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『アルディンゲロと至福の島々』（5） 
 

ヴィルヘルム・ハインゼ著、尾田一正（訳） 
 

― 続き ― 

 

私たちがちょうど競馬場に着いた時、馬が前に引き出されてきました。

席は美しくまばゆいばかりに着飾った紳士淑女や大勢の人々で埋め尽く

されていました。馬は三頭しかいませんでしたが，三頭とも実に堂々と

していて、どの馬が優勝するかを言い当てるのは至難のわざでした。そ

のため人々は大きな賭けをしました。たいていの人は、柵などにはどう

しても繋がれようとしない、神々しいまでに美しい黒馬に賭けました。

一頭の川原毛馬が静かにそこに立っていました。そして鋭い眼差しで走

路を見つめ、弾むように足を運びました。スタートの合図が出されると、

黒馬も前に躍り出ました。走路の中央ではしかしながら川原毛馬が抜け

出し、他の馬たちを追い抜いていきました。その様はまるで黄色く色づ

いた畑を吹き抜ける一陣の風よりももっと速いのではないかと思えるほ

どでした。川原毛馬はあっという間に駆け抜け、その身のこなしはすべ

ての観客を魅了し、この馬には賭けなかった人々さえも魅了したのです。

そして、この川原毛馬が僅差ながらも優勝したのです。そしてそれから

初めて手に負えなくなったのです。 

競馬に続いて喜劇が演じられ、喜劇の後には夜の宴会が続きました。

葡萄酒とおしゃべりであたりが一段と盛り上がってきた宴会の終り頃、

ボッカドーロが自分のギターを奏で始めると、あたりは静まり返りまし

た。そして彼の指が奏でる調べは、まるで海風から遮られた暑い昼間の

涼しい森の中の静かな囁きのようでした。彼の精神はその調べに乗って、

古代のギリシャの英雄たちの時代を彷徨いました。彼はペレウスとテテ

ィスの婚礼を歌い、その物語を愛らしい言葉で飾り、そこから現在へと
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飛び越え、花婿をペレウスと同様に神々に祝福された新しいペレウスと

して、花嫁を年若いテティスとして描き出しました。 

突然、年取ったいたずら者のボッカドーロは自分の背後で他の楽師た

ちの間に紛れ込んで片隅に立っていた私の方を向き、彼の言葉を繰り返

すなら、この祝宴に花を添えるために突然アペニン山脈を下りてきたも

う一人のアポロンとして私を引っ張り出して、私にツィターを手渡しま

した。 

私はびっくりし、知らない人が居並ぶ華やかな席で恥ずかしさのあま

りすっかり赤面してしまいました。楽しげなささやき声が広間を伝わり、

皆の眼差しが私に注がれました。笑いものになって恥をかくのが嫌なら、

ここで拒むわけにはいきませんでした。そこで私はすぐに覚悟を決め、

能うかぎりうまくやろうと決心しました。そして私にとって最も容易な、

メロディーに従って次第に強まっていくアナパイストスのリズムを持ち、

あなたをたびたび楽しませた詩形を選びました。 

いくつかの単純な和音のあと、私はありのままに私の驚きと困惑、私

がボッカドーロに従ってこの地にやって来たこと、宴の豪華さと素晴ら

しさの前ではまったく場違いのよそ者で、ここではただの旅人に過ぎず、

数時間前からここにいるにすぎないことを歌いました。そして私は続け

ました。しかしあなた方の名誉は大海をもアルプスをも凌ぐものであり、

その幸福な愛に感銘を受けない冷たい妬み深い人間などいるはずがない。

私が即興であなた方の食卓に注ぐわずかばかりの花々をお受けください、

と。 

テティスの息子は後世永遠に燦然と輝き続けています。それは彼がホ

メロスという一人の歌人を持ったためです。しかし、コロンブスやドー

リアの方がどれだけ偉大だったことでしょう。そしてその高貴なる行い

に対するあなた方の愛の果実の方がはるかにアキレスを凌駕しているの

です。自然によってコキュに定められ、そしてアキレスとは同志として

の結びつきもなく、友情も結んでいなかった男によって容色を衰えさせ
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られ、逐電した一人の女のためにトロヤの城壁のまわりを三度回り、そ

ののち疲れ切った敵の喉を一刺しするよりもはるかに凌駕しているので

はないだろうか。拒絶された祭司ゆえに身の毛もよだつ叫び声をあげ、

自らの愛人を恥を忍んで差し出し、海辺にすわって涙を流すという行為

よりもはるかに凌駕しているのではないだろうか。* 

親愛なる友よ、この冒涜を許してほしい。君も知るとおり、僕はホメ

ロスの本質を表面だけしか感じ取っていない上流階級の俗物よりも深く

感じ取っています。けれども君もこの諺を知っていることでしょう：郷

に入っては郷に従え。 

私はそれからジェノバ一帯の景色と住民を描写しました。そしてこの

地の太古からの豪胆さを称賛し、ティレニア海とアフリカ沿岸を支配す

るのに、古代のローマ自身より有利な位置にあると褒めたたえました。

そして歌の中で若きテミストクレスと彼に対する両親の至福の思いとア

テネの市民の黄金時代を歌い、すべての来客の心に宝物への甘美な思い

を湧き上がらせました。だれもが、コロンブスの崇高で創意に富んだ精

神に対して敬意よりもむしろ軽蔑の心を抱いていたコロンブスの時代の

自分たちの祖先とは違う態度を取ろうと心の中で誓っているように思え

ました。 

私は歌の途中で、うまくいったスタンツァの個所で何度か大きな歓声

で中断され、歌い終えると大きな拍手を浴びたのですが、それも狼狽か

ら私を救い出してくれるかぎりで好ましいものでした。 

人々は食卓を離れ、舞踏会へと向かいました。花嫁が私の目の前を連

れて行かれた時、彼女は落ち着き払った好色そうな眼差しと官能的な微

笑みで私に挨拶し、そして私に≫ブラボー≪と声をかけました。彼女が 

*ここで、文芸はイタリアでは昔も今も職人さえもがホメロスの物語や神話を

知っているほどに一般的なものだということを思い出して頂きたい。 



帝京大学外国語外国文学論集 第 15 号 

 －132－

通り過ぎた時、彼女はまだ頭を後ろに保ったままでしたが、表情と態度

からはもしもあたりに人がいなかったなら、口づけと抱擁を許したこと

だろうと思われました。その姿は、さながら豊満な肉体に燃え立つよう

な激情を秘め、荒々しい魂を秘めた肉体の魅力にあふれたバッカスの女

祭司でした。私は彼女ともっと親しくなりたいという気持ちはほとんど

ありませんでしたが、母親がヴァティカンのアポロ像の顔の形をしてい

る女性の場合は話が別です。その母親の表情には高慢さも怒りも漂って

はおらず、むしろこのうえない聖なる善良さを感じさせました。その娘

はとても魅力的な少女でした。 

彼女は花嫁の女友達で、彼女のところに滞在しているのだと私はボッ

カドーロから聞いて知りました。彼女の両親はプロヴァンスのニース出

身の不幸な目にあった商人で、数年前に亡くなったとのことでした。花

嫁はフルヴィアと言い、女友達の方はルチンデという名でした。私はル

チンデが踊るところを見たいと思いましたが、彼女は踊りませんでした。 

その後、真夜中から二時間ほど経って舞踏会が最高潮に達した頃、ニ、

三発の銃声が聞こえそれから急に静まり返ったかと思うと、怯えたよう

な叫び声と再び銃声、そして階段を広間へと駆け上がる足音が響き渡り

ました。そして一瞬の後に、サーベルと銃を両手にもった恐ろしげな男

たちが前の扉から乱入してきました。人々はその場に立ちすくみ、逃げ

るに逃げられず、どこへ逃げたらいいのかもわかりませんでした。全員

が両側の窓のところに殺到しました。開いていたのはそこだけだったの

です。そして大声を上げ、泣き叫びました。皆の顔色は死人のように青

ざめました。 

私たちは海賊の襲撃を受けたのです。抵抗するすべはほとんどありま

せんでした。数人の海賊が自分たちが侵入してきた扉を占拠していまし

た。その他の賊はすぐに花嫁をとらえ、そして女たちを捕虜にし、彼女

たちを連行していきました。私は広間の片隅の庭に面した窓のところに

立っていました。まず数人の貴族が危険を冒して飛び出して行きました。
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私は雑踏でもみくちゃにされ、ピストルを取り出して構えることもまま

なりませんでしたが、なんとか構えると、扉のところにいた一番屈強そ

うな賊を狙って撃ちました。弾は幸い男の左耳あたりに命中し、男はそ

の場で倒れ込みました。バンッという銃声のおかげで私のまわりにはい

くらか空間ができ、それで私はもう一丁のピストルと剣を取り出しまし

た。賊との戦いの間、他のジェノバ人と召使たちが銃を手にして、それ

がない場合には椅子を手に、賊に向かっていきました。賊はサーベルを

振り回し、何人かの頭を割り、前の方にいた人たちに傷を負わせました。

しかしながら私たちは彼らを結局は彼らが外から占拠していた扉の外へ

と押し出し、彼らの仲間が獲物を船に積み込むまで攻めたてました。そ

して彼らは退却していきました。私たちは彼らにあまり損害を与えるこ

とはできませんでした。なぜなら、彼らの襲撃があまりに見事に行われ

たので、私たちはただ呆然と見ているほかなかったのです。 

花婿自身も重傷を負いました。身分の高い客人の幾人かは助ける人も

なく長々と横たわっていました。最も勇敢な人たちは、ジョヴァンニ・

アンドレ・ドーリアとともに海賊を追跡するためにすぐにジェノバに向

かいました。この男性は君も知るとおり、偉大なる老アンドレ・ドーリ

ア一族の一員で、トルコの艦隊を打ち破るのに大きな功績がありました。

そして私も同行しようと思ったのです。この出来事は古来より例を見な

い野蛮な行いでした。 

私たちはそこに朝方到着しました。五艘の三段こぎ座のガレー船がそ

こに待機していました。そして私たちは、まだ太陽がたれ込めた霧とた

たかっている、日の出から一時間ほど経った頃、沖に出たのです。風は

夜中に向きを変え、シロッコが南東から吹いていました！私たちは船首

をどこに向けたらいいのかわかりませんでした。そこで両岸の間の高台

に向かったのです。ようやく、ゆっくりとはいえ次第に視界が開けてき

ました。そして山なみが灰色の雲の下に姿を現わしはじめました。そし

て昼頃になってやっと海上の様子が目に入るようになってきたのです。
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しかしあたり一面靄がかかっていたため私たちは何も見つけることがで

きませんでした。 

ドーリアは二艘の船を別行動させ、それぞれシチリアに向かわせよう

と決心しました。彼自身は他のガレー船とともに、コルシカを越えてプ

ロヴァンスの海域に向かいたかったのです。私たちが船出する前に、両

方向に向けて戦闘用の小舟が出されましたが、どちらも戻って来ません

でした。私は彼自身が乗船していた船に残りました。船は全速で前進し

ました。私たちはまだ敵の強大さを知りませんでした。夜の闇にまぎれ

て、私たちは敵の小舟の数を数えることができませんでした。 

夕方、戦闘用の小船が戻ってきて、モナコの近くで賊の間近に迫った

と告げました。賊は四艘の大きなガレー船団から成っているとのことで

した。私たちは夜通し漕ぎつづけました。そして翌朝になると天気が回

復し、私たちは彼らの帆を認めました。間もなく戦闘が始まるのだとい

う思いに私の胸は激しく高鳴りました。死はそこではこの混沌とした世

界からこのうえなく高貴な流儀で冥府へと向かう自由な道に他なりませ

んでした。 

彼らも同様に私たちを発見し、オールを漕ぐ手を早めました。このよ

うにして私たちは一日中競い合ったのです。 

ステシコロスの詩句にあるように、ちょうど太陽が天空から黄金の杯

の中に姿を隠し、大海原が聖なる夜の漆黒の深みへと沈んでいった時、

私たちは賊に向けて最初の砲弾を放ちました。私たちは彼らの風上とい

う有利な位置にいました。すると彼らは船を停めました。なぜなら、彼

らはもはや逃げることができなかったからです。私たちは彼らをほぼ直

線状に攻撃し、彼らが私たちを側面から攻撃できないように少し拡がり

ました。私たちは彼らにいくつかの素晴らしい船の配置を示し、彼らよ

りはるかに立派な大砲を装備していました。何度か方向転換した後、早

くも夕暮れが迫ってくると、二艘の船の間で戦闘が始まり、私たちの乗

る第三の船は、私たちの船を征服しようとする別の二艘のガレー船を近
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づけまいとしました。 

私は先頭の船に乗っていました。そして全身全霊を込めて戦いました。

幸い私はまだ負傷していませんでしたが、小銃の弾を受けたり、サーベ

ルで傷を負ったりして、何人もの人が私のそばに倒れていました。つい

に私たちは敵の最大のガレー船に突入し、私も左手には鋭い切れ味の短

剣を、右手には剣を、ベルトには弾を込めたピストルまで身につけて、

先陣を切っていきました。ガレー船に飛び移る前に、私はドーリアの下

半身に切りつけようとしていた最も勇敢な敵の一人を私の三日月形のダ

マスク剣で刺して倒し、ドーリアの命を救ったのです。私はそのあとす

ぐに、敵の小船の上で私に切りつけてきた別の男を片付けました。けれ

ども私は全力を込めた敵の一撃を短剣で受け止めきれなかったので、敵

を倒す際に私の左腕を少なからず傷つけてしまいました。私が放った弾

丸はちょうど喉に命中し、男は長々と舌を伸ばしました。 

賊は退却し、降伏しました。ただ、首領とおぼしき男だけがデッキの

下に飛び込みました。私は男のあとを追いました。すると何ということ

だろう！ここに花嫁が他の獲物とともに押し込まれていたのです。男は

手を伸ばしてサーベルで彼女に切りつけ、胴体と頭を切り離そうとしま

した。しかし私が男に立ち向かい、全力で腕を上から振り下ろして剣で

男の頭を割ったので、男は脇へ倒れ込み、私は剣を構え直して完全にと

どめを刺しました。 

主力のガレー船はいまや制圧され、もう一艘のガレー船だけが激しく

抵抗しました。まだ髭も生えていない一人の若い男が必死に戦っていま

した。彼の足下にはいくつも死体がころがっていました。もしも私たち

が仲間の救出に来なかったら、彼はそこから逃げることができたことで

しょう。このガレー船も降伏するほかありませんでした。海賊は私たち

の味方の第三の船を占領したあと、別の二艘のガレー船はこの船ととも

に逃走しました。私たちは海賊の船を追跡しましたが、暗闇の中で見失

ってしまいました。翌朝、船は私たちの視界から姿を消してしまい、私
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たちはその航跡を発見することができませんでした。 

ドーリアは思い通りに事が運ばなかったので、不機嫌そうに帰還して

きました。もしも彼の親戚の一人が舞踏の間から拉致されなかったら、

彼はまったく攻撃をしかけなかったことでしょう。その拉致された男を

彼はいまや再び解放させたのです。事態は急を要しました。そして最も

危険なのは後手に回ることでした。別の二艘の船を彼はむろんシチリア

に向かわせるべきではなかったことでしょう。けれども一体だれがすべ

てを見通すことができることでしょう。海賊がかくも強大だとだれが知

りえたことでしょう。事態が起きたあとになってみれば、どんな愚か者

もハンニバルやカエサルよりも賢いのです。 

私はそれとは反対に、神のように幸せでした。私は初めて真の生活を

味わい尽くしたように思いました。厳格なるドーリアは苦々しい思いを

噛みしめながらも私を大いに賞賛し、≫若者よ、でかしたぞ。長く生き

て活躍し続ければ、おまえも有名な英雄になるだろう≪、と皆の前で公

言しました。私に命を救われたフルヴィアは涙を流しながら心を込めて

私に礼を言いました.しかし何と言っても、美しいプロヴァンス娘のルチ

ンデも救出された人たちの中にいたのです。彼女はひどい船酔いに苦し

められ、胃の中のものをすっかりもどしてしまいました。私は船酔いに

はまったく苦しめられることがありませんでした。私が船酔いや激しい

船の揺れには少年時代から今に至るまでまるで平気だということは、私

に大いに勇気を与えてくれました。 

私たちは一日中むだにジグザグに船を走らせたあと、負傷者の手当て

をし、死者を埋葬し（船内にあった海賊の死体はすぐに船外に捨てまし

た）、憔悴しきった女性たちに少し休憩してもらうために、夕方頃ヴィラ

フランカに入港しました。皆の中でただ一組の夫婦だけが砲弾に打ち砕

かれていましたが、他の人たちはみな無傷でした。私たちは皆を山の上

の小さな町へと導きました。そこは絶壁の下の盆地の奥の方にあり、家

が何軒か建っているだけの、オリーブの木に囲まれた人里離れた集落で
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した。私は固い大地の上ですぐに再び意識を取り戻したルチンデを抱き

かかえ、もう大丈夫だと勇気づけました。≫ああ≪、彼女はため息をつ

きました。≫どうして私はこれからもずっと不幸でいるためにまだ生き

ているのでしょう!だれも私の苦しみなど知らないわ。ああ、私が聖者や

天使たちのような選ばれし人たちがいるあそこの高みにいられたら！≪

そしてここで彼女はその大きな黒い瞳の焦がれるような眼差しを天に向

け、それで私の心をすっかりとろけさせました。私は彼女に答えました。

≫かくも美しい人は、この地上で自分を苦しめるべく定められているの

ではありません。すべての苦しみを投げ捨てなさい。そしてあなたが他

の人を幸せにするように、あなた自身も幸せになりなさい。≪彼女は沈

黙し、枯れた花のように頭を傾け、私の言葉には注意を払わずに、私と

いっしょに前に進みました。彼女の悲しげな表情と青白い顔色、そのも

つれた髪と乱れた服が魅力的な聖女のイメージを完成させました。私た

ちは皆を一つの家に宿泊させ、皆十分な世話を受けました。私自身もこ

の小さな町にとどまり、一晩ゆっくり休息しました。私の受けたかすり

傷などなんでもありませんでした。 

翌朝、ミサの後で私は再び元気を取り戻していたルチンデと二人きり

で何度か短い立ち話をしました。そして私が刺し殺した海賊ガレー船の

首領がフルヴィアの愛人の一人だということを知りました。男はジェノ

バの出で、捕えられて自らの信仰を棄て、あの有名な当世最大の海の英

雄ウラザールに仕えたのです。フルヴィアに夢中になったものの、彼女

を手に入れることもかなわず、男は結婚式についての十分な情報にもと

づいて、犯行を決行したのです。そして、あとひと息で首尾よくやりと

げるところだったのです。男はアドルニ一族の血を引いていて、ジェノ

バでは人々は彼をビヨンデッロと呼んでいました。花嫁は今は船酔いで

とても具合が悪いので、陸に着くまでは自分に触れないでほしいと熱心

に懇願したおかげで花嫁はいまだ無垢のままでいるのだと、乙女のよう

に彼女は私に断言しました。さらに、彼女がこのいまいましい男に許さ
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ざるをえなかった二、三度の口づけを除いては純粋なままなのだと断言

しました。他の人たちはほとんど皆、花嫁よりもはるかにひどい船酔い

に苦しめられたため、海賊たちさえも彼らに対して憐れみを感じ、彼ら

をそれ以上苦しめることはありませんでした。さらに、安全を確保しな

ければならないという状況が海賊たちに多くの仕事を強いたため、皆自

分の欲望をおさえたのです。こうして彼らは幸いひどい目にあわずに済

んだのです。一つの恥辱が次の恥辱を証明することがあるのです。ビヨ

ンデッロが捨て鉢になってフルヴィアを刺し殺そうとしたちょうどその

時、私が彼女を救い出したのです。≫美しさからのひどい贈り物だわ≪、

と彼女は叫びました。≫それはどれほどの苦境に私たちを突き落とすこ

とでしょう！私たちが美しさで他の人たちを幸せにすると、私たちはそ

れによって自分自身惨めこの上ない状態に陥ってしまうのです。すべて

が可能な王様のように、私たちが思いのままに振る舞える状態がほんの

わずかの間だけでも続いてくれるといいのですが。私たちは美しさを通

じて一人の友人も持つことはありません。そしてたとえばあなたがそう

であるような、あらゆる魅力を兼ね備えたすぐれた男の人たちは、私た

ちにひどい罠を仕掛けるのです。≪ 

この重い心情の吐露は、私にはまるで頭に弾丸を撃ち込まれたような

ものでした。そして私はこの神々しい女性を前にして、粉々に砕け散っ

てしまう思いでした。 

午後になると風向きが変わり、私たちはオールを手に、帆を上げて再

び出発しました。他の数人の捕虜とともに一人の若い戦士が私たちの船

に連れてこられました。彼は二番目に拿捕されたガレー船に乗ってとて

も勇敢に戦い、私たちはそのため第三の船を失ってしまいました。私は

そのあと、彼が仲間と現代ギリシャ語で話しているのを耳にしました。

そして彼は、二艘のガレー船が彼らを置き去りにしたことを足を踏み鳴

らして悔しがりました。けれどもそれは不当な抗議でした。なぜなら、

この二艘のガレー船は戦闘が始まるとすぐに私たちの大砲の攻撃で大破
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したからです。彼は捕虜の状態で、とても自由に物おじすることなく語

りました。そして彼は海でたくましく日焼けしその姿はとてもすらっと

して凛々しかったので、私は彼に大いに好感をいだき、彼を奴隷状態か

ら解放するためにあらゆる手だてを尽くそうと決心しました。そのこと

は実際うまくいきました。私たちがジェノバに入港する前に、ドーリア

は彼を私に褒美として譲り渡してくれたのです。私は船を下りると彼の

身柄を引き受け、彼の自由を宣言しました。それに感激して、彼は私の

胸に飛び込みました。そして数日後にヴェネツィア船でコンスタンチノ

ープルに向けて出航させたのです。彼は出発の前に私に宛書を求めまし

た。そこで私は彼にあなたの宛書を渡しました。 

≫君は私に失望を覚えたことはないと思う≪、と彼は別れ際に私に言

いました。≫私たちのような人間は互いに生涯を通じて助け合っていか

なければなりません。≪ 

自分の若く美しい妻たちと再会を果たした男たちは、少なくとも生活

の基盤は残っていたことを喜びました。そして父たちや母たちは彼らの

娘たちに幸あれと祈りました。花嫁のために、負傷してまだ横になって

いる花婿の家族の中の何人かの人物が特に入念に事情聴取されました。

そして彼らの証言が一致し、彼らの無実が証明されると、人々はまた喜

びに浸りました。 

私がこれからもずっと健やかな生活に恵まれ、無為の中で苦しむこと

がありませんように。チェチーリアと君から離れていることは、私には

とても辛いことです。いったいいつ再会の時はやってくるのでしょう！

ああ、彼女が何事もなく過ごしてくれているといいのだが！これが今の

ところ私が彼女に心から望むことのすべてです。 

アルディンゲロ 

 

私はアルディンゲロに手紙を受け取ったことを伝えました。そして、

チェチーリアの件はうまくいっていること、アルディンゲロにはだれも
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疑いの目を向けてはいないこと、さらに私の個人的な事柄で、ここでは

関係のない別の事柄を伝えました。そして彼から十二月にさらに次の手

紙を受け取ったのです。 

 

ジェノバ、十二月。 

ここの海はブレンタの湿地とはまるで様子が違います。嵐が毎日新し

い光景を見せてくれます。そして私は、ヘラクレスや太古のあらゆる英

雄たちよりも大胆に、大波と暴風を知り、その恐ろしい凶暴な戯れに順

応するすべを知っている神のように、コロンブスの心の中に、荒くれ男

たちの一団といっしょに人を寄せ付けない大海に乗り出していこうとい

う勇気がいかに生じてきたかを理解するのです。大波が港の中に勢いよ

く押し寄せ、港の高い堤防に沿って盛り上がり、やがてそこに建つ家々

の屋根にまで達し、泡立つ波がまるで土砂降りの雨のようにふたたび轟

音とともに流れ去り、激しく音を立てながら渦巻いて砕け散るのです。

そこではなんと自然が私の感覚の中で息づき、その調べで私の心を捉え

ることでしょう。 

私はその光景を絵の具を使って描こうと試み始めました。けれどもす

べてを再び放り出してしまいました。どんな芸術にもそれは叶わないの

です。芸術はここでは単なる死んだ貧弱な文字に過ぎないのです。 

 

そのかわり私はいっそうこの地の船乗りたちと付き合うようになりま

した。そして造船について学び、彼らの地中海を股にかけた移動や戦闘

や捕虜生活や商売のことについての話などを聞かせてもらっています。

そしてしばしば最良の人たちをもてなし、彼らに私が知っていることに

ついて伝え、全体として見れば、人間は悪意に満ちた存在というよりも

むしろ善意に満ちた存在なのだということをますますはっきりと認識し

ています。 

この前の手紙でお知らせした事件を題材にしたニ、三のスケッチの方
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はもっと満足のいく出来栄えです。一枚は海賊が舞踏の間に乱入し、花

嫁と女性たちを攫っていった時の様子を描いています。けれども、照明

に照らされた夜の様子の描写が全体の仕上げの際にむずかしくなること

でしょう。別の一枚は、私がビヨンデッロをデッキの下で刺殺したとき

の様子を描いています。もしも私が彼の頭の中の怒りと絶望を表現しき

ることができたなら、そして私が二人の打ち倒された人物とともに、女

性たちの群像や皺だらけの衣服をもとにありのままに描き出した美しい

女性たちの姿の中に認められる、気を失いそうになるほどのこのうえな

い恐怖を描き切れていれば、この絵は全体としてだれもが理解できるも

のとなることでしょう。これらのスケッチはフルヴィアが所有していて、

彼女はそれを自分用に別の人に彩色してもらおうと思っているようです。

私はもうフルヴィアのことを、私が当初望んだ以上によく知るようにな

りました。 

私は言葉で説明しようのない状況に陥っています。もしもルチンデが

フルヴィアだったら、私たちは神々のような満ち足りた生活を送ったこ

とでしょう。けれども自然と社会的状況は相対立するものなのです。フ

ルヴィアはフリュネーの魂を持っています。これはこのうえなく幸せな

少女でいたいなら、ルチンデが持っていてしかるべきものなのです。私

は、もしも結婚が私の自由な感覚にとって生きた肉体の死でないならば、

ルチンデとの永遠の結びつきを固めるために、彼女と少し話をしました。

ああ、彼女のもとではすべてが軽やかに移ろっていくのです。この女性

がどれほど甘美な響きを持っているかは、言い表わしようがないほどで

す。そして見えない世界についての彼女の予感と感情は、それが私には

時にとても珍奇で幼く思えることがあるとは言っても、私をホメロスや

プラトンの文学作品と同様に楽しませるのです。 

多くの男性が彼女に恋い焦がれ、彼女のアンブロシアとネクタルを熱

望しました。しかし、彼女が望む男性は彼女との結婚を望まず、あるは

それが許されませんでした。こうしてこの天使はメランコリックになり、
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不幸せになっていったのです。彼女は私に好意を抱いています。それが

私にはわかります。そして苦しんでいます。そして自分を激しく責め苛

むのです。どうして私たちはかくも固く結びついていながら、ごくわず

かの喜びをやっとの思いで手に入れなければならないのでしょう。自然

界のすべての生き物は幸せです。ただ人間だけがそうではありません。

私たちが理性と呼ぶものが常に厳格な教師として人間の脇に控えていま

す。そしてその完璧さゆえに賞賛される人々こそがすべての人々の中で

最も惨めな人たちなのです。 

かつてある晩、私はこのことについて彼女と我を忘れるほど夢中にな

って話し込み、彼女にこのことを理解させようとし、彼女を私の思う正

しい生き方へと導こうとしようとしていた時、私は突然フルヴィアが私

たちの横にいるのが目に入りました。私は話に夢中になっていて、それ

まで彼女には気づいていなかったのです。私たちはその前にみんなから

離れ、大広間の海が見渡せる窓辺に立っていたのです。すぐに真剣さが

戻ってきました。フルヴィアは私を愚かな羊飼いだとからかいました。

そして彼女に関してはこのからかいも不当なものではありませんでした。

そしてルチンデに彼女は少し不躾なことを口にしたので、彼女は顔を赤

らめながら出て行ってしまいました。 

翌日の午後、私はルチンデの召使の女性から一枚のメモを受け取りま

した。そこにはこう書かれていました。≫どうしても二人だけでお話し

がしたいのです。日が落ちてから一時間経ったら下の館のところで待っ

ていてください。このメモをお渡しした者がご案内します。≪ 

私はどう考えたらいいのかわかりませんでした。そして、その女性か

らはそれ以上聞き出すことはできませんでした。必ず行きます、と私は

約束しました。 

案内役の女性は約束の時間に階段の上の小さな庭を抜けたところに私

を案内しました。あたりは暗く、雨が降り風でざわついていました｡それ

から彼女は一つの部屋を開け、その中に私を押し込みました。私はすっ
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かり暗闇に包まれてしまいました。すぐに私は温かい手でしっかりとつ

かまれ、ソファーの上へと導かれました。最初はおずおずと、最後は熱

烈に抱擁し、口づけし、熱い吐息が聞こえましたが、言葉はひと言も聞

こえませんでした。愛に高鳴る胸に触れて、私の全身の血は熱く滾りま

した。私は、ルチンデが突然陽気なギリシャ女性に変身し、この世なら

ぬ美しさの自らの若い生命を楽しもうと、手始めに私を選んだのだと思

いました。ますます誘うように撫で上げられて、私の衣服は緩んでしま

いました。そして私は、若くて柔らかい完璧なスタイルの裸の女性が暗

闇の中でわれわれの敏感な感覚にこのうえない刺激を与えられて、私の

燃え上がった欲望の最も甘美な目標に到達しました。 

ついにすべての偽りの姿を忘れ去ってしまった奔放な生き方のために、

私はそのあと少し私の軽率さから醒めたのですが、そのときはまだすっ

かり酩酊状態にいました。≫ルチンデ、ルチンデ≪、と私は叫びました。

≫なんて嬉しい変身なんだ！声を聞かせておくれ。≪ 

≫ああ、私のすべて！≪彼女のかわりに私はフルヴィアの声を聞きま

した。騙してごめんなさい。私のものはすべてあなたのものです。あな

たは私の命の恩人です。あなたは私の命を救ってくださったわ。私はあ

なたにしもべとしてお仕えいたします。天使よ、神様！私があなたの中

に見ているもののすべてを表現している言葉はどこにあるのでしょう？

ルチンデもあなたのものになるはずです。私は見栄も誇りも嫉妬もあな

たの喜びに捧げます。ここで彼女は荒々しく私に抱きつき、狂ったよう

に胸に噛みつきました。 

私は彼女のなすがままになっているほかありませんでした。私は、私

の大いなる欲望を満たすような形で一杯食わされたのです。たとえ私が

ヨゼフのようでありたいと望んだとしても、逃げるには遅すぎました。

彼女の夫は私に友情を示しました。けれどもだれがもっと良い運命に出

会わなかったことに対して文句を言えるでしょうか。なぜ彼はこんな結

婚を選んだのでしょうか。これは起こるべくして起きた自然の成り行き
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なのです。フルヴィアが情熱的なのに対して彼は弱々しくて活動的では

なく、そのうえ不精です。多くの人がこのような性格の相違から想像す

るように、こういうカップルがうまくいくことはありません。 

私は彼女が取ったと思われる行動をいぶかしく思いました。私は彼女

の愛を喜び、彼女の魅力を称賛しました。けれども人間というものはと

ても愚かで、心ゆくまで恍惚に浸ったにもかかわらず、私の心は今なお

ルチンデに恋い焦がれているのだと私は彼女に正直に告白しました。 

≫どうして私たちはあなたを女友達として愛することがあってはなら

ないのでしょう。ああ、あなたはとてもいい人です。あなたはその善良

さにあふれているのです。あなたはそのバルザムとともにあらゆる美味

なるものを凌いでいるので、最も高貴な葡萄酒として、最高の宴専用に

取っておかれるべきなのです。なぜ思慮深い姉妹たちは互いに平和的に

あなたとかかわってはいけないのでしょうか。どうして私たちは慣習と

法によって押さえつけられなくてはいけないのでしょう。それはまさに

大衆が自分自身を意のままにすることができない大衆であるために、た

だ大衆のためだけにあるのです。≪ 

私がやはりまだ気立てのよい少女とかかわっていることがここから読

み取れることと思います。私は彼女のアスパシアのような饒舌と洗練さ

れた讃辞に微笑まなければなりませんでした。けれども用心するように

と彼女にしっかり教え込みました。こうして新たな恋愛は終わりを告げ

たのです。 

チェチーリアのことを話題にしようとしたら、体が熱くなってきまし

た。そして私は一人の不浄なる者のように顔を赤らめています。彼女は

今でも変わらずヴェネツィアの至宝です。フルヴィアが言ったように、

彼女とルチンデが姉妹であってくれたらいいのだが。けれども私は愚か

者で、飽くことを知りません。ああ、あのかわいそうな女性は私の消息

を知りたがることでしょうが、それはまだ叶わないのです。そもそも、

私が美しいものを見つけて、それとひとつになろうとしたからといって、
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私が罪びとだということになるのだろうか。これは私たちの精神の最も

高貴な衝動ではないだろうか。この衝動を持たず、行使することもない

人は神に見放された人ではないだろうか。これが自然にもとる悪徳とさ

れるとは、私はなんという世界にいるのだろう。それは人間を混乱させ

る市民社会のたんなる秩序にすぎないのだ。神のごときプラトンよ、こ

こに現れてすべての野蛮な立法をひっくり返してほしい。そして少なく

とも男と女が愛の点では神聖で自由であるあなたの共和国を現前させて

ほしい。 

アルディンゲロ 

 

私はこの手紙とほとんど同時にスミュルナからアルディンゲロに宛て

た小箱を受け取りました。そしてそれを商用でジェノバに旅立つ予定だ

った我が家の古い知人の一人のヴェローナ人に託してアルディンゲロに

すぐに送り届けることができました。同時に私は彼にチェチーリアが完

全に解放されたことを伝えました。二月に彼は私に再び以下のような手

紙を送ってきました。 

 

ジェノバ、二月 

ご覧、わが生涯の至宝、高貴なる魂、崇高なる精神よ！立派な行為が

報われないことはありません。この貴重なメモを読んでください。あな

たに対しては私はなんの秘密もありません。 

 

≫汝はカラブリア人ウラザールがロードス出身のギリシャ人女性との

間にもうけた愛の子のウラザールの息子の命を救った。ここにそれに対

する小さな感謝の気持ちを受け取り、その地を離れて私の腕の中に飛び

込んでくるがいい。スミュルナの私の母のプラターネ・ステーファニの

もとで汝はいつでも私に面会することができよう。汝の返書もそこに宛

てるように。多島海からヘラクレスの柱に至るまでの澄み切った海原を
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絶えず帆走しつづけ、ヘラクレスの勇敢さによって魅力的なすべての海

岸線を味わうこと以上の生活などないのだと私は断言しよう。神々しい

若者よ、汝の逞しい姿で早く私の魂を元気づけてもらいたい！ 

ディアゴラス・ウラザール≪ 

 

小箱の中には高価な宝石や指輪やその他のオリエントの貴重な品々が

入っていました。彼は私たちが彼のために捕虜にしたすべての人たちを

すでに解放し、その大部分を他のキリスト教徒の奴隷と交換していまし

た。もしも彼らが彼を発見することがなければ、彼らはそれを彼らに約

束しました。そして選び出された人たちは固くその決意を固めていまし

た。そのような好意を各自がこの若い英雄に対して抱いていたのです。 

ここで別の事件のことを聞いてください。ディアゴラスの依頼を私た

ちはもっと熟考しなければなりません。私はまだイタリアのことをほん

の少ししか見ていないので、この美しいイタリアを離れる決心がまだつ

きません。フルヴィアはルチンデの考えを変えさせる役目を引き受けま

した。ルチンデに対する私の思いは彼女が冷たく無情になればなるほど

募っていきました。およそ二週間前、彼女はそのかたくなな態度をいく

ぶん和らげました。彼女は以前は私も参加していることを前もって知っ

ている場合、いつも人の集まりはことごとく避けました。百合のような

青白さをともなったメランコリックな内面の心の痛みがその顔をおおっ

ていました。この天使を助けるために思わず怒りをぶつけそうになるま

で私の心を締め付けたその顔にある種の明るさと春のバラを思わせる赤

味がさしてきました。彼女は仮装舞踏会で私が彼女とメヌエットを踊る

ことさえ許したのです。神よ！彼女のほっそりした体のあらゆる動きは

なんという崇高な魅力にあふれていたことでしょう。その眼差しが私の

中へなんと熱く注ぎ込まれたことだろう。しかも自身に満ちあふれて。

そのやわらかな唇が新鮮でうるおいのある赤みのなかでなんと甘美にほ

ほ笑み、豊かにきらめく胸が青春の光と影によってどんなにたぎりたっ
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たことだろう。私は逃れようのない愛のネットによってがんじがらめに

されていました。そして彼女の指に触れると、私はまるで硝石と硫黄で

できているかのように燃え上がりました。私が目を向けるところにはど

こにも新たな魅力が生じました。彼女の素早く確実な足取りがこれほど

私を魅了したことはこれまでありませんでした。そして美しい白い首筋

にかかる彼女の茶色の盛り上がった巻き毛と彼女の衣装はこれまでにな

いほど魅力的でした。私たちは澄んだ明るい感覚のように空中を浮遊し

ました。彼女は私と同じものを感じているように見えました。そして最

後には不安に駆られて震え始めたため、私たちが突然終わりにしなけれ

ばなりませんでした。 

その夜のうちに彼女に対する背信行為が企てられ、実行されました。

私はフルヴィアとともに舞踏会から抜け出し、フルヴィアは私をルチン

デの寝室に置かれてあった大きな箪笥の中に隠しました。その中にはい

くつかの家族の古い貴重な品々が掛かっていました。フルヴィアは私を

一人にし、誰にも気づかれずに戻っていきました。 

ルチンデはそのあとすぐ舞踏の間から戻ってきました。彼女が部屋に

入ってくる物音が聞こえてきたとき、私は恐怖と欲望で身震いしました。

彼女はそれから服を脱ぎながらプロヴァンス風の歌を、私がこれまで聞

いたことのないセンチメンタルで純粋な、真珠のような響きをもつ声で

歌いました。ただ、その歌詞に私はひどく戸惑いを覚えました。それは

困難な状況の中で長い間苦しみ、そこからようやく解放されて、恋人と

の再会を果たし、その恋人を限りない口づけと愛撫で受け入れる一人の

乙女の魂の歓びを歌ったものでした。けれどもたぶんこれはもともと暗

記していた歌詞で、彼女はちょうどそれを思い出したのだろうと私は思

いました。しかし、彼女が歌の終わりで手をたたき、こう叫んだときに

は私は大きな不安を覚えました。≫ああ、いとしいフローリオ、あなた

がここにいてくれたなら！けれどもあなたは今ははるかかなたにいま

す！けれどもあなたがまだ生きているのだという私の希望の翼よ！ああ、
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マグダラのマリア様、あなたがマルセーユのあなたの岩山の上ですでに

たびたび彼の運命を支配し、向こう見ずな若者を大海の大波と死の危険

から救って私の願いを聞き届けてくださったように、私のいとしい人を

私のもとに届けてください！ああ、聖女マグダラのマリア様、私はあな

たの足元にひれ伏し、嘆願します。ああ、救世主の女友達よ、私の心を

いつもつらく苦しい思いで苦しめないでください。そして私の心を軽く

して、再び快活にさせてください。そして私の愛に力を貸してください。

逃亡者のアルディンゲロは私と結婚してくれません。たとえ私が彼の苦

しみを大きくしてもそれが何になるというのでしょう。彼は結局は私を

不幸にしたわ。確かに彼には恩があります。けれども彼は人の心を惑わ

すならずものです。ああ、フローリオよ、すぐにここに現われてちょう

だい！聖女マグダラのマリア様、私に彼を返して！≪ 

私は気が変になりそうでした。この無邪気な言葉は箪笥の中に潜んで

いた私にはひどくこたえました。そのため、これに耐えるために全身の

力を一つにしなければなりませんでした。私は全身の神経と血管がたか

ぶり、まだ何をすべきなのか決めることができませんでした。そこで私

は彼女がベッドに横になるまで待ち、そのあとさらに一時間以上待ちま

した。結局、考えと気持に決着をつけることに絶望して、静かに扉を開

けて箪笥から外に出ました。 

私はもうとっくにマントを脱ぎ棄て、靴も脱いでいました。私はつま

先立ちで歩き、両腕でバランスを保ちました。彼女は睡魔に負けて、頭

を右腕の上にのせ、左腕はそっと伸ばし、膝は乙女らしく少し閉じ、毛

布ははねとばして下腹部だけを亜麻織りの布で覆って横たわっていまし

た。それはちょうどなま温かい夜の出来事でした。 

私はそれから彼女の部屋を見まわしました。ラファエロの最良の弟子

によって模写された師の魅力的な小椅子の聖母 の絵の前に一本のラン

プが灯されていました。確実にロンバルディアの奇跡の画家アントーニ

オ・アッレグリの手になるマグダラのマリアの絵の前にも同様にもう一
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本のランプが灯されていました。言葉にできないほどの優美さが彼女の

顔の輪郭にはありました。そして色彩は愛らしく、ブロンドの髪は見事

に描かれ、若い胸にはそよ風があたっているように魅力的に描かれてい

ました。二人の前には鉢植えの草花が置かれていました。マグダラのマ

リアの前にはバラとその蕾が、聖母マリアの前には彼女が自分自身で冬

の間も育てたユリとカーネーションが描かれていました。マグダラのマ

リアの絵の前のテーブルの上にはペトラルカの詩集と筆記具と鵞ペンと

インクと紙と字の書かれた紙片が置かれていました。私は一つの詩を読

んでみました。そこには線が引かれ、変更の手が加えられていました。

そして私は彼女が歌ったプロヴァンス語の歌を見つけました。彼女が自

分の感情をかくも美しく形式の整った言葉にまとめ上げることができる

とは、私は思ってもいませんでした。そのとき私の心は激しく燃え上が

りました。ペトラルカの作品の中では、確固としたもの、常にそぎ落と

したわずかの最もすぐれたものが乾燥させた様々の花の葉とともに敷き

詰められていました。特に、ラウラの死後の作品はそうでした。聖母の

絵の横には、彼女の針仕事が刺繍枠の中にありました。彼女は自分の目

の前に置かれていたバラとユリを作品の中に刺繍し始めていたのです。

わたしはまるで純潔の神殿に忍び込んで破廉恥な冒涜を冒そうとしてい

るかのような恐怖に襲われました。私はベッドのそばの窓から外を見や

りました。すると、満月が恐ろしい光景を目撃しないように、アルプス

のような大波のうしろに姿を隠しました。下では海がまるで怒っている

かのようにせりあがってきました。私は恐怖に襲われ、また箪笥の中に

潜り込んでしまおうかと思ったほどです。しかし私は彼女の前に膝まづ

き、両手で彼女の寝床の上でそっと体を支えました。すると彼女のアン

ブロシアのような息が私にかかり、私はまるで天にも昇る思いでした。

私はそのように少しの間彼女を見つめて横たわっていました。そしてわ

れを忘れ、ついにはもはや自分を制御できなくなってしまいました。私

は衣服を脱ぎ棄て、静かにゆっくりと全身でこの世で一番美しいものに
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近づいていきました。私はそれから指先で肌着を、純潔のつぼみととも

にまるでその純潔の守り手でもあるかのように私に微笑みかけた胸の両

脇へとずらし、そして彼女の穢れのない乾いた両足と愛らしい両脚から

布の覆いを、その布がしっかりと挟み込まれていた、豊かな丸みを帯び

てまるで柱のように盛り上がっている両方の太ももの中心までたくし上

げました。おお、汝、天と地のすべての軍勢よ、ここには何という完璧

さが実現していることだろう！わたしはもはや押しとどめがたいまでに

魅了されてしまい、布を引き裂いてしまいました。すると彼女は驚いて

はね起き、私の口づけを受けながら叫び声を上げました。 

≫怖がることはないんだよ≪、と私は彼女につかえながら言いました。

≫僕はアルディンゲロです。あなたに危害を加えるつもりはありません。

≪彼女は耳を貸さず叫びました。≫ならず者、恥知らず、助けて！≪そ

して身を引き離し、絶望して泣きました。私は全身を稲妻でうたれたか

のようでした。 

≫天の子よ、抗いがたい愛によって打ち負かされた男のこの野蛮な行

為を許しておくれ。天地神明にかけて、君に危害を加えないと誓います。

≪そして私は強引に彼女の右手をつかみ、私の高鳴る胸にもっていきま

した。 

≫あっちに行ってちょうだい、ひどい人！≪と彼女はしゃくり上げま

した。≫気を確かにお持ち、ルチンデ！≪、と私は彼女に語りかけまし

た。≫ほら、僕はもう君に触れてはいないよ。僕は君を見ているだけで

幸せです。そしてもしも君から離れることになったら、この世は真っ暗

闇です。君のその姿を目にするだけで、たとえやさしい声をかけてもら

えなくても、僕には他の女性の燃えるような愛以上です。僕を危険の中

へ送り出してほしい。僕はそこで何度も命をかけよう。きみのまばたき

が僕の掟です。君は僕のすべての能力を満たす善良なる魂です。君は厳

格な教師のように僕を見張っています。そして僕はどうにもならないこ

と以外は君のためなら何でもするつもりです。≪ 
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≫ああ、アルディンゲロ！アルディンゲロ！≪、と彼女は泣きました。

≫私をひとりにして、私をひとりにしてちょうだい！≪ 

≫いとしい人、それはどうして？どうして僕たちのような二人の人間

は罪なくして一緒にいることができないのだろう！なぜいつもその間は

壁と衣服と機械的な社会という隔壁で隔てられているのだろう！天国の

死者たちと僕たちの最初の両親がどのようであったか思ってごらん。こ

れらすべてはただ大勢の人たちの中にいるときだけ役に立つのです。≪ 

≫それではあなたは私にどうしてほしいの？私は不幸にならずにあな

たのために何ができるの？≪、と彼女は少し落ち着きながら答えました。 

≫君が愛している人が誰なのか言ってごらん≪、と私は続けました。

≫というのも、君が誰かを愛していることを僕は知っているからです。

そしてさらに、君がそれによって不幸になったということも知っている

からです。≪ 

≫ああ≪、それから少し沈黙した後で答えました。≫ガレー船の船長

よ！彼は私がまだニースで小さな子供だった時にもう眩しいばかりの大

柄な子供で、私の両親の家で私に読み書きを教えてくれたの。それから

活動を開始し、次第に貿易船に乗るようになり、やがてスペインのガレ

ー船の船長になったのです。長い時間がたった後、私は二年前にジェノ

バでガレー船の船長になっていた彼と再会し、そこで私たちは婚約を交

わし、彼がトルコとの戦争から帰ってきたら結婚を祝おうと思ったので

す。けれども彼は帰っては来ませんでした。私は彼が死んだものと思っ

ていましたが、数日前に、彼がコンスタンチノープルで過酷な奴隷状態

に置かれているという喜ばしいと同時に悲しい知らせを耳にしたのです。

その知らせを私にもたらしたのは、アンティーブ出身の老水夫で、彼は

私たち二人と面識があり，その地から出航したのです。私はこれから彼

が解放されて以前の地位を再び手に入れ、やがて私たちが幸せになるこ

とを期待しています。≪ 

≫優しい人よ≪、と私は付け加えました。≫あなたの希望はまだ確実
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ではありません。スペインはまだトルコと激戦中です。そしてもしもあ

なたの花婿が勇士だったら、彼がたやすく解放されることはないでしょ

う。≪ 

ここで彼女は顔をクッションに埋めてため息をつき、涙を流しました。

そこで私は続けました。≫けれどももしもスペインが行動を起こさない

なら、たぶん誰か別の人が彼を解放することができると思います。もし

も僕がその役を引き受けたら、天使よ、僕に何をプレゼントしてくれま

すか。≪そして私は右手で彼女の手を握り、左手で彼女の胸に手を置き

ました。≫そして僕はそのことはほとんど確かだと約束します。僕には

トルコの宮廷に何でもできる友人がいるのです。≪彼女はいっそう深く

顔を埋めとぎれとぎれに言いました。≫ああ、私の命の恩人よ！なんて

残酷な言葉なの！≪≫それを保証するものは？≪と私は我を忘れて彼女

に語りかけました。≫あそこの鵞ペンと紙とインクとランプを取ってち

ょうだい！≪これは私の意志ではありませんでしたが、私は熱愛してい

る少女がどうしようとするのか知ろうとしました。そしてマグダラのマ

リアの像の前のランプと鵞ペンとインクと紙を手に取り、ペトラルカの

詩集を下敷きにして、この誠実な女性は泣き笑いしながらこう書いたの

です。 

≫もしもアルディンゲロが私の婚約者のフローリオ・ブランカを囚わ

れの身から解放し、自由を再び取り返し優しく愛し、そして沈黙してい

てくれたらこのメモによって彼には私の最初の最高のお返しが与えられ

ます。あるいは聖母マドンナは私に決して目をかけることはない、ある

いはむしろ彼もまた慈悲深い眼差しを要求することはないのです。 

ルチンデ≪ 

 

― 続く ― 
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