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1　下部庭園と上部庭園

　カステッロ荘は、フィレンツェの北西約4キロのところにあり、バスで

行くことができる。カステッロ荘は、モンテ・モレロの緩やかな丘の斜面

に作られた庭で、現在は隣のペトライア荘と同じように、「博物館」になっ

ており、かつての別荘（「パラッツォ」と呼ばれていた）には、由緒ある言

語学会のクルスカ学会が入っている。なお、このモンテ・モレロの斜面の

さらに上方には、かつてトパイア荘があった。

　バス亭からカステッロの町を横切り、別荘へ至る広い並木路を行くと、

横に広い二階建ての別荘の正面が見えてくる。近づくと、脇に庭園への入

り口がある。

　庭園は、別荘の裏の緩い斜面に広がり、まず横長の芝生がある。ついで、

ほぼ正方形の広い整形庭園がある。整形庭園の中には、ツゲの生垣で縁取

られた16の四角い花壇（コンパートメント、区画花壇）があり、花壇はそ
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れぞれ、低いツゲの生垣によって幾何学的な図形が描かれ、その中に芝生

や花が植えられている。この整形庭園の全体は、ツゲの幾何学模様が整然

と広がり、緑を基調とする庭だとの印象が強い。庭の中心に、3段の泉水

盤を重ねた高い噴水があり、周囲を人物像が取り囲んでいる。この整形庭

園から石段を数段上がったところに横長のオレンジの庭があり、芝生の

上に鉢植えの柑橘類が置かれている。ここまでが、下部庭園である。

　上部庭園はかなり高いしっかりした擁壁に支えられた上の斜面にある。

擁壁の中央にあるのが、有名な動物のグロットである。動物のグロットの

中には、ライオンや牛など、それぞれ動物の色に合わせた色大理石（主に）

で作られた原寸大の動物たちの群れが、中央奥の壁龕と左右ひとつずつ

の合計3つ壁龕の中に置かれており、現在の保存状態もよい。ただ、そこ

にはもう、かつてのように水が自在に迸る姿はみられない。グロットを出

ると左右に、壁龕があって、アルノ川（右）とムニョーネ川（左）を表す人

物像が据えられている。この二つの川はいずれもフィレンツェへ流れて

いく川である。

　上部庭園へ行くには、擁壁に沿って左手へ行き、石段を上がる。上部庭

園は、いま、トキワガシや糸杉などの自然林に変わっているが、中央部に

は造園当初からの四角い養魚池があり、その中心に島のような岩山があっ

て、頂において、ブロンズ製の巨人像が半身を覗かせている。かつては、

頭やひげ、肌から水が溢れるように出ていたという。この巨人は、水源と

してのアペニン山脈を表すものとしてここに置かれている。

　なお、そこからいくらか上方にある丘背には、園亭があって、全庭と別

荘を見下ろし、さらに庭の外の風景を眺望することができた。庭の外に

は、アルノ川の平地が広がり、その向こうの空の下に、丘陵が低く波打つ

様が見られた。フィレンツェ、プラト、シエナの町が眺められ、ロレンツォ

（1449-92）が建てた別荘の地ポッジョ・ア・カイアノも遠望されたという。

カステッロ荘もイタリアの庭らしく、やはり眺望を楽しむ庭であった。い

ま、上部庭園の樹林は東隣のペトライア荘の樹林とつながり、そのなかを

散策路がうねっている。
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　下部庭園の現在の姿は、18世紀の末に改修された姿を示し、上部庭園

の樹林は19世紀の改修を示しており、ともにかつてのルネサンス盛期の

頃の庭の姿との隔たりは大きい。この庭は、フィレンツェとトスカーナに

いわば第二期のメディチ家支配を確立した（1537）コジモ一世（（1519-74）

が、メディチ家の良き支配とフィレンツェとトスカーナの繁栄と豊かさ

を、寓意表現 iconographical progra㎜e によって視覚化ようとした庭で、そ

の姿を偲ぶには、ここを豊かに潤していた往時の水、彫刻の多くと、豊か

な緑を戻してみなくてはならない。トリボロが造園を依頼された歴史的な

名庭で、端的に、以後、イタリアやヨーロッパで作られる支配者や王朝の

力を誇示する庭の最初の模範となった庭、という研究者もいる。寓意表現

による王権の誇示においては、ヴェルサイユの庭の右に出るものはない

であろうが、イタリアに限っても、エステ荘やランテ荘、またアルドブラ

ンディーニ荘など、寓意表現を深めていった一連の庭に先立つ、意味ある

庭であることは確かである。良き統治の宣伝の役割を持たされた庭、とし

て画期的であったほかに、この庭は、水系の地誌を盛り込み、フィレンツェ

に水をもたらした施主を賛美する寓意を込めた庭としてもまた、新しい。

さらにまた、豊かな水を多様に使って、美しい水の装飾を庭に施し、ある

いは高度な水工技術を用いて、びっくり噴水や水の音楽など、水の楽しみ

を演出した庭としても、歴史に名が刻まれてよい。

　トリボロの死後はヴァザーリが造園を指揮（1554から）し、コジモ一世

の息子フェルディナンドの時代（1588-1595）に庭はひとまず完成され、往

時の姿はモンテーニュの旅日記（1580-81）やウテンスの絵（1599）に残さ

れている。

2　モンテーニュの旅日記

　モンテーニュの旅日記の描写は、具体的でなかなか生彩に富む。1580

年と1581年の2度、訪れている。
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（1）　1580年の訪問

　・・・昼食後、皆様方四人は案内人を一人つれて駅馬を雇われ、カステッ

ロ Castello と呼ばれる公の別荘を見にゆかれた。別荘そのものは見るに

足りなかったが、いろいろ　お庭があり、いずれも丘の斜面に作られてい

た。だから縦の道はどこも坂道になっていたが、なだらかで楽な坂道で、

横の道はまっすぐで平坦であった。そこには、杉・糸杉・オレンジ・レモ

ン・オリーヴの木といった香りのよい樹木だけで編まれたこんもりとし

たトンネルがいくつもあった。枝々が密に絡まっているから、太陽がかん

かん照っても、きっと中まで差し込むようなことはあるまい。木立も、糸

杉やその他の樹木がほとんど隙間なく植え込まれているから、せいぜい

三、四人しか通れない。中でも面白いのは、大きな養魚池で、その真ん中

に自然を模した岩がある。それは、公がプラトリノの洞窟に用いたのと同

じ物質で塗り固められているようだ。その岩の上には大きなブロンズ像

がある。年老いて白髪の男が腕を組んで腰をかけている形だが、その髭や

額や髪の毛からは絶えず水が滴りおち、さながら汗し涙しているかのよ

うだ。そのほかには泉水の出口はない。皆様はさらに歩を移されると、私

が先に［アウグスブルク］で書きとめたことを経験なされ、大いに楽しま

れた。皆様が庭の中を散歩されながらいろいろ珍しいものを見ておられ

ると、園丁はわざとお傍を離れ、皆様がある場所に立って大理石の像を眺

めておられるところを見はからい、皆様の足もとや脚の間のごく小さな

孔から、ほとんど目に見えないくらいの細かい水を噴き出させ、いかにも

小雨そぼふる様を表してお見せしたのである。そのため皆様はしたたか

にお濡れになったが、それは園丁が二百歩以上も離れた所から地下のあ

る仕掛けを操作したためである。しかもそれがきわめて巧みなもので、園

丁は遠くの方から、思うままにその噴水を高く上げたり低くしたり、方向

を曲げたり動かしたりした。この庭にはそういう仕掛けが方々にあった。

皆様はまた、二つのおおきなブロンズ像の管から迸り出る大噴水もご覧

になった。下の方の像はもう一方の像を抱えて力一杯締めつけている。抱

かれた方は半ば気絶したように頭をのけぞらせ、口から水を吐き出して
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いるように見える。その噴水の勢いは非常に強く、少なくとも二十ピエは

あろうかと思われるこれらのブロンズ像の高さを超えて、それよりもさ

らに三十七ブラチィオ［一ブラチィオは片腕の長さ。約60センチ。37ブ

ラチィオは約22メートル］も高い水柱を上げている。また、一本の常緑樹

の枝の間に小さな部屋が一つあって、それは皆様がご覧になった他のど

の部屋よりも贅沢なものであった。青々とした枝葉がこの部屋の四方の

壁を作っており、しかもこの部屋は緑の葉ですっかり閉ざされているの

で、枝をあっちへ寄せこっちに曲げして隙間をあけない限り、中を覗いて

見ることはできない。そしてその真ん中には、一本の見えない管を通って

くる噴水が、小さな大理石のテーブルの中央から湧き出ているのである。

この庭には水の音楽もあったが、皆様はお聞きになれなかった。その日の

うちに市中に戻るには、時間が大分過ぎていたからである。また門の高い

所に公の紋章の飾りがかかっているのをご覧になったが、それは目に見

えない髭根によって自然の生気を保っている樹木の枝で、実に見事に飾

りつけられていた。皆様は、庭をご覧になるには一番悪い季節にここにお

出になったので、それだけ一層感心なさった。庭にはまた、美しい洞窟（グ

ロット）があって、その中にあらゆる動物が本物とそっくりに模造されて

おり、くちばしや翼、あるいは爪、耳、鼻面からそれぞれ噴水を噴き出し

ている。・・・　（1580年、109-111頁）

　　

（2）　1581年の訪問

　翌日ミサをきいてから我々はフィレンツェを出発して、・・・カステッ

ロを見にいった。・・・我々はたいそう美しくきわめて広い平野を進んだ。

本当のことを言うと、わたしはほとんど、こう白状せざるをえない。オル

レアンもトゥールも、またパリさえも、その周辺はフィレンツェほどに

たくさんの人家や村落で、しかもこれほど遠くまで取り巻かれてはいな

いと。立派な邸宅や宮殿の多いことはまったく疑いをいれない。（1581年、

196頁）　

（関根・斎藤訳、一部変更）



帝京国際文化　第 19 号

－ 30 －

　

　モンテーニュが最初カステッロ荘を訪れたのは、冬であったけれども、

現在の整形庭園を囲む石塀に沿って、香りのよい木の枝を編んで作られ

た緑廊が巡っており、庭の中には大樹の枝葉を壁や天井に利用した洒落

た園亭がひとつあったことが書かれている。ヴァザーリ（1511-74）によれ

ば、それはトキワガシの木にツタを絡ませて作った樹上園亭で、水管が巧

みに隠されて枝に沿って走り、恐ろしいシューシューという水音を立て

て、人々に水を浴びせることもできたという。また、中心の庭（下部庭園）

を巡る緑廊には、月桂樹やザクロも使われていたようだ。

3　ウテンスの絵による往時の姿と寓意表現

　カステッロ荘が完成された当時の姿は、ウテンスの絵（1599）に描かれ

ている。モンテーニュの筆による描写とウテンスの絵筆による描写は必

ずしも一致しないが、以下、このウテンスの絵を参考にして、往時の庭の

姿を見よう。衰微した庭の現在でなく、頂点期にあったその時の姿こそ、

意味がある。

　ウテンスの絵では、別荘の前に細長く広場が描かれ、その中央に細長い

養魚池がみえ、その養魚池の中央に、養魚池を二分する橋がかかり、別荘

の入り口に向かっている。養魚池を囲む広場では、ちょうど、馬上槍試合

が勇壮に繰り広げられている。カステッロ荘は、主にコジモ一世と家族の

保養に使われたので、このような催しがよく行われたとは言えないよう

だが、建前としては、宮殿や別荘の前面に広場を設けるのが普通であった。

ルネサンスの建築・造園を主導したアルベルティ（1404-72）は、「王宮や

館の前には、使節や高位の人の一行を迎えるために十分広い広場が必要

である。また、二輪戦車競争や、競馬を行う広さがいる」（建築論）とした。

フィレンツェのもてなしの伝統によれば、避暑の季節に仲間や貴人の公

的あるいは私的な訪問を受ける場合、馬上槍試合や舞踏などを開いた。カ

ステッロ荘では、ときたま訪問者を迎えた時、農民の舞踏なども披露され
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たかもしれない。公式の訪問者は、ふつう、厳かな来訪行列を組んで、直

線のアプローチを通って広場へ至る。コジモ一世は、別の別荘でだが、広

場で、催し物を開いて、カール五世の外交使節をもてなしている。

　別荘の左右から、庭の石塀がまっすぐ東西に延び、やがてそれぞれ折れ

て北に走って緩い丘をのぼっていく。

　別荘の左と右に接して、ひとつずつ正方形の薬草園が設けられ、医薬と

調理に使うハーブが植えられていた。花もここに集められた。薬草園はそ

れぞれ石塀で囲われ、薬香草と花は、小さく正方形に分けられた花壇で育

てられた。ここは、主人が個人的に使ういわゆる秘園と呼ばれるところで、

コジモ一世は、読書や音楽、あるいは静かな対話の時をここで過ごしたと

される。

　当時、薬草園には、できるだけ多くの種類の薬香草と花を集めることが

推奨された。理由は、まず、それらが発する香りや匂いや色彩が楽しい。

おそらくカステッロ荘でもコジモ一世はおおいにそれを楽しんだであろ

う。薬草園は、また保養の庭であった。当時の医学は、こう説いた。多様

なもの―ここでは、様々な花の色、また変化に富む花壇の意匠―を見ると、

神経が刺激されて活発になり、動物精気 animal sprits が興奮する、と。また、

緑の植物は目によい、と。目に快い他に、緑の植物は、空気を薄くし、目

から濃い体液を蒸発させるので、目がよく見えるようになる、とした。健

康のための庭であったので、ここには、ギリシャの医神アスクレピオスの

像がふさわしかった。秘園を囲む壁に医神アスクレピオスの像を用いた

噴水が設置された。現在の研究では、これはあくまで計画であったろうと

されるが、ヴァザーリは、「アスクレピオス像とすばらしい噴水が完成し

た」と述べている。

　つぎに、別荘の背後に広がる中心の庭は、別荘と左右に接する薬園を合

計した長さを底辺にして、まず正方形の下部庭園、ついでその奥にやはり

ほぼ正方形の上部庭園として、合わせて奥に長い長方形の形で広がって

いる。この細長い中心の庭の左右にはさらに、石塀で仕切られた樹林の庭

が付属しており、この付属する庭も、それぞれ別荘の背後から丘の頂に達
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している。庭の構成は、このように縦長の3部分の平行と見ることもでき

るし、またその一方で、下部庭園（中核）を三方から樹林の帯が囲んでい

るとも言える。いずれにしても、装飾庭園と樹林、この二種類の部分をあ

わせたカステッロ荘の庭の全体は、ほぼ正方形を形作っている。ただ、正

確にいうと、庭は、上部で、頂上に向かって次第に先細りになる。

　正方形の下部庭園は、庭の中心で、中央には、モンテーニュが刮目した

「ヘラクレスとアンタイオスの噴水」があり、その背後に、モンテーニュ

は述べていないが、「糸杉の迷路」があって、その中心部に「フィオレンツァ

の噴水」が置かれていた。

　東西の付属の庭は、果樹園や樹林園で、モンテーニュの述べる木の枝葉

を壁にした園亭は東の細長い庭にあり、そのなお東の庭には、フェルディ

ナンドが材木で作った、涼み台のような八角の園亭があって、このふたつ

はウテンスの絵に描かれている。

　ヴァザーリによれば、トリボロはコジモ一世から「庭の装飾のために、

案を作り、実行するように」依頼された。

　トリボロはまず、庭の中心軸上に、カステッロの水の地誌を盛り込もう

と考えた。庭と別荘を営むためには、なにより水が必要である。実際の水

道工事は、まず、裏の丘陵地（カステリーナ）にある複数の湧泉の水を水

道橋や地下水道（樋）で庭に引くことから始まった。これではしかし、ヘ

ラクレスとアンタイオスの噴水を噴出させる高さが足らないので、カス

テッロ荘より90メートル高いペトライア荘の水を水道橋を設けて引いた。

かつてのローマ時代さながらの大規模な第三の水道橋の計画も立てられ

た。実際に、別荘の前を走る道路から、ローマ時代にフィレンツェを潤し

ていた水道橋の遺跡が発見された。そもそも、カステッロの地名は、ロー

マ時代の貯水池（カステルム）に由来する。最終的には、庭を通った水を

フィレンツェへ流す計画であったという。別荘のアプローチに桑の並木

を配し、枝を互いに編み合わせて緑の歩廊を作り、平行する細い水路を傍

らに掘って、そこには様々な魚を入れ、庭の水をアルノ川に流す案も立て

られた。これは、正確にいうと、元々 180メートルほどあった桑並木のア
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プローチの延長整備（アルノ川まで、さらに1マイル）として構想された

ものであった。

　水はフィレンツェに送られず、一マイルの桑の並木の延長も行われな

かった。実現されたのは、ともあれ、十分な庭の水の確保と、カステッロ

の住民への水の供給で、住民への水の供給は街角の噴水でなされた。別荘

前の養魚池に集められた水は、別荘内で、様々な用途に使われた。

　カステッロ荘の庭の豊かな水は、旅行者の記録に驚きと賛美の言葉と

なって残されている。水は、上部庭園の貯水池に集められてから、アルノ

川とムニョーニ川の河神、動物のグロットを経て、中心部の庭の噴水を動

的に飾り、また、庭の隅々に至って植物に潤いを与えた。

　トリボロは、水の地誌を「庭の飾り」となるように次のように構想した。

（1）上部庭園を支える擁壁に、一つのグロットと4つの壁龕を設ける。中

央にグロット、左右に、それぞれ川の像をいれる壁龕、さらにまたそ

の左右に、それぞれ水源となる山を表す像を置く壁龕、という配置で

ある。川は、アルノ川（向かって右）とムニョーネ川（向かって左）。

いずれもフィレンツェに流れていく川である。山はアシナイオ（現在

はセナリオ。フィレンツェ北方）とファルテローナ（フィレンツェ東

方）であった。ヴァザーリの記述は、いささか曖昧だが、アルノ川と

ムニョーニ川の像をもっと下部に置く計画であったようにも読める。

なお、一説によれば、二つの山の像とそれを納める壁龕は、擁壁でな

く、上部庭園の中に設ける計画であったとう。いずれにしても、水源

の山と、そこから流れ出る川は、擁壁に横並びに置くより、上下に配

する方が自然でわかりやすかったであろう。

（2）下部庭園の中心部に、糸杉の迷路と「フィオレンツァの像」を乗せた

噴水と、その手前（別荘側）に「ヘラクレスとアンタイオス」の像を乗

せた噴水。

　トリボロの構想のうち、（1）の意味は分かりやすいであろう。庭とフィ

レンツェを潤す（と想定された）水の流れを模式的に表わすものだから。

ローマ時代に、カステッロ周辺の山の湧泉の水が貯水池に集められた後、
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水道橋でフィレンツェに送られていたことも連想させたであろう。

　なお、（1）については、トリボロの死後、造園の監督を引き受けたヴァ

ザーリによって、構想の一部が変えられた。水源の二つの山は、上部庭園

の養魚池（貯水池）に今見られるように、やはり水源としてのアぺニン山

脈を表すブロンズの老人像に換えられた。アペニン山脈は、カステッロ荘

背後の丘陵の後方に聳える山脈である。アペニン山脈によって、庭の水利

模式が雄大になった。

　動物のグロットについて、ヴァザーリは「トリボロがグロットを計画し

た」としか述べておらず、計画の詳細は分からない。しかし、現在までの

研究によれば、それは今見るような動物のグロットであること、そしてそ

れは水との結びつきを構想の核にしていたことなどが解明されている。

　動物のグロットには、水陸空の動物たちがいる。中央の奥の壁龕にいる

のは、ライオン、子羊、山羊、牛、象で、左右の壁龕にいるのは、赤鹿、ダ

マジカ、野生ヤギ、羚羊、熊、オオカミ、サイ、キリン、サル、犬、ネコ、ウ

サギ、イノシシ、ひとこぶ駱駝、馬、トラ、リス、ガゼル、イタチ、アナグ

マなど。すべて当時の人々に知られていた動物である。外国の動物がいる

のは、旅行が増えるに伴い、イタリアの宮廷の動物園に外国の動物が増え

たことを反映しており、また、メディチ家の当主に外国の君主から珍しい

動物が贈られたことも反映している。

　16世紀の後半は、一般に、個々の自然の事物への興味が深まり、博物学

が盛んとなり、動物、鳥、魚、植物、鉱物や石などが集められ、研究され、

分類されて、展示され、また図版や書物になって刊行された。ひとつにこ

れは、古代ローマのプリニウス（23-79）の『博物誌』や古代ギリシャのア

リストテレス（前384-422）の学問の復活に刺激されてのことであった。こ

の流れのなかで、薬草や香草と違って、まだ効用の分からない花そのもの

にも興味が寄せられるようになった。種子や植物珍種の交換も盛んであっ

た。枢機卿からトスカーナ大公になるフェルディナンドは、種子や珍種の

交換をしていたし、ローマのメディチ荘に動物園を作り、ライオン、トラ、

熊、駝鳥、その他、野生の動物を集めていた。イタリアではアルドロヴァ
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ンディ、フランスではブローヌやロンドレ、スイスではゲスナーがそれぞ

れ、大冊の動物百科を出版していた。アルドロヴァンディやゲスナーの動

物百科では、ユニコーンや龍、ケンタウルスやサイレンなど、伝説上の動

物や想像の動物も扱われていた。とりわけユニコーンが実在するのかに

ついて、当時しきりと論戦が行われ、その実在をかたく信ずる人々もいた。

カステッロ荘を作ったコジモ一世も実在を信じた一人で、とびきり高い

値段で、ユニコーンの角とされた品を購入した（1569）ほどであった。毒

殺の頻発するイタリアの宮廷では、解毒剤が熱望されていたからである。

　動物たちがいる三つの壁龕の前には、それぞれ長い浴槽のような水盤

が置かれ、そのうち、左右の壁龕の前に置かれた水盤の横腹には、魚、エビ・

カニ類、貝が、明確な浅浮き彫りで描かれている。つまり、海の動物である。

また、このグロットの天井には、空の動物、ブロンズ製の鳥たちがたくさ

ん見られた。現在はほとんど取り外されてバルジェロ博物館に収められ

ているが、そこにいたのは、オンドリ、雉、メンフクロウ、タカ、クジャク、

鳩、わし、つぐみ、はやぶさ、アマツバメ、新世界の七面鳥などであった。

　グロットの床は色小石のモザイクで、白鳥や花綱模様が描かれていた。

天井の中心部には、色小石を使って紋様が描かれていた。天井と壁面は鍾

乳石で作ってあり、グロットの入り口も同じように鍾乳石で飾られてい

た。グロットの入り口が、自然風のものから現在のような新古典様式（建

物風）のものに変えられたのは、18世紀末、ロレーヌ家の時代で、それが

時代の趣味になったからである。

　このグロットの動物たちは、多くが、それぞれ固有色に近い大理石で刻

まれ、出来映えがすばらしく、角や牙などには本物が使われている。動物

たちの制作者は、ロレンツォ兄弟で、鳥たちをブロンズで作ったのは、ア

ンマナッティとジャンボローニャで、いずれも当代一流の彫刻家であっ

た。

　グロットは、水陸空の動物の集合を眺めて楽しむ世界であると同時に、

水の楽しみの空間であった。ライオンをはじめ動物たちの口や鼻から水が

出ているほかに、鳥たちのくちばしや翼からも水が噴き出し、床にはびっ
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くり噴水が仕掛けてあり、天井からも水が迸りでた。そこは、涼しく、水

条の織りなす、楽しみと驚きの空間であった。

　ところで一頭の、空想の動物ユニコーンが中央奥の壁龕の動物群のな

かに置かれていた。純白の大理石で作られたユニコーンはあたかも動物

たちを左から右へ飛び越えるような姿をしており、きわめて印象的であ

る。ユニコーンが中央の壁龕に置かれていること、他の動物が地面で静止

しているのに対して、飛越運動の姿をしていること、この二点が注目され

る。ユニコーンには特別な役割が考えられる。

　背景にあるのは、古代ギリシャに由来する動物寓話であろう、とされ

る。その動物寓話のあらすじは、―すべての動物が湖へ水を飲みに集ま

ると、ヘビが毒を入れて飲めなくする、動物たちはユニコーンが来るの

を待つ、そこへユニコーンがやってきて、角を水へ浸すと、毒が消え、水

はふたたび飲めるようになる、である。動物寓話には、やや異なるものも

あり、それによれば―他の動物たちは朝、水場でユニコーンの来るのを

待つ、ユニコーンは角で水の上に十字を切り、角を水に浸して飲む、こう

してユニコーンがヘビの毒と夜の毒気を解毒したのち、他の動物たちは、

その水を飲む、である。いずれにしても、グロットにおいてユニコーンと

動物たちが物語ろうとしているのは、ここの水は純粋である、というこ

とである。現在の研究は、これが、グロットに託された寓意表現であろう、

としている。

　この動物寓話は、2世紀にアレキサンドリアで編まれたギリシャ語の自

然哲学の書『フィジオローグス』Physiologus に由来する。この書物では、

動植物、鉱物、岩石を初めとする自然の事物が記述され、ユニコーンもそ

こに記載されているが、ユニコーンは、もともと古代インドや中近東の寓

話に由来する動物で、文献上は、ギリシャの医師クテシアスが紀元前401

年に、古代インドの書を編纂した書物が初出とされる。以来ユニコーンは、

17世紀に動物学や医学の進歩によって、その存在や角の解毒作用が否定

されるまで、絵や版画、タピストリーなどに描かれ、また紋章に使われる

など、人々の空想のなかに生き続け、人気があった。とりわけ、ルネサン
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ス期に古代ギリシャ文化が蘇ったことにともない、中世の間、忘れられて

いたユニコーンがまた、改めてひとびとの関心を呼んだ。カステッロ荘の

グロットに動物たちが集い、水が流れ、水が水盤に湛えられ、ユニコーン

がいるのは、このような古代ギリシャ文化の蘇りという文脈においてで

ある。

　ユニコーンは、たとえば、ローマ郊外チボリの丘に立つエステ荘の傍ら

に設けられた秘園においても、水の純粋さを表すものとして使われてい

るが、一般にイタリア・ルネサンスの庭で、水の純粋さ、あるいは端的に、

飲める水、を表す手段になったのは、このユニコーンの他に、パルナッソ

ス山の泉を蹄で掘ったとされる天馬ペガサス、また、眠る水の精アリアド

ネなどである。

　なお、グロットは、当時16世紀半ばでは、ローマの庭を中心に広く作ら

れるようになっていた。実際に、古代ローマの庭のグロットが発見され、

それが鍾乳石のような石で飾られていることが分かったことも後押しし

た。また、トリボロが、カステッロ荘を上下二段のテラス構成にしたのは、

これも16世紀の前半にローマのヴァチカンのベルヴェデーレに始まり、

イタリアの庭の主流となるテラス式庭園を参考にしたからだといわれる。

　動物のグロットから中心軸に沿って下り、庭の中央に至ると、そこに

あるのが、「糸杉の迷路」である。糸杉は高く、幾重かの同心円に配列さ

れ、中心に、円形の泉水盤がある。ここで見上げるのが、泉水盤の中央に

立つ柱の上に置かれた「フィオレンツァの噴水」である。地表の大きな泉

水盤から支柱が立ち上がり、途中に、泉水盤がひとつ、そして、頂点近く

に、円盤がひとつ。支柱や円盤は、彫刻で飾られ、また、浅浮き彫りが施

されている。柱の頂上に置かれた女性像は、片足立って、やや身を前屈み

にし、軽く頭をひねって横顔を見せながら、両手で髪の毛の水を絞ってい

る。細身のようで、脚も腕も肩も丸味を帯び、たおやかな肢体を見せ、き

わめて魅力に富む。これは海から生まれたヴィーナスの像である、とされ

る。このヴィーナス像は、フィレンツェを表すものとして置かれている。

アルノ川とムニョーネ川の水を受けるフィレンツェである。フィレンツェ
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はふつう花の女神フローラで表現されるが、この庭では、それに代わって

ヴィーナスが使われている。ヴィーナスを用いたのは、ヴィーナスが、水

と関わりが深い女神だからである。海から生まれたと言う点でもそうだ

が、ヴィーナスはまた、大地と水を生み出すもの、と考えられた。カステッ

ロの地では、前述のように、水道橋によって山と川から水を得た。ここに

ヴィーナスをもってくれば、ヴィーナスの生み出す水が、カステッロと

フィレンツェを潤す、といった意味を表現することができる。そして、そ

の水は、コジモ一世がフィレンツェにもたらすもの（用水は都市民に歓迎

された）であったから、水のヴィーナスと水の豊かなフィレンツェ、そし

てコジモ一世（水道工事者にして良き統治者）の三者を、重ねて表現する

ことが可能になる。この「フィオレンツァの噴水」を「糸杉の迷路」の中

に置くのは、コジモ一世の希望であったという。

　迷路は、古代でもルネサンス期でも、ひとつに、都市を表し、ときに都

市と同一視された。カステッロ荘で、糸杉を列植でなく同心円の迷路に仕

立てたのは、遊び心からではなく、こうした伝統に沿って、迷路でフィレ

ンツェを表すためであったといわれる。糸杉が使われたのは、糸杉が、迷

宮で有名なクレタ島を原産地とするから、である。

　ヴィーナスと糸杉の迷路は、水の都市フィレンツェを表すことだけが、

その役割のすべてではなかった。ヴィーナスと迷路には、楽園フィレン

ツェを表現することも託されていた。

　ヴィーナスはキティラ島近くの海岸で生まれたとされ、古代ギリシャ

ではキティラ島にはアプロディーテ（ギリシャ名）の神殿が置かれてい

た。ルネサンス期には、そのキティラ島は、常春の島と想定された。常春

とは、古来、楽園を形容する鍵語のひとつである。カステッロ荘では、こ

の糸杉の迷路に、テンニンカやイワナシ、月桂樹が混じっていた。月桂樹

といえば、パルナッソス山にあって、その樹下でアポロが竪琴を鳴らす、

という図柄が想起される。パルナッソス山は、ルネサンスでは、ひとつに

地上の楽園を意味した。ルネサンスの庭、たとえばエステ荘（チボリ）や

メディチ荘（ローマ）、プラトリーノ荘（フィレンツェ北方）などに置かれ
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たパルナッソス山には、そのような意味が込められていた。パルナッソス

山で、天馬ペガサスの蹄が掘る泉の水は清い。清い泉とは、エデンの園を

いうまでもなく、楽園を構成する不可欠の要素である。イワナシは古代文

学では、黄金時代と結びついた木である。テンニンカはヴィーナスに捧げ

られた花であり、迷路の周りに配されたバラもまた、ヴィーナスの花であ

る。それは、「フィオレンツァ」がヴィーナスであることを暗示したであ

ろう。カステッロ荘のヴィーナス像と糸杉の迷路は、このようにして、都

市フィレンツェを楽園や黄金時代と結びつけるような配慮がなされてい

た。この結びつきを可能にしたのは、当時の社会の上層に共有されていた

人文主義の教養であり、そこから生まれる連想であった。糸杉が常緑であ

ることも、楽園連想を助けたかもしれない。常緑は、肥沃を含意し、肥沃、

つまり自然の豊穣は、これまた楽園の欠かせない性格であったから。

　では、迷路の噴水の手前（別荘側）、庭の真の中心にあって、常緑の糸杉

を背景にして白くくっきりと聳え、ひときわ高く、モンテーニュによれば

22メートル（現在の研究では、噴水の水柱の高さは3メートルほどとされ

る。モンテーニュは柱の高さも加えているのかもしれない）の噴水を吹き

上げる「ヘラクレスとアンタイオス」の像の噴水は、どう、水と関係する

のか。ヘラクレスは12の偉業（実は、我子殺しのために課せられた苦業）

を成し遂げ、死後、神とされる英雄である。ヘラクレスの偉業のひとつは、

西の涯て（また、海中とも、アトラス山の斜面ともいわれる）、ヘスペリデー

スの園へ行って、7つの頭を持つ龍（あるいは蛇ラドンともされる）に守

られているリンゴの木からリンゴをとって戻ってくることであった。そ

の帰路で、遭遇して戦うのが巨人アンタイオスである。ヘラクレスはアン

タイオスの力が大地に由来することを悟り、アンタイオスの体を持ち上

げて地面から離し、力を奪うことによって戦いに勝つ。カステッロ荘の噴

水の頂に乗っているのは、ヘラクレスに抱きかかえられ締め付けられ、宙

に頭をのけぞらせ、口からまっすぐ上に水を噴き上げているアンタイオ

スである。いかにも戦いの勝者と敗者の図に見えるところから、これは、

1537年、コジモ一世が、モンテムロの戦いで共和派の軍勢を打ち破り、フィ
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レンツェの支配を確実にしたことを表す、とされる。しかし、庭の中心軸

上では、水の獲得と供給という主題が一連の建造物によって展開されて

いるのも確かであり、その線に沿えば、この彫刻は、コジモ一世が、この

庭の造営において、大地から豊かな水を引きだした、その表現とみること

ができる。そのすばらしい水は、空高く噴き上がり、人目を驚かす形で示

されるとともに、高い大理石の支柱に飾り付けられた彫刻から美しい、均

一の水条となって整然とこぼれ、途中二段に取り付けられた泉水盤で静

かに縁まで膨らみ、やがて地表の大きな泉水盤に落ちる。支柱の装飾には、

幼童が多用され、三組が三段で、つまり相当に高い所からも低い所からも、

愛らしい顔を人々に向けている。幼童たちと組み合わされているのは、魚

であったり、ガチョウであったり、ライオンの足だったりして、雰囲気は

平和である。このヘラクレスとアンタイオスの噴水を、覇権をめぐる争い

でなく、平和な水の世界と関係させてみても、さほどの無理もない。二段

目のやや大きな泉水盤の縁には子供が四人、あたかも水遊びの最中のよ

うにそれぞれ半身を覗かせて、水の行方を追うように下を覗いている。

　おそらくここに表されていることを、とくに一方に限定し、他方を排除

する必要はないのであろう。「ヘラクレスとアンタイオスの噴水」を戦い

と勝利と見るのも、ごく自然で、そこにまた、水の英雄的な獲得を重ねて

見て、少しも差し支えない。動物のグロットの場合と同様で、二重の表現

と受け止めてよいのであろう。多義性こそ、楽しい、であろうか。動物の

グロットでも、コジモ一世が、水道工事で庭に引いてきた水は、純粋であ

る、ということも合わせて表現していたはずである。一般的にいえば、ル

ネサンスの時代において、用水事業は、きわめて必要度が高く、したがっ

て高く評価される事業であったという事情も考慮しなくてはならない。ち

なみに、ある研究者は、水の地誌に託された寓意表現を、「水の祝賀」とし、

別の研究者は「フィレンツェの栄光」と語る。都市用水の事業が高く評価

されていたからこその、ありうべき解釈である。

　庭の中心部に置かれた園亭とは、元来、一般に、支配者が座る場所であっ
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たらしい。近東の聖なる木（エデンの園）、葡萄で被われた園亭（エジプト

やペルシャ）など、オリエントやエジプト古来の伝統が認められる。ルネ

サンスの庭の中心部に置かれる園亭も、このような意味合いがあったの

かもしれない。イギリスの中世、ヘンリー 1世のウッドストック・マナー

にもそれがみられるという。カステッロ荘のこの糸杉の迷路もこの脈絡

で眺めることができるのかもしれない。そこは、世界の中心で、周辺より

も高く、そこから四方へ流れ出す泉がなけらばならない。これは、ふるく

近東で生まれた世界の中心の姿あるいは象徴であるらしい。聖書のエデ

ンの園にその結晶がみられる。中心の丘と四分流は、それぞれ世界の中心

と世界の主要な川を表すものであり、また、王の支配の中心地とその支配

する領域を表すものである。糸杉の迷路は、すると、フィレンツェ（中心）

と支配領域（トスカーナ）を表す。

　ちなみに、庭の中心部に置かれた二つの噴水の泉水盤や円盤には、施主

コジモ一世の山羊座のヤギ（魚の胴体と尾を持っている）が刻まれていた。

さりげなく、というべきだろうか。

　なお、この「糸杉の迷路」は四角い広めの区画に収められ、全体はツゲ

の生垣（ヴァザーリによれば高さ1.5メートル）で囲われており、その前面

（別荘側）には、あたかも展示されるかのように、当時としては珍しいプ

ラタナスの樹やベンガル菩提樹が植えられていたという。また、石のベン

チが、泉水盤の周囲を取り巻いていたから、噴水に見とれていると、地下

にしかけられたあのびっくり噴水の洗礼を逃れることができなかったと

いう。ここには、すでにバロックの遊び心が覗いている。

　庭の中心部は、遊び心や客の楽しみのためだけにあったのではなく、コ

ジモ一世や妃、子供たちのためにもあった。噴水の周りのベンチは、家族

が揃って憩い、楽しむところであった。コジモ一世は、「今日一日、体調も

順調で、午後一時間、二人の子供フランチェスコとマリアと一緒に庭で過

ごした。二人の子供は、宮廷の小人の道化が、迷路を囲むツゲの生け垣で

小鳥を捕まえるのを見ていた」と記されている。これは、おとりの鳥を使っ
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た狩りであったらしい。コジモ一世は、ここで、噴水の水音に耳を傾け、

小鳥の囀りを楽しんだのであろう。当時の医学では、落下する水の音、小

鳥の鳴き声、また音楽などは、感情を和らげて良い効果をもたらすとされ

ていた。気を静め、なぐさめ、頭を休める。また、一家は、ここで軽い会話

を交わし、あるいは話を物語り、ゲームをしたかもしれない。これらの娯

楽も、想像力に訴え、刺激を受けた動物精気が快く動きだす、と考えられ

ていた。この糸杉の迷路もまた、このように保養に配慮された場所であっ

た。噴水が3段になっているために、水の冷たさが保たれた、という。

　「糸杉の迷路」とその手前の「ヘラクレスとアンタイオスの噴水」の左

右には、それぞれ四面のコンパートメント（区画花壇）が縦に並び、それ

ぞれの中には薬草と芝生があり、四周には単純なトーピアリ（装飾刈込）

と低木が交互に並んでいた。

　つぎに、トリボロが下部庭園を囲む石塀に施そうとした寓意表現は、分

かりやすい。東（別荘から見て右手）の石塀に6つの壁龕をこしらえ、そ

こに、6つの徳を表す像を並べる。6つの徳とは、自由、知恵、高貴、勇気、

敬虔、正義である。西側の石塀にも同じように6つの壁龕を作り、そこに

は、それぞれ、芸術、言語、科学、武器、平和、法の像を置く。芸術以下、6

つのものは、それぞれ、自由等6つの徳が具体的に実現されたものである。

そして、東の石塀の上に、6つの徳をそれぞれ体現したメディチ家の人々、

老コジモ、ロレンツォ、クレメンス七世、コジモ一世などの肖像を置く。

西の石塀の壁龕に置く彫刻で表現される芸術・科学・政治は、これらメディ

チ家の人々によってフィエンツェにおいて実現された文化文明であった。

さらに、別荘側の石塀には、秋と冬、反対側の石壁（上部庭園を支える擁壁）

には、夏と春の像を置き、メディチ家による徳の実現が四季を通して見ら

れることを示す構想であった。トリボロの死後、カステッロ荘の造園を引

き受けた友人のヴァザーリは、トリボロの計画を『画家、彫刻家、および

建築家の生涯』（1550）で、わざわざ、図解して示している。そのヴァザー
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リによれば、トリボロはこの寓意表現を、当時の傑出した詩人・雄弁家・

哲学者のベネデット・ヴァルキに相談して考えたのだという。

　なお下部庭園の寓意表現には、これらの六徳を一身に体現していたの

が施主のコジモ一世で、フィレンツェに芸術・科学・政治の花を開かせた

のもコジモ一世である、との意味もここには含まれていたという。

　もともと、メディチ家の賢明な善政によってフィレンツェに平和と繁

栄がもたらされたということを庭において表現しようという着想は、ヴァ

ルキのものであったらしく、当時では画期的なものであったとされる。そ

れまで、絵や壁画によって、城内や館内で君主や貴族の栄光を称えること

はよく行われていたが、ヴァルキによって、それが庭にまで広げられ、館

と庭は、主題あるいは意味の次元でも一体化されるからである。形の上で、

館と庭を一体として造ることは、すでにローマのヴァチカンのベルヴェ

デーレで始まっていたから、意味の一体化はまた一つの進展であった。

　ヴァルキの発案とされる、この画期的な、庭で施主の栄光を称えるとの

寓意表現は、以後、ヨーロッパの庭造りに引き継がれていく。また、庭に

おける四季の表現も、ヴァルキによってカステッロ荘において始まり、こ

れも以後、ヨーロッパの庭造りでしきりと繰り返される。

　ウテンスの絵には、このような寓意の壁龕と彫像は描かれていないし、

モンテーニュも述べていない。残念ながら、この計画はほとんど実現され

なかったらしい。ただ、少なくとも「秋」の像は現在も残され、新しいハー

ブ園（中央の整形庭園の東）に置かれている。ヴァザーリも、トリボロが

彫像によって意図したこの寓意計画はほとんど実現されなかったと述べ

ている。その理由に、トリボロが行動的でなく、野心的でなかったこと、

仕事が遅かったこと、他所で、たとえば、橋や凱旋門、墓、馬の像などの制

作、あるいは、フランチェスコの洗礼式の飾り付けの作成などをさせられ

たこと、何よりコジモ一世が、カステッロ荘の水に満足できず、ヴァルチェ

ンニ荘に行くことが多かったこと、などを挙げている。ちなみに、コジモ

一世が、カステッロ荘の水に満足を覚えなかったというヴァザーリの記

述は、訪問者達がほぼ一様にカステッロ荘の水を賛美している（年表参照）
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のと矛盾し、奇異な印象を与える。ただ、別荘の中では、同様の施主賛美

の構想がいちはやく実現されている。ポントルモによって、「黄金時代の

回帰」の物語絵が一階のロッジア（開廊）に壁画として描かれ（1538-45）、

コジモ一世によって、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」や「春」の

絵がカステッロ荘に移された。これらの絵はボッティチェリが、保護者で

あったロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコのために描いた絵で、カ

ステッロ荘に移されてから1815年まで、ここにあった。このような室内装

飾の整備は、コジモ一世の良き統治によって、フィレンツェとトスカーナ

に、黄金時代が再来し、新しい春が巡ってきたことを表す意図のもとに行

われたのだと考えられている。「ヴィーナスの誕生」のヴィーナスは、海

から生まれたヴィーナスであり、水や生命を連想させ、象徴した、とされ

る。

4　オレンジの庭

　「オレンジの庭」では、芝生の上に鉢植えの柑橘類が並べられていた。柑

橘類がルネサンスの庭で人気があったのは、その姿の美しさと常緑のた

めであったと言われる。果実は薬用と食用に使われた。柑橘類 citrus trees 

の栽培上の特質は、交配が簡単で、いろいろな変種を容易に作れることに

あった。果実も大小の形、また変わった形を作り出すのが簡単で、色合い

もまた様々に作り出すことができた。カステッロ荘でも、多くの柑橘類が

集められ、とりわけ古種が多いその収集は遠くまで聞こえたという。

　トスカーナ地方で、柑橘類が栽培されるのは、中世に遡る。当時は地面

に植えて、冬に、覆いをかけた。16世紀になると、鉢植え（暖期）とオレ

ンジ舎（越冬）の組み合わせが一般化し、庭での栽培が広まり、特別の区

画を設けることもまた一般化した。カステッロ荘では、現在もオレンジ庭

の左手（西）に大きなレモン舎（18世紀末）があって、500鉢の柑橘類を収

容することができる。柑橘類の栽培は現在、イタリアで人気が復活し、ペ

シャには有名な種苗園があるという。カステッロ荘ではまた、ポルトガル
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王から贈られた（1688）インドジャスミン 'mugherino' が有名で、現在でも

中央の整形庭園の右手（東）に置かれた新しい秘園で育てられている。な

お、トリボロの案では、「オレンジの庭」の左右（東西）にロッジア（開廊）

を設置することになっていた。別荘背後の芝生地も左右（東西）に、ロッ

ジアを置く計画であったことと対応する。

　

　
5　上部庭園、そして用

　上部庭園のボスコをなすのは、糸杉、トキワガシ、樅、月桂樹であった。

ヴァザーリは桑やイチイも挙げている。当時の常として、これらの木は、

定規で線を引いたような四角の区画の中に整然と並んでいた。現在は、こ

の幾何学の区画は消滅し、みな自然に繋がり、イギリス風景式庭園に倣っ

た森になっている。樹種は、現在、樫、糸杉、トキワガシなどで、ドングリ

も落ちている。

　いま、ここには動物の姿はみえないが、かつてはウサギ、鹿、鴨、青サ

ギの他に、つぐみ、黒うたどり、鳩などがいたものと推定されている。フィ

レンツェでは、屋外の宴の後に、プロの狩人が猟をするのを娯楽として見

物する習慣があったからである。この場合、ウサギや鹿は犬に追わせてか

ら、捕らえた。カステッロ荘では、上部庭園のこのような狩りを見物する

場所が、頂上に設けられた園亭であった。狩りは、主庭園左右の自然林で

も、行われたらしい。それを見物する場所は、別荘の二階のロッジアであっ

た。左右の囲塀に石のベンチも置かれていた。園亭も見物席になった。こ

こでは、とくに、鳥を網で捕らえた。果樹、葡萄、イチジクなどが小鳥を

自然林に誘い、おとりの鳥によって樹のトンネルのなかに誘い込み、張っ

た投網で捕らえた。

　宴に続く狩りの見物は、古代ローマから中世を通じ、ルネサンス期のイ

タリアでも行われていたものだった。ボッカチオの『デカメロン』には、「ウ

サギが猟犬を跳んでかわし、逃げ、ついに牙に捕らえられるのを見るのは、

何とおもしろいことか」と語る人物がいる。当時このような、ほどよい楽
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しみは、一般に健康によい、されていた。笑いさざめく歓楽や楽しい気晴

らしは、健康の守り手であり、反対に、悲しみは体に悪いとされた。心は

体の状態に従い、体は心の状態に従うからであった。当時は、また、強い

感情や知的な集中作業は、ともにさまざまな病気を呼ぶ、とされ、快い娯

楽や水音や小鳥の鳴き声によって、体液のバランスを回復させることが

大事だと考えられていた。

　当時の医学は運動も勧めた。体を動かさないと、体も頭も鈍る、働きが

悪くなる、と説いた。血管は粘液で一杯になり、水で重くなり、弛緩する。

そして、胃は食欲を無くし、神経は鈍くなり、体ぜんたいが不活発になっ

て、眠くなる、運動をしないと、精神が曇って鈍くなり、停滞し、弱くなる、

とした。ある医師は、食事の前の運動は、消化の基本であり、食事の前に、

汗をかくほどでなくてもよいが、軽く運動をして疲れるといい、残り火も

動かさないと燃え尽きないように、体も動かさないと、胃も停滞する、夕

日が沈む前に、外出をすませるといい、と勧めた。散歩は、ギリシャの経

験医学の祖ヒポクラテス以来の健康法であったが、良い散歩には、条件が

あり、坂があること、散歩道はうねるのではなく、直線であること、日陰

でなく、開けて日光が当たること、とされていた。カステッロ荘で見れば、

散策路は北に向かって上りになっており、この長さがおよそ100メートル

あって、庭では縦と横の直線路が交差していた。健康のための散歩には理

想の造りで、実際にコジモ一世も保養に来ると、庭での散歩を心がけたら

しい。コジモ一世が悩まされていたのは、下痢、血便、ぶり返す熱であった。

「今朝は散歩されたので、食事も大いに進んだ。昨夕とは大変な違いだ」（要

約）という記録も残されている。コジモ一世は、昼食前にいつも庭を散歩

したといわれる。散歩や軽い運動は、毛穴を開け、不調の原因となってい

る過剰な体液を放出させて、四体液の間の均衡を回復させるのだ、と考え

られた。庭には、健康によいとされた香りも十分あった、杉、糸杉、オレ

ンジ、レモン、オリーヴなどが、その香りの源であった。

　コジモ一世は、病気になると、規則的にカステッロ荘にやってきた。田

舎の空気が病気の回復を早めるからであったが、カステッロ荘の良いと
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ころは、健康に悪いとされた南風が吹かない点にあった。始終妊娠してい

る妃はとくに朝の気分がすぐれなかったし、母の健康もよくなかった。コ

ジモ一世は、世継ぎの長男を健康な環境で育てたい、と考えていた。

　庭の頂きの園亭（コジモ一世時代は未完）から、館や庭の花壇や噴水、

樹林や果樹園など、さまざまな物が見える他に、周辺の景色が遠くまで見

渡せるようになっていたのは、やはり健康への配慮があったからであっ

た。多様な眺望によって視覚刺激を受ければ、それだけ体液の流動が促さ

れ、健康が促進されるから、であった。

　カステッロ荘は、メディチ家の威信を示す社会的政治的意味も担った

が、コジモ一世一家の保養の別荘という側面も強く持っていた。

　現在の庭は、修復のために中心の「ヘラクレスとアンタイオスの噴水」

（ただし模造）も取り外され、いささか寂びしく、殺風景でもあるが、ツツ

ジを集中的に集めているという。この庭が、ひとつに植物でも、収集の庭

であったことが想起される。

　カステッロ荘の別荘の改修と新しい庭の造営は、フェレンツェにおけ

るヴェッキオ宮やピッティ宮、その庭であるボボリ園などの改修と時期

が重なったため、コジモ一世とトリボロの当初案が、完全に施行されたの

でなかったし、時期も遅れた。しかし、改修された別荘の広さは二倍にな

り、新しい庭は、ルネサンスの新しい類型（水を躍動させる寓意表現の庭）

として完成され、その姿はおよそ二世紀維持された。これが大々的に改修

されるのは、メディチ家の血統が絶えて、ロレーヌ家の時代になってから

である。それは特に1785-88年の間で、時の啓蒙主義思想は、バロックの

豪奢な展示・誇示よりも、簡明な実用を優先させた。グロットの水が止め

られたのも、この時である。

　モンテーニュが六月という良い季節に再訪したのに、冬訪れた時に比

べ、失望したというのは、ひとつに、当時の庭造りが、ローマを中心に発

展した雛壇式の立体的な庭が主流になっていたからである。カステッロ

荘も確かに上下二段ではあるが、下部庭園にも上部庭園にも緩い斜面を
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残しており、建築性を比べれば、見栄えがしなかったからであろう。むろ

ん、土木工事で庭の整地は行っているが、一昔前、一五世紀のメディチ家

の庭のように、自然な斜面に展開する様相が強く残されている。ただ、こ

れも半ば、好みの問題かもしれない。建築物、あるいは立体幾何学のよう

な固いシルエットを持つ人工的なテラス式庭園よりも、自然な斜面を残

す庭には、田舎や農村の自然、穏やかさと優しさ、また素朴さが感じられ

て、都市空間が増えた現在では、かえって快いともいえる。

　

●補説

　1　Physiologusについて。

  この本は、4世紀にラテン語に翻訳され、その際、動物、植物、岩石など

の形態と特徴を、キリスト、悪魔、人間、教会に関係させるという解釈操

作が加えられた。こうして中世になると、これに基づいて、特に動植物が、

キリスト教の自然表現や芸術表現において、ひろく象徴語として使われ

るようになった。たとえば、ライオン、ユニコーン、ペリカン、不死鳥を、

キリストの人間化、犠牲死、復活の象徴として使うのはその代表的な例で

ある。

　2　ユニコーンの描かれた絵について。

　主に、参考文献 9. によって、これについて、いくらか補っておきたい。

エデンの園や地上の楽園として描かれた庭に、ユニコーンが描かれるこ

とが少なくない。アンヌ・ド・ブルターニュの「ユニコーンの壁掛け布」（つ

づれ織り）（1499）や、ヒエロニムス・ボッシュの祭壇画「愉楽の庭」（16世

紀初め）、それに倣った多くの絵、たとえばマルティン・ファン・ヘームス

ケルクのアダムとイヴの創造の絵（1548）、また、ローランド・サヴェリ作

とされる「天国におけるアダムとイヴ」、また、ネザランドの画家の同名の

よく似た絵、ドイツで作られた版画「愛の園」などが有名で、ヤン・ブリュー

ゲルにも、「天国」がある。このうち、特に多いのが、ネザランドの画家達

の手になるもので、イタリアではこのような絵が描かれていないのも特
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徴である。

　アダムとイヴと動物たち、そして川の流れに角を浸す（あるいは川の側

に立つ）ユニコーンという組み合わせ図は、キリスト教の「エデンの園」

と古代ギリシャに由来する「ユニコーンの寓話」が融合して生まれたもの

である。このような融合が生まれたのは、両者が、純粋 pureと善 goodを共

通にしていたからである。また、キリスト教の側でも、川あるいは湖の水

を清めて飲めるようにする、という行為は知られていた。『旧約聖書』の「出

エジプト記」15章23節－25節には、モーセの行為としてそれが描かれて

いる。モーセに導かれてイスラエルの民は、紅海を渡り、シュルの荒野を

三日さまようが、水がない。「彼らはメラに着いたが、メラの水は苦くて

飲むことができなかった。それで、その所の名はメラと呼ばれた。ときに、

民はモーセにつぶやいて言った。『わたしたちは何を飲むのですか』。モー

セは主に叫んだ。主は彼に一本の木を示されたので、それを投げ入れると、

水は甘くなった」。この聖書の物語があったために、ユニコーンによる水

の浄化の物語は受け入れやすかったのであろう。

　このような融合による「エデンの園」の絵は、当初こそ、文字通りに「エ

デンの園」であったが、次第に、宗教色を失い、快い楽園や牧歌世界を表

すものと受け止められるようになった。豪華王ロレンツォも、詩で、ユニ

コーンを黄金時代の動物として描いている。エデンの園のユニコーン、あ

るいは地上の楽園（庭）のユニコーンの絵がしきりと描かれたのは、宗教

改革（1517）を迎えようとする頃で、また、ユニコーンの浄化力について

イタリアやフランスで論争が盛んになるのは、その世紀の後半である。
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●略年表

1427 デラ・ストゥーファ家の砦風の建物があった。

1477 ロレンツォ・ディ・ピエルフランチェスコ・デ・メディチとジョヴァ

ンニ（以下同じ）が購入。二人は、老コジモの甥の子供。ジョヴァ

ンニが改修。

ジョヴァンニ・デラ・バンデ・ネレ（コジモ一世の父）が相続。

1494 ピエロ・ディ・メディチがフィレンツェから追放される。

1532 コジモ一世がフィレンツェの混乱を収拾し、国家体制を整える。

1537-38　コジモ一世が、別荘の改修と新しい庭の設計をトリボロに依頼

する。糸杉の迷路、動物のグロット、庭を囲む石塀の彫刻などで、

メディチ家の良き統治を寓意表現する案が立てられた。

1538-48　トリボロとピエロ・ダ・ヴィンチが「フィオレンツァ」の噴水と

「ヘラクレスとアンタイオス」の噴水を作る。

1546-49  フランスの動物植物学者ピエール・ブローヌが庭の植物リストを

作る。

1549 英国人ウィリアム・トマスが「ヨーロッパ中でもっともすばらしい

もののひとつ」「どの花にも水が行き渡っている」と記す。

同年、アントン・フランチェスコ・ドニがフィレンツェで見るべき

物のひとつとして、カステッロ荘の「水、噴水、迷路、絵、彫刻」を

挙げる。同年、フランス人ピエール・ブローヌが「水が庭の美しさ

をおおいに高めている。水によって噴水がよく見えるようになり、

すべての植物に水が行き届く」と述べる。

1550 トリボロ死去。

1554 フォルティニの後を受けて、ヴァザーリが造園を監督。アマンナ

ティなど一流の彫刻家達が協力。

1560-61　上部庭園（ボスコあるいはサルヴァティコ）で池の周りに糸杉

とトキワガシが植えられる。

1563 上部庭園（ボスコ）の養魚池にアマンナティ作のアペニン像が置か

れる。
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1588-1595　フェルディナンド大公が新しい別荘と庭を完成。

1598 ルートヴィヒ・フォン・アンハルト公がカステッロ荘に「水の技を

楽しむために行く」と述べる。

1599 フェルディナンド大公の依頼で、ウテンスが絵に描く。

1580 冬。モンテーニュの訪問。詳しい記述を残す。

1581 6月。モンテーニュの再訪。

1663 カステッロ荘で豪華な宴や祭りを繰り広げた枢機卿ジョヴァンニ・

カルロ死去。

1785-88　ロレーヌ家時代の大改修。中心部の糸杉の迷路が取り壊され、

「フォレンツァ」の噴水は隣のペトライア荘に庭に移され、「ヴィー

ナスの噴水」と呼ばれるようになる。「ヘラクレスとアンタイオス」

の噴水がその跡に移され、4体の立像が周りに置かれる。中心部の

庭が、現在のような十六面のツゲの幾何学模様の庭になる。

1830年代　ロレーヌ家による改修。上部庭園と東の樹林、葡萄園が、

東隣のペトライアの樹林と繋げられ、そこがイギリス風景式庭園

になる。別荘の左右の薬草園（秘園）や別荘前の養魚池がなくなる。

1861　イタリア王国時代に、著しく荒廃。

1919　サルディニア王家から国に寄贈される。その後、庭師達の住宅、小

学校、陸軍病院などに使用される。

1960年代　修復始まる。別荘は、クルスカ学会（イタリア語の純化を目的

に1582年フィレンツェで設立された言語学会）の本部となり、現在

に至る。

1984　庭は「国立博物館」の一部となり、庭の修復が始まり、現在に至る。
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