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はじめに

　ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマン（1717～1768）は、1755年に出版

された最初の著述『絵画と彫刻におけるギリシャ作品の模倣についての考

察』（以下では『ギリシャ作品模倣論』と略称する）の中で、「高貴な単純

さと静かな偉大さ」という有名な言葉で古代ギリシャの彫刻の特徴をとら

え、豪華絢爛なバロック的世界や優雅で華麗なロココ的世界とはまったく

異質の簡素で静謐な古代的世界を同時代の人々に示し、その影響は美的領

域のみにとどまらず、倫理的な面にまで及んでいった。またその影響はド

イツのみにとどまらず、国境を越えて近隣諸国にも及んでいき、美術の分

野ではロココ芸術が流行した後に、いわゆる新古典主義芸術として結実し

ていく。

　ところで、ヴィンケルマンには古代芸術との出会いに先立って、古代芸

術を祖と仰いだイタリアルネサンスの絵画との本格的な出会いがあったこ

とはさほど知られていない。ヴィンケルマンは 1748年にドレスデンにほ

ど近いネートニッツ（Nöthnitz）のビューナウ伯爵家に司書の職を得て、

ネートニッツに移り住む。ビューナウ伯爵は著述家としても知られてお

り、その蔵書は当時としてはドイツ有数のものであった。この豊かな蔵書

はヴィンケルマンの古代研究に大いに寄与した。また、当時ドレスデンは

アウグストⅢ世のもとで、ザクセン侯国の都として繁栄をきわめていた。

ザクセン侯国を大国へと導いた中心人物であるアウグスト強王とその息子

のアウグストⅢ世は美術品のコレクターとしても知られ、今日ドレスデン

に残る名品の数々は主にこの二代の王によって収集されたものであった。
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特に、1745年に北イタリアのモーデナのフランチェスコ公爵から買い取

った 100点の絵画作品は重要なコレクションで、その中にはコレッジョや

ティツィアーノ、グィード・レーニやカラッチ兄弟などの、イタリアルネ

サンスから初期バロックにかけての傑作の数々が含まれていた。ヴィンケ

ルマンがドレスデンの絵画館に足しげく通うようになるのは、これらのい

わゆるアルテ・マイスターのコレクションがほぼ完成した時期のことだっ

た。こうして、ヴィンケルマンの、美術との本格的な取り組みが始まった。

　ヴィンケルマンはこの絵画館での経験をもとに、当時の雇用主のビュー

ナウ伯の当時 10歳の息子に読ませたいという教育的配慮から、数々の作

品についての記述を試みている。その記述は今日、断片の形でしか残され

ていないが、そこでは 68点の作品について言及されている。その記述は

ひとことで言って網羅的なもので、各作品の特徴の簡潔な記述が中心とな

っており、ここではまだルネサンス芸術や古代芸術を称揚しようというよ

うな意図は認められず、後の『ギリシャ作品模倣論』のような論考とはか

なり趣を異にしている。しかし、たとえば「輪郭」や「素描」（デッサン）

に色彩に対する優位を認めている点や、パルミジャニーノが描いた聖母の

手の指が長すぎる、といった指摘などから、後の古典主義者としてのヴィ

ンケルマンの姿を垣間見ることができる。

　また、この絵画館での経験がやがてヴィンケルマンが古代芸術の世界に

踏み込んでいくための契機になったのではないかと思われるだけに、興味

をそそられる。そのような興味から、以下でヴィンケルマンの『ドレスデ

ン絵画館の秀作についての記述』の訳出を試みてみたい。この著述の中で

はイタリアルネサンスと初期バロックの作品が中心に扱われているが、す

でに述べたようにこの著述は断片だと思われることから、ヴィンケルマン

が言及した作品のすべてを知ることはできない。また、今日ドレスデン絵

画館の所蔵品としてよく知られているラファエロの『シクストゥスの聖母

子』については何も言及されていないが、この作品がドレスデン絵画館の

所有となったのは 1754年のことであり、この著述が執筆されたと想像さ
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れる 1752年の時点では、ヴィンケルマンはこの作品を目にすることはで

きなかった。この作品については、『ギリシャ作品模倣論』の中で絶大な

賛辞が捧げられている。

　また訳出にあたっては、原典として Johann Joachim Winckelmann: 

Kleine Schriften・Vorreden・Entwürfe, herausgegeben von Walther Rehm, 

Berlin 1968を用いた。

　縦が大人の背丈 3人分のこのコレッジョの最大の作品も同様に、数人の

聖人と豊かな法衣をまとった司教をともなって座る聖母の像で、一人の福

音史家と聖フランチェスコを従え、それぞれの横には一人の修道女が立っ

ているもう一枚の聖母の像とほとんど同じ大きさで、ともにカンヴァスに

描かれている。これらの作品は、アンドレア・マンテーニャの技法と似通

った初期の技法で描かれている。しかしながら、これら 2点の作品のうち

の最初の作品の技法を聖ゲオルギウスを描いた作品の技法と比べているリ

チャードソンは、そのことに気づいていなかったのだ。

　コレッジョの初期の技法からその完璧な技法へと到る跳躍を目にすると

き、満足と同時に驚きを覚える。

　これらの大作の他にも、コレッジョの手になるものとしてはメディチ家

の人物の肖像画が一点あるが、それは彼の最上の技法で描かれているわけ

ではない。この作品もまたモーデナからもたらされたものである。

　ティツィアーノの作品のうち最も注目に値するのは一人の女性を描いた

もので、肖像画ではなく当時流行していた小旗を手にした女性の像であ

る。1）彼女は画家ヴィオランタの恋人だと言われている。この作品が展示

されている場所が少し高すぎるのが残念だ。女性は白いサテンを身にまと

っている。

原注 1）　『画家略伝集　第 1巻』
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　『三美神』は彼の第一の作風で描かれている。というのも、ティツィア

ーノは自らの作風を一度ならず変えているからだ。この作品は固い輪郭を

もっている。輪郭とは、人物をかたどる一番外側の線のことである。一番

外側の線が徐々に薄れていくのではなく、まるで断ち切られたかのようだ

と、それは固い輪郭と呼ばれる。『エマオの弟子たち』はいっそう美しく、

貢の銭を差し出すモネータの様式のキリストはとても有名な作品で、これ

もモーデナからもたらされたものである。この作品にはオリジナルそっく

りの模写が一点存在する。

　さらに、横たわる裸のウェヌスがこの巨匠の作品だとみなされている。

しかしながらこのウェヌスには特に美しさは認められず、彼の流派の作品

に過ぎないのかもしれない。

　ティツィアーノの師のジョヴァンニ・ベッリーニの作品の中では、16

世紀初めに描かれた『救世主』が、その古代風な所とすぐれた表現力とず

っと保ち続けてきた画面の美しさの点で高く評価される。人物は等身大で

描かれている。外套は、当時はヴェネツィア人のオリエントとの貿易のた

めに、さほど高価ではなかったと思われるきわめて美しいウルトラマリン

で描かれている。

　この絵の具がラピスラズリと呼ばれる貴石からできていることはよく知

られている。ヴェネツィアでは今日でも、イタリアで産出する安価なラピ

スラズリからこの絵の具を製造している。最上のラピスラズリはタタール

地方のもので、この高価な石を掘り出し、よく洗浄した後に残った水でさ

え、それで人物をひと刷毛塗れば格別の効果を上げ、たとえば会戦の場面

を描くさいにウルトラマリンをさっと塗るだけで、背景から浮き上がって

くるのである。

　ベッリーニが油絵で描いた最初のヴェネツィア派の画家である。

　ティツィアーノの弟子のティントレットの作品としては、ゆったりした

動作で客と商人を神殿から追い払うキリストの絵があり、これもモーデナ

からもたらされたものである。
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　バッサーノの神殿からの追放の絵もあるが、この作品は縦 2フィート 2

インチ、横 2フィート 3インチである。この画家は緑を多用しすぎる。そ

れが彼の作品の特徴となっている。この作品を幼
おさなご
子の誕生の絵や、エジプ

トを脱出するイスラエルの子供たちの列の絵と比べてみるとよい。そこに

はまさしく色彩が見い出されることだろう。

　ティントレットの精神と、彼のしばしば逸脱していくポーズはしかしな

がら、彼の大天使ミカエルに見られるように、小さな作品よりもむしろ大

作の中に示されている。彼の筆になる作品はほとんどすべての絵画館で目

にすることができる。なぜなら、彼は作品を大量に素早く描いたからである。

　しかしながら、ティツィアーノの同時代人でジョヴァンニ・ベッリーニ

の弟子のジョルジョーネの作品は、その短い生涯ゆえにさほど多くはな

い。ここにはいくつかの美しい肖像画と、特に、貢の銭を持つ美しいキリ

ストの絵がある。

　ジョルジョーネは、奥行きのある陰影を用いた大胆な技法で描いた最初

の画家とみなすことができる。その道は平坦なものではなかったが、彼は

成功を収めた。彼の先駆者たちの絵画においてはたいていすべては明る

く、グラデーションも逸脱もない。この力強く暗く描く技法を用いた彼の

後継者たちは、カラヴァッジョやリべーラや、その他の幾人かの画家たち

のように、さらに先へ進んだ。

　訓練されていない感覚の持ち主だとこういう種類の作品を前にすると、

ほぼ、中国人が西洋の絵画全般に対して下したような評価を下す。これら

の作品は、黒い汚れのために、彼らには気に入らないのである。彼らは陰

影をそう呼ぶのである。人を拒むような暗い陰鬱なところはほとんどな

く、いつもは美しくて明るく輝いている自然に暴力が加えられたと彼らは

思うのだ。ルーベンスの絵画においては事情が逆である。そこには光が満

ちあふれている。しかし、こうした様々の技法は、生まれ持った様々の感

覚や心情にもとづくのである。それゆえに、すでに古代ギリシャや古代ロ

ーマの画家たちの中にも、暗い描き方を取り入れた者も、明るい描き方を
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取り入れた者もいたのである。

　自分では素描を描かない芸術愛好家たちにとっては、そのような作品の

第一印象だけが決定的になってはならない。最初の一瞥でルイ 14世の心

をとらえることができなかったバイエルン出身の王女ヴィクトリアが皇太

子ドーファンの花嫁として到着したさいに、最初の一瞥を乗り越えること

ができたなら、王は彼女に満足することでしょう、とルイ 14世にある人

が言った。

　また、芸術家たちが素人たちもともに評価を下すという恐怖から、大衆

の趣味に迎合していくことにしばしば気付くことだろう。なぜなら、たい

ていの人にとっては暗い描き方の方が優れていると思えるからである。

人々はグィードの作品を見て、芸術家たちに賛意を表明するのである。そ

れらの作品には、初期の力強いカラヴァッジョ風の作品も含まれているの

であるが、この様式は少なくとも力強さと表現力と崇高さの点で、彼の後

期の明るいぼかし技法によって凌駕されるのである。

　カラヴァッジョの作品としては、モーデナからもたらされた等身大の兵

士の絵があり、陰影によって兵士がくっきりと把握できるように描き出さ

れている。しかしさらに完璧なのは、囚われ人となったペテロとカード遊

びをしている仲間たちの絵である。誰かとカード遊びをしているいかさま

師の絵はもっと低いところに掛かっていて、彼の技法をじっくりと鑑賞す

ることができる。

　リべーラの作品としては、特に、祈りを捧げる隠者と聖ステファヌスの

等身大の絵のことに触れておこう。後者はとても暗い描き方で描かれてい

る。隠者の絵は、ルーベンスの『隠者』あるいは『聖ヒエロニムス』─こ

の作品はこの名で知られているのだが─の絵と比べることができる。

　グィード・レーニの作品としては、見逃すことができないものがある。

その技法は力強い初期のものであり、一点は、等身大のいわゆるキリスト

と 4人の福音史家を描いたものであり、もう一点は聖ヒエロニムスを描い

た同じ大きさの作品である。この作品は優れた作品であるにもかかわら
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ず、あまりにも高いところに掛けられている。最初の絵には後方に一人の

枢機卿が立っていて、彼にはカルロ・ボッロメーオ枢機卿と多くの類似点

がある。これは大きな間違いであるが、その他のすべての完璧さを考慮に

入れるなら、

Sunt delicta tamen quibus ignovisse velimus.

されど我々が赦さんと欲する如き過失あり

である。

　さらに、4人の福音史家を描いた正方形の作品が彼の手になるものであ

り、それらは間近で鑑賞することができる。

　ゴリアテの首を持つダヴィデは中期の技法で描かれた彼の大作であり、

縦が大人 2人分の背丈ほどある。それを模写したものはオリジナルそっく

りなので、間近で見てもまったく区別がつかないほどである。この模写も

彼の手になるとされている。

　登場する人物たちの卓越した情熱の表現と人物の崇高さが画面全体で、

魅力と繊細さとともに若者たちの表情の中で一つにまとめ上げられてい

る。この繊細さはコレッジョのそれとはまったく異質のものである。グィ

ードの描く女性たちの顔にはどこか思い悩んだような、品のよさがある。

それに対してコレッジョの描く人物たちは皆満面に笑みを浮かべ、軽やか

に戯れている。

　わたしはこのグィードの理解の仕方を一般的なものだと主張するつもり

はない。わたしはまた、すでにだれかがこの見解を述べたとは思わない。

私は当絵画館所蔵の、それも彼の初期の技法による多数の大作から判断し

ているのである。それは聖人たちの像である。

　彼の後期の技法は、モーデナからもたらされた縦が 2フィート 2インチ

で横が 1フィート 10インチの美しい小さなバッカスの像に認めることが

できる。これのさらに堕落した技法をアハスヴェールとエステルの大作に
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認めることができる。この作品には、輸送費と運搬人のボローニャ出身の

若いクレスピへの謝礼を別にして、3,000ドゥカートが支払われた。彼は

この作品を運搬の途中ですっかり台無しにしてしまった。有名なソリメー

ナ 2）の評価によれば、グィードは衣服の描き方では巨匠であったはずな

のに、衣装は雑に描かれている。

　アハスヴェールはイエスを思わせる顔付きをしている。エステルの顔色

も、グィードの晩年の技法で描かれた大部分の作品がそうであるように、

少し青白すぎる。等身大の多くの人物が描かれたいわゆる『新約聖書と旧

約聖書』の中で、グィードの最上の技法に従ったのは、先年死去したボロ

ーニャ出身のアントーニオ・ブリーニである。

　絵画館の秀作の中でも、ルイージとアンニーバレ・カラッチの作品が一

級品である。

　アンニーバレは 3人兄弟の末っ子で、最も力強い作品を描いた。傍らに

一人の福音史家を伴った聖母と福音史家の作品は、彼の偉大さを示してい

る。この作品は縦が大人の背丈の 2倍半以上ある。福音史家はほとんど実

際の２倍の背丈があり、素描は完璧な仕上がりを見せている。

　彼はこの作品を 1588年に 28歳で描いた。そのことは、聖母が腰かけて

いる台に印されている。しかしながら、彼はそこでまたしても年代の矛盾

をおかしている。ここでは聖フランチェスコが福音史家の眼前に出現し、

幼
おさなご
子の足に口づけしているのである。彼の二人の兄弟はこのような過ちを

おかさなかった。二人の方が学があったのだ。

　スカルセリーノ・ダ・フェッラーラは、細くとがった顔と大きな鼻でそ

れとわかるカルロ・ボッロメーオ枢機卿が描かれた聖家族の絵で、枢機卿

が幼
おさなご
子の前で膝まづくというさらに重大な過ちをおかした。この作品もモ

ーデナからもたらされたものである。

　アンニーバレの 2番目の大作は喜捨をする聖ロッホスを描いたものであ

原注 2）　ドミニチ　ナポリ派の画家たちの生涯
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り、この作品はイタリアでは“Opera dell＇Elemosina”の名で知られていた。

　さらに、彼の作品としては『瀕死のキリスト』という縦長の小品があり、

この作品は等身大で、完璧な美しさを備えた作品である。『雲につつまれ

たアポロ』は等身大で、きわめて軽快に描かれていて、前に触れた作品と

同様に美しく彩色され、彼の大作よりも優れている。アポロを囲む雲の中

から小さな 7つの精霊の顔が出現するが、それらには優美さはほとんど見

られない。この作品は縦 8フィート、横 4フィートである。

　すべての使徒を伴った聖母の被昇天はルイージ・カラッチの手になるも

ので、全体としては等身大で、前景は実際よりも大きく描かれている。聖

母の顔は威厳に満ち、同時に優しさも備えている。聖母を取り囲む天使た

ちとともに、聖母は今にもそこから天に昇ろうとしているように見える。

　カラッチ三兄弟の作品はすべてモーデナからもたらされたものであり、

私はそれらの作品をすべて額縁なしで見た。

　彼らの芸術に栄光をもたらしているこの三兄弟は、素描に最大の強みが

あり、そこまで高いレベルの作品はめったに目にすることができない。し

かしながら、美しい自然と光と影に彼らは完璧に通じていたわけではない。

　私が様々の芸術家の光と影に関する知識不足のことを考えるとき、私が

それで意図しているのは、彼らが光と影を自然が投げかける方向に投げか

けることを知らず、自然に従った場合、明るく描かなければならない個所

を明るく描かなかった、ということではない。そうではなくて、コレッジ

ョ、グィードや、ルーベンス、ヴァン・ダイク、レンブラントなどのほと

んどすべての優れたオランダ派の画家たちの作品においては出会うことが

できるのに、カラッチ兄弟の作品には見い出すことができないものがあ

る、ということなのである。

　それはただ目にすることができるだけで、いわく言い難いものである。

　神のようなニュートンは光と影について規則と線によって定義し、その

内容を明確に理解し、それについて講演したり論述をすることもできるの

は、生後 1年で盲目となったケンブリッジの著名な数学の教授のソーンダ
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ーソンだが、これはその光と影のことではない。もしも画家たちの明暗表

現を精確に計算し、測定することができたなら、この芸術の奥義をきわめ

たカラッチ 3兄弟はすべての画家を凌駕したことだろう。

　さらに、彼らの描き方は暗く、それを人々はすでに当時から排除すべき

だと感じていた。3）長い時間の経過のために彼らの作品はいっそう暗くな

り、そのことは特に喜捨をする聖ロッホスの絵について言える。

　この暗さは、カラヴァッジョのような力強さや大胆さとははっきりと区

別しなければならない。

　アンニーバレの描く人物の顔には感じのよさと優しさが欠けていて、多

くの場合、荒々しさに満ちている。また彼の描く女性たちの目は概して大

きく、激情的である。彼の描く美女たちは全く人の心を動かさない。これ

は非社交的で頑固な彼の性格から生じてくるものである。我々の概念は

我々の気質に従って形作られるのである。それにもかかわらず、これとは

反対の作品もある。彼は憂鬱症だった。それなのに、彼が描いたものはど

れもみな陽気だった。

　喜捨の絵では、聖人は主役としてもっと崇高さを持つべきだろう。

　パオロ・ヴェロネーゼの作品としては、多くの素晴らしい大作がある。

東方の賢者の礼拝、神殿での聖母のお清め、神殿でのキリストの割礼、キ

リストの磔刑図、復活、モーゼの発見、画家の家族を描いた大作、カナの

婚礼も忘れるわけにはいかない。これは彼の得意の題材だったと見えて、

ほとんどすべての絵画館の目録に彼の婚礼の絵を見い出すことができる。

　賢者の礼拝において彼は通念に従った。賢者たちは牛と驢馬もいる馬小

屋の中で父と母にともなわれたキリストを見い出すのだ。これは、『預言

者』の 2つの個所 4）の誤った説明に従ったためである。賢者たちが馬小

屋を訪れたはずだというのは、ありそうには思えない。なぜなら、法に従

原注 3）　マルヴァシア　『ボローニャ派画家伝』

原注 4）　イザヤ Ⅰ . 3 　ハバクク　Ⅲ . 8
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えば、救世主の誕生から聖母のお清めまで 30日が経過していなければな

らないからである。この時間を彼女がよく知らない場所で過ごしたとは考

えられないだろう。ギリシャ語の qk’ \ḱaは本来、住居も意味し、{á［xoh］

は飼い葉桶以外の意味も持つのである。

　構図は優れている。衣服はゆったりと豊かに流れており、聖母の顔も美

しい。アルブレヒト・デューラーの豪華な賢者の礼拝の大作と比較するこ

とによって、この作品の長所をいっそう深く理解することができるだろ

う。この作品についてはこれから述べるつもりだ。

　デューラーは牛も驢馬もそこには必要だとは考えなかった。彼は馬小屋

の代わりに豪華な玄関さえも作った。

　近代の画家のジュゼッペ・キアーリは、これらの動物を彼の賢者の礼拝

の大作の中で同様に省略した。

　ヴェロネーゼは、裸体の素描の弱点をたいていの場合回避している。し

かしながら、芸術に深く通じていなくても、彼の復活の絵の中に救世主の

稚拙に描かれた足と、特に墓のそばに立つ番兵の一人の片方の足にその弱

点を認めることができる。その足の指は、激しい拷問によって生じたかも

知れないと思える以上に、下方に大きくゆがんでいる。

　衣装については彼はいつもよく誤ちをおかすが、同時代に流行した衣装

以外は、モーゼの発見あるいは、エジプトの王女が幼いモーゼをナイル川

から救いあげさせる様子を描いた絵にいたるまでさほど間違いをおかして

いない。彼はスイス人傭兵に鉾
ほこ
槍
やり
を持たせて作品に登場させる考えが気に

入っていた。他の絵よりも小さいこの作品には、復活を描いた作品と並ん

で、他の作品には見られないいくつかの長所がある。それは、この作品の

構図が整然としており、色彩も美しく明るく保たれている点である。

　王女は完璧で崇高な美貌の持ち主である。これほどの美貌の持ち主は、

識者の証言によれば彼の作品においてはかなりまれなほどである。

　ヴェロネーゼは自分の素描には何が不足しているかに気づき、パルミジ

ャニーノの作品を手本にその改善に努めた。
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　色彩と素描の巨匠にして、特に顔をやわらかく感動的に美しく描くこの

偉大なる巨匠の手になる作品としては、まず聖ステファヌスと光輪に包ま

れた洗礼者聖ヨハネがある。

　コレッジョの手になるわずかの作品を別にすれば、この作品に匹敵する

宗教的な作品はほとんど存在しないことだろう。構図はとても単純だが、

色彩の精神や衣装やこの芸術家独自の美女をたよりに、容易に他の巨匠た

ちから彼を区別することができる。5）それらが彼の作品を貴重なものにし

ている。この作品は縦が大人の背丈 3人分ほどで、保存状態も良好で、ま

るで描かれたばかりのように見える。さらに、幸
フォル
運の女

トゥーナ
神に見放されてし

まったために、自らの幸
フォル
運の女

トゥーナ
神とともに悄然と歩を進める婦人を描いた

作品がある。この幸
フォル
運の女

トゥーナ
神の表情からは、女性に本来備わっている柔和

な性格が感じ取れない。彼女は詩人の概念と類似した何か荒々しいものを

持っている。

Fortuna saevo laeta negotio et

Ludum insolentem ludere pertinax

Hor.Carm.Ⅲ .29.

幸
フォル
運の女

トゥーナ
神は残酷なことが大好きで、

気儘な遊びをすることに固執し

ホラティウス　『歌集』Ⅲ .29

原注 5）　 ここで私は、この芸術家を区別する技法の本来の特徴を示すように求められ
るかもしれない。絵画の美しさは美全般と同様である。一人の老哲学者が、
美とは何ぞや、という質問を受けた。私はアリストテレスについて語ってい
るのだ。彼はこう答えた。「その質問は盲人のために取っておくがよい。」や
って来て見てみよ、と福音書には書いてある。この特徴をなんとか定義しよ
うとすれば、数え切れないほどの細かい事柄を挙げなければならないだろう。
そしてその作業は、生まれつき天賦の才に恵まれていない人や、これまでそ
のような作品をたびたび目にする機会のなかった人にとっては、マイヤーの
『美学の基礎』における無数の定義の連続が、プロメテウスが神々から盗んだ
創造の火を、著者自身と同じほどわずかしか有していない人々にとってはご
くわずかの意味しか持たないのと同様に、ほとんど徒労に終わることだろう。
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人物は等身大である。どちらの作品もモーデナからもたらされたものであ

る。

　彼の聖母も等身大だが、その様式は完璧である。幼
おさなご
子はほとんど裸体で

ある。聖母の指は少し長すぎて、美しい手 6）とは呼びがたい。

　繊細さの点ではアルバーニがさらに先まで行った。当絵画館にはことの

ほか美しい彼の作品がある。『妖
ニンフ
精たちの水浴』、『アクタイオンのとなり

で水浴する女神ディアナと妖
ニンフ
精たち』、など。両者とも板絵である。アル

バーニも、もっぱら小品を描いた。

　愛の神々、戯れる妖
ニンフ
精たちや樹

ドリュ
木の精

アス
といった主題は、ベツレヘムの嬰

児殺しが小品には向かないのと同様に、大作には向いていない。

Iunctaeque Nymphis Gratiae decentes

優
グ ラ
美の女

ティア
神達もしとやかに妖

ニンフ
精と共にスキップを踏んでいる

これらの作品をじっと眺めていると、パルミジャニーノの作品の中で預言

者のそばに描かれた骸骨のように、まるでこれらの作品が生き返ってきそ

うに思えてくる。肉体は温かく、まるで血が通っているように描くべきで

ある、と画家たちは語っている。

　アルバーニに対してこれまで常々批判されてきたこの欠点は、彼のよく

知られる、愛の神々の舞踏会の作品の中でいっそう明らかになる。愛の神々

は台座のまわりで踊り、その台の上では 2柱の愛の神が 3柱目の神を支え

ている。雲の中には、息子のクピドに口づけをするウェヌスがいる。

quae quinta parte sui Nectaris imbuit.

ネクタールの精髄で染めた汝の美しいその唇を

原注 6）　時折ちらりと目に入るほどよく長きその腕と、
　　　　ほっそりと長くて、白きその手には

アリオスト『狂えるオルランド』第 7歌 15詩句
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　この祭りはプロセルピナを取り戻したことに対する喜びから催されたも

ので、彼女を取り戻す場面は背景に描かれている。踊る神々の肉体は、イ

タリアの画家たちが柔らかい色（Morbidezza）と呼ぶものを完璧といえ

る程度にまで備えている。しかし、彼らの顔の特徴はすべて同一である。

おそらく画家は、彼らは同じ母親から生まれた子供たちなのだと言い訳す

ることだろう。

　この作品もモーデナからもたらされたものであり、縦 2 1／2フィート、

横 3フィート 3インチの銅板画である。

　まさにこの点こそが、その他の点では賞賛されているスブルラの手にな

る、救世主の足を洗う罪深き女の作品に認められる欠点の一つである。

　大勢の戯れる愛の女神とウェヌスを描くアルバーニのやや大きめの作品

は、おそらくは彼の流派によるものにすぎない。少なくとも、この作品は

上に触れた作品には及ばない。7）

　モーデナからもたらされたキリストの生誕の小品はしかしながら、彼の

最上の技法で描かれている。

　アルバーニはかくも勤勉かつ入念に描いたにもかかわらず、彼はその入

念な仕事ぶりを大胆な筆さばきで隠すすべを知っていた。

　この注意深さは、知性と感性にかかわるすべての作品において必要欠く

べからざるものである。8）

　彼の描く人物の肌の色を、一般にほとんど名の知られていないオルベッ

ト、通称イル・トゥルコの当絵画館の内側の画廊への入口の扉の一つに掛

かっている美しいウェヌスとアドニスの作品に見られる肌の色と比較して

原注 7）　 この作品を、ネートニッツの緑
グリューネ

の陳
カビネット

列室の前に、ワトーの模写とともに掛け
られている 4つの作品の中の、アルバーニの作品をもとにして彫られたオー
ドランの最初の銅版画と比較してみてほしい。

原注 8）　 議論の幾つかの部分はわざと型から外して自由になっていなければならな
い。そしてこの部分こそ、わざとらしさを感じさせないようにするために、
最も労力が要求されるところである。

クインティリアヌス『弁論家の教育』Ⅸ,4,144
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みてほしい。色彩においてはこの小品は、他の小品と比較すべきである。

後者の作品では肌色は前者の作品の透明感に達してはいない。しかしなが

ら、前者はもっと豊かであるようにみえる。時が肌の色をすっかり褪せさ

せてしまう。この点に関しては、画家は自らの作品の肉体を明るく色付け

し、それをいっそう豊かに熟成させるために、時に委ねなければならない。

このような経験をもとに、宮廷画家ディートリヒの最新の作品は評価され

なければならない。彼の描く人物の肌の色はアルバーニの描く人物の肌の

色に匹敵する。さらに、内側の画廊への入口の左側にかけられているミュ

ンヘン出身のヨハン・ローテンハイマーの『プロセルピナの略奪』を上述

の巨匠たちの作品と比べてみてほしい。9）

　こまやかさの才能と大きめの人物像における穏やかな情熱の表現に関し

ては、騎
カヴァリエーレ

士カルロ・キニャーニとカルリーノ・ドルチェをアルバーニの

横に並べて何ら差し支えない。

　キニャーニの作品としては、禁欲的なヨゼフが縦 3フィート、横も同様

に 3フィートの画面に等身大で描かれている。

　この作者のものとしては、等身大の 2点の作品がある。すなわち、音楽

の守護聖人チェチーリアとヨハネの首を持つヘロディアスの娘を描いた作

品である。

　チェチーリアはクラブサンを演奏している。彼女の目は、自分が耳にし

ている天上の音楽に我を忘れてうっとりと聞きほれている様子を示してい

る。彼女はこの音楽を耳にした時、手にしていたすべての楽器を投げ捨て

たと言われている。並の芸術家なら、だれも演奏する女性のこと以外には

何も考えないだろうという心配から、絵画館にあるラファエロの流派のチ

ェチーリアの絵の中で正しく行なわれているように、イギリス風の音楽を

大気中に漲らせたことだろう。

原注 9）　 私はいくつかの小品の掛かっている場所を示した。大作は容易に見つかるは
ずである。
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　ドルチェはこの点を考慮し、自らの作品をただ思考する目のためだけに

制作したのだ。

　書くことができるすべてのことを書きつくす必要はなく、すべてを描き

つくす必要もない。

Ut iam nunc dicat, iam nunc debentia dici

Pleraque differat ─

いま言うべきことをいま言い、

多くをあと回しにして─

　これらの作品は、絵の具が盛り上がった箇所がどこにも見られないほど

入念に仕上げられている。

　しかしながら、絵画館の偉大さは芸術の偉大さと同様に、大作の中に探

し求められなければならない。

　騎
カヴァリエーレ

士チェレスティとトレヴィザーノの『ベツレヘムの嬰児殺し』は真

の英雄詩であり、両作品はその技法において騎
カヴァリエーレ

士マリーノの詩『嬰児大

虐殺』と同様に完璧である。

　チェレスティはこの作品においても、彼の他の大部分の大作と同様に、

ルーベンスの技法に従った。つまり、彼の光は収斂していくのではなく、

拡散していくのである。

　彼の豊かな空想力とその素描と色彩ととくに構図については、『嬰児殺し』

だけではなく、夜の闇の中でのアマゾネスとの戦いからも判定することが

できる。

　彼の手になる他の 2点の美しい作品においては、─そのうち 1点は数柱

の愛の女神とならんで腰をおろして抱擁しあっているバッカスとケレスを

描いており、もう 1点はアーロンが鋳造した黄金の子牛に捧げものを捧げ

るイスラエルの民を描いたものだが、そこでは彼の技法の影響を受けてい

る趣味が全体を支配している。特に、ケレスの肌の色が比類のない点に注
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目してほしい。ここでは女神たちがそうであるように、軽く刺激されると

柔らかい肉体はそういう反応を示すのである。10）

　これらの作品は、すでに触れた彼の 2点の作品ほど大きくはなく、おそ

らく縦は 3尋
ひろ
ほどである。

　私はトレヴィザーノの『嬰児殺し』の場合と同様に、これらの大作を間

近から鑑賞することができなかったため、この作品の場合と同様に、適切

に評価することができない。

　トレヴィザーノについては、古代人がメナンドロスについて語ったよう

に語るのが適切だろう。すなわち彼は愛の女神が生み出された海から作品

を汲み上げたのだ。彼のすべての作品は精神に富み、魅力があふれている。

　彼はグィードやとくにカルロ・マラッティがイタリアの画家たちのあい

だに導入し始めた趣味に従った。これは、輪郭が柔らかい影に見えるよう

に、輪郭をぼかして描く技法である。

　『ベツレヘムの嬰児殺し』のような作品では当然生じるはずの混乱の中

で、整然とした見事な秩序を作り上げるためには、真に偉大な才能が必要

とされる。

　芸術のこと以外にも、この作品は多くのことを考えさせてくれる。怒り

と同情、愛と絶望とが、殺戮者と母親たちの顔の中でせめぎ合っている。

この作品は、当絵画館でもっとも偉大な作品の一つである。

　トレヴィザーノの幼
おさなご
子イエスと聖ヨセフと多くの戯れる天使たちを伴っ

た作品は、最高傑作の一つに数えられる。この作品は大作で、素晴らしい

風景で取り囲まれている。

　この風景を見ると、昔のイタリアの画家たちが彼らの作品の中で描き出

した風景画と比較すると、いかにこの芸術がこの作品において進歩を見せ

たかに気づかされる。この優れた点は、近代における微細な自然観察─私

原注 10）　 色彩においては、この 2点の作品と、等身大の彼の『クピドとプシュケー』
を比べてみてほしい。そこにはまたもや別の手法が見い出されることだろう。
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は古代ギリシャ人や古代ローマ人のそれについて語っているのではない

─、自分の住む地方を日の出から日の入りまで観察した風景画家のクロー

ド・ロランが行なったような微細な自然観察に帰することができる。芸術

はとりわけこの分野において、一つは他の国々の美しいものがイタリアの

画家たちにもっとよく知られるようになり始め、また一つに、動物の種
しゅ
が

混交しあい、それによっていっそう完璧な種
しゅ
が生み出されたことによっ

て、いっそう完璧なものになっていったのである。

　暑い国々では樹木は温暖な地方ほど多くの葉を茂らせることはなく、ま

たその葉もそれほど美しいものではないということはよく知られており、

またそれは理解できることである。イタリアの画家たちはつまり、オラン

ダの画家たちの描く風景から・・・（中断）・・・


