明星とシリウス座とオリオン座が、私たちの世界の守護霊のように、

いっそう近づいて来るように思えました。》ああ、神よ！《とアルディンゲ

ロは声を上げました。》私たちが楽しむためにお与えになるのはかくも小

さな点なのに、なぜ無限の世界を私たちに渇望させるのですか。私たちは、

さながら生ける屍です。《
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　すでに、すがすがしい朝の風がかすかに吹きわたり、木々の葉はカサカ

サと音を立てていました。私たちが、湖が広がり、岸辺に波が打ち寄せて

いる別荘に到着した時、細い光線が寄り集まって、東から柔らかい光の帯

が立ち昇りました。波はまるで戯れ合うように砕け散り、泡立っていま

した。そして私たちは、Fluctitus et fremitu assurgens marino ※というウェ

ルギリウスの描写がまったくありのままだと感じました。前日眠っていな

かったので、私はベッドに横になりました。アルディンゲロはしかし横に

なろうとはせず、この地方を良く知ろうとしました。

　私たちのための部屋はすでに整えられていました。午後、私たちはすっ

かり部屋を整え、アルディンゲロは絵を描くために、光が良く入り、空が

開け、そしてさらに彼が望んだ通り、外への出口を持っている北向きの部

屋をもらいました。

　私たちは、最初の日々は湖の岸辺に舟を走らせ、あちらこちらで陸に上

がり、ブレッシャまで美しい丘をさすらいました。アルディンゲロはそれ

から、そのあとの良き時を絵を描いて過ごすことができるように、さっそ

く私の母のための聖母像を画架に固定しました。

　ギリシャ語については、私たちは音、あるいはアクセントと発音の点で

はすでに考えが一致していました。私たちはこの点については、特に私た

ちには 2つの目的があったために、粗野になってはいるものの、古代人の

血を引いている人々を全面的に基準にしました。私たちは、ただ単に合理

的推理と比較だけでなく、語源によっても死語についての知識を得るもの

です。そして、その民族の言語が死に絶えた言語の長女、あるいはむしろ

それ自身が母親である言語を持つ民族は、ただ時の流れによって変化し、

姿を変えただけで、最もうまく説明がつきます。いかなる外国の書物の英

雄といえども、その単なる綴りだけではその英雄の生き生きとした全体像

と、残された記念碑などを読む際に匹敵することはないでしょう。

※波と潮騒で盛り上がるベナークス湖よ
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　近代ギリシャ語については、近代ギリシャ語は古代ギリシャ語からは、

イタリア語がラテン語から隔たっている以上に隔たっているのですが、私

はアルディンゲロに瞬く間に、日常語に属するものはすべて教え尽くしま

した。近代のギリシャ人は、日常語にはパンやワインなどとは別の語を用

います。テッサリアの一部では、半分がラテン語、半分がトルコ語で、ほ

とんどルーマニア語です。古代人のもとでは、方言はたぶん今以上にあっ

たことでしょう。そして、発音についても同様です。今日のスパルタの人々

は、たとえば ch の音を、フランス人と同じように発音します。福音書や

使徒の書簡を人々はおよそ、まだ至る所で、新約聖書のギリシャ語で理解

します。しかし、クセノフォンやプラトンはほとんど理解しません。商人

や聖職者たちはしかしながら、書き言葉とも言うべき独自の言葉を作り、

近代ギリシャ語をできる限り古代ギリシャ語に近づけています。そして、

行く先々の地方に合わせています。最大の蛮行はそもそも島嶼で起きまし

た。なぜなら、島嶼は陸地よりも異邦人があふれ返ったからです。風俗習

慣も、そこでは古代のそれからはさらに遠ざかっています。

　そもそも、発音はギリシャ人のもとではわれわれの場合やどこでもそう

であるように、すでに場所や時代で異なっていました。最初のペラスゴイ

たちは恐らく、彼らのギリシャ語をペリクレスのもとでにアテナイ人とは

違うやり方で話しました。そして、ホメロスや彼の同時代人の場合も同様

です。プラトンは対話篇『クラテュロス』の中で、アテネでは 2つの長い

イオニア式の母音が、執政官エウクレイデスのもとで、第 94回オリンピッ

クの 2年後に、一般的に使われるようになり、その後人々は、昼を表現す

る言葉を、先祖たちの発音とは違って、もはや himera ではなく、hemera

あるいは新たに    と発音し、その際に、この言葉がすなわち夜と暗

闇の中で光と曙光を求める欲求を表す himeros に由来するのだという美し

い起源をもはや感じないのが普通になってしまったと、嘆いています。

　この例から恐らく、近代のギリシャ人は多くの点で古代の、そしてホメ

ロス自身の発音へと再び戻り、ここでもまた、世界の他の場所と同様に、

すべてが円環を描いているのだと結論できることでしょう。
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　一番良いのは、その都度の生きた発音と、大衆に合わせることだ。そし

て、理解してもらいたいならば、そうしなければならないのです。※

※ドイツ語に訳した場合、しかしながらこれはあてはまりません。われわれは個々

の名前をたとえばわれわれが決定できる以上に、音に忠実に古代ギリシャ語的に訳

さなくてはなりません。たとえば  の音は、ただ一つの記号で常に重々しく完璧に

正しく規定できるでしょう。なぜなら、この音を古代人は恐らくすでに違う風に発

音していたからです。つまり、この音が表現した 2つの母音はすでに存在していた

のです。

　近代のギリシャ人は次第にそれによってイギリス人の eeと eaのように、そし

てよりたしかな部分をつかみました。また、eeと eaから i への移行は、発声器官

にとっては、紙の上で見るより容易でした。

　近代のギリシャ人にとっては、さらに hiraあるいは hiriや aphroditiなどは、わ

れわれにとって cidli や silli などがそうであるように、柔らかく、女性的にそして

明るく響くのです。同じようなやり方で、シチリア人はトスカーナ語を変えてい

ます。ある母音が他の母音より良い響きを持つことに関しては、何も一般化でき

ません。それぞれの言葉自身、使い方と民衆の耳が問題になります。われわれに

は奇妙に響くものも、すべての国民に奇妙に響くわけではないのです。

　夜毎、私たちは古代人のなかでは、あるときはプラトンのー篇を、また

ある時はアリストテレスやクセノフォンを読み、彼らの鋭い感覚と高貴な

精神、この上なく純粋な感性と高貴な翼から、デモステネスやアリスト

ファネスのいるアテナイ人のもとに帰ってきました。

　アルディンゲロは、アリストファネスのことは名前だけしか知らなかっ

たのですが、彼にすっかり魅了されてしまいました。彼はアリストファネ

スの冗談や気まぐれや大胆な作り話を味読し、アリストファネスの笑劇

を、無数の他の作家の著作のどれ一つとしてはるかに及ばない、人間の自

由についての最高の記念碑と見なしました。ギリシャ人と競い合いたい者

は、ギリシャと現代の両方の世界で生きなければなりません。ここでは人
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間が、ありのままの姿で、すべての自然な素晴らしさと劣悪さとともに現

れ出ます。ここから、もっとも純粋な生命の小川が流れ出るのです、と彼

は言いました。

　我が友の意見は私にも伝染し、雄弁家や詩人はわれわれに強烈に働きか

けました。私達自身、付き合い方がいっそう自由になり、私たちの言語に

ついての知識はたわわな植物のように成長していきました。私たちは、テ

ミストクレスのアテネからアレクサンダーの死までに限定しました。そし

て、その国家形態や法律や裁判にますます深くのめり込んでいきました。

そして、その枝をギリシャ全体に広げている美しい生きいきとした木の、

苔むした根元の木陰で休息しました。そして、この輪とそれに関連したも

のからめったに逸脱することはありませんでした。

　その際、私は彼に島嶼と陸地の現状を、社会や風俗習慣、祭りやスポー

ツ、気候、季節、天気、植物や果物、そして古代から今日にまで伝わって

いるものについて描写して見ました。

　アリストファネスと、子供に対する愛と両親と親族に対する尊敬に理性

が優位に立たなくてはならないという哲学者の教えと、『雲』に見られる哲

学者のダイモンに対する見事な皮肉にもかかわらず、彼は『ソクラテスの

思い出』をあらゆる英知のつまった堅牢な宝石、道徳のなかの道徳と見な

しました。

　ところで、われわれは『雲』はわれわれの時代の基準ではなく、当時の

基準で評価すべきだという点で意見が一致しました。当時の人々は、互

いに裸体を見せ合うことに慣れていました。そして、一瞬の楽しみのため

に、相手の欠点や弱点を茶化し、そしてすぐにそれを忘れました。アリス

トファネスは、確かに自分の悪ふざけを忘れるほど後に起こったソクラテ

スの死に対しても、またエウリピデスの死に対しても、何の責任もありま

せんでした。そして 2人は、アリストファネスが 2人に浴びせかけたあら

ゆる嘲笑にもかかわらず、根本では高い評価を受けていました。どれほど

滑稽な役割をアリストファネスはソクラテスに、ケレスとプロセルピーナ

の祝祭で演じさせていることでしょう。私たちのもとでは、もちろんそん
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なことは死罪に相当することでしょう。そして、さらに人々は、哲学者と

詩人が、──詩人には悲劇詩人と喜劇詩人がいるわけですが──大衆を楽

しませるために、互いにからかい合うことに慣れていました。ソクラテス

とエウリピデスがそれ以前に、アリストファネスにどれほど辛く当たった

か、誰が知ることでしょう。私が述べていることに対する最良の証明は、

プラトンがこの喜劇詩人を高く評価し続けたことです。

　この天才は、私たちにとってはそもそもクセノフォンよりもはるかに広

い視野を持ち、彼の教師さえも超えてしまっているように見えました。私

たちは、彼の対話篇の少なからずが、それを魅力的な原語で読みこなすこ

とのできるすべてのすぐれた頭脳の持ち主の愛読書にならなければならな

いと思いました。そしてそれはなるほど主として彼がめったに素材を汲み

尽くすことがなく、力強い腕で、深く豊かな宝庫へと導いてゆくからです。

この日、私たちはしばしばかくも高貴でいかなる著述家もわれわれの知る

かぎりギリシャ人もいわんや他の国民もこれまで到達したことのない、彼

のアッティカ風の巧みな洗練を称讃しました。そして、後期の著作で再び

崇高な思想が大胆な言葉で表現されています。命懸けの論争の名手で、一

撃で相手に深手を負わせるデモステネスは、まだ若く、厳格すぎるハリカ

ルナッソスのディオニュソスがうまく言い当てているように、もちろん彼

と対立していました。しかし、戦場と、涼しい木陰でもまた時にただの快

適なおしゃべりを楽しみ、甘美で抒情的な魅惑が、星明りの夜、至福の思

いを味わわせるアカデメイアとは別のものなのです。

　この魂の牧場のただ中で、私は熱心に素描に取り組みました。人物の特

徴をしっかり捉えるために、私は新たにあらゆる数学的図形を道具を使わ

ずに完璧に描き始めました。アルディンゲロは、ほんの少しの間、人体の

骨格に苦しみ、すぐに部分の輪郭とその互いの関係へと移っていきまし

た。そしてついに私は、乾いた砂漠から木陰のあるすがすがしい泉へと移

行するように、生命あるものに到達しました。私たちを長いこと離ればな

れにさせる恐ろしい出来事が起こった時、私たちはすでに静物の美から、

情熱的なものへと達していました。
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　人体の均衡については、2人の偉大なフィレンツェ人の教えのほかに、

ドイツ人のアルブレヒト・デューラーの作品を私たちは参照しました。

アルディンゲロは、芸術の理論を近代のあらゆる画家と彫刻家のなかで

デューラーほど的確に把握した者は恐らくいない、と言いました。デュー

ラーには、驚嘆すべきほどの研究の跡が認められます。しかし、芸術の高

貴なもの、美なるものには彼は到達していません。なぜなら、同時代のド

イツ人は誰もそこに到達することはできないからです。このことは、内面

を別にして、さらに運と偶然に多く依存しています。私たちは、生きいき

としたものを、自分自身でそれを生きてみるか、自分の感覚でありありと

感じ取らない限り、違うやり方で再現することはできないのです。ペリク

レスやアスパシアやアルキビアデスやフリューネや、彼らのような人たち

がいなかったなら、フェイディアスもプラクシテレスもアペレスも存在し

えなかったのです。デューラーは、ニュルンベルクの金細工師の息子を、

自分自身の中からすっかりぬぐい去ることはできませんでした。彼の作品

には、彼に決して広い視野と崇高さを獲得させることのない、不安に達す

る勤勉さが認められます。そしてただそのために、ミケランジェロは彼を

あれほどまでに嫌ったのです。彼の構図の大部分は、受難の物語と魔女と

悪魔です。餌を食べる豚の飼料桶のそばに立つ放蕩息子としての彼。台に

乗せてプルートーを運ぶプロセルピーナ。サテュロスのもとで、妖精を棍

棒で殴りつけるディアナ。これらは彼の行き先を間違えた空想を十分に示

しています。それ以外は、かれは立派な巨匠で、力量も力強さも有してい

ます。正しい趣味を持った優秀な頭脳の持ち主は、彼から多くを学べるこ

とでしょう、と彼は言いました。

　私たちは、田舎での生活では、どちらも相手のすることには干渉しない

ことを取り決めました。そして、会う時はいつも双方の自由意志でした。

つまり、もしも一方が一人でいたい時は、相手にそう言うか、ドアに鍵を

かけました。時々私たちは一緒に出掛け、また時には一人で出掛けまし

た。前もって私にいつ出掛けるのか言うことなしに、そして私もそれを不

審に思うことなしに、アルディンゲロが何日も帰って来ないことがありま
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した。常緑の高木に周囲を囲まれた草原と、湖によってきれいに洗われた

澄んだ川が、彼をロンバルディアで限りなく喜ばせました。このような自

然は、トスカーナ人には馴染みのないものでした。彼はこの上なく美しい

村々で、どこでも溶け込み、農夫たちと知り合いになりました。

　彼は夕方何度か、葡萄の葉と蔦で飾られた小舟で、ツィターを腕に抱え

て、若いバッカスのように酒神讃歌を歌いながら、あるいは別の身なりで、

愉快そうに帰ってきたことがあります。そしていつも皆の喝采を浴びまし

た。なぜなら、彼は誰からも気に入られていたからです。彼は誰とでも付

き合い、その人の心の中に入り込み、彼を援助しつづけ、あるいはその人

の生活を楽しく軽やかなものにしました。彼は人の心を引きつける珍しい

表情豊かな声をしていて、その響きは確固とし、豊かなものでした。愛

を囁くときには甘美で穏やかで、激しい情熱にさいしては高い所を吹き荒

れる暴風のように激しく心に突き刺さるようでした。彼はなるほどリュー

トも見事に弾きましたが、伴奏にはツィターをすべての楽器に優先しまし

た。彼はめったに他の詩人が作った歌詞を歌うことはなく、自分の中から

湧き出た自作の詩を歌いました。たいていは韻を踏んでおらず、しかしな

がら曲にしっくりくる詩を歌いました。この若い夢想家が歌う歌に耳を傾

け、微笑ましい奔放さで炎が彼の内部から吹きつけてくるのは魅力的でし

た。どれほどたびたび、私たちはそのあと、明るい夜に湖に飛び込んだこ

とでしょう！というのも、やがて彼が私に泳ぎを教えてくれたからです。

そして、満天の星の下を神々のようにさすらったものです！

　さらに、私は彼のおかげで剣の使い方を修得しました。彼はまさに剣の

達人でした。彼は肉体をきわめて機敏に鍛え上げていました。

　このように、私たちの時間は遊びと祭りと魅力的な活動で、うっとりす

るほど軽やかに過ぎて行きました。

　彼は八月には聖母を描き終えていました。彼は、エジプトへの逃避を題

材に選びました。聖母は、枝をあたり一面に拡げ、薄暗がりを作っている

楓の木の下で、幼子キリストを胸に抱いて坐っていました。前景と遠景に

は松と杉が優美に混ざり合って点在していました。あたりは山中で、そこ
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から一本の川が急流となって流れ、それが遠くで銀色の泡と靄となってい

ました。その川はそこから小さな平野を貫いて流れ、やがて静かな湖の中

へと静かに流れ込んでいました。ガルダ湖のロマンチックな原野の最も魅

力的な面がこの上なく忠実にそこに描かれていました。沈んでゆく太陽の

輝きを浴びて、岩と湖がきらめき、木々の葉がかすかに光っていました。

それはとても大胆な絵でした！。

　聖母は初めての子供を腕に抱き、受胎の物語にうっとりするような優美

さの中で思いを馳せている愛らしい乙女とした描かれています。素朴その

ものの表情で、高められ、清められて、感受性の豊かなすべての人々に、

筆舌に尽くしがたい効果を及ぼしています。愛情に包まれて誕生した幼児

も、生誕の喜びの痕跡をその姿に宿していました。彼は片方の手で、右の

赤味がかった衣装の下の半分露になった胸をしっかりつかんでいました。

そして、はだけた張りのある膨らんだ若々しい左の胸から、ブロンドの頭

を上に伸ばし美しい自然を見つめながらほほ笑んでいました。聖母の栗色

の髪は、赤味がかった縞の入ったネットに中で束ねられ、そこから少しの

巻毛が顔と頬に垂れかかっていました。青い外套は輪郭がぼやけ、両脚と

柔らかい足はしなやかに安らっていました。2人の目、特に聖母の目は感

動に満ちて、明るく美しく輝いていました。楓の枝には、天使たちが若い

愛の神々キューピッドのように空中に浮かんでいます。少し下の方では驢

馬が草を食べ、ヨゼフは自分に託されたものを幸い危険から守った年老い

た世話係のように杖に凭れて立っています。

　命あるもののあらゆる部分の形式と表現と色彩、衣服と照明と場面が

甘美な調和を形作っていました。絵は大きく、前景の人物は実物の３分の

２くらいの大きさでした。しかしながら、彼が聖母と幼子のための習作を

持ってきていて、ただヨゼフと天使たちのために一人の老人と子供たちを

近所から必要としただけなので、彼の仕事は順調に進みました。

　私の母は、この絵をことのほか喜び、彼のことがますます気に入りま

した。そのうち私は、彼の快活で親しげな人柄に、情熱的な性急さと、何

か隠しているものがあるのを彼の表情に認め、私にはやがて彼が留守にす
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ることが気になってきました。彼はなるほどこう言いました。》私はさす

らい人なので、たぶん一個所にとどまっていられないのです。《けれども、

彼は私を誘うことはめったにありませんでした。私は、彼の中で何が起

こっているのか知りたくなりました。そして、このことは、風がすっかり

止み、まったく物音一つしない静かな真夜中に、突然明らかになりました。

私たちは、庭の高台の一番涼しい場所にある、月桂樹とミルテの茂みと

青々とした樫の古い森に囲まれた東屋に腰を下ろしていました。そして、

グラスを何杯も飲み干し、歌い、語り合いました。人間について、世の中

の出来事について、若々しく、物知らずに、あるいは賢者ぶって。私の心

は開放的になっていました。そして私は結局、私の小さな恋の物語を彼に

打ち明けたのですが、その話でここで流れを中断したくありません。しか

し彼には、私が求めるものをまだすべて見つけたわけではないのだという

ことを告白しました。》きっと良い教材を私に見せてもらえることでしょ

う《、と私は付け加えた。》なぜなら、絵画の中で肉体と魂の美徳を積んだ

後で、あなたはもう恋の技に精通しているに違いないのですから。《

　これに対して彼はこう答えました。》私はこの話題について語るのは気

が進みません。なぜなら、それはすべての人々を妬み深くし、友人と敵に

分けるからです。けれども、あなたが語り始めたからには、私も告白する

ことにしましょう。でもその前に、改めて永遠の友情の絆を厳かに確かめ

合いたいのです。その時私たちは互いをすっかり知るようになるのです。《

　ここで彼は短剣を取り出し、右腕の袖をたくし上げ、そこに短剣を刺し、

血を杯に受けると、短剣を私に渡しました。私も恐ろしい力に捉えられた

ように、感動に浸って同じことを行ないました。》私たち 2人の血がこの葡

萄酒の中で混ざり合って《、彼は大きな声で言いました。》私たちの生命の

中へと流れ込んでいくように、私たちの心と魂がこの世で一つに結びつい

てくれるように。それを私たちは自然よ、お前に誓おう。そして、お前の

神性に！そこから離れるものは不幸と破滅の中へ落ち込むがよい。《

　私たちは乾杯し、ひしと固く抱き合い、傷の止血をし、微笑みながらも

大まじめに一方が相手に包帯を巻きました。
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　これらの儀式が終わり、酩酊状態から正気に戻ると、彼はこのように語

り始めました。》私が愛する素晴らしい女性が、女司祭として私たちの絆

を祝福して下さるように！ツェツィーリアが彼女の名前です。音楽の聖人

から付けられた名前です。ああ、天上の人よ、私たちを導きたまえ！私た

ちの祭りも弦の戯れと歌なのです。そして、たとえ私たちがただ選ばれし

人だけが到達できるところにおられる御身ほどに敬虔でないとしても、私

たちの愛は神聖なのです。なぜなら、彼女は自然そのもので、俗な生活と

は一切関係がないからです。このツェツィーリアはここから１時間の所に

住んでいます。2人の兄弟がいる一人娘で、彼女の父親はあいにくあの偉

大なＣ・・・で、彼女は近々、裕福なマルコ・アントンと結婚する予定な

のです。それについてはもうすべて知っていることだろうと思います。《私

はここで驚きのあまり言葉を失い、思わず耳を欹てました。

　》私たちはまったくの偶然で知り合いになったのです。《と、彼は続けま

した。》なぜなら、もう以前から私は彼女のことを、ヴェネチア中で最も

美しい女性として、何度か教会でこっそり模写し、2、3度社交界で顔を

合わせたことがありました。けれども私は一度も彼女の家への立ち入り

許可をもらうこともなく、彼女が一人のときに話しかけることに成功した

こともありませんでした。そしてついに、サン・マルコ広場でこの間カー

ニヴァルが行われた折り、終わり間際の暗くなってきた時、新しく建て

られた聖ゼミニャーノ教会の片隅でこのことが起きたのです。私は彼女の

兄弟と同じように仮面をつけていました。彼女は群衆の中の私を兄弟の一

人だと思い、私の方に向かって来て、私の手を握り、嬉し気に何か私の耳

に囁きかけました。私が彼女を引き止めようとしたのは言うまでもありま

せん。私は彼女が広場にやって来るのをすでに見ていました。また、彼女

の愛らしい顔はほとんどヴェールに覆われていませんでした。彼女に同行

した男や女たちは、彼女と同様の過ちを犯していたのかも知れません。な

ぜなら、彼らは私たちを一緒に居させ、小規模なものの華やかな世界劇場

で彼らの仮装舞踏会を進行させ、まったく疑念を抱いていなかったからで

す。私はすかさず機会を捉えました。彼女は私のことを一目で見分けるこ
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とができたはずです。私たちの目は、これまでたびたび深く触れ合ってい

ました。私は彼女について何かできるか知ろうとしました。そして仮面を

少し顔から持ち上げました。すると彼女はふっくらした頬から雪のように

白い首筋にかけて赤く染めながら、引き返そうとしました。しかし私は、

その温かい手をしっかりと握りしめました。

　私はあたりを素早く見回し、彼女も同じことをしました。私たちは薄

暗がりの中で誰からも見咎められず、一人の道化がさらに皆の目を引き

つけていました。その時、私は彼女に言ったのです。けれども、どうし

たら私はその言葉を正確に繰り返すことができるでしょうか！彼女を愛し

ている、心から愛している、と。ほんのわずかの好意を自慢することなど

決してないだろう、石か壁のように沈黙するだろうと。彼女のために何に

でも従うつもりだと。私のすべての思考力を私たちの利益のために使いた

いと。私たちは互いに相性がぴったりなので、他の人々との関係が私たち

引き離すはずがないと。これらすべて、そしてそれ以上の言葉が後から後

から口をついて溢れだし、静かにしかし力強く彼女の耳に入っていきまし

た。彼女は後ずさりし、立ち止まり、手をぴくりと動かし、またその手を

私の熱い愛の高まりに委ねました。ついに彼女は身を引き離し、私におず

おずとしたとぎれとぎれな声で甘美な言葉を語り、それは凍りつかせるよ

うに冷たく、そして燃えるように熱く、元気づけてくれるように骨身にし

み入りました。「明日の早朝、聖ヨハネ・パウロ教会のところで。」

　私は脱兎の如く彼女のもとを離れ、私の出番の最初の予行演習のため

に、夜通し眠りませんでした。まるでこれまでまったく眠ったことがなく、

これからも眠ることがまったくないと思えるほどに目が冴え冴えとし、元

気一杯でした。火のように熱く燃え、精神の熱狂でした。いったいどんな

計画を立てたことでしょう。

　私は時間よりずっと前に教会の様子を窺っていました。そして彼女が姿

を現すと、私は最初にそこに入りました。私は待ち続け、ついには待ち切

れずに、疲れ果ててしまいました。私には司祭のミサの朗読がそんなにも

退屈に思えたことはありませんでした。それがあまりに長く続くと、私は
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神々しいティツィアーノから覆いを取り除かせました。そこには殉教者ペ

テロが一人の盗賊によって撲り殺され、彼の仲間は逃げ、一組の可愛らし

い少年が、天使として素晴らしい風景のなかに立つ木々の上へ舞い降りて

きている様子が描かれていました。──

　何という傑作なのでしょう！画面にはこれ以上ないほどの活気が満ちて

います。高いマロニエの木のほっそりした幹が、なんとこの地方独特の色

合いを出していることでしょう！なんと見事に、陸地が遠くの青味がかっ

た岩の中へと溶け込んでいっていることでしょう！山賊そのもののいでた

ちの殺人者の服とその色合いに至るまで！聖人は、山賊の襲撃で命を失う

無力で善良な男の恐怖を全身で表しています。彼の顔は死の不安のために

蒼ざめています。そして聖ペテロはそんな状況の中で、いかにも自然な姿

で打ち倒されています。ペテロは逃げようとするものの、いかなる逃亡も

むだです。3人の人物は、姿勢と性格と色彩と聖職者と盗賊の衣装におい

て、際立った対比をなしています。優れた色調が見事に全体をまとめ、照

明が全体を明るく保っています。

　これは少しは役に立ったものの、私は落ち着きませんでした。ついに彼

女が姿を現しました。そして哀れなティツィアーノよ、おまえはいかにい

ともたやすく忘れ去られたことか！おお、すべての芸術よ、自然の前にひ

れ伏すがよい！顔を衣装で隠し、薄雲の中を昇っていく太陽のように、彼

女は門を入って来ました。彼女の輝きの前ではすべては消え去ってしまう

のです。

　彼女は母親と一緒にやって来ました。2人はまず、ミサが行われること

になっている祭壇の前に跪き、そしてそのあとで腰を下ろしました。彼女

は顔から覆いを取り去り、跪いているさいに何度か天を見上げて溜め息を

つきました。彼女はそのあと私が坐っているのにすぐに気がつき、私を天

使の美しさで、落ち着いた様子で、深く物思いに沈んで、頭のてっぺんか

ら爪先まで品定めするように見つめました。彼女の大きく見開かれた黒い

瞳からいかなる魂が姿を現したか、言葉にできません。そして彼女の唇の

まわりには不安の思いが漂っていましたが、それも微笑みの中に消えてい
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きました。ああ、すぐに彼女と話すことが許されていないとは！

　私は彼女の右手の近くに坐っていました。そして気づかれないかぎり、

まったく目を逸らしませんでした。彼女はそのあと自分の書物に目を落と

し、一つの印をそこから取り出し、一つの合図を私に送りました。

　ミサが終わり、人々はばらばらになって出ていきました。私は彼女のあ

とを追いました。教会の扉のところで私は雑踏に紛れ込み、とてもすんな

りと紙切れを誰にも気づかれずに手渡されました。私はさっと隅に行って

読むことができませんでした。〉深夜 2時に、運河の裏手の通りに抜ける扉

のところで〈。それ以上は何も書かれていませんでした。そしてそれで十

分でした。

　ただこのことと彼女のことだけを私は一日中感じ、考え続けました。夕

方、私はもうそこに何度も足を運び、すべての扉と窓と辺りの様子をすっ

かり諳んじてしまいました。私はそれから、私の宿舎で念のために武器で

身を固めました。私のゴンドラの船頭を私はどのみちすでに前からいつも

確保していました。

　夜中すぎに私はマリア・フォルモーサ教会のそばの広場に行きました。

時間が何と長く感じられたことでしょう！期待のあまり私は地に足がつ

かず、まるで天に昇るような気持ちでした。時の歩みが止まってしまった

かのようでした。オリオン座、鷲座、白鳥座、大熊座が私をからかってい

るように思えました。私はそれらの星座を焦れったさのあまり、空から引

きずり下ろしてしまおうとしました。そして馬鹿げたことに、それらを手

に取ろうと高く飛び上がりました。ついに最後の 15分が時を告げました。

そこで私は約束の場所に急ぎました。路上は静まり返り、私は橋を渡り、

扉のそばの角で外套にくるまって、耳を澄ませ目を凝らしながら待ちまし

た。

　ほどなく彼女が姿を現しました。私は近づき、〉お入りになって〈、とい

う静かな言葉を聞き取りました。私はすべり込み、暗がりのなかにいまし

た。〉靴をお脱ぎになって！〈と彼女は囁きました。〉私のあとについて階段

を上ってちょうだい！〈そして、私は彼女のやさしくうっとりするほど柔
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らかく温かい手をしっかり取って、私たちは運河に面した部屋に手さぐり

で入っていきました。そして再び天国の門は閂で閉ざされました。ツェ

ツィーリアは軽い夜服を身につけ、頭には何もかぶらず、長い髪をただ束

ねただけでした。その髪は顔の両側で、私の指のあいだに柔らかく垂れか

かっていました。

　私は彼女を抱きしめ、最初の口づけを奪いました。それは甘美な稲妻の

ように私の全身を貫きました。そして彼女は、溜め息をつきながら言いま

した。〉ああ、あなたとこんなに親しくなるなんて、私は何ということを

しているのでしょう！私はあなたがフィレツェの人で、ここで絵を描いて

いることを知っています。けれどもそれがあなたの使命ではなく、それは

副業で、あなたの秘密の目標がもっと高いところにあることも知っていま

す。もう一人の優しい母親としてあなたに好意を抱き、自分の女友達を通

じてあなたに手形を全部支払っているあなたの伯母さんと私の女友達が、

それを誰にも喋らないという約束で、私に教えてくれたのです。あなたの

高貴で美しい姿と若々しさ、そしてこれは私の口からはっきり言わなけれ

ばなりません。私がこれまで誰にも感じたことのない内面の抗い難い魅力

が、私を惑わせてこんなことをさせたのです。〈

　〉秘密については、女性を信用しておけばよい。〈と私は考えました。少

なくとも、その秘密は彼女自身に関わるものではない！〈そして迷宮に

陥ってしまいました。

　〉私たちの関係については別の機会に〈、と私は応えた。〉ああ、ついに

ヴェネチアの誇り、世界の誉れのあなたを手に入れることができたとは！

今、私たちを全く 2人きりにさせて過ぎ行く時間を若く燃えるような愛の

中で味わわせてほしい。ああ、私の心の宝よ、私の命の精神と光よ！〈こ

こで私は彼女を強引に抱え上げ、窓辺の隅にあったソファーの上に有無を

言わせず運びました。

　〉やめてちょうだい〈、と彼女は言いました。〉どうするつもりなの？〈そ

して力を込めて私の顔を彼女の胸から引き離しました。〉抵抗してみせて

いるだけではありませんよ。私が声を上げさえすれば、それを私の兄弟
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が聞きつけるでしょう。そうなったら、あなたは死んだも同然で、私は一

家の永遠の名折れとなるのです！〈この言葉は、剣の一撃が肩に食い込む

ように断固とした口調で発せられたので、私は引き下がらざるを得ません

でした。私はこの世の物とは思われない魅力的な女性が手元をすり抜けて

いった時、まるで体を引き裂かれたようでした。

　〉いとしい大胆な方、そんなに熱くならないで！そんなつもりではな

かったのよ！〈と彼女は少し間を置いて言い、妖婦セイレーンのように私

の両頬を撫でました。

　すっかり我を忘れて、私はまたもや彼女に強引にせまろうとしました。

ここでしかし、彼女は激しく怒り、私の髪をつかんで自分から引き離しま

した。彼女は言いました。〉我を忘れた人間がしようとすることから何が

始まるのか分からない子供だと私のことを思わないでちょうだい！〈私は

それに何も言い返すことができませんでした。そして、無力さと愛と賛美

が私の情熱を鎮めてくれました。

　私たちはともかく腰を下ろしました。私は、嵐の大海原で、無数の大波

に翻弄されていました。それは奇妙な光景でした！彼女はそれから、右腕

を私の首筋に回し、そして私は左腕を彼女の腰に回し、あとの 2つの手は

彼女の膝の上でつながれていました。私たちの前には夜間用の燭台が灯っ

ていました。ああ、なんと彼女は輝いていたことでしょう！それはまるで、

あたりを小夜鳴き鳥の合唱と天の輝きに包まれた、すがすがしい五月の朝

の満開の薔薇の茂みのようでした。彼女の若々しく蕾のように固い胸はた

ぎり、燃え立ちました。そして彼女の鳥の巣のようにほつれたブロンドの

髪の中で、私の哀れな魂は捕らえられた鳥のようにばたばたもがいていま

した。

　私は懇願するような顔付きで彼女の胸に飛び込み、彼女のことを恋い焦

がれました。〉私をどうしようというのですか。魔法使いさん。〈〉心配いり

ません！〈と彼女はそれに応えました。〉さもなければ、私はそんなことは

しなかったでしょう。〈互いに相性がぴったりの二人が人生を楽しむ甘美

な快適さよ。
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　私たちは言葉を失い、長いこと坐っていました。それは、熱い感情のな

かで注ぎ合わされた痛いほど甘美な静けさでした。

　私はついに堪えきれなくなって、心の中の激しい葛藤から生じてくる涙

を頬に流しました。

　〉あら、私はあなたのことを愛しているようだわ〈と、私が子供のよう

に跪きながら彼女の膝に埋めていた私の顔を持ち上げながら、彼女は言い

ました。私は彼女に少しばかり私の運命について話して聞かせたあとで、

彼女は私を受け入れ、全身を震わせながら私の両目にやさしく口づけしま

した。〉さあ、お行きなさい〈と彼女は言いました。〉私たちは今は話ができ

ません。そして、これ以上ここにいることはできません。おとなしくして

いると約束してちょうだい。そして 1週間後の今日、また早朝に聖ヨハネ・

パウロ教会に来てちょうだい。私があなたに合図したら、私たちは夜の同

じ時刻にまた同じように一緒に過ごすのよ。〈

　私の心は悲喜こもごもの状態で、彼女は熱烈な口づけと燃えるような抱

擁を交わしたあとで、再び静かに私から離れました。これが最初の出会い

でした。ベネディクトよ、残りは明日にしましょう。もし私たちがまたそ

の気になったら！〈と、ここでアルディンゲロは言いました。

　わたしたちはそれから、酩酊したように自分の部屋に向かいました。》

ああ、友情よ、愛よ《、彼は声を上げました。お休みの挨拶のあと、》君の

いない世界など何だろう！すべての哲学者たちのためのナンセンスの山で

はないか。《

　アルディンゲロが言ったこと、そしてそのための準備のために私はとて

も不安になりました。私の視野はなるほど広がりましたが、見通しがきか

ない霧の中へと迷い込んでしまいました。そして私はこれから起こること

を恐れました。彼の情熱が私を悩ませました。けれども私は再び彼の澄ん

だ精神と高貴な心を信用しました。そして改めて彼に永遠の忠誠と、助け

が必要となるところではどこでも彼の支えになることを誓いました。彼は

そのまま話しをつづけるべきだったのですが、彼はそれを望まず、こう言

いました。》私たちには、そのための時間と暇は十分あるではありません
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か。私の頭はまだくらくらしています。《

（続く）




