
『アルディンゲロと至福の島々』（3）

ヴィルヘルム・ハインゼ著、尾田　一正（訳）

（続き）

翌日、来客がありました。それは他ならぬ、チェチーリアの花婿と彼女

の兄たちでした。彼らは小さな用事を片づけたかった花婿をヴェローナま

で馬で出迎えたのでした。彼女自身は母親と一緒に私たちのところにやっ

て来たことがあったのですが、私はそれに全く気づいていませんでした。

それほど二人の変身ぶりは見事でした。このいたずら者は当時私に、スタ

イルと手足に関しては、彼女こそ彼がそれまで目にした最も美しい女性で、

もしも隠された部分が表に現れている部分に匹敵するならば、フィレン

ツェにあるギリシャのウェヌスが今なお奇跡であり続けるかどうかわから

ない、と告白しました。そして、かくも美しいものが芸術のために役立て

られることもなく、移ろい行くのを惜しみました。しかしながら、まさに

その隠された部分こそ、フリューネは他の少女たちを超越しており、これ

らの部分の完璧な造形は成熟に近く、過剰も不足もなく、しばしば現れる

人体の柔らかい輪郭と確固とした輪郭を、あらゆる魅力的な多様性をとも

なった最も純粋な形態で表現していました。そして、いかなる衣装や部屋

の雰囲気によっても損なわれることのない最高の調和の取れた統一体へと

まとめあげ、常に程よい快活さと動きを保ち、崇高かつ神聖で肉感的な精

神によって魂を与えられ、あるべき場所には豊かで柔らかな膨らみがあり、

こわばった輪郭は極めて稀であり、それは自然界における奇跡であり、そ

して人はそれを目にするたびに、それを地上における最も神々しいものと

見なすことができるでしょう。私はもちろん、彼が姿を隠して遠くで

リュートを弾き、その魅力的な声でツィターにあわせて歌った時、彼女が
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もっと輝きを増したことに気づきました。そして彼女自身は、まさに彼が

私に描いてみせた通りの姿でした。

彼女の一番下の兄は──彼女自身は末っ子でした──彼のことが同様に

気に入りました。彼らは彼の絵を見て、それを絶賛しました。ただ花婿だ

けが正しく理解することなく、お偉方がよく用いる流儀に倣って、自分に

威厳を与えるために、不機嫌そうな顔でもったいぶって彼を少しばかり批

判しました。それをアルディンゲロはしかしながら、絵画というものはと

てもむづかしいもので、すべての部分に満足できることはまれであると言

い訳することによって、好意的に受け取りました。そしてその際、彼の大

いなる洞察力を称賛しました。これは確かに花婿の気に入りました。そし

て彼はアルディンゲロに若い駆け出しの画家に尋ねるように、彼と彼の花

嫁の肖像画を描く気はないかと尋ねました。アルディンゲロはお辞儀をし

て、もしもそれが依頼通りに描けたら、それは大いに名誉なことだと答え

ました。彼は、時が来たらすぐにアルディンゲロを呼び寄せようと決心し

ました。それから彼らは2、3時間留まったあとで、馬で去っていきまし

た。

その晩、私たちは私の母のところで過ごしました。彼女は花婿のアル

ディンゲロに対する称賛を喜び、彼がこの機会を通じて、特に肖像画が気

に入ってもらえれば、花婿の新しい邸宅用にたくさんの仕事の依頼がある

だろうと喜びました。お金ならそこにはふんだんにあり、そして画家たち

はそれを必要としていました。けれども、善良な婦人はそれ以上さらに憶

測しようとはしませんでした。アルディンゲロもまたいかにも善人そうに

振る舞いました。私たちは夜更けまで彼女のところに居なければなりませ

んでした。そして彼は間を持たせるために、いくつかの感動的な物語を物

語りました。

私たちは眠りに就く前に、翌朝、山の奥の方まで湖に舟を走らせ、昼食

に必要なものを持っていこうと取り決めました。私は根掘り葉掘り彼から

聞き出したいと熱望しました。

鳥たちはにぎやかに囀り、新しい日を歓迎していました。太陽は壮大な
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光の輪を作り、モンテ・バルドの稜線の端から顔をのぞかせ、燃える炎の

ようにヴェローナの近郊の山並を大胆に照らし出していました。太陽が氷

河の下端部に照り映えて昇っていく様は荘厳なものでした。そして太陽が

一層輝きを増して高く昇れば昇るほど、まぶしさで眩んだ目をたびたび

神々しい輝きから逸らさなければなりませんでした。この輝きは真っ暗闇

に続いて現れたものだけに、とても魅力的なもので、目は思わず美しい光

線の方へと引き寄せられました。

湖は朝靄の中でゆったりと広がっていました。そして丘はたなびく霧に

霞んでいました。そよ風が湖の中央部を波立たせ、その美しさを目覚めさ

せ、活気づけました。岸辺の木々の間から垣間見える小さな家々は微動だ

にせず、そこから出てくる人もまだいなかったので、ひっそりとまどろん

でいるように思えました。

私たちの小舟は帆に風を受け、湖の航路を漂っていきました。

それは十月初めの晴天の日のことでした。そしてそれは忘れがたい一日

となりました。スィルミオーはゆったりと光の中に横たわり、日の光を浴

びていました。そして背後には岩山が見渡すかぎり連なっていました。そ

れはまるで、巨人族を支えるためだけにそこにあるかのような新たな世界

でした。赤味を帯びた甘美な靄が東の空を見事に彩り、むくむくした雲が

エーテルの明るい空間のまわりを静かに漂っていました。その中をアルプ

ス鷲が翼を広げてここちよさそうに舞っていました。

湖は私がこれまでに見た中で最も美しいものの一つで、その岸辺は魅力

的であると同時に荘厳で荒々しく、この地方特有の色彩で彩られていまし

た。そして光と影が絶えず新たな光景を作り出していました。スィルミ

オー半島は実際、そこからその土地を支配するための海の精カリュプソの

居住地のように横たわり、そして巨大な山並みの壮大な光景が眼前に開け

ていました。

私たちはちょうどいい時刻に予定していた場所に到着し、まだ涼しいう

ちに登山を開始しました。最初の小高い丘を登り終えるとまず最初に葡萄

酒の壜をちょうど泉が湧き出ている清々しい場所に立てたあとで、私たち
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は蔦の絡まる岸壁の下の泉のそばの高く鬱蒼とした樫とブナに囲まれた栗

の森の柔らかい草の上にテントを張りました。私たちは船頭に、日没前に

私たちを迎えに来るように言い、私たちだけでそこに残りました。

私たちは山登りの疲れを癒し、心地良さそうな場所に思い切り体を伸ば

しました。昇り始めたばかりの太陽がすでに木々の幹の間に射し込み、夜

露は蒸発し、あたりはすっかり乾燥していました。私たちは朝早く寝床か

ら起き出さなくてはならなかった時、今一度最後の甘美なまどろみを味わ

いました。そして幾条もの光線が、揺れる小枝を通して斜め上から私たち

の瞼の上にやさしく降り注ぎ、暗闇に仄かに射し込みました。》おお、太陽

よ大地よ《、とついにアルディンゲロが声を上げました。》もしもお前たち

の子供たちがおのれの人生を台無しにすることがなければ、お前たちはお

前たちの子供たちにどれほどの益をなすことだろう！《そして急に立ち上

がりました。私もそれ以上じっとしていることができませんでした。さら

さらと湧き出る泉の爽やかな芳香が全身にいっそう英気を与えてくれまし

た。

私は彼を抱擁し、彼とともに木々のあいだを行ったり来たりしてこう言

いました。》私たちはこんなに長い間共に過ごし、私が自分の分身を愛する

ように君を愛しているのに、君は私に自分自身の身の上話をまったくして

くれず、それについて口を閉ざしているのは水臭いではありませんか。話

が君の家族のことに及ぶと、君はまるで自然に育ったかのようにその話題

を避けます。チェチーリアについて言わせてもらえば、君の説明は他の人

なら誰もが納得したことでしょう。《

》親愛なる人よ！《彼は答えました。》私の守護霊が私を思い止まらせてく

れたのです。私は誰にもなすべきことを教えてくれる守護霊がいて、ソク

ラテスはそれを幾つも持っていたのだと思います。私たちはゆったりとた

だその声だけに従いさえすればいいのです。誰の中にも一人の神が住みつ

いていて、自らの感情が澄み切っている人は、言葉も印もなしにその神託

を聞き取ることができるのです。彼は自分自身のより高次の起源と自然を

越えた自らの領域を知っており、何ものにも従属することはないのです。
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私はフィレンツェの良家の出です。私の父はアストーレ・フレスコバル

ディで、私の母のマリーアは追放されたアルビーツィ家の出でした。二人

はもうこの世にはいません。そして二人の長男で一人っ子の私だけがまだ

生き残っているのです。私の父はローマ人のパオロ・オルシーニと結婚し

ていたコジモの三女のイザベラに激しく恋をし、彼女も彼に関心を示しま

した。彼はまだ若く、彼女をとりこにする魅力に満ちあふれていました。

彼女も同様に彼に対して恋の炎が燃え上がり、彼女とまるで別居状態で生

活し、たいていローマに滞在していた彼女の夫の不在の時に二人は逢引を

重ねる願ってもない機会を得たのです。こうして彼女は二人の娘を産み落

としたのです。そしてその二人の娘のうちの少なくとも上の娘が私の庶出

の妹なのです。母はその後、多くの男性に身を任せたので、恐らく自分で

ももう一人の子供が一体誰の子なのかわからないことでしょう。若く、い

かなる女性よりも美しく、機知に富み活気に満ち、スペイン語、フランス

語、さらにはラテン語さえも話せるほどの教養があり、様々な楽器を演奏

し、セイレンのように美しい歌声で歌い、しばしば即興で詩を作り、彼女

は宮廷をまるで女神のように支配し、好きなように振舞い、父親の威光も

今や彼女から奪い取られたとはいえ、今なお彼女は権力を握っているので

す。※　彼女の愛人たちは次から次に互いに追い落としを図ったものの、こ

の気まぐれな女性は回りの連中の争いに煩わされることなく、太陽のよう

に輝いていました。彼女は絶えず新たな楽しみに没頭しながら、愛人たち

に惨めな思いをさせ、そのことをまるで気にもとめませんでした。ただ現

在のためだけに生きる神々しいまでに美しい存在！自分に近づいてくるも

のすべてを焼き尽くす炎。

そして私の父が最初の犠牲者になったのです。大公は彼を捕えさせまし

た。彼は脱走し、ヴェネチアへ逃れ、そこからさらに近東に逃れました。
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彼は陰謀と国家に対する犯罪という口実で財産を没収されました。私の母

はその心労で亡くなり、私の叔母のルクレツィアが私を引き取ってくれま

した。おお、良き友よ、君はまだ賢い暴君がどれほどひどいことができる

かを知らないのです！遠くからだとヤマネコはその強さと敏捷さゆえに美

しく見えます。コジモが自由の抑圧と田舎娘やユーリアたちに対する欲望

において第二のアウグストゥスだとするなら、彼はその原像よりもはるか

に残酷なのです。

まったく運命のいたずらで、私は最良の教育を受けました。子供の時、

私はたいてい私の好みに従って生き、その後、私の父のイザベラとの恋愛

によって乱された家庭の平和の中で押しつけられた教師たちに苦しめられ

ることはほとんどありませんでした。私はあらゆる階層の子供たちと付き

合いましたが、最もたくましかったのは私の遊び仲間たちでした。私は駆

けっこやレスリングやアルノー河での水泳やいたずらで彼らに打ち勝とう

としました。私はもちろん、取っ組み合いのけんかや転んだ際に瘤をこし

らえましたが、それで体を損なうことも、命を失うこともありませんでし

た。勇敢で雄々しい男だった私の父は、多感な年頃の私を何度か海に連れ

て行き、そこで彼はガレー船の司令官として、海賊を海岸から一掃しまし

た。この時、純粋で偉大で永遠なる対象が私の全霊を満たし、自由なるも

の、高貴なるものへのあらゆる衝動が激しく呼びさまされたのです。

私が成長して青年になると、造形芸術と肉体の鍛練、それらと並んでギ

リシャ語とラテン語とこれらの高貴な民族の歴史が私にとって最も魅力的

なものとなりました。この点でも私は誰にも負けたくないと思い、そして

幸運なことに、私は最良の巨匠たちのもとへと導かれていったのです。

素描と絵画では、私は結局、創造的な作品を一つも生み出したわけでは

なく、多くの偏見を持っていたとはいえ、知識と趣味に富んでいたジョル

ジョ・ヴァザーリを師と仰ぎました。この老饒舌家は、頬髯を生やした北

風の神ボアレスのように私を夢中にさせました。目の中に入れても痛くな

いほど私を可愛がっていた私の父は、私がすべてを闇の中に押しやってし

まう光になるだろうという自分の予想とヴァザーリの約束を信じて、私の
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自由にさせました。しかし彼は拘束され、逃亡する少し前に私をいろいろ

な哲学者のところへ連れていき、彼らとの交わりのなかで私は次第に別の

方向に進むことになったのです。私の最初の好みがしかしいつも優位を保

ちました。

教育の主要な原則は、子供たちに自己形成の時間を与えることだと思い

ます。人ができる最良のことは、優れた人間になろうという衝動を鋭敏に

し、刺激することです。そしてその際、彼らの負担をできるかぎり軽減し

てやることだと思います。あらゆる自然の産物は、それが偉大で素晴らし

いものになるべきならば、自由な空気の中に居なければなりません。もち

ろん、そのための素材は持って生まれた力の中に備わっていなければなり

ません。そして良い教育者なら、植物の卓越性についていくらか知ってお

くべきでしょう。強烈な精神の持ち主ならばだれでも、たとえ混沌状態に

あるとはいえ、子供の時から明るい光を自分から発しています。アルキビ

アデスは年端も行かない子供の頃、牛の引く荷車の前に立ちはだかり、御

者を立ち止まらせました。スキピオは若い兵士のうちに未来の武将マウリ

スを見出しました。鋭く深い感情あるいは熟慮から生まれ出た唯一の考え、

あるいは唯一の行動こそが、たとえそれがいろいろな面でいまだ粗削りで

であっても、良い兆しなのです。そして、迅速に把握し保持する能力も同

様です。これに対して、羊のような従順さと婦人のような率直さは、小人

物には大変好まれているものの、悪い兆しなのです。なぜなら、そこには

勇気も力もないからです。若き魂に注ぎ込まれるすべてのものは、もしも

それが自分の意欲と愛情をもって身につけようとするのでないならば、身

にもつかず、無駄な説教にすぎないのです。子供が自分の感覚で理解でき

ないこと、それについて子供は自分の役に立ち楽しみにもなるといういか

なる目的も予感してはいません。それは吹けば飛ぶ籾殻のように消え失せ

るのです。草木をはじめ、生きとし生けるものの本性はこうしたもので、

人間も例外ではないのです。各自が自らの生活に戻り、たとえば味わいを

台無しにしてしまうもの以外の何が残っているか、見てみるがいいのです。

豊かな自然とごく僅かの書物、学んだ事柄よりも経験が、どの階級でも真
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に優れた人間を生み出してきたのです。

子供というものは未知のものが理解できるようになる前に、まず最初に

自分が生まれ落ちた大地、植物、動物、そして人間をよく知らなければな

りません。さもないと、オウムが生まれてしまいます。〉いかなる書物も〈、

プラトンは正当にも言っています。〉それが仮にトリスメギストのもの

だったら、すでに人が知っている物事の記憶以上のものを与えることはな

い。〈そしてそれを知らない人に対しては、ローマ人にとって華麗なオベ

リスクの上に描かれた象形文字と同様に価値のないものなのです。感覚的

な自然からしかし人はそのあと精神の世界へと足を踏み入れ、偉大なギリ

シャ人やローマ人やこの暗闇を照らし出すあらゆる偉人たちと知り合いに

なって、陶然たる思いに浸るのです。

》私の父が数年不在だった時《、彼は続けました。》私はもはや一瞬たりと

じっとしていられないほどに父を恋い焦がれました。私は自分のふしだら

な娘ゆえの大公の不正を身に沁みて感じ、私自身の身の危険に気づき、私

の叔母の心配を無視して出発し、父がそもそもどこに滞在しているのかも

知らないまま、父のあとを追って旅立ちました。私は偽名でヴェネチアに

行き、その地で父の行方を探る一方、ティツィアーノの作品を研究し、パ

オロ・ヴェロネーゼとティントレットの作品を学びました。そして私の叔

母は私の母の遺産から、私が必要なだけ送金してくれました。パオロはや

がて私のことが気に入り、最晩年に歌や演奏で楽しませた老ティツィアー

ノも同様でした。そして彼らはいろいろと彼らの秘法について打ち明けて

くれました。なぜなら彼らは私に見る目を見出したからです。私が私自身

の楽しみの他にさらに何かを学んだことは、私にとって歓迎すべきことで

した。その特技で私はどんな場合でも世の中を渡っていけるようになった

のですから。

君と知り合う前のこの秋、ついに私は私の父がフィレンツェ人のマラテ

スタ将軍のもとでカンディアでヴェネツィア共和国の大尉としての軍務に

就いていて、将軍の息子がコジモの長女のマリーアと関係を持ったために、

コジモは彼をその地で父親の手で殺害させたということを知りました。そ
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してこの血も涙もない冷酷な野蛮人は、そのために彼女を自分で毒殺した

のです。私はすでに出発の準備が整い、出発のための船を待つだけでした。

その時私の叔母が私に、父もまた暗殺者によって若きマラテスタ同様に、

トルコ人との戦争の前に命を奪われてしまったという悲しい知らせをもた

らしたのです。これは私には大きなショックでした。私は心の中で復讐を

誓い、はらわたが煮えくり返る思いでした。もしも私が私の若い血をやせ

細った古い血筋のために捧げようとその場で決心しないかぎり、私はなに

も手につきません。腐敗がその頭上には蔓延しています。《

ここで高貴な人の目に涙が浮かび、彼は泉の縁に身を投げ出し、顔を地

面に押しあてました。彼の内面は混乱していました。彼は沈黙し、奥歯を

噛みしめました。私は彼の手を握り、彼に語りかけました。》君の運命が気

の毒です。君が恨みを抱くのももっともです。けれども世界はもっと不幸

な人達で満ちています。そして君はまだ誇りを保っていられるのです。す

べてに打ち勝つために内面に君と同じほどの活力を持った人がどこにいる

でしょうか。喜びと苦しみがすべての人間に交互に襲いかかり、この点で

は王様も僕
しもべ

も違いはないのです。《

》おお、ヴェネチア人よ《と彼は続けました。》そしてジェノヴァ人よ、君

たちは何と気楽な立場にいることか！私たちにとってのメディチ家のよう

ないかなる一族もあなたたちをかくも完膚なきまでに破滅させることはあ

りませんでした。そしてあなた方はイタリアの東部と西部で天空の双子座

の星辰のように繁栄を謳歌しながら輝いていました。異国風の国家である

古い栄光あるトスカーナは自らの息子たちに鎖につながれ、汚辱にまみれ、

喪服をまとって横たわっているのです。《

私たちの話はやがてこれらの国家の歴史に及びましたが、それに触れる

と冗長になりすぎるので、ここでは割愛したいと思います。

時はすでに正午頃になっていました。この地方の強い陽射しで起こる靄

があらゆる眺望を奪っていました。下のほうでは湖が滾り、まるで溶けた

銀でできた巨大なフライパンのように見えました。トカゲやカブトムシや

蚊や無数の昆虫たちが灼熱の陽射しの中で盛大な祭りを行なっていまし
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た。そしてコオロギがその鳴き声で、波のざわめきのように耳を麻痺させ

ました。私たちは涼しい緑の夜へ、私たちの泉へと向かいました。そこで

は鬱蒼と生い茂った樫やブナの樹冠や岩が暑気をしっかりと遮断していま

した。

私たちは食事で元気をつけました。葡萄の新鮮な紫色のジュースが体の

すみずみまで染み渡りました。一対の若い神像のように私たちは木陰に横

たわり、私たちは過ぎ去った苦悩のことを、まるで春の花が甘美な夜露を

思うように、微笑ましい思い出のように感じていました。おお、青春よ、

至福の青春の日々よ、どうしておまえはかくも疾く過ぎ去るのか！

私たちは口をつぐみ、新たな喜びに身を委ね、ぴちゃぴちゃ水音を立て

ました。なぜなら私たちは上着も靴下も脱いで、両手と両足を暑さの中へ

と流れ出し、岩に砕け散る澄んだ水に漬けたからです。私たちはこうして

共に自分の人生航路を予感しました。

私たちは長いこと心地よい感覚に浸り、波や小石や雑草や若枝と戯れた

あと、私の方が最初に沈黙を破り、小声でこう尋ねたのです。》それで、

チェチーリアは？《

》ああ、チェチーリアなら《と彼は急いで答えました。》私の手の届かない

存在になってしまいました。黒い魔の手が彼女を私から攫っていったので

す。私の中のすべての地上的なものが、彼女のそばにいると精神に昇華さ

れ、私が私自身の前から消えてなくなり、不死の純粋さと澄明さをもった

海に沈められる至福の瞬間よ！私はその哀れな女性のことが気の毒になり

ました。けれども神が救いの手を差し伸べないところには、救いはないの

です。

このかわいい娘は、私が決して信じることができないようなことを私に

関してなし遂げたのです。ヴェネチアでの私たちの夜の逢引は残念ながら

まれになっていきました。そして私たちはまったく安全なときにだけ会う

ことにしたのです。この時期にはまだ多くの男性が、以前と同様に彼女に

求婚していました。特に、気も狂わんばかりに彼女を熱愛していた若いバ

ルトロメオ・Fがそうでした。もっとも、彼はなかなか優れた人物だった
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のですが、君も知っての通り、財産は少なかったのです。しかし、どの候

補も彼女の両親や兄たちには十分満足ではなく、花婿候補の誰一人として

彼女の心を掴むことはありませんでした。彼女は私に身も心もすべてを委

ねるようになりましたが、最後の一線だけは許されませんでした。この点

に関する彼女の決意は鋼鉄のように固く、微動だにしませんでした。言葉

を尽くしても、力ずくでも、巧妙な策略を用いても何の効果もありません

でした。彼女は私に、一人の女性が誘惑されたくないという思いが堅固な

場合には、誘惑に負けることがないのだという良い見本を示してくれまし

た。君がそれを笑いたければ笑ってもかまいません。けれども、彼女は本

当にそれをなし遂げたのです。私は君が、私たちが一緒に為したことは何

だったのか考え込んでいる様子が目に見えます。親愛なる友よ、アダムと

イブが楽園から追放される以前、私たちは無垢の状態で生きていました。

無論これは皆が自分の罪を二重三重に包み隠している市民社会から突然生

まれたものではありません。私たちは自分の内面をさらけ出していったの

です。君はこの頃の私を、愛らしい単純な羊飼いの少年と呼ぶことができ

ます。けれどもそうした準備なしには、決して第八、第九の天に到達する

ことはできないのです。せいぜい人々が言うように、至福に達しても呪わ

れてもいない者のみが到達することができる緑の草原に達することができ

るだけです。すべての天をすみずみまで渉猟し尽くし、それぞれの天でよ

り高次の天へと飛翔するまで享受し、苦しんだ者ならば、愛の王国につい

て語ることができます。私がここでペトラルカのように熱狂しているとは

思わないで下さい。彼は哀れな罪人で、ただ見かけだけにこだわり、決し

て現実にこだわることはありませんでした。彼はそのうめき声と嘆きの声

でほとんど私たちの文芸全体を台無しにしてしまいました。愚か者たちは

何百年もの間、彼にあこがれの吐息をもらし、地上の娘たちの様々な魅力

を快活なギリシャ人たちのように感じ取るかわりに、娼婦を見て耐えがた

い単調さの中にいる著名な田舎娘の残酷さを歌う者もいたほどです。彼自

身、賢明な婦人を情け容赦のない厳格さへと強要し、彼女は彼が最初の好

意に際してなお一巻のソネットとさらに有名な頌詩を彼女の美しい瞳とは
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別のものに作りかえるという明らかな危険のうちにいました。

私たちは誘拐や永遠の結合の計画を最初は熱心に練りました。けれども

私たちは実態をもたない存在ではなく、彼女は家族をあまりにも愛情豊か

に愛し、どんなことがあっても彼女の家族から離れたくなかったので、そ

して特に彼女の母親を深く傷つけることを恐れたので、そのため彼らはよ

り詳しく知るようになると、次第に会うことがまれになっていきました。

私たちはこの大きな障害に直面して、好ましくない結果をはっきりと認め、

自然が人々のあらゆる市民関係のもとで純粋な感情と澄明な理解力によっ

て、いかなる法則にもかかわらず絶えず貫いているのだということを痛感

したのです。彼らは表面的なものにおいてはなるほど大きな群れの秩序に

従います。しかし、密かにそれなしにはいかなる生命も価値を持たない彼

ら自身の至福の流儀を追求します。このように天上の時は過ぎ、そして私

たちは神々の支配にまかせました。

ちょうど和平が結ばれたあとの春、ついにマルコ・アントーニオ・Gが

ギリシャから新たな黄金と財宝を持って荒々しく帰還してきました。彼の

妻と二人の小さな娘たちはその地でペストで亡くなりました。そして、

チェチーリアの美しさが自分から放った熱い輝きは、最初の頃の訪問の間

に彼女の両親の下でちょうど彼の財産に対する別の相続人たちに対して魅

力を持つように見えました。彼の到着の数週間後に彼は彼女に付きまとう

ようになりました。そして彼女と彼の結婚が取り決められ、彼はすでに四

十代で彼女はようやく適齢期を迎えたばかりで彼のことが好きではなかっ

たにもかかわらず、それを承諾しなければなりませんでした。しかし彼は

自分の大きな財産をカンディアでの総督の仕事と、さらにトルコ人との交

渉での強引さやゆすりで大いに増やし、大きな名声を得ています。そして

彼女の一家は裕福であるにもかかわらず、彼女の兄たちのためにそのよう

な親戚がぜひとも必要なのです。私たちの愛の絆はそれによってより強固

になるのです。しかしながら、遠くから近づいてくる不穏な気配は、私た

ちのすべての喜びを踏みにじろうとしたのです。

この夏、私がヴェネチアから小旅行を企て、この湖のほとりに滞在する
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ことは君と知り合う前にすでに決まっていました。そして、君と一緒に行

こうという提案に私は最初は当惑しました。私はどうしたらいいのか分か

らなかったのです。とても心配していたチェチーリアもまたそのことで臆

病になっていました。しかし、すべてはそこまでは思い通りに進みまし

た。

ここで私たちは以前よりはるかに頻繁に逢引を繰り返しました。大きな

大理石の大きな噴水池をもった泉の近くの若木の苗木畑の前の高い楓に取

り囲まれた庭園に彼女は自分の住まいを持っていました。そこではいとも

簡単に壁によじ登ることができました。彼女は側面からドアの中に入るこ

とができました。そしてその上、彼女の部屋の窓は大きな木棚のために容

易に登ることができるようになっていたのです。その木棚を私はしかし、

人に見られるのではないかという恐れから、ほんの2、3度だけ月も星も出

ていない真っ暗な最後の夜に面倒な手順を省くためにあえて使いました。

そして私はその度に、それによって9つの天すべてに登ったのです。結婚

式のために花婿が到着したというニュースとともに、私はついに多くのお

世辞や懇願や熱い口づけや無理強いによって、光と炎に囲まれた神聖なる

パラスの神像を手に入れたのです。

アルディンゲロは最後の言葉を発したさいに私に背を向け、激情を鎮め

るために顔をきれいな澄んだ泉に浸しました。

私たちは新たに酒壜を手元に寄せ、彼女も花婿も描かずに頃合いを見計

らってそこから遠ざかるように彼に助言しました。事態はあまりにも危険

すぎるように思えたのです。》もしも自分の意思ではどうにもならず、足が

大地に生えたような状態になっているのなら、そこから逃げるのだ《、と

彼は自分に向けて言いました。

すでに陽は落ち、夕闇が迫っていました。私たちはそのあと丘に登り、

ロンバルディアとその地方を見渡しました。下山のさいに私たちは魅力的

な景色や風景をいくつかスケッチしました。そして私たちの船頭が私たち

を待っているのに気づき、泉と森と軽やかなエーテルをあとにしました。

そして再び下界へと下り、素晴らしい光の戯れに見とれながら、秋の恵み
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をたたえる歌を歌う農夫たちを見やりながら、家へと帆走しました。

アルデインゲロはその夜のうちにチェチーリアとの逢引を敢行しまし

た。彼らは私の忠告を守り、もしも彼が肖像画を描かなければ、それは不

作法で、疑惑さえも呼び起こしかねなかったので、彼が肖像画を描いた方

が良いだろうという結論が出されました。彼らは彼女の精神力とおとぼけ

の才を信頼し、最も安全な方法を取ったのです。

その3日後に、彼女の下の兄が彼を迎えに来て、彼と彼の絵の道具を運

びました。花婿は、純潔の状態の花嫁の肖像を望んだのです。

彼女はモデルを務める必要はまったくなかったことでしょう。けれども、

彼はわざと時間をかけ、彼女の最も個性的で重要な特徴を正しく把握する

こと以外に注意していないように見えました。彼は彼女に、彼がまったく

見ず知らずの画家であるかのように、まるで自分が一人でいるように、あ

るいは社交の場で振舞うように普段通りに振舞って欲しいと頼みました。

彼は彼女の魂の様々な動きから彼女の性格を読み取り、想像力で全体を構

成しなくてはならないと言いました。

優れた肖像画とは決して単なる写しではなく、それには人間のきわめて

深い研究が必要で、彼はまだ残念ながらそこには遠く及ばず、またそれに

は彼はまだ若すぎるが、全力を尽くすつもりだと彼は言いました。

彼女の母親がそこにずっと立ち会いました。そして花婿とその親戚と彼

女の親戚の何人かが行ったり来たりしていました。チェチーリアはとても

ほがらかで、話し、冗談を言い、絵をからかいました。その姿は、自分の

仕事に取り組んでいる若者を見つめているようにも見えました。美しいも

のに投げかけるような素直な眼差しさえ彼に投げかけました。しかしすべ

てはよそよそしく、不慣れな様子でした。そして彼女の言葉には、人が画

家の仕事に与えるよりももっと上品な響きがわずかばかり含まれていまし

た。

彼女が最初にモデルになったのは、午後から夕方にかけてでした。輪郭

とスケッチを少し描いただけで、彼はすぐに頭部を描き始めました。彼女

は翌日の朝食のさいにもう一度モデルを務めました。それから彼は彼女を

―140―

帝京大学外国語外国文学論集　第13号



仕上げの時以外はそれ以上わずらわせようとはしませんでした。その日の

午後と3日目全体と4日目の朝は、そこここに修正を施すために彼は絵を描

きながら一人で過ごしました。そして、驚いたことに彼女はまるで生きて

いるように現れ出たのです。老いも若きもあまりによく似ているのに驚き、

大いに称賛しました。彼は彼女を緑色の絹の薄い夏の朝用の服装をさせて

描き、その下に彼女の若々しい肢体の完璧な形態が魅力的に浮き上がり、

こぼれんばかりに光り輝いていました。彼女は等身大で立ち、書見台に左

手をついて頭を支え、未来を覗き込むように物思いに沈んでいました。そ

の部屋のすっかり開け放たれた窓からは湖への眺望が開け、手前の方は

スィルミオー半島で、遠方は青く霞んだ山々でくっきり縁取りされていま

した。アルディンゲロは彼女の顔に、後になってようやく現れてくる彼女

の性格の特徴をすでに見抜いていました。

5日目の午後、彼は花婿のもとに赴きました。輪郭を少し描いた後で、

彼は花婿にすぐに、花婿の頭部を描くのは彼にはとてもむずかしく思え、

花婿の性格がまだ統一のとれた全体として見えてこないと告白しました。

きわめて重要な外見の一つの面だけをしっかり捉え、そっくりに描くため

だけに、芸術家はモデルのすべての偉大な男たちと長い間共に過ごさなけ

ればならず、精神力の点である意味で勝っているわけではない人物を確実

に描き上げることはそもそもほとんど不可能なのだと彼は言いました。

これを聞くと、マルコ・アントーニオの内部で激しい変化が起こり、彼

の顔は紅潮し、それから青ざめました。そして彼は立ち上がって、窓辺に

行ったため、アルディンゲロは中断しなければなりませんでした。

アルディンゲロはそれから彼の意識をすべて集中させました。花婿は長

い中断のあとまたやって来てモデルになりました。アルディンゲロは改め

て絵筆を取り、彼らの視線は互いに妖しく交錯しました。アルディンゲロ

の視線は明るくそして鋭く、かき乱された内面を表し、花婿の狂気を帯び

た陰鬱な夜の中へと燃え上がりました。

マルコ・アントーニオはついに、アルディンゲロがもう長いことヴェネ

チアとその地方に滞在しているのか、彼に尋ねました。アルディンゲロは
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よく考えて答えました。》まだそれほど長くはありません。ティツィアーノ

とパオロ・ヴェロネーゼとティントレットの作品が私をこの地に引き寄せ

たのです。そして、ジョヴァンニ・ベッリーニやその他の画家の作品にも

特に色彩豊かな人物描写の点で学ぶべきところがあります。《

》フィレンツェの町のご出身なのですか？《と彼はさらに続けました。》そ

うです。《、と彼は答えました。》ところで、あなたのお父上は？《》私の父は

亡くなり、母も亡くなり、私は兄弟もなくたった一人残されたのです。《》

お父上は何をなさっていたのですか？お仕事は何だったのですか？《この

質問がアルディンゲロを苛立たせ、彼は絵筆を脇に置いて答えました。》父

は武具職人でした。そして切れ味鋭い刀剣を作りました。《

アルディンゲロがこの言葉を発すると、チェチーリアが部屋に入ってき

て、会話の腰を折りました。なぜなら、それまで彼らは二人だけだったか

らです。》調子はどう？順調ですか？《と彼女はほほ笑みながら尋ねました。》

きっとうまく行くでしょう。《とアルディンゲロは答えました。》もしも私が

閣下をもっとよく知る幸運を手に入れることができれば。《》それはわけの

ないことです。《と花婿は答えました。》良かったら、私の方は今のところこ

れで良いことにして、お嬢さんの方をすっかり終わらせて下さい。私たち

は互いにこれからもっと良く知ることになるでしょう。今度の冬がそれに

うってつけの時間ということになるでしょう。《

》仰せの通りに《、とアルディンゲロはきっぱり答え、イーゼルを脇へ寄

せました。

》あら、いやだ《、とチェチーリアは激しい口調で言いました。》冬は霧と

雨ばかりで、空気の状態が絵にはまったく向いていません！《

》わかったよ《、と花婿は言いました。》それなら、僕たちの結婚式のあと

でここで描いたらいい。今、僕はその他にもやることが一杯で、おまえの

ようにゆっくりモデルになる時間がないのだよ。《

彼女は彼の手を握り、彼を優しく見つめ、彼を連れていきました。アル

ディンゲロは自分のデッサンに文句をつけ、道具を片付け、それから彼女

の別荘から私のいる家へ帰って来ました。
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彼は私に、そこでの出来事を語って聞かせました。そして私は彼の話で

頭に血が昇りました。私にはマルコ・アントーニオが危険を察知したとし

か思えなかったのです。それで、今のところ細心の注意を払って、おとな

しくしておくように心から懇願しました。彼はしかし、顔が赤くなったり

青くなったりする彼の様子は嫉妬以外のものに由来するに違いなく、彼が

自分で感じ、他人を見て観察した限りでは、嫉妬というものは別の形で現

れるもので、もしもこれが嫉妬ならば、彼はこれまで間違ったことはなく、

またこれはアルディンゲロが噂話や実際に見ている彼の姿とはうまく一致

しないと言いました。アルディンゲロが花婿の保護下にいるための心配を

私はまったくする必要がありませんでした。しかし、臆病者はあらゆる危

険を何としても回避しようとするものです。腐敗が手のつけようのない形

で始まらないかぎり、人は毅然として耐えなければならないのです。これ

だけが人を救い、幸福にするのです。

彼の疑いの眼差しは別のものに向けられました。カンディアの総督は彼

の父親の殺害にまったく関与しなかったわけではなく、予言者のような勘

で、彼の姿が似ているのに気づいたのです。

この時、私はマルコ・アントーニオが彼が総督の地位に就く前に共和国

から派遣され、フィレンツェに少しのあいだ滞在し、大公と親密に付き

合ったために、彼が困難な課題を上首尾に遂行したということを私は思い

出しました。私はしかしながら、火に油を注がないようにこれについては

黙り、反対にこう言いました。それは私には本当とは思えず、考えすぎな

い方がいいと言いました。翌朝、彼は絵に額縁をつけることができました。

そしてその仕事の報酬として、チェチーリア自身から高価なルビーの付い

た美しい金の指輪をプレゼントしてもらいました。その指輪はちょうど彼の

指に合いました。これが彼にはすっかり気に入りました。そして彼はこの

世の物事がかくも奇妙に重なり合って進行するのを見て、喜び、笑いまし

た。それから3日目に、祝宴が開かれることになっていました。そのための

すべての準備は整い、近所の人達は祝いの舞踏会に招待されていました。

アルディンゲロは物思いに沈んで歩き回りました。大いに飲むばかりで

―143―

『アルディンゲロと至福の島々』（3）



ほとんど何一つ口にせず、彼が愛の刻印をはっきり刻まれていることはも

はや隠すことができませんでした。彼は人付き合いをすべて避け、朝も夕

べも夜もまったく自分の部屋に戻らず、昼間だけ眠りました。私はこの哀

れな人に同情しました。しかし私にはなすすべがありませんでした。彼は

嵐の海のように荒れ狂いました。結婚式前夜の最初の数時間、彼は突然大

急ぎで、青白い顔をしてぞっとするような姿で私の部屋に入ってきました。

私はちょうど手紙を書いていました。けれども私は彼がそのような姿で現

れるのを見た時、手からペンを落とし、椅子から立ち上がって言いました。》

一体どうしたんだい？《

》私の疑いは根拠のあるものでした。聞いてください！《、と彼は言い、

私と一緒にドアから外に出ました。

》君はバビロンの柳の大木が高い岸から下の湖の方へ枝を垂れ、全体を

静かでメランコリックな深みへと包み込んでいる美しい寂しい場所を知っ

ていますね。そこへ行く道がこのところずっと私の最も気に入っている散

歩道なのです。以前に一度私たちはそこに一緒に行ったことがありました

ね。今晩も私はちょっと楽器を持ってそこに行ったのです。私がまだ谷に

向けて傾いている一番前にある柳のむき出しになった根っこの上に腰を下

ろし、私の苦悩を歌った時、ちょうど夕暮れになりました。私の歌の内容

は、〉ああ、父もなく母もなく、私の人生の喜びは他人の手のうちにある。

これは若い心を引き裂くものではないだろうか。弦の戯れよ、私とともに

嘆いておくれ！〈そして、〉木の葉の戯れよ、私に慰めの言葉をささやき

かけるのかい〈という言葉を発したとき、まるで父が私に向かって合図を

送っているのを見たような気持ちに襲われたのです。〉どうしてあなたは

姿を現すのですか。私に何を望むのですか？〈、と私は叫び、立ち上がり

ました。同時に私は、私からさほど遠くない所に手にナイフを手にした一

人の男を認めました。その男はこんな言葉を残してその場を立ち去りまし

た。〉お逃げなさい、お若いお方、私はあなたのことが気の毒だ。私はあ

なたを殺さなくてはなりません。お逃げなさい、出来るかぎり素早く、足

も折れんばかりに、そして、マルコ・アントーニオを避けなさい。以前、
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彼によってあなたのお父上は殺されたのです。大公の所領を避けなさい。〈

私はこれを聞いて、天地がひっくり返る思いでした。けれども私は躊躇

することなくピストルを取り出し、（彼は武器を持たずに歩き回ることは

決してありませんでした）脇から胸へと一発撃ち抜くと、男はその場で倒

れ込みました。〉死ぬがよい、下劣な男よ、悪行の中の悪行のために、そ

してお前のパトロンのための終の住処を冥界で準備するがよい。〈男はこ

の答えを聞き取り、それから私は男自身のナイフで男に止めを刺し、死体

を岩の下の方の藪のなかに転がしたのです。あたりは人けもなく、すでに

暗く、その場所は君も知っている通り、そもそもまったく人里離れた寂し

い場所にあるのです。男をよく観察すると、その顔に私は見覚えがありま

した。私は少し前に暇つぶしに居酒屋で一人の男とア・ラ・モーラをやり、

男の負けを帳消しにしてやったばかりでなく、その上酒代まで払ってやっ

たのです。《

この出来事は私を驚愕させました。私は彼の大胆で毅然とした態度を見

て、恐ろしい結末を予見し、》それは大変だ！《、と言う以外にまったく答

えようがありませんでした。

》君はその際、するべきことは何もないはずだし、責任を取らなければ

ならないことも何もないはずです。《と彼は続けました。》どうか後生だから、

私に醜悪な政治的暗殺者を世界から一掃し尽くさせて下さい。おお理性よ、

私が冷酷に仕事に向かうことができるように、私の知性の中におまえの澄

んだエーテルを行き渡らせたまえ。彼が翌朝結婚式で君と、私について話

すようなことがあれば、ぜひともこのところ私を見かけていないと言って

ほしい。私はしばしば田舎を歩き回り、この土地の人々の中で美しい人を

探しています。そして、これから起こるすべてのこと、特に夜の舞踏会に

注意を払ってもらいたいのです。《

続く
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