
『絵画と彫刻におけるギリシア作品の模倣に関す

る考察についての解説，ならびにこの考察に関

する公開状に対する回答』（２） （翻訳）

ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン著

尾田　一正（訳）

続き

第4の点は，主としてアレゴリーに関するものである。

寓話は絵画においては一般にアレゴリーと呼ばれている。そして文芸は

絵画に劣らず模倣を究極目的としているために原注1），模倣のみで寓話なし

には原注2）詩を形づくることはできず，歴史画は単なる模倣を通じてはあり

きたりの絵にすぎず，アレゴリーなしでは，すべての虚構が避けられてい

るダヴェナントのいわゆるゴンディベルトの英雄詩のようにこの絵を見る

他ないのである。

原注1）Aristot．Rhet．L．I．c．II．p.61．edit．Lond．1619．4．

原注2）Plato Phaed．p．46．l．44．

色彩と素描はおそらく絵画においては，詩における韻律や真実やあるい

は物語に相当する。肉体は存在する。しかし魂が欠けている。アリストテ

レスがポエジーの魂と呼ぶ虚構は，まず最初にホメロスによって生命を与

えられ，画家もまたこれによって自らの作品を息づかせなければならない

のである。素描と色彩は絶えざる修練によって獲得することができる。遠

近法と構図，これらはその最も本来的な意味において，確固とした諸規則

に基づいている。そのためこれらすべてはみな機械的なものであり，こう

言ってさしつかえなければ，そのような芸術作品を知り，そして賛美する
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ためにはただ機械的な魂のみを必要とするのである。

すべての楽しみは，多くの人々から知られざる大切な宝物である時間を

奪うものに到るまで，われわれの知性とかかわるその程度に応じて持続し，

われわれを嫌悪と不機嫌から守ってくれるのである。たんなる感覚的なも

のはしかしながら表面的なものにとどまり，知性にはほとんど働きかけて

はこない。風景画や果物や花の絵を眺めると，こうした類の満足を得るこ

とができる。それを見る識者は，巨匠以上に考える必要はなく，愛好家や

無知な者にいたってはまったく頭を働かせる必要がないのである。

ある状態や動きの中にある人物や事物を描き出す歴史画は，ただ行動す

る人物たちの激情の表現によってのみ風景画と区別される。しかしながら，

これら2つのジャンルはまさに同じ法則に従って仕上げられているために，

本質においては同一なのである。それはすなわち模倣である。

絵画が文芸と同様に広い広がりを持つことができ，したがって音楽にも

それが可能であるように，画家が詩人に従うことが可能であることは，矛

盾してはいないように思える。今や歴史こそが画家が選ぶことのできる最

高の題材なのである。単なる模倣はしかしながら歴史を，文芸における最

高のものである悲劇や英雄詩が有している程度にまで高めることはないで

あろう。ホメロスは人間から神々を創り出したのだとキケロが言ってい

る原注1）。すなわち，ホメロスは真実をいっそう高めたばかりでなく，崇高

に詩作するために単に可能なものよりも，むしろあり得るかもしれない不

可能なもの原注2）を選んだのである。そしてアリストテレスはこの点に文芸

の本質を置き，ゼウクシスの絵がこの特性を持っていたと伝えている。ロ

ンギノスが詩人における信じがたいものに対して，画家に要求している可

能性と真実は，このようにしてうまく両立しうるのである。

原注1）Cic．Tusc．L．I．c．26．

原注2）Aristot．Poet．c．25．

このような高みを歴史画家は自らの作品に，通常の自然を越えた崇高な

輪郭を通じても，また情熱の高貴な表現のみを通じても与えることはでき

ない。しかしまさにこれが賢明なる肖像画家には要求されるのである。そ
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して肖像画家は，自らが描く人物の類似性という欠点なしに両者を獲得す

ることができるのである。両者はいまだに模倣にとどまっている。違いは

ただ後者が賢明であるという点のみである。人々はファン・ダイクの肖像

画においてさえ，自然の正確な観察を1つの小さな不完全さであるとみなそ

うとするが，すべての歴史画においてはこれは欠点であるといえるのであ

る。

真理は，それ自体どれほど好感が持てるものであろうとも，人々に気に

入られ，それが寓話の衣装をまとっている場合にはいっそう強い印象を与

えるのである。子供にとって最も狭い意味で寓話であるものは，大人にと

ってはアレゴリーである。そして，諸民族の最古の時代の記録によって証

明される，ポエジーは散文よりも古いという非常に古い意見にしたがって

も，この姿において真理は最も粗野な時代においても心地よいものであり

続けたのである。

われわれの知性はさらに，最初の一瞥で気づかなかった事柄のみに注意

を向け，まったく自明の事柄をなおざりにして見過ごすという悪い習慣を

もっている。最後の種類のイメージはそれゆえに，水に浮かぶ船のように

しばしばただ一瞬の痕跡を記憶の中に残すのみであろう。まったく同じ理

由から，幼年時代の記憶は長く残る。なぜならわれわれは現前に現れるも

のをすべて尋常ならざるものとみなしたからである。自然みずからがわれ

われに教えるのは，自然はありきたりの事柄によって動かされているので

はないということである。芸術はこの点では自然を模倣すべきである，と

雄弁術に関する書物の著者原注1）は言っている。芸術は自然が要求するもの

を考案するべきなのである。

原注1）Rhet．ad Herenn．L．III．

それぞれの着想は，比較の場合のようにそれがもう1つのあるいは幾つも

の着想に伴われている場合には，いっそう強固なものとなり，後者と前者

の関係が疎遠であればあるほどそれだけいっそう強固である。なぜならそ

の着想の類似性がおのずから現れるところでは，白い肌と雪との比較にお

けるように驚きは生じないからである。これと反対なのが，われわれが機
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知と呼び，アリストテレスが予期せざる概念と呼んでいるものである。彼

は雄弁家にまさに同一の表現原注1）を要求しているのである。予期せざるも

のをある絵の中に発見すればするほど，その絵はそれだけいっそう感動的

なものになる。そしてその両方を絵画はアレゴリーによって獲得するので

ある。それは，意外なところに見つければそれだけいっそう嬉しくなる，

葉や枝に隠れた果物のようなものである。絵の着想が崇高なものであるか

どうか次第で，ごく小さな絵が最大の傑作となりえるのである。

原注1）Aristot．Rhet．1．III．c．2．§．4．p．180．

必要それ自身が芸術家たちにアレゴリーを教えたのである。最初はもち

ろん，同じ種類の個々の事物を描くことで満足したことだろう。しかし時

とともに人々は多くの個々のものに共通するもの，すなわち普遍的な概念

もまた表現しようと試みるようになったのである。個々のもののそれぞれ

の特性がそうした概念を与え，その概念を包含するものから切り離されて

それを感覚的なものにするためには，それぞればらばらではあるが，特別

にある個別のものに対してのみでなく，多くのものに同時にふさわしい表

象によらなければならなかったのである。

エジプト人こそがそのような象徴を探究した最初の人々であった。そし

て彼らの象形文字は，アレゴリーの概念に属する。古代，特にギリシア人

のすべての神々，さらにはそれらの名前さえもがエジプトに由来するので

ある原注2）。神話はしかしながらアレゴリーにほかならず，それはわれわれ

のもとでもアレゴリーの最大の部分を成しているのである。

原注2）Herodot．L．II．c．50．

あの考案者たちはしかしながら多くの事物，とりわけ彼らの神々に，部

分的にはギリシア人のもとでも保持されてきたものの，その意味はしばし

ばわれわれに残された著述家たちの助けを借りてもほとんど解明すること

ができないような記号を与えたために，彼らはそれらの記号を明らかにす

ることを，サモスのユーノーの手の石榴原注3）の場合がそうであったように，

むしろ神々に対する犯罪であるとみなしたのである原注4）。エレウシスのケ

レスの神秘原注5）について語ることは，聖物窃盗よりも悪質であるとみなさ
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れたのである。

原注3）Pausan．L．II．c．17．p．148．l．24．

原注4）Herodot．L．II．c．3．c．47．conf．L．II．c．61．Pausan．L．II．p．

71．l．45．p．114．l．57．L．V．p．317．l．6．

原注5）Arrian．Epict．L．III．c．21．p．439．edit．Vpton．

記号と記されたものとの関係は，部分的には未知の，あるいはまだ証明

されていない記号の特性に基づいていた。エジプト人のもとでは太陽の表

象であるフンコロガシはこのような種類のものであった。そしてこの昆虫

が太陽を表象することになったのは，この種族には雌はおらず，この昆虫

は6カ月を地中で，同じ期間を地上で過ごすのだと人々が信じたからである

原注1）。猫もまた同様に，ひと月経過する間に日の数と同じだけの子を産む

のを常としているのが認められたと主張されている原注2）ために，イシスあ

るいは月の表象となったのである。

原注1）Plutarch．de Isid．＆　Osir p．355．Clem．Alex．Strom．L．V．p．657．

58．edit．Potteri．Aelian．Hist．Anim．L．10．c．15．

原注2）Plutarch．l．c．p．376．Aldrovand．de quadruped．digit．vivipar．L．

III．p．574．

より多くの機知と確かにより多くの感覚を有していたギリシア人は，エ

ジプト人から記されたものと真の関係を有する記号，特に感覚的な記号だ

けを受け入れ，彼らの神々に彼らは人間の姿のみを賦与したのである原注3）。

翼はエジプト人のもとでは迅速で有効な奉仕を意味した。この表象は自然

にかなっている。翼はギリシア人のもとでもまさに同一のものを表した。

そしてアテナイ人が彼らのヴィクトリアに通常の翼を与えなかったとする

ならば，彼らはそれによって彼らの町でのヴィクトリアの静かな滞在原注4）

を表そうとしたのである。鵞鳥はエジプトでは用心深い原注5）君主を意味し，

人々はこの点を考えて船の前部に鵞鳥の姿を取り付けたのである。ギリシ

ア人はこの表象を保持し，彼らの船の舳先は鵞鳥の首の形原注6）で終わって

いるのである。

原注3）Strabo．L．XVI．p．760．al．1104．

―147―

帝京大学外国語外国文学論集　第8号



原注4）Pausan．L．III．p．245．l．21．

原注5）Kircher．Oedip．Aeg．T．III．p．64．Lucian．Navig．s．votum．c．5．

Bayf．de re naval．p．130 edit．Bas．1537．4．

原注6）Scheffer．de re nav．L．III．c．3．p．196．Passerii．Lucern．T．II．

tab．93．

スフィンクスは，その意味と明瞭な関係を持っていない像の中では，お

そらくギリシア人がエジプト人から受け入れた唯一のものである。ギリシ

ア人のもとではスフィンクスは，エジプト人の神殿の入口の前に置かれた

ときにエジプト人のもとで教えるはずのものとほぼ同じもの原注1）を意味し

た。ギリシア人は原注2）彼らのスフィンクスの像に翼を与え，頭部をたいて

いはストラなしで自由に形づくった。しかしアテナイのある貨幣原注3）では

スフィンクスはストラを有している。

原注1）Lactant．ad v．255．L．VII．Thebaid．

原注2）Beger Thes．Palat．p．234．Numism．Musell．Reg．＆Pop．tab．8．

原注3）Haym Tesoro Brit．T．I．p．168．

自分たちの作品すべてをある種の開放的で明るい性格で描き出すことは，

ギリシアの国民全体に特有のものであった。ムーサイは恐ろしい怪物を愛

さない。そしてホメロス自身が彼の神々にエジプト風のアレゴリーを語ら

せる場合には，異議を唱えるように，それは通常「人々は語る」という言

葉を伴っている。ホメロス以前の時代の詩人パンフォスが，ユピテルが馬

糞まみれになっている様子を描写する原注4）際には，それはなるほどどちら

かというとエジプト風に響くが，実際のところはイギリスの詩人の崇高な

る概念に接近しているのである。

心臓にも毛髪にも完全に満ちあふれる。

嘆き悲しむ下劣な男の中にも，

讃美し燃える歓喜のセラフィムの中にも，等しく満ち，完全であ

る。 ポープ

As full，as perfect in a hair as heart，

As full，as perfect in vile Man that mours，
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As the rapt Seraph that adores and burns． Pope．

3世紀のティールの貨幣に描かれている，卵に巻きつく蛇原注1）の表象のよ

うなものをギリシアの貨幣に見いだすことは困難だろう。ギリシア人のい

かなる記念碑にも恐ろしい表象は描かれていない。彼らはそうしたものを，

ある種のいわゆる不適切な言葉以上に避けたのである。死の表象は古代の

貴石にただ一度だけ姿を現す原注2）。しかしそれは，彼らの饗宴において原注3）

よく上演されるような，人生のはかなさを想起することによって積極的に

人生を楽しもうとするような姿においてなのである。芸術家は死神を笛に

合わせて踊らせているのである。ラテン語の銘文がある別の貴石原注4）には，

魂の表象として2匹の蝶をともなった死神の骸骨が描かれており，そのうち

の1匹は鳥に捉えられようとしている。これは輪廻を意味しているとされる。

この作品はしかしながらさらに後の時代のものである。

原注4）ap．Philostr．Heroic．p．693．

原注1）Vaillant．Num．Colon．Rom．T．II．p．136．conf．Bianchini Istor．

Vniv．p．74．

原注2）Mus．Flor．T．I．tab．91．p．175．

原注3）Petron．Satyr．c．34．

原注4）Spon．Miscell．Sect．I．tab．5．

また，すべての神々は聖別された祭壇を持っていたため，当時知られて

いた世界の果ての地域以外では，ギリシア人のもとでもローマ人のもとで

も死神のための祭壇は存在しなかったと記されている原注5）。

原注5）in extremis Gadibus．v．Eustath．ad．II．ι，p．744．l．4．edit． Rom．

Idem ad Dionys．περιηγ．ad v．453．p．84．edit． Oxon．1712．

ローマ人はその最良の時代原注6）にはギリシア人のように思考し，彼らが

他の民族の比喩的な言葉を受け入れたところでは，先駆者や教師たちの原

理に従ったのである。後の時代にエジプト人の秘密の記号の中へ取り入れ

られた象は，（というのもこの国民の現存する最古の記念碑には，この動物

の姿原注7）は鹿や駝鳥や鶏と同じくらいまれにしか見い出せないからである

が），様々なことを意味しており原注8），おそらく永遠も意味していた。そし
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てこの意味において原注1）象はいくつかのローマの貨幣に描かれているので

ある。それは，象が長く生きるためである。皇帝アントニンの貨幣では，

この動物は標題に寛大原注2）さという言葉を持っている。ここではしかしこ

れは，まさしく象も登場した大規模な競技会を意味しているのである。

原注6）Kircher Oedip．T．III．p．555．Cuper．de Elephant．Exercit．I．c．3．

p．32．

原注7）Kirch．Oedip．Aeg. T．III．p．555．

原注8）Horapollo Hierogl．L．II．c．84．

原注1）Cuper．l．c．Spanh．Diss．T．I．p．169．

原注2）Agost．Dialog．II．p．68．

しかしながら，私はギリシア人やローマ人たちのもとでのすべてのアレ

ゴリーの表象の起源を解明しようとしているわけでも，またアレゴリーに

関する学説を打ち立てようとしているわけでもない。私はただ，ギリシア

人やローマ人が彼らの思考を包み込んだ表象が，他の民族のあらゆる表象

や幾人かの近代人の粗雑な思考に先立って芸術家の研究対象となるべきだ

という制約とともに，このアレゴリーの点に関して私の著作の正当性を証

明しようとしているだけなのである。

幾つかの少数の表象が，ギリシアとすぐれたローマの芸術家たちがどの

ように思考し，まったく抽象的な概念を感覚的に表現することがどのよう

にすれば可能であるかを示す範例として役立つ。彼らの貨幣や貴石やその

他の記念碑に描かれている多くの表象は，特定の意味を獲得しており，そ

の意味はいまだ一般的にはなってはいないものの，最も注目に値する表象

のいくつかは独自の意味を持つに値するであろう。

古代人のアレゴリーの表象は，絵画全般においてこの分類が可能である

ように，高次のアレゴリーと通常のアレゴリーを想定して2つの種類にまと

めることができるだろう。高次のアレゴリーの表象とは，古代人の神話や

英雄詩やあるいは哲学の秘密の意味が潜んでいる表象である。

第2の種類には，擬人化された美徳や悪徳などのよく知られる意味を持つ

表象が属する。

―150―

『絵画と彫刻におけるギリシア作品の模倣に関する考察についての解説，ならびにこの考察に関する公開状に対する回答』（２）



第1の種類の表象は，芸術作品に真の叙事的な偉大さを与える。ただ1人

の人物だけで，同じ偉大さを与えることができる。そしてその人物がいっ

そう多くの意味を内包すればするほど，その人物は崇高であり，それが思

考へと促せば促すほどそれが与える印象は深く，すなわちそれだけいっそ

う感覚的なものとなるのである。

若さの盛りに死ぬ子供についての古代人のイメージは次のようなもので

あった。彼らはアウローラの腕に抱かれて原注1）連れ去られる子供を描いた。

これは巧みな表象である。おそらくこれは若者たちの亡骸を，曙光が差し

はじめる時をまって葬った習慣から取られたものだろう。成長についての

今日の芸術家たちの一般的な考えはよく知られている。

原注1）Hom．Odyss．ε，v．121．conf．Heraclid．Pontic．de Allegoria Homeri

p．492．Meurs．de Funere．c．7．

魂を吹き込むことによって肉体に生命を与えるという，最も抽象的な概

念の一つは古代人によって好ましい表象を通じて感覚的に，そして同時に

詩的に描かれている。自らの導き手を知らない芸術家は，なるほど創造の

有名なイメージを通じてまさにこのことを暗示しようと思うことだろうが，

彼の表象はしかしながらすべての人々の目にはまさに創造そのものを描き

出しているように映ることだろう。そしてこの物語は，単なる哲学的で人

間的な概念を身にまとい，それが芸術にとっては十分に詩的ではない点は

さておき，それを清められていない場所で使用するにはあまりにも神聖で

あるように思える。最古の時代の賢者や詩人たちの表象をかりてこの概念

は，貨幣原注2）や貴石原注3）に姿を現す。プロメテウスは粘土から人間をこ

しらえ，パウサニアスの時代原注4）に至っても，その粘土が石化した大きな

塊はフォキス地方に見られたのである。またミネルヴァが1匹の蝶を魂の表

象として頭上に掲げている。以前に触れたアントニーニ・ピィイの貨幣で

は，ミネルヴァの背後に1本の木が立ち，その木に1匹の蛇が巻きついてい

るが，これは王子の聡明さと叡知の象徴とみなされている。

原注2）Venuti Num．max．moduli tab．25．Romae，1739，fol．

原注3）Bellori Admiranda，fol．80．
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原注4）Pausan．L．X．p．806．l．16．

古代人の多くのアレゴリーの表象の意味は，たんなる推測にもとづいて

いるために，今日の芸術家たちがそれらを一般的に使用することができな

いということは否定できない。彫玉に刻まれた1匹の蝶を祭壇に供えようと

している子供の姿のうちに，祭壇に至るまでの，すなわち正義の境界を越

え出ない友情という概念原注1）を人々は見い出そうとした。別の貴石に描か

れている，叡知の表象と称されている，いわゆるナイチンゲールがとまる

古い木の枝を自分の方へと引き寄せようとしている原注2）愛は，叡知への愛

を表現しているとされる。エロスやヒメロスやポトスは古代人のもとでは，

愛や食欲や願望を暗示する表象であった。これら3つの姿を同一の彫玉のう

ちに見い出そうとしている人がいる原注3）。3人は聖なる炎が燃え盛っている

祭壇のまわりに立っている。愛は祭壇の向こう側に立っているため，頭部

だけが見えている。食欲と願望は祭壇の両側に立ち，前者は片手だけを炎

にかざし，もう一方の手には王冠を持っている。後者は両手を炎にかざし

ている。

原注1）Licet．Gemm．Anul．c．48．

原注2）Beger Thes．Brand．T．I．p．182．

原注3）Ibid．p．251．

セレウコス王の貨幣に描かれた錨を頭に頂くヴィクトリアは，正しい説

明がなされるまで，通常，勝利がもたらす平和と安全の表象とみなされて

きた。セレウコスは突然原注4），錨の姿をして生まれてきたとされており，

この王だけでなく，その子孫であるセレウコス王家の人々原注5）もまた自ら

の出自を特徴づけるために，この印を貨幣に刻ませたのである。

原注4）Iustin．L．XV．c．4．p．412．edit．Gronov．

原注5）Spanh．Diss．T．I．p．407．

蝶の羽で勝利の印につながれたヴィクトリア原注6）についてなされた説明

の方が，いっそう信憑性が高いように思える。人々はこのヴィクトリアの

もとに，エパミノンダスのように勝者として死んだ1人の英雄を見い出すこ

とができると信じている。アテナイにおいてはヴィクトリアの彫像と祭壇
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には，戦争における不変の幸運の表象として，翼がなかった原注1）。縛られ

た勝利は，スパルタの鎖でつながれたマルス原注2）と比較すると，ここでは

同様の意味が認められるだろう。プシュケー特有の翼の種類は，この像に

おそらく偶然に与えられたわけではない。なぜならプシュケーは通常は鷲

の翼を持っているからである。おそらく亡くなった英雄の魂の概念がこの

翼には潜んでいるのである。もしもヴィクトリアが，征服された民族の武

器の戦捷記念品につながれて，これらの民族の勝者とみなすことができる

ならば，この推測は可能であるだろう。

原注6）Ap．D．C．de Moezinsky．

原注1）Pausan．L．V．p．447．l．22．

原注2）Ibid．L．III．p．245．l．20．

古代人の高次のアレゴリーはむろん，その最大の宝を奪われてわれわれ

のもとへ伝えられている。それは第2の種類のアレゴリーから見ると乏しい。

この通常のアレゴリーは，1つのことを表現するために複数の表象を持って

いることが稀ではない。皇帝コモドゥスの貨幣には，時の至福を表現する

ために2つの異なった表象が用いられている。一つは原注3）右手に林檎ある

いは球を持ち，左手には皿を持って緑の木の下に坐る女性である。彼女の

前には3人の子供がおり，そのうちの2人は豊穣の通常の象徴として花瓶あ

るいは植木鉢の中に入っている。もう一つの表象は4人の子供たちから成っ

ていて，これは彼らが持っている物によって四季を表現している。2つの貨

幣の説明文は「時の至福」となっている。

原注3）Morel．Specim．rei num．tab．12．p．132．conf．Spanh．ep．IV．ad

Morel．p．247．

説明文が必要なこれらの表象やその他の表象は，低次のアレゴリーであ

る。幾つかは説明文なしだと，別の表象と取り違えられてしまうかもしれ

ない。ケレスは希望原注4）と豊穣原注5）であるかもしれず，ミネルヴァは高

貴さ原注6）であるかもしれない。皇帝アウレリアヌスの貨幣に描かれた忍耐

原注7）には，ムーサイの1人のエラトーの場合と同様に，真の識別の印も欠

けている。そしてパルツァはただその衣服によってのみ原注8），グラツィア
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と区別される。しかし，正義や公正さのように，その他の概念は古代の芸

術家たちによってはっきりと区別されている原注1）。前者はゲリウスが描い

ているように原注2），髪をまとめ上げてディアデムをつけ，真摯な表情で描

かれ，後者は愛らしい顔とたなびく髪で表現されている。後者が持つ天秤

からは公正さの利点と解される穀物の穂が顔をのぞかせている。時に，公

正さはもう一方の手に過剰の角を持っている。

原注4）Spanh．Diss．T．I．p．154．

原注5）Spanh．Obs．ad Iuliani Imp．Orat．I．p．282．

原注6）Montfaucon Ant．expl．T．III．

原注7）Morel．Specim．rei num．tab．8．p．92．

原注8）Artemidor．Oneirocr．L．II．c．49．

原注1）Noct．Att．L．XIV．c．4．

原注2）Agost．Dialog．II．p．45．Roma．1650．fol．

皇帝ティトゥスの貨幣に描かれた原注3）平和は，より強い表情を持った表

象に属する。平和の女神は左腕で柱に凭れかかり，同じ手に1本のオリーブ

の木の枝を持ち，右手には小さな祭壇に置かれた犠牲の動物の腿の上に置

かれたメルクリウスの杖を持っている。この聖体は平和の女神の血を伴わ

ない犠牲を暗示している。これらの生贄は神殿の前で屠られ，神殿を血で

穢さないために，腿だけが平和の祭壇に運ばれたのである。

原注3）Tristan．Comment．hist．des Emper．T．I．p．297．

通常，平和はちょうどこの皇帝の貨幣に見られるように原注4），オリーブ

の枝とメルクリウスの杖を持った姿あるいはドゥルーススの貨幣原注5）に見

られるように，投げ出された武器の山の上に置かれた椅子にすわる姿をし

ていた。ティベリウスとウェスパシアヌスの幾つかの貨幣では原注6），平和

は武器を焼いている。

原注4）Numism．Musell．Imp．R．tab．38．

原注5）Ibid．tab．11．

原注6）Ibid．tab．29．Erizzo Dichiaraz．di medagl．ant．P．II．p．130．

皇帝フィリプスのある貨幣には眠るヴィクトリアの高貴な姿が描かれて
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いる。これは，説明文によればヴィクトリアが表現しているはずの世界の

安全よりは，まことに当然のことながら，むしろ自信に満ちた確実な勝利

を暗示しているのである。アテナイの将軍ティモテウスに対して，彼の勝

利における見せかけの幸運を批判しようとした絵原注1）には，これと似通っ

た考え方が潜んでいる。

原注1）Plutarch．Syll．p．50．51．

ローマのベルヴェデーレにある16人原注2）の子供たちを連れたニールスは，

このクラスに属する。ニールスの角の穀物の穂と果物と同じ高さの子供は，

最大の豊穣を意味している。しかしながら子供たちの中で，角とその果実

よりも高く伸び上がっている者は，不作を暗示している。プリニウス原注3）

がそれについて解説してくれている。エジプトはナイルが16フィートの水

位のときに最も稔り豊かなのであり，この国ではこの水位を超えると，望

ましい水位に達しない場合と同じほどの僅かな稔りしかもたらさないので

ある。ロシのコレクションの中では，子供たちは省略されている。

原注2）conf．Philostr．Imag．p．737．

原注3）Plin．Hist．Nat．L．XVIII．c．47．Agost．Dial．III．p．104．

アレゴリー風の風刺画について言えば，これはこの第2のジャンルに含ま

れる。ガブリアスの寓話原注4）の中にある，イシスの像を背負わされ，その

像に向けられた大衆の畏敬を自分に向けられたものだと勘違いした驢馬の

話が，1つの範例となる。世界の偉人たちの下での大衆の誇りを，これ以上

感覚的に表現することができるだろうか。

原注4）Gabriae Fab．p．169．in Aesop．fab．Venet．1709，8．

もしも通常のアレゴリーが高次のアレゴリーと同じ運命を辿っていなか

ったならば，高次のアレゴリーは通常のアレゴリーで補うことができるだ

ろうか。われわれは例えば，雄弁あるいは女神ペイトーがどのような姿を

していたのか，あるいはパウサニアスが書き記している原注5）慰めの女神パ

レルゴンをプラクシテレスがどのように描いたのか知らない。忘却は原注6）

ローマ人のもとでは祭壇を有していた。おそらくこの概念もまた擬人化さ

れたのだ。まさにこのことは，その祭壇原注7）が貨幣の上に見い出される純
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潔についても考えられる。テーセウスがその犠牲になった恐怖原注1）につい

ても同様である。

原注5）Pausan．L．I．c．43．p．105．l．7．

原注6）Plutarch．Sympos．L．IX．qu．6．

原注7）Vaillant Numism．Imp．T．II．p．135．

原注1）Plutarch．Vit．Thes．p．26．

しかし，今日まで残るアレゴリーは近代の芸術家たちによってまだすべ

てを利用し尽くされてはいない。多くの芸術家たちにとって，これらのう

ちの幾つかは未知のままである。そして古代の詩人たちや今日に残る記念

碑は，今なおいつでも美しい表象のための豊かな素材を提供することがで

きるのである。われわれの時代やわれわれの先祖の時代にこの領域を豊か

にし，芸術家たちに楽をさせるよりはむしろ教示することに尽くそうと望

んだ人々は，ひじょうに純粋で豊かな源を探究すべきであった。しかしな

がら，世界には大勢の学者たちがまさしく狂乱状態に陥って，良き趣味の

根絶へと突き進んだ時代が出現したのである。彼らは自然と呼ばれるもの

の中に稚拙な単純さしか見い出さず，それをいっそう理解しやすくする義

務があると思ったのである。老いも若きも芸術家のためばかりでなく，哲

学者や神学者たちのためにも標語や象徴を描き始め，以後はエンブレムを

添えることなしに，ほとんど1つの挨拶を伝えることさえできないほどにな

ってしまったのである。人々は，それらが何を意味し，何を意味しないか

の説明文を添えることによって，いっそうためになるものにしようと試み

たのだ。これは今日なお人々が掘り起こそうとしている財宝なのである。

しかしながらこの学識がいったん流行しはじめるやいなや，古代人のアレ

ゴリーのことはもはや全く顧みられることはなくなってしまったのだ。

気前のよさ原注2）の表象は，古代人のもとでは，一方の手に過剰の角を持

ち，他方の手にはローマの進物のテーブルを持つ女性像であった。ローマ

の気前のよさはおそらくあまりにもつましく思えた。そこで人々は，自作

の原注3）気前のよさの表象のそれぞれの手に1つの角を付け加え，中身をま

き散らすために1つを逆さまにしたのである。頭の上には1羽の鷲が置かれ

―156―

『絵画と彫刻におけるギリシア作品の模倣に関する考察についての解説，ならびにこの考察に関する公開状に対する回答』（２）



たが，それがここでは何を意味しているのか私には不明である。また別の

人々原注1）は，両手に壺を持つ姿で描いた。

原注2）Agost．Dial．II．p．66．67．Numism．Musell．Imp．Rom．tab．115．

原注3）Ripa Iconol．n．87．

原注1）Thesaur．de arguta dict．

永遠原注2）は，古代人のもとでは手に槍を持って球あるいは天球の上に座

っていた。あるいはまた球を片手に持って立ち，それ以外の点は同様であ

った。あるいは手には球を持ち，槍は持たずに原注3）。あるいはまた原注4），

頭にヴェールをたなびかせた姿で。このような様々な姿で永遠は女帝ファ

ウスティーナの貨幣には描かれている。近代のアレゴリー画家たちにはこ

れはあまりにも手軽に思えた原注5）ので，彼らは多くの人々にとって永遠そ

れ自体がそうであるように，何か恐ろしげなものを描いたのである。それ

は胸だけが女性で，身体の残りの部分は蛇の姿をしていた。

原注2）Numism．Musell．Imp．R．tab．107．

原注3）Ibid．tab．106．

原注4）Ibid．tab．105．

原注5）Ripa Iconol．P．I．n．53．

慎重さはたいてい足元に球を，そして左手に槍を持っている原注6）。皇帝

ペルティナックスの貨幣原注7）では，慎重さは両手を雲間からいまにも落ち

てきそうな球に向かって差し伸べている。2つの顔を持つ女性の姿原注8）の

方が，近代人にはいっそう意味深く思えたのだ。

原注6）Agost．Dial．II．p．57．Numism．Musell．l．c．tab．68．

原注7）Agost．l．c．

原注8）Ripa Iconol．P．l．n．135．

永続性原注9）は皇帝クラウディウスの貨幣に見られ，それは頭に兜を被り，

左手には槍を持って座っているかあるいは立っている。また，兜も槍も持

たないものもある。しかし，何かを真剣に主張しようとしているかのよう

に，常に人指し指は顔に向けている。近代人のもとでは原注10）この美徳の

イメージは，柱なしではきちんとした形になることはできなかった。
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原注9）Agost．Dial．II．p．47．

原注10）Ripa Iconol．P．I．n．31．

リーパは自分自身の像をしばしばきちんと説明することができなかった

ように思える。純潔の表象原注1）はリーパのもとでは，片方の手には笞を

（これはこの美徳に魅力をほとんど与えはしないのだが），もう一方の手に

は篩を持っている。リーパがこの表象を借用したこの表象の考案者は，お

そらくウェスタのトゥッキアを意識していたのだろう。このことを思いつ

かなかったリーパは，繰り返されるに値しない不自然きわまりない思いつ

きを述べているのである。

原注1）Ibid．P．l．n．25．

私は見せかけの対立を通じて，近代にアレゴリー風の表象を考案する権

利を奪い取りはしない。しかしながら，さまざまな思考法の中から，この

道を歩もうとしている人々のためにいくつかの規則が引き出せる。

高貴な単純という性格から，古代のギリシア人やローマ人は決して離れ

なかった。それとは正反対のものが，ロメイン・デ・ホーホの比喩的な言

葉の中には見られる。彼の着想の多くについて，ウェルギリウスが地獄の

楡の木について語っているのと同様のことが言える。

この楡の木を儚い夢たちが群れをなして住処とし，

葉の一つ一つすべてにしがみついていると云われている。

『アエネーイス』 第6巻

Hanc sedem somnia vulgo

Vana tenere ferunt， foliisque sub omnibus haerent．

Aen．VI．

明晰さを古代人は，彼らの表象のなかでは（上で示した幾つかのものを

除いて）たいていその事柄のみに特有で，他の事柄には特有でない彼らに

認められた記号を通じて賦与した。そしてまさにこの規則にはすべての曖

昧さを避けることが属するのであるが，近代人のアレゴリーにおいては，

鹿が洗礼とまた復讐を，良心の呵責と追従を意味するとされ，杉は説教者

の表象でもあり，また同時に世俗的な虚栄心の表象でもあり，それはまた
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学者の表象でもあり，死に瀕している妊婦の表象でもあるとされるように，

人々はこの規則に背いたのである原注1）。

原注1）v．Picinelli Mund．symb．

単純さと明晰さにはつねにある種の上品さが伴っていた。エジプト人の

もとでは神秘の探究者原注2）を意味したとされる豚は，エレウシス原注3）の

貨幣に見られるように，この動物が町の紋章になっているような場所以外

では，リーパやすべての近代人が示したすべての豚とならんで，彼らによ

って下品な表象とみなされたことだろう。

原注2）Shaw．Voyag．T．I．

原注3）Haym．Tesoro Brit．T．I．p．219．

ついに古代人は表現されたものとその記号の関係を，いっそう疎遠なも

のにしようと考えるようになった。これらの諸規則とならんで，この学問

におけるすべての試みにさいして，可能とあれば神話および最古の物語か

ら表象を選びだすことは，正当であるべきだ。

実際，おそらく古代の高次のアレゴリーの表象にひけを取らない幾つか

の新しいアレゴリーを（もしも私が完全に古代の趣味を有するものを新し

い，と呼ぶことができるなら），人々は持っている。

ヴェネチアの総督の地位に2代続けて就いた原注4）バルバリゴ家の出の2人

の兄弟は，カストールとポルックスの表象で表現されている原注5）。ポルッ

クスは伝承によると，ユピテルから自分だけに与えられた不死性をカスト

ールと分かち合ったのである。そしてアレゴリーにおいては，後継者であ

るポルックスは死神の顔で表されている前任者に，通常永遠を表す蛇を手

渡し，これによって亡くなった兄が生けるものの統治によって，弟自身と

同様に不滅のものとなることを暗示するのである。ここで記述した像をも

つ貨幣の裏面には，折れた枝が垂れ下がっている1本の木が，アエネイスか

らの表題とともに立っている。

最初の枝がもがれようとも，もう一本の枝が欠けることはない。

Primo avulso non deficit alter．

原注4）Egnatius de exempl．illustr．Viror．Venet．l．V．p．133．
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原注5）Numism．Barbad．gent．n．37．Padova．1732．fol．

国王ルイXIV世の貨幣に見られる表象は，ここで注釈を加えておく価値が

ある原注1）。この貨幣には，あるときはフランス軍をまたあるときはオース

トリア軍を攻撃したロレーヌ公が，マルサルを征服した後に自分の領土か

らの撤退を余儀なくされたときの様子が刻まれている。公爵はここでは，

あらゆる形に姿を変えたあとでメネラウスに奸計で取り押さえられ，縛り

上げられるプロテウスである。遠くには占領されえた砦があり，説明文に

はその年号が記されている。このアレゴリーの意味については，「人を欺く

プロテウスの技」という題名は不要だったかもしれない。

原注1）Medailles de Louis le Grand．a．1663．Paris，1702．fol．

通常のアレゴリーの好例原注2）は，手を組み合わせて時計の時間を見つめ

ている女性の姿で描かれた忍耐，あるいはむしろ憧れ，切なる願いである。

原注2）Thesaur．de argut．dict．

これまでもちろん，最上の絵画のアレゴリーの考案者たちのだれにも，

芸術家たちのために表象を考案する権利が認められず，そうしたものが一

般に広まることがなかったために，いまなお古代の源のみを唯一の源泉と

しているのである。これまでの大部分の試みからは，そうしたものを望む

すべもなかったことだろう。リーパのイコノロギー全体の中で，2，3のも

のだけがまずまずの出来である。

大きな渦の中に，あちらこちらと泳ぐ者の姿が現れ；

Apparent rari nantes in gurgite vasto；　

そして，自分の身体を洗うムーア人によって表されている徒労原注3）は，

最上のものと言えるだろう。幾つかのすぐれた書物には，『スペクテーター』

原注4）における愚かさや神殿のような様々な表象が隠され，散りばめられて

いる。これらを集め，一般に広めなくてはならないのである。これが週刊

誌や月刊誌の人気をとくに芸術家たちのもとで高めるための方法である。

すぐれたアレゴリーを掲載することによって，そういう作用が生まれるこ

とだろう。もしも芸術の学識の宝が手に入るようになれば，画家が頌歌を

悲劇と同じように見事に描写する時代が到来することだろう。
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原注3）Ripa Iconol．P．II．p．166．

原注4）Spectator edit．1724．Vol．II．p．201．

私は自分でも幾つかの表象を制作してみよう。規則と多くの範例が最も

よく教えてくれるものだ。私は友情が至る所でひどい描かれ方をしている

のを見い出す。そして友情の象徴は評価を受けるに値しないのだ。それら

の友情はたいていは，文字が書かれたたなびく三角旗をともなっている。

それで，いかに深く概念が潜んでいるかを人は知るのである。

私だったら，この最も偉大な人間的美徳を英雄時代の2人の永遠の友人の

姿，すなわちテーセウスとピリトゥスで表現することだろう。いくつかの

彫玉原注1）では，前者の名前が添えられた肖像が見られる。また別の彫玉原

注2）には，ヴルカンの息子のペリフェテスから奪い取った棍棒を持った英雄

が，フィレモンによって描かれている。テーセウスは古代に通じた者なら

ば，識別できるのである。大きな危機に直面している友情の表象を描くた

めには，パウサニアスが記述している原注3）デルフォスの絵が役立つことだ

ろう。そこではテーセウスは自分の剣を一方の手に持ち，もう一方の手に

は友の脇腹から抜いた剣を持ってテスプロティア人たちに立ち向かう姿で

描き出されているのである。あるいはまた，プルタルコスが描いている彼

らの友情の始まり原注4）と確立は，同様にこの表象の題材になりうるかも知

れない。私はバルバリゴ家の出の世俗の，あるいは宗教界の偉大なる英雄

たちや男たちの象徴の中に，真の人間と永遠の友人を表現したものを一つ

も見い出せなかったことに驚いた。ニコラウス・バルベリゴはそうのよう

な人物であった。彼はマルコ・トリヴィサーノとともに，永遠の記念碑に

値するような友情を築き上げたのだ。

青銅よりも恒久なる記念碑。

Monumentum aere perennius．

彼らの思い出は，小さな稀覯本原注5）に収められている。

原注1）Canini Imag．des Heros．n．I．

原注2）Stosch．Pierr．grav．pl．51．

原注3）Pausan．L．X．p．870．71．
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原注4）Vit．Thes．p．29．

原注5）De monstrosa amicitia respectu perfectionis inter Nic．Barbar．＆

Marc．Trivisan．Venet．ap．Franc．Baba．1628．4．

名誉欲の表象を古代の1つの慣習が与えてくれるかもしれない。プルタル

コスは，名誉に犠牲を捧げるさいには人々は頭にかぶりものをしなかった

原注1）と記している。その他の犠牲の儀式原注2）は，サトゥルヌスの儀式を

別にすると，すべて頭にかぶりものをして行われた。この著述家原注3）はま

た，人々の間での通常の敬意の表明が，これらの犠牲の儀式原注4）のさいの

決まりごとのための機会を与えたと考えているが，それは反対かもしれな

い。この犠牲の儀式は，いつも頭にかぶりものをしないで儀式を執り行っ

たペラスゴイに由来するものなのかもしれない。名誉は月桂樹の冠をかぶ

り，過剰の角を一方の手に持ち，もう一方の手には槍を持つ女性の姿で表

現されている原注5）。兜をつけた男性の姿をした美徳に伴われて，名誉は皇

帝ウィテリウスの貨幣原注6）には描かれている。これらの美徳の顔は，コル

ドゥスとカレヌスの貨幣原注7）に見られる。

原注1）Vit．Marcelli．Ortelii Capita Deor．L．II．fig．41．

原注2）Thomasin．Donar．vett．c．5．

原注3）Plutarch．Quaest．Rom．p．266．F．

原注4）Vulp．Latium．T．I．L．I．c．27．p．406．

原注5）Agost．Dialog II．p．81．

原注6）Agost．l．c．

原注7）Ibid．＆　Beger．Obs．in Numism．p．56．

祈りの表象はホメロスから取ることができるだろう。アキレウスの教育

係のフェニックスは，自分に委ねられている英雄を宥めようと試みるさい

に，アレゴリーを用いてそれを行うのである。「アキレウスよ，お前は知っ

ていなければならない」彼は言う「祈りはユピテルの娘なのだということ

を原注8）。娘たちは膝まづいて絶えず祈ったために体が曲がり，不安げで顔

には皺が刻まれている。そして彼女の目は絶えず天に向けられている。彼

女たちは女神アテの従者であり，彼女のあとに従う。この女神は自らの道
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を大胆で誇らし気な表情で軽やかな足取りで歩み，人々を不安に陥れ，彼

らを苦しめながら全世界を闊歩するのである。女神アテが苦しめた人々を

癒すために彼女に絶えずつき従う祈りから，女神は逃れようとする。これ

らのユピテルの娘たちがユピテルに近づくときに彼女たちを敬う者は，多

くの恩恵をこの娘たちから受けるのである。しかしもしも人が彼女たちを

非難するならば，彼女たちは自分たちの父に，そうした人達をその厳格さ

のために罰するよう女神アテに命令を与えるように頼むのである。

原注8）II．ι，v．498．conf．Heraclides Pontic．de Allegoria Homeri．p．

457．58．

また，有名な古い寓話から新しい表象を作り出すこともできるだろう。

サルマキスと彼女が愛した少年は，女性的にする泉に姿を変えさせられた。

すなわち，

この泉に入る男は誰であれみな，泉から出るときは半男となり，

この水に浸かる者はたちまちのうちになよなよとして女のように

身体が柔らかになってしまいますように。

オウィディウス　『変身物語』

Quisquis in hos fontes vir venerit，exeat inde Semivir：

＆　tactis subito mollescat in undis．

Ovid．Metam．L．IV．

この泉はカリエンのハリカルナッソスの近くにあった。ヴィトルヴィウ

スは原注1），この物語が真実であることを見い出したと考えている。アルゴ

スとトレツェーネの幾人かの住人がそこへ行き，カリア人とレレガ人を追

い払ったのだ。彼らは山岳地帯に逃げのび，たびたび出没してはギリシア

人たちを不安にしはじめた。この泉に特別の特性を発見した住人たちの1人

がその泉のほとりに建物を建て，そこで泉を使いたかった人々は快適に過

ごすことができたのだ。野蛮人もギリシア人もここに集い，野蛮人は穏や

かなギリシアの風習に馴染み，彼らの粗暴な性格をすすんで放棄したので

ある。この寓話のイメージそれ自体は芸術家たちに知られている。ヴィト

ルヴィウスの物語は，ロシア人がピョートル大帝のもとでそうなっていっ
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たように，文明化し人間的になった一つの民族の姿を形成するための導き

を芸術家たちに与えることができるかもしれない。オルフェウスの寓話は

ちょうどこのイメージに役立つことだろう。1つの表象を他の表象よりも意

味深いものにするのは，表現次第である。

原注1）Architect．L．II．c．8．

もしも私がアレゴリー全般について語ったことが，絵画におけるアレゴ

リーの必要性を確信させるに十分ではないとしても，少なくとも例として

挙げた表象は，「絵画は感覚的ではない事物の領域にまで拡大するのである」

という私の命題の正当化に役立ってくれることだろう。

私が著書のなかで言及した，アレゴリー風の絵画に関する2つの最も偉大

なる作品，すなわちリュクサンブール宮殿の画廊とウィーンの王立図書館

の丸天井は，アレゴリーの巨匠たちがアレゴリーをいかに見事かつ詩的に

用いたかを示してくれている。

ルーベンスはハインリッヒIV世を，不埒な謀叛人と不敬罪を犯した者を

罰するさいでも，温情と慈悲をかいま見させる人間的な勝者として描こう

としているのである。ルーベンスは彼の主人公に，神々に悪徳を罰し消滅

させることを命ずるユピテルの人格を与えたのである。アポロンとミネル

ヴァはこれらの悪徳に狙いを定めて矢を放ち，怪物として描かれた悪徳は

重なり合って大地に倒れる。マルスは激怒してすべてを完膚なきまでに破

壊しつくそうとする。愛の表象で描かれたウェヌスはしかしやさしく彼の

腕を引き戻す。この女神はひじょうに表情豊かに描かれているために，彼

女がさながら戦の神マルスに，悪徳に対し恐ろしい復讐の暴力を振るわな

いでください，彼らは罰せられたのですから，と頼み込む声が聞こえるか

のようである。

ダニエル・グラーンの丸天井原注1）に描かれた作品全体は王立図書館に対

するアレゴリーであり，彼が描くすべての人物はさながら1つの幹から伸び

た枝のようである。これはレーダーの卵から始まるのではなく，ホメロス

のように特にアキレウスの怒りのみを歌っている絵に描かれた英雄詩であ

り，芸術家の絵筆はただ学問に対する皇帝の心配りだけを不朽のものとし
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ているのである。図書館の設立を芸術家はこのようにイメージしたのであ

る。

原注1）v．Repraesentatio Bibliothecae Caesareae，Viennae，1737, fol．obl．

皇帝は，高価な飾りを身につけた座る女性の姿で現れ，その情け深い心

の象徴として，その胸には鎖に掛けられた黄金の心臓が置かれている。指

揮棒でこの人物は建設の命令を下している。この人物の下方には，定規と

パレットと鉄を持ったゲーニウスが座り，別のゲーニウスが，この建物全

体の良き趣味を暗示する3柱のグラーツィアとともに，この人物の上方の空

中に浮かんでいる。中心人物のとなりには，一般的な寛大さが膨らんだ財

布を手に持って座り，その下方にはローマの進物のテーブルを持ったが，

そしてその背後にはヒバリの刺繍が施された原注1）マントを身につけた，オ

ーストリアの寛大さが座っている。過剰の角からあふれ出た財宝や報酬を

ゲーニウスたちが受け止め，それらを芸術と学問，とくに図書館のために

功績のあった人々に分け与えるのである。擬人化された，与えられた命令

の遵守は，命令を下す人物の方へ顔を向けており，3人の子供たちがこの建

物の模型を持っている。この人物の隣には，板の上で建物を測定している1

人の老人が立ち，彼の下方には，命令の遵守を表現するために，測鉛を持

ったゲーニウスが立っている。イシスの像を右手に持ち，自然と学問が発

明の源であることを示すために左手に本を持って，含蓄深い発明が座り，

その困難な解明は彼女の前に横たわるスフィンクスの像が表現している。

原注1）昔のオーストリアの辺境伯の軍勢の盾に描かれた鷲が，時代とともにヒバ

リに変わっていった※。無知から，その由来がローマ人の架空のヒバリ軍

団に求められたのである。Hergott．Monum．gentis Austr．T．I．Diss．II．

※　Fuggers Spieg．der Ehren B．II．c．I．p．152．Fuhrmann

Oester．Hist．Th．I．p．25．＆200．

私の著作の中でおこなった，ヴェルサイユのル・モワーヌの大きな天井

とこの作品との比較は，ただ近代のドイツとフランスの最大の作品の間で

のみ行われたものである。シャルル・ル・ブランによって描かれたこの宮

殿の大規模な画廊は，疑いもなくルーベンス以降に仕上げられた詩的絵画
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における最高のものである。フランスはこの画廊やリュクサンブール宮殿

の画廊に，世界で最も学問的なアレゴリー作品を持つことを自慢すること

ができる。

ル・ブランの画廊は，ピレネーからネイメーヘンの和平に至るまでのル

イXIV世の治世を，9つの大きな画面と18の小さな画面に描き出している。

国王がオランダとの戦争を決定する絵は，ほとんど神話全体を含蓄深く，

崇高に用いており，シャルル・シモノーによって版画にされている。この

作品の豊かさは，小さな著作では収まりきれないほどの記述を必要とする

ことだろう。この絵の下の方のいくつかの小さな構図から，この芸術家が

何を考え，表現することができたかを推し量ってみるがよい。彼は有名な

フランス人のライン渡河原注1）を描いた。主人公は雷霆を手にして戦車に座

り，英雄的な勇気の表象であるヘラクレスは，荒波のただなかを戦車を馳

せっている。スペインを表している人物は，流れに呑み込まれる。ライン

の神は狼狽し，櫂を取り落とす。ヴィクトリアが空を飛んでやって来て，

この渡河の後に征服される都市の名を暗示している盾をかざす。エウロー

ペーは驚きの表情で見つめている。

原注1）Lepicié Vies des prem．Peintres du Roi T．I．p．64．

別の描写は和平の締結に関するものである。オランダは，鷲がスカート

をつかんで押し止めているにもかかわらず，あたり一面に花をまき散らし

ている戯れと満足のゲーニウスに囲まれて天から降りてくる平和の方へ駆

け寄る。孔雀の羽の冠をかぶった虚栄心はスペインとドイツに，彼らと同

盟を結んだ国に従うことを思い止まらせようとするのであるが，彼らはフ

ランスとオランダのために武器が鍛造されている洞窟を目にし，彼らを脅

かすファマを耳にすると，彼らも同様に和平に向かうのである。これら2つ

の表象のうちの最初のものは，その崇高さの点で，ネプトゥーンの海上の

旅とその不死身の馬の跳躍のホメロスの有名な描写に比肩する。

このような数々のすぐれた範例を示したあとでも，ホメロスのアレゴリ

ーについても古代においてすでにそうであったように，やはり絵画におけ

るアレゴリーの敵対者にはこと欠かないのである。寓話を真理のとなりに
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置いたことが耐えられないほど繊細なる良心を持つ人々がいるのである。

いわゆる神聖な主題に描かれたたった1本の川の姿だけで，彼らを怒らせる

とができるのである。プーサンは，モーゼの遺棄のなかでナイル河を擬人

化したために原注1）非難されたのである。この点においてはル・ブランが冷

淡な判定者たちを見い出し，今なおそれは続いている。しかし，時間と状

況がたいていの場合，明晰さとその反対のものを作り出すのが常であるこ

とは誰でも知っている。フェイディアスが自作のウェヌスに最初に亀を付

け加えたときには，おそらくごくわずかの者しか芸術家の意図を解さず，

まさしくこの女神を最初に鎖につないだ人は，きわめて大胆なことをおこ

なったのだ。時とともに，これらの印はそれらが付け加えられた像と同様

に，有名になっていったのである。しかしアレゴリー全体には，プラトン

が文芸全般について語っているように原注2），いくらか謎めいたところがあ

り，万人向きというわけではないのである。もしも，1枚の絵を人間の雑踏

のように見る人々に対して，不明瞭な意味を芸術家が明らかにするべきで

あるならば，芸術家はすべての非凡な珍しい着想もまた抑制しなくてはな

らないことだろう原注3）。有名なフェデリーコ・バロッチの聖ヴィタリスの

殉教の図では，1人の若い少女がキツツキにサクランボを原注4）かざし，キ

ツツキがそれをついばもうとしている様子が描かれているが，これで作者

が何を意図しているのかは，必然的に大多数の者にとっては謎であった。

サクランボはここでは聖者が息絶えた季節を意味していた。

原注1）真にプーサンの筆になるまさにこの物語は，ドレスデンの王立絵画館にあ

る。画家がいかに巧みに川の姿を彼の構図に役立てたかがわかる。

原注2）Plato Alcibiad．II．p．457．l．30．

原注3）Baldinucci Notiz．de’Profess．del disegno p．118．

原注4）アルジャンヴィーユ・アブレジェは『画家の生涯』の中で，「進物」

（Ciliegia）という言葉を理解していなかったように思える。なぜなら彼は，

これは春の記号のはずだと考え，サクランボから夏鳥を作り出し，絵の主

題には触れないままで，少女だけを取り上げたからである。

公共の建物や宮殿などの大作が，みなアレゴリー絵画を必要とするのは
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もっともである。大きな作品には同一の割合があり，哀歌は世界の大いな

る出来事を歌うことには向いていない。しかしながらすべての寓話がアレ

ゴリーに向いているのだろうか。総督がヴェネチアでの地位と同じものを

別の土地で要求することができないのと同様に，寓話にはその権利がない

のである。もしも私の判断が正しければ，ファルネーゼの画廊はアレゴリ

ー作品には属さないのである。おそらく私は私の著書のこの箇所でアンニ

バル・カラッチに対して，もしも彼に選択権がなかったのなら彼を少し批

判しすぎたかもしれない。オルレアン公が，コワペルからアエネアスの物

語を彼の画廊に求めたことが知られている原注1）。

原注1）Lepicié Vies des prem．Peintr．P．II．p．17．18．

ドレスデン王立絵画館のルーベンスのネプトゥーヌス原注2）は，かつてス

ペインのフェルディナント王子のオランダ総督としての壮麗な入城のため

に，アントワープで制作されたものであった。そこでは凱旋門原注3）にアレ

ゴリー風の絵画が飾られた。ウェルギリウスにおいては風に静まるように

命ずる海神は，芸術家にとっては耐え抜いた嵐のあとの王子の順調な船旅

とジェノヴァへの上陸の表象であった。いまではしかしながら，ウェルギ

リウスのネプトゥーヌスを想像するほかには何もできないのである。

原注2）Recueil d’Estamp．de la Gall．de Dresde fol．48．

原注3）Pompa＆Introitus Ferdinandi Hisp．Inf．p．15．Antv．1641．fol．

ヴァザーリ原注4）は，アテネの学園の名で知られているヴァティカンのラ

ファエロの有名な絵の中に，哲学と星占いと，神学との比較のアレゴリー

を見い出すと主張するさいに，私が取り上げた絵をその本来の場所で判定

しているのである。というのも，そこには実際目に見えるもの，すなわち

学園の描写以上のものを探し出すことができないからである。原注5）

原注4）Vasari Vite de’Pittori etc．P．III．Vol．I．p．76．

原注5）Chambray Idée de la Peint．p．107．108．Bellori Descriz．delle

Imagini dipinte da Rafaello etc．

古代においてはこれに対して，神々を祀る神殿における神々の物語のそ

れぞれの描写は，また同時にアレゴリー画とみなすこたができた。なぜな
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ら神話全体はアレゴリーの織物だからである。ホメロスの神々は，世界の

諸々の力を自然に感じ取ったもの，すなわち高貴な心的態度の影であり肉

体であると，古代のある人が言っている。サモスのユーノーの神殿の天井

に描かれた愛の戯れは，まさしくそのようなものと見なされたのである。

ユピテルによって空気が，ユーノーによって大地が表現されたのである。原

注1）

原注1）Heraclid．Pontici Allegor．Homeri p．443．462．inter Th．Gale Opusc．

Mythol．

最後に私は，パラシオスの筆になるアテナイの人々の矛盾した性格の描

写について，私の考えを明らかにしておかねばならない。私は同時に，私

が著書のなかで犯した間違いを記しておきたい。著書の中では，この画家

の名を挙げるべきところに誤って，通常魂の画家と呼ばれているアリステ

ィデスが置かれている。公開状の中では，ここで問題にしている絵の内容

がひじょうに軽く扱われ，詳しく説明するために幾つかの別々の絵に分割

されている。しかし芸術家は，確かにそのように考えなかったはずだ。な

ぜなら，彫刻家のレオカレスさえも，アテナイの民衆の名を持つ神殿原注2）

が存在したように，彼らの彫像を作ったからである。そしてアテナイの民

衆が主題であった絵は，パラシオスの作品と同じように仕上げられていた

ように思われるのである。その絵の構図が実際のところどのようなもので

あったのかを知ることは，いまだに不可能である原注3）。また人々がそれを

アレゴリーで試みるとき，テソーロが描いているような恐ろしい姿原注4）が

出現したのだ。パラシオスの絵はつねに，古代人がアレゴリーにおいてわ

れわれ以上に博識であったことの証拠であり続けることだろう。

原注2）Iosephi Antiquit．L．XIV．c．8．p．699．edit．Haverc．

原注3）Dati Vite de’Pittori p．[1]73．

原注4）Thesaur．Idea argut．dict．Cap．III．p．84．

アレゴリー全般に関する私の説明は，同時に私が装飾におけるアレゴリ

ーに関して言いたいことも含んでいる。しかし公開状の著者は，この点に

対する特別の懸念を示したので，少なくともこの点に触れることだけはし
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ておきたい。

すべての装飾には2つの重要な法則がある。第1は，事物の性質にふさわ

しく真実をもって飾ること，そして第2は，恣意的なファンタジーにしたが

って飾らないことである。

すべての芸術家全般に課されている，ある物と別の物とがバランスを保

つようにまとめあげることを彼らに要求する第1の法則は，ここでもまた飾

られるものと装飾との正確な一致を欲するのである。

――獰猛なものが柔和なものと結びつくことのないように――

ホラティウス

――Non ut placidis coeant immitia――

HOR．

神聖でないものと神聖なものを，恐ろしいものと崇高なものを並べるべ

きではない。まさにこの理由から，パリのリュクサンブール宮殿の礼拝堂

にあるドリス式の柱のメトープの羊の頭部は批判されるのである原注1）。

原注1）Blondel Mais．de plaisance．T．II．p．26．

第2の法則はある種の自由を排除し，建築家や装飾家を画家自身よりもは

るかに狭い境界へと閉じ込める。画家は時には歴史画においては流行に従

わなければならない。そしてもしも彼が創造した人物とともにつねに自ら

をギリシアへと移し変えようと願うならば，それはきわめて愚かなことで

ある。しかし，長く建ちつづけるはずの建物や公共の施設は，服装よりも

長い周期を持つ装飾を必要とする。つまり，これまで何世紀にもわたって

名声を保ち続け，また以後も保ち続けるであろうような，あるいは規則に

従うか，古代の趣味に従って制作された装飾を必要とするのである。そう

でない場合には，装飾が取り付けられた作品が完成する前に，それは古び

て流行遅れになってしまうのである。

第1の法則は芸術家をアレゴリーへと導き，第2の法則は古代の模倣へと

導く。そしてこのことは特に小さな装飾について言えることなのである。

小さな装飾と私が呼ぶのは，全体としてのまとまりを持たず，より大きな

装飾に補足されたものである。貝は古代人においては，ウェヌスと海神の
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もとにおけるような，物語にふさわしい場所，あるいはネプトゥーヌスの

神殿のように，それにふさわしい場所以外にはどこにも取り付けられるこ

とはなかったのである。また古代のランプは貝で飾られ，この神ネプトゥ

ーヌスの神殿で使用されたと考えられている原注1）。これらの貝はすなわち，

アムステルダムの市庁舎の懸花装飾原注2）に見られるように，多くの場所に

おいて美しいばかりでなく，重要な意味をになうこともあったのである。

原注1）Passerii Lucernae fict．tab．51．

原注2）Quellinus Maison de la Ville d’Amst．1655．fol．

羊や雄牛の頭部は，おそらく公開状の著者も信じているように，ほとん

ど貝殻装飾の正当化になってはおらず，むしろその濫用を明らかにしてい

る。これらの皮を剥いだ頭部は古代人の生贄と関係があっただけでなく，

それはまた稲妻に打ち勝つ力をそなえていたとも考えられている原注3）。そ

してヌーマはこの点についてユピテルから特別の命令を受けたと主張して

いる原注4）。コリント式の柱の柱頭を，長い時間を通じて真実と趣味を獲得

したばかげた装飾の例である貝殻装飾と組み合わせることは，ほとんど困

難である。この柱頭の起源は，ヴィトルヴィウスの述べるところよりもは

るかに自然で理にかなったものであったように思える。しかし，この考察

は建築書で扱うべきだろう。コリント式オーダーは，ペリクレスがミネル

ヴァの神殿を建てたときにはおそらくさほど一般的ではなかったと信じて

いるポコーケは，ヴィトルヴィウスが教えているように原注5），この女神の

神殿にはドリス式の柱が用いられているという事実を思い出すべきだろう。

原注3）Arnob．adv．gentes L．V．p．157．edit．Lugd．1651．4．

原注4）またアテナイの金貨の裏側に描かれた，右側には棍棒を持つヘラクレスの

頭部がある同様の雄牛の頭部も同一人物の作品であると解釈されている。※

この頭部もまた，強さあるいは勤勉あるいは忍耐の象徴であると推測され

ている。※※

※　Haym Tesoro Brit．T．I．p．182．83．

※※　Hypnerotomachia Polyphili，fol．27．Venet．ap．Ald．15．fol．

原注5）Vitruv．L．I．c．2．
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これらの装飾は，建築全般と同様に扱わなければならない。建築は，柱

のオーダーの主要部分の区分がわずかの部分からなり，それらの部分が大

胆かつ力強い盛り上がりと弓形カーブを獲得するとき，偉大なる手法を獲

得するのである。この点については，アグリジェントのユピテル神殿の縦

溝が彫られた柱を考えてみるがよい。その柱につけられた溝彫にはゆうに1

人の人間が立つことができたのである。原注1）これらの装飾はしかしながら

それ自体わずかであるべきではなく，これらもまた少数の部分から成って

いるべきであり，それらの部分は大きく自由に弓形に反っているべきなの

である。

第一の法則は（再びアレゴリーに戻ると），非常に多くの下位の規則へと細

分化することができる。しかしながら事物の本質の観察が，つねに芸術家

たちの一般的な着眼点である。そして例に関しては，ここでは反駁という

方法を取る方が，規則の遵守よりも教えられるところが多いように思える。

原注1）Diodor．Sic．L．XIII．p．375．al 507．

海豚に乗るアリオンは，最近書かれた建築書原注2）の扉飾りのために意図

的に用いられているわけではないにしろ，通常の解釈に従えば，フランス

のドーファンのような人物の手になる広間や部屋にのみふさわしいことで

あろう。この表象が博愛あるいは援助と保護を見いだすことができないす

べての場所では，これは重要ではないことだろう。ターレント市ではこれ

に対して，まさにこの表象が，竪琴なしではあるがすべての公共の建物に

おいて自らの場所を飾っている。なぜなら，ネプトゥーヌスの息子のタラ

スを自分たちの都市の建設者とみなした古代のターレントの住人たちは，

タラスを海豚に乗る姿で彼らの貨幣に刻んだからである。

原注2）Blondel Maisons de Plais．

全国民がその建設に関わった建物，すなわちマールボロ公原注3）のブレン

ハイム宮殿の装飾において，人々は真理に背いたのである。そこでは2つの

正面入口の上に，小さな鶏を引き裂く巨大なライオンの石像が置かれてい

る。この着想は，非常に平凡な言葉遊び以外のなにものでもない。

原注3）v．Spectator．N．59．
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レエナという名のアリストギトンの愛人の墓に置かれた雌ライオンのよ

うに，古代にもこれに似通った考え方が見られる例が1つ，あるいは2，3あ

ることは否定できない。この墓は，暴君に対する共謀者たちの告白を彼女

に強要するための暴君の拷問において示された，彼女の毅然とした態度の

ゆえに，この人物のためにその報酬として建てられたものであった。この

墓が，近代の装飾における言葉遊びの正当化に役立つことができるかどう

か，私にはわからない。アテネの自由の殉教者の愛人は，悪名高い行状の

人物であり，その名を公共の記念碑に刻むことを人々は躊躇した。ある神

殿に置かれたトカゲやカエル原注1）の場合も事情は同様だった。これらによ

って，サウルスとバトラクスという2人の建築家原注2）が，あからさまに暗

示することを許されていなかった自らの名前を永遠に残そうとしたのであ

る。先に述べた雌ライオンには舌がなく，この考えがアレゴリーに真実味

を与えた。有名なライス原注3）の墓の上に置かれた雌ライオンはおそらく，

あのライオンを模倣したものであり，ここでは彼らの習慣を描いた絵とし

て原注4），前足で雄羊を押さえつけている。通常は勇敢な人々の墓の上に一

般にライオンが置かれた。

原注1）Pausan．L．I．c．43．l．22．

原注2）Plin．Hist．Nat．L．36．c．5．

原注3）Pausan．L．II．c．2．p．115．l．11．

原注4）Pausan．L．IX．c．40．p．795．l．11．

確かに，古代人のすべての装飾と絵画が花瓶や家具においてもアレゴリ

ー風であるべきだと要求することはできない。それらの物の多くの説明は

非常に困難なものとなるか，あるいはたんなる推測に基づくものとなるこ

とであろう。例えば雄牛の頭の形をした陶製のランプ原注5）が，ちょうど炎

が永遠であるように，有益な作品を永遠に記憶にとどめることを意味して

いると，あえて主張する気はない原注6）。私はまたここに，プルートとプロ

セルピナの犠牲のイメージを探すつもりもない。ユピテルが誘拐し，自分

の寵児に選んだトロイヤの王子の表象は，トロイヤ人のマントにおいては

大きな称賛すべき意味を持っていた。そしてこれは，公開状の中で見い出
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すことができなかったと人々が主張している真のアレゴリーである。葡萄

をついばむ鳥の意味は，骨壺にもまた大きな大理石の花瓶原注1）の上にアテ

ナイ人のサルピオンによって描かれたメルクリウスがレウコテアのもとへ

乳を飲ませるために連れてくる幼いバッコスにもふさわしいものである。

鳥たちは，死者がこの世での思い思いの活動の後に至福の園で味わうはず

の喜びの享受を表現することができる。鳥は魂の表象であったことが知ら

れている原注2）。人々はまた，この芸術家の杯原注3）に描かれたスフィンクス

をもとに，この杯が捧げられているバッコスの祖国であるテーバイのオイ

ディプスの事件に対する芸術家の意図を見い出そうと努めている。メント

ールの飲用容器に描かれたトカゲはしかし，おそらくはサウロスという名

であったこの容器の所有者を示すことができる。

原注5）Aldrovand．de quadrup．bisulc．p．141．

原注6）Bellori Lucern．sepulcr．P．I．fig．17．

原注1）Spon Miscell．Sect．II．Art．I．p．25．

原注2）Beger Thes．Palat．p．100．

原注3）v．Buonarroti Osserv．sopra alcuni Medagl．Proem．p．XXVI．Roma．

1698．4．

私は，古代人は建物をアレゴリー風に建てることさえしたことを考慮す

るなら，古代の大部分の絵のうちにアレゴリーを探す理由があると思う。7

学芸原注4）に捧げられたオリュンピアの柱廊がそのような作品であった。そ

こでは読み上げられた詩が，反響によって7回繰り返されたのである。アウ

レリアヌス帝の貨幣に描かれた，柱のかわりにヘルメス神の柱像の上に置

かれた原注5）メルクリウスの神殿は，多少なりともここに属することだろう。

正面の破風には1匹の犬と鶏と舌が描かれている。これらが意味する人物は

よく知られている。

原注4）Plutarch．de garrulit．p．502．

原注5）Tristan Comment．hist．des Emp．T．I．p．632．

マルケルスが着手した美徳と名誉の神殿建設はいっそう高尚なものであ

った。彼はシチリアで得た戦利品をこれにあてることに決めたとき，彼の
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計画はあらかじめその賛同を取り付けていた祭司長たちによって，1つの神

殿に2つの神を祀ることはできないという口実で拒絶された。そのためマル

ケルスは，名誉の神殿に入るには美徳の神殿を通り抜けなくてはならない

ように，2つの神殿原注1）を隣接して建てさせ，これによってただ美徳の実

践を通じてのみ，真の名誉に到達することができるのだということを教え

たのである。この神殿は，ポルタ・カペナの前にあった原注2）。ここで私は

同様の考え方が思い浮かぶ。古代人原注3）は醜悪なサテュロスの彫像の中を

空洞にしておくのが常だった。それを開くとグラツィアの小さな像が姿を

現した。これによって，外見で判断するべきではなく外形に欠けているも

のは知性によって補われるのだということを教えようとしているのではな

いだろうか。

原注1）Plutarch．Marcel．p．277．

原注2）Vulpii Latium T．II．L．2．c．20．p．175．

原注3）Banier Mythol．T．II．L．I．ch．11．p．181．

私の著作に反対する，ほんとうは回答しようと思っていたいくつかの問

題点を触れないままにしてしまったのではないかと心配だ。ここで，青い

目から黒い目を作り出すギリシア人の技術のことが頭に浮かぶ。ディオス

コリデス原注4）はそのことを書き記している唯一の著述家である。この技術

に関しては，最近も1つの試みがなされた。シュレジアのとある伯爵夫人は

当代の有名な美人であった。彼女は完璧だと思われていた。ただ，幾人か

が彼女が青い目のかわりに黒い目をしていたならば，と望んだのだ。彼女

は彼女の崇拝者たちの望みを聞くと，持って生まれた青い色を変えるため

にあらゆる手をつくした。そして彼女は成功したのだ。彼女は黒い目を手

に入れた。しかし，盲目になってしまった。

私は自分自身に対しても，そしておそらくはたぶんまた公開状に対して

も十分に答え切っていないかもしれない。しかしながら芸術は無尽蔵であ

り，すべてを書きつくそうなどと望んではならないのだ。私は私に与えら

れた時間の中でゆったりと取り組もうと試みた。そして，魂を描写し，知

性のために描いたアリスティデスの真の後継者である私の友人のフリード
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リヒ・エーザー氏との話し合いが，そのための機会の一部を与えてくれた

のだ。このすぐれた芸術家であり友人でもある人物の名で，私の著作の最

後を飾りたい。

原注4）Dioscor．de re medica．L．V．c．179．

了
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