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それから彼女は真剣なまなざしでこの紙きれを私に手渡しながら言っ

た。≫よく聞いてね。あなたが言うようにあなたが私の思いのままになる

のならば、これを大切にしまっておいてちょうだい。それからもう一つお

聞きしたいことがあるわ。一体だれがあなたをここに寄越したの？≪ここ

で私は窮地を脱するために真っ赤な嘘をつかなければならなかった。私

は、そっと彼女のあとをつけて、あそこの箪笥の裏に身を潜めたのだと言

った。≫器用な人ねえ！≪と彼女はあざ笑うように言った。

夜が明けると、私は彼女に別れの口づけをしようとしたが、それは許さ

れなかった。私は素早く身なりを整えると彼女のもとを去り、フルヴィア

に、何も異変はなく、彼女は黙っていなくてはならないというあらかじめ

取り決めてあった合図を階段の上で送り、館の門をそっと開けると、私の

部屋に身をすべりこませた。

私は午前中の間はずっと眠ることができなかった。そして、午後数時間

まどろんだあとでは、すべてがまるで夢のように思えた。

暗くなると、私はフルヴィアのところに顔を出した。彼女と彼女の夫

は、私が望めばいつでもやって来て良いという許可を与えてくれていた。

昨日の舞踏会に参加していた人がそこには何人もいて、人々は舞踏会のこ

とを話題にし、そのあと談笑した。ルチンデは頭をかかえて一人で窓辺に

腰を下ろし、私の方に目をやることもなく物思いに沈んでいた。私がそれ

から彼女の方に向き直ると、彼女は大きな美しいうるんだ瞳を伏せ、ため

息をつき、ますます顔を赤らめた。私は声をかけることもできなかった。
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やがて彼女はもう一方の腕も窓の中に伸ばし、憂いを帯びた眼差しで私を

静かに見つめた。私たちは二人きりで座っていた。そして、彼女は天使の

ような声で静かに私に言った。≫私は何ということをしてしまったのでし

ょう！きのうの夜、あなたは何をしたの！≪その間に、私はディアゴラス

からもらったダイヤモンドの中で一番大きくてキラキラ輝くダイヤモンド

の付いた指輪を取り出し、彼女の優美な左手のほっそりした薬指にそっと

嵌め、甘美な愛にひたり、彼女を見つめて答えた。≫受け取っておくれ、

我が心の花嫁よ！≪彼女は驚き、拒絶しようか受け取ろうかと迷ってい

た。そしてそれからあたりを見まわし、手を引っこめると、身を震わせ、

顔を赤らめた。

≫いとしい人≪、と私は彼女にそっと訊ねた。≫どうか僕がフローリオ

をコンスタンティノープルのどこで見つけることができるのか聞き出すこ

とができるように、アンディーブ出身の老水夫がまだこの地にとどまって

いるのかどうか、そして彼の名が何と言うのか教えておくれ。≪

≫ガブリオットという名前よ≪、と彼女はさっと答えた。≫そして船に

乗っているわ。≪そのとき彼女は素早く立ち上がり、ちょうどおふざけを

して笑い声が上がっていたフルヴィアの遊戯用テーブルの方へと歩み寄

り、やがて広間から姿を消し、再び姿を現すことはなかった。

一日中慎重に行動し、何も気づかれることのなかったフルヴィアと、私

は真夜中前に少しの間会い、ルチンデに乱暴するのは忍びなく、そしてそ

れは無駄だっただろうと彼女に言った。私は彼女に全く別の説明をした。

それは、奴隷にされていた彼女の恋人のことを彼女が私に打ち明けてくれ

たことだ。そして、ひと言で言って、私はこの世ならぬ少女のことを大切

に思うあまり、その少女を誘惑して不幸にすることなど思いも及ばないと

言った。そして私は彼女自身のために、これらすべてのことについて口外

しないように彼女に口止めした。

彼女はすっかり満足し、この話を知っていると答えた。花婿は戦場に残

り、すべてはとっくに済んでしまったことだと信じていたと彼女は答え
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た。しかし彼女もこの哀れな少女を助けるためにできる限りのことをする

つもりだと言った。彼女はルチンデを親友として、そして女性の中でもっ

とも非の打ちどころのない人物の一人として愛しているものの、ただ彼女

の度を越した敬虔さと孤独癖とそっけなさが耐え難いのだと言った。私た

ちの青春は、特に女性の場合はそれを味わうことなくやり過ごしてしまう

には短すぎ、この点でルチンデは確かにいつも子供じみているのだと彼女

は言った。

それからカトゥルスの「ぼくに千回口づけをしておくれ」（Da mihi ba-

sia mille）に話が及んだ。それからすぐに私はその話題から離れた。私た

ち愛の狩人は、そういったおふざけをすぐに始めてしまうのだ！

翌朝、私はガブリオットを探し、港では見つからなかったものの、とあ

る居酒屋で昼頃ようやく彼を見つけた。彼は運命によってたびたび翻弄さ

れた人生を送った堂々とした老人だった。彼はエジプトとモーリタニアと

ギリシャで三たび奴隷になった。そしてメッカとキリストの墓を見た。そ

して彼の主人たちとともにコーカサスとアトラスを越え、その都度見事に

逃走した。そして今や海上貿易船を所有し、晩年の日々を悠々自適に過ご

しているのだった。そのような人物の血沸き肉踊る冒険に比べると、退屈

きわまりない王侯の生活が何だろう。慈悲深い天よ、どうか私を一つ所に

縛りつけないでほしい！

私たちはやがて知り合いになり、彼は知識欲旺盛な若者を愛した。私た

ちは二人きりで片隅に腰を下ろした。そして私は私たちがのどの渇きに苦

しまなくて済むように気を配った。

私は最初は自分の仕事のことは黙っていたが、やがてエジプトのピラミ

ッドのことに話が及んだ。彼はそのさい、当時の人々は彼らの王たちによ

る強制労働にひどく苦しみながら、遠くの地から巨大な岩の塊を集めた

が、コーカサスやアトラスやアルプスの、長い年月の間に空から降る雨

が、破壊し難い形態に磨き上げた岩山に比べたら、ピラミッドなどは結局

は取るに足りない、と気のきいたことを言った。私はそのさい彼に、戯れ
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にヘロドトスに由来する魅力的な王女のメルヘンを物語った。彼女はただ

自分の恋人の力だけで、自分のためにピラミッドを建てさせたのだ。従っ

て、その仕事は必ずしもすべての人々にとって同じようにつらいものでは

なかったかもしれない。≫最後の石を運び、ピラミッドに冠石を乗せた者

は、少なくともとても勇気があったということだ≪、と彼は笑いながら答

えた。

それから彼は私に、自分がこれまで渡り歩いてきた多くの国々の風習に

ついて、丁寧に物語ってくれた。例えば、最も美しい人間が住むゲオルギ

アやチェルケについて、彼はそこでは子供たちがまるで野に咲く花々や果

実のように生まれ出てきて、嫉妬というものは知られていない、と言っ

た。男たちは自分たちが子ども達を作り出すための単なる道具だとみな

し、自分たちが子ども達をさながら一つの芸術作品のように自力で作り上

げたかのように妄想することはなかった。そしてそのさい、私たちのもと

におけると同様に、自らの知性や器用さに大きな価値を置いていた、と彼

は言った。そして皆、鎖やくびきなしに今日よりももっと幸せに生活して

いた。

かの地の、特に女性たちの美しさから、話は私たちの国の娘たちへと移

っていった。そして彼女たちについて彼は、かの地の女性たちはその姿に

いっそう多くの精神と形態を秘めている、と主張した。かの地の女性たち

の肉体の柔らかさとと華やかさはないものの、≫ここジェノヴァには≪、

彼は付け加えた。≫私がかの地で目にしたすべての女性の魅力に勝るルチ

ンデ・ダ・モンテフェルトロという若い娘がいる。≪

この言葉は君も容易に想像できるように、耳から心臓へと私の全身を甘

美に貫き通した。私たちはそのさい、酒盃を重ねた。葡萄の魔法の滴が彼

を私の青春へと移しかえ、彼の血管を青春の若き血潮で満たした。私はそ

れから、彼がそのルチンデ・ダ・モンテフェルトロをよく知っているかど

うか尋ねた。

≫あの天使のような娘が子どもの頃、何度この腕に抱いて体のあちこち
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をたたいたりなでたりしたことだろう。今でもまたそうしてみたいもの

だ。彼女にいやな思いをさせることなしに！≪、と彼は静かに語り続け

た。≫彼女の父親は没落した貴族で、再び立て直すためにその後、商いを

行った。最初の妻との間には子がなかったが、やがてもう 50代になって

から彼は貧しいものの若くてとびきり美しいフルヴィア・フレゴーザの母

親の親戚の女性と結婚した。フルヴィア・フレゴーザの母親は今では S

家に嫁いでいて、そこにルチンデは滞在していた。彼女は名をソフィアと

言い、老モンテフェルトロとのほぼ 3年間の結婚生活ののち、思いがけず

懐妊し、ルチンデを産み落とした。

しかしながら、ある秘密の出来事があった！当時ニースには温暖な冬の

気候にひかれて、一人の美しくて勇敢なポルトガルの王子が偽名で滞在し

ていた。彼はサラセン人との戦いで負傷し、その傷は彼の国では容易に癒

えなかった。彼は、山を越えてヴィラフランカに向かう途中のモンテフェ

ルトロの庭の隣に庭を借りた。そして私たちは皆、老モンテフェルトロに

は叶わなかったことを彼は正当にもやり遂げたとしか思わなかった。かく

して、美しい孤独な女性は幸せになり、この世ならぬ美しさの彼女の娘は

すべての人々の目を楽しませた。

ルチンデがおよそ 10才になった頃、彼女を一人っ子として心から愛し

ていた彼女の母親が死んだ。彼女の父はその後、彼女を教育のために貴族

のための女子修道院に入れた。その後、私は激しい嵐に襲われ、三たび捕

えられ、ギリシャの裕福な商人のもとで仕えた。数年後に再び解放される

と、様子はすっかり変わっていた。モンテフェルトロの豪華な船はその後

何艘か奪い取られたり、沈没したりしていた。同時に何件もの大規模な倒

産がマルセーユで発生し、その際彼は多くの資産を失い、債権者が彼の残

りの資産を差し押さえるほどだった。商人の富は現金よりもむしろ債権に

あるので、彼はその前にわずかの供のものとこの地を逃れ、そして時をお

かずに、心労でこの世を去った。ルチンデの母方の親戚がルチンデを修道

院から引き取った。そして彼女はまさしく新月の夜、荒れ狂う波間からジ
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ェノヴァの空に昇り、自ら輝きを放つ明けの明星のごとく輝きを放ってい

る。

しかしああ、彼女が身にそなえていた美しさとすべての女性的な美徳に

ふさわしいくらい幸せになれたのなら！もしも運命に翻弄されることがな

かったなら、彼女はそうなれたかもしれない。フローリオ・ブランカはル

チンデを愛し、ルチンデも彼を愛していた。そして、もしも彼が奴隷にな

らなかったなら、二人はすでに結婚して生活をともにしていたことだろ

う。彼はヴァーロの海辺で育ち、彼女の父の家に入り、やがて船乗りにな

り、英雄になった。

彼はスペイン軍に入隊し、軍隊とともに新大陸に渡り、メキシコやペル

ーをさすらった。そして名声と富を手に再び戻ってきて、高貴な若木が見

事に育ち、甘美な花を咲かせているのを目にすると、その優美な木陰で憩

いたいと願った。その時、彼はオーストリアのヨハンのもとで、ヨハン自

ら彼が指揮を執るガレー船に乗り組み、異教徒たちに立ち向かわなければ

ならなくなった。260艘から成る敵の艦隊は撃退され、キリスト教徒はエ

キナドスの島々の周辺で、近来で最大の勝利を収めたが、その勝利を彼ら

はうまく活用する術を知らなかった。勇敢な海賊のウラザールのみが、30

艘の三段櫂船とともにそこを脱し、フローリオをコンスタンティノープル

へと連行した。フローリオは、ドーリアの最初の攻撃の際にその場に居合

わせ、体中に傷を負い、敵に取り囲まれて、もはや万事休すの状態にあっ

た。その地では、彼らはフローリオのことは鷺が敏捷でしなやかな鷹を知

るように知っている。そのため、フローリオを解放することはないだろ

う。彼はイスラムの大臣自身のもとで奴隷として仕えている。私は彼と言

葉を交わし、彼からの手紙をこの地の彼の哀れな恋人のもとにもたらし

た。その中で彼は彼女に、もしもさらに一年間囚われの身でいたなら、自

分のことは忘れて、もっと幸運な男性を選ぶように懇願している。≪

このニュースは私の心をかき乱した。そして私はフローリオのことを気

の毒に思った。私は激しく動揺してため息をつき、顔を赤く紅潮させなが

帝京大学外国語外国文学論集 第 16号

─ 278 ─



ら、≫かわいそうな奴！≪、と言った。

老人は続けた。≫わが息子よ、もしもお前が彼を見れば、彼のことが気

に入ることだろう。彼は大胆不敵で少し粗暴なところがあるものの、根は

とても善良な若者なのだ。数年前にはどれほどたびたび私たちは一緒に座

り、ともに語りあったことだろう。私が彼にコーカサスやアトラスのこと

を語って聞かせると、彼はアメリカの山々の方がどれほど高いか語ってく

れたものだ。そして私たちは、なごやかな言い争いを始めたものだった。

こちらの旧世界には、はるかに美しい婦人たちやはるかに優れた男性たち

や動物たちがいた。それに対して彼は、もしもすべての宝を掘り出すこと

ができたなら、それで旧世界全体を買い取ることもできるのに、と冗談半

分に豊かな金の鉱脈や銀の鉱脈をほめたたえた。≪私たちはそれから彼の

健康と、解放が間近なことを祈って乾杯した。

私はもしかしてウラザールを個人的に知っているのかどうか、ガブリオ

ットに尋ねた。すると彼は私に、一度だけ彼をロドス島で見かけたことが

ある、と言った。そして彼をもう一人の海のハンニバルとして描き出し

た。彼はそのさい、いかにも彼のような老人にふさわしい観察をした。≫

将軍のコロンナは危うい勝利だったにもかかわらず、ローマで凱旋式を挙

行した。けれども、もしもだれかがあの海戦における両者の戦いぶりを正

確に比較することができたら、敗走するカラブリア人のウラザールが、コ

ロンナの前にどれほど立派な姿で立ち現れたことだろう！彼が他の司令官

の艦隊のために知性と勇気の奇跡をなした後で、敵の全軍からすべての部

下を引き連れてかくも見事に退却したことは、この上ない豪胆さと洞察力

と経験を証明している。ウラザールがキリスト教を棄てたのはかえすがえ

すも残念なことだ。≪

≫特に≪、私は付け加えた。≫ローマ教皇聖ピウスが、ウラザールがキ

リスト教徒を釈放しさえすれば、彼に再び支配権と富を譲り渡すことを決

心し、スペイン国王フェリペ二世に、ウラザールが望むなら彼の祖国スペ

インでもシチリアでも、ウラザールに支配権と富を譲り渡すよう説得した
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のだから。しかし私は、そのような申し出で、スルタンがウラザールに疑

いの念を抱いてしまいかねず、それでスルタンは彼をこの世から抹殺して

しまいかねないことが心配だ。ウラザールはそのような手にやすやす乗っ

てくるほど愚かではなく、将来臆病者のレッテルが貼られることを恐れ

て、翌年の春、艦隊を率いて自ら司令官として再び姿を現した。

トルコ人に投降しないようにとカラブリア人たちに要求することは愚か

なことだ。トルコ人たちはカラブリア地方を荒らし、その地の人々を奴隷

として連行している。そして彼らの領主たちはまるで何事もなかったかの

ようにそれを黙認している。彼らを守ることなしに、そしてさらにどんな

些細なものまでもことごとく奪い取られているのだ。彼らはすなわち二重

の支配を受けているのだ。思考力を持ち、心に勇気を抱く男なら他になす

べきことがあるだろうか。彼を搾取する二人の敵に対して、一人では身を

防ぎようがないので、彼は勝者の所有するところとなるのだ。≪

≫私ならやはりむしろ、私が生まれそして教育を受けた地の信仰に生

き、そしてその地で死にたい。そしてわずかばかりの不正なら耐え忍びた

い≪、と老ガブリオットが答えた。≫忍耐はまた甘美なものだ。もしもま

だ自分の中に耐える力を感じ、いつの日かそれに対する大きな報酬が自分

の愛する人たちにもたらされることが期待できるなら。≪

≫良き信仰はむろんすべてに打ち克つものです≪、と私は彼に答えた。

同じ日の夜のうちに、一艘のフランス船が入港してきた。コンスタンテ

ィノープルとスミュルナに向かう新たな公使や領事とともに、その船は水

だけを積み込むと、最初の順風で船出しようとした。私はこの機会を利用

して急いで帰宅し、ディアゴラスに心に思い浮かんだことをありのままに

さっと書きつけた。そしてそのあと貴族たちに、フローリア・ブランカの

解放を心から願った。あるいは私に少なくともその方法を教えてくれるよ

うに、そして彼に私のことを何も語ることなく、ジェノヴァに送り届けて

くれるように心から願った。

手紙がいっそう確実に届くように、宛名は彼の母親とした。私は船主に
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前金で報酬を支払った。そして、もしも良い返事をもたらしてくれたら、

もっと礼をはずむと彼に約束した。そして同時に、肝心な点は何なのか、

彼に言った。彼は私に、手紙を大切に扱うと厳かに誓った。

翌日の昼頃、その快速艇は再び出航し、私の心はちょうど風を受けた帆

が膨らむように、さまざまな期待で膨らんだ。私自身はこの譬えに微笑ま

ずにはいられない。そしてそれは真実で、私はこの譬えが気に入ってい

る。ああ、私たちの考えや感情はかくも繊細で変わりやすく、ちょうど大

気と同じように明るく澄んでいるかと思うと、時に粗暴に荒れ狂うのだ。

アルディンゲロ

この手紙に対して、私はアルディンゲロに返事を書かず、3月に再び彼

からの手紙を受け取った。

ジェノヴァ、3月。

彼女は初めて私に口づけをしてくれた。自分の意志で。そして私の唇も

彼女の甘美な唇と溶け合って一つになることを切望した。乙女らしくおず

おずと、しかも自然に、磁石が互いに引き合うように、意外な形でこの世

ならぬ口づけが私の上に舞い降りてきたのだ。幸せな思いに浸りながら、

私はその夜眠った。刺すような情欲の炎によって、私は今や至福の天使の

ように目覚めた。ああ、昨日のような幸せな日よ！新たな春のように太陽

が昇り、そして沈んだ。私たちは夕方、上の庭に二人きりで腰を下ろし、

下の庭ではフルヴィアと彼女の夫が小さな集いを開いていた。そして海に

は小さな波がさざめき、おだやかな人生が大気の中へ溶け込んでいくよう

だった。

私はルチンデのためにリュートを奏で、いっしょに歌った。すると私た

ちの心は会話と眼差しによって一つに溶け合った。≫女というものはこの

世で一番哀れな生き物だわ！≪、と彼女はぞっとするようなため息をつい

た。世界と生命と使命についていろいろ語ったあと、彼女は私から目をそ

らして空を見つめた。≫どちらを向いても束縛だらけで、私たちは私たち
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の精神が導くところへはどこへも、一歩も自由に歩み出せないわ。そし

て、もしも私たちをが教養があるとみなされると、中傷に傷つけられるこ

となしに、すべての地方の自然や生活や風俗習慣を見つくし、耳にするこ

とは私たちには全く閉ざされているわ。私たちは植物のように一つ所にと

どまらなければならず、もっともらしく話して聞かされることを実際見て

理解することなしに信じなければならないのよ。思い込みと夢と従順だけ

が私たちの世界で、そこには魂をよみがえらせてくれる真実のかけらもな

いのよ。

もしも一人の女性が美しいと、彼女からいたるところで自由を奪い、不

遇のときには好意的だった男性自身、しばしば彼女をひどく中傷し、別の

男性が優遇されたと信じると、口汚くののしる大衆へと変身するのよ。あ

るいは彼女は理不尽な嫉妬によっていっそう頑なに自分自身の中に閉じこ

もるのよ。

もしも美人でない場合には、ムーサイとミネルヴァのいかなる英知と技

術を傾けてもいかなる愛も手に入れることはできないのよ。そして常々こ

う言われているのよ。彼女はしょせんひとりの女に過ぎず、真の姿を何も

正しく見ることもできず、また見てはならないのだと。目的もなく役にも

立たないペダントリーと虚飾だわ！女というものは、何か偉大なるものを

どこかで獲得し、つかみ取るための強さも熟慮も持たないのです。そし

て、善良なる人と理解ある人はその弱さに同情し、悪意ある人は女をあざ

けり、女を彼らの賞賛とともにすっかり愚弄するんだわ。人々は私達をそ

んな風に扱っているんだわ。

この世に生まれてなんか来ないことが一番いいんだわ。なぜなら、私た

ちが欲し、愛するものを私たちは手に入れることができないのだから。あ

るいは、こういう気持ちが私たちの胸の内にきざすやいなや、あっという

間に地上から拉し去られるのだから。私たちの運命は哀しみと苦悩ばかり

で、晴れやかな瞬間などほとんどありません。満ち足りた安全な状態など

私たちには与えられてはいないのです。私たちの人生は、しばしば波立つ
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嵐の海に浮かぶ芥子粒のような小舟に過ぎないのです。≪

けれどもどうして私は君に、ルチンデがあれほど神々しく魅力的な言葉

や響きや姿で語った内容について、抜け殻のような文字で書いているのだ

ろう！

私が彼女の左手を両手で包むと、彼女はその内面のうっとりするような

高まりをそっと私の熱い感情に委ねた。

≫ああ、ルチンデよ！≪、と私は彼女に答えた。≫あなたは多くの真実

を語りました。私たちはあなた方女性に対して公平ではありません！けれ

ども私たちの運命は過酷です。私たちは仕事を果たす義務があります。そ

してあなた方はまるで太陽のように静かに活動し、ただその美しさのみに

よってすでに人を幸福にしているのです。私たちはすべてを闘い取らなけ

ればならないのです。けれどもあなた方はただ自らの周りを照らだけで、

かくして人はあなた方の足もとにひれ伏すのです。

崇高な美はむろんきわめてまれなものです。しかし、そういう美を身に

つけ役立てるすべを知っている乙女もまた、私たちのもとでは英雄たちか

ら成る軍隊を従えたアレクサンドロスやカエサルのようなものなのです。

すなわち、彼らが何を征服するかは彼らの気分次第なのです！永遠の運命

は彼女の思いのままなのです。

愛と精神は名前が違うだけで、一つで同一のものです。ただ、人々は精

神の過剰を愛と呼ぶのです。崇高な美はあらゆる精神を支配しています。

美はそれゆえに、大いなる暴力あるいは大いなる知性と好んで一体となる

のです。なぜなら、そこでは愛こそが最も強大なものだからです。人間自

身も、そもそも、いかなる生き物も、孤独で不幸なのです。思い込みや妄

想や市民的な偏見が、すぐれた人々をとことん苦しめることなどがあるだ

ろうか。すぐれた人から財産を奪い、その人格を自由に使用することを認

めない法は、狂気じみていて愚かです。そして彼は、その法が可能になる

やいなや、それを踏みにじってしまうのです。≪

≫私はむしろアルディンゲロでいたいわ≪、と彼女はまっすぐに僕を見
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つめて早口で小さなきれいな声で言った。≫セミーラミスやラウラのよう

に若くて美しく、勇気と才能にあふれていたら！≪そしてここで彼女は唇

を私の唇に近づけ、私は甘美な稲妻に打たれて、私の魂はあらゆる束縛か

ら解き放たれて、恍惚の世界を漂った。私たちは長い間、抱き合ったまま

でいた。私たちの目に喜びの涙が浮かび、彼女は顔を赤らめ、やがて蒼白

になり、私から身を引き離してこう叫んだ。≫ああ、いとしい人、私はこ

れからどうなることでしょう！≪そして彼女は私にこれ以上何も言わなか

った。

私がまだ木に寄りかかって立ち、この世のものが目に入ってこないよう

に、手で両眼をふさいでいた時、フルヴィアがやって来た。察しのいいフ

ルヴィアはすべてに気づき、その瞬間を高貴な猛獣のように認識するの

だ。

かくして私はスキュラとカリュプディスの間に横たわる愛の喜びの海を

航行するのだ。そして私は彼女たちが起こす渦に巻き込まれて危険な目に

あい、私の勇気の出番となるのだ。しかし私は時にはルチンデのことで驚

かされることがある。彼女は多くの点で女性特有の柔軟さを有してはいな

いのだ。そして彼女の姿の中に私は恐ろしい激しさの特徴を発見する。そ

してまさにこれこそが私をかくも強烈にとらえ、彼女につなぎとめるもの

なのだ。私はこの世ならぬ女性が求めているものが手に取るように感じら

れる。そしてこのことが私を苦しめるのだ。なぜならそれは叶わぬことな

のだから。けれども、天使を自らの慣習に染めた世の人々にとって天使は

あまりにも美しすぎたため、野生児は享受することなしに、世の人々に天

使を生涯にわたって委ねてしまうことなどできないのだ。

ところで私はこの地でも航海術の研究を続け、海辺で船を走らせてい

る。コルシカにも私は行ったことがある。そして私はその地の粗野な人々

が気に入った。そこには素材がある。港を出ていく船はどれもみな、私が

研究し尽くしたものばかりで、このように、私の造形芸術もいまなお海に

関わっているのだ。私はビオンデッロを刺し殺した場所のスケッチをだい
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たい仕上げた。

海の英雄ドーリアのもとを私はたびたび訪れ、彼との対話から多くを学

んでいる。彼は私に好意的だ。それは彼の表情や態度や彼のあけっぴろげ

なところからわかる。彼は私の正体を知っている。そしてフルヴィアと彼

女の夫もそれをルチンデ同様知っている。私は初めのころすぐに、私の正

体を見抜いた私の同郷人の一人に裏切られたのだ。トルコ人との戦争の間

には、ヴェネツィアでは私はどちらかと言うと人目につかないようにして

いて、その中に容易に身を潜めることができるような多くの画家がかの地

にはいるのに、当地ではそのような画家などは数えるほどしかいない。ま

た私はヴェネツィアでは、上流階級の公式の集いに顔を出すこともほとん

どなかった。私はそれで不利益をこうむることもなく、かえって利益を得

たのだ。人々はそれだけいっそう私のことを評価し、私は行きたい所へは

どこへでも行けたのだから。

トスカーナの暴君を私はもはやほとんど恐れてはいない。私は勘で、彼

の具合が悪そうだとわかった。彼はその不節制のために、すでにとっくに

健康を害し、カミッラ・マルテッラのもとで残された自分の体力を使い果

たしたため、彼の舌はこわばって乾き、もはや話すこともままならない状

態に陥っていた。これらすべては文字通り真実だ。カプリ島に隠棲したロ

ーマ皇帝ティベリウスもかくも愚かな政治を行うことはなく、暴君ネロも

やめるべき所をわきまえていた。マキャベリは新たなヒポクラテスとし

て、どこまで度を過ごしても大丈夫なのか、フィレンツェの大公に教える

べきだった。なぜなら、自分で節度をわきまえることなどできるものでは

ないからだ。

彼の息子の新大公フランチェスカは、さながら一人の愚鈍者のように行

動し、そしてあの悪名高き彼の妻ビアンカもまた彼を正当に扱うのだ。

ああチェチーリアよ、アドリア海のパフォスのアフロディーテよ、あな

たは今どんな生活を送っているのだろう。そして私たちの愛はどうなるこ

とだろう？あなたは確かになおかつてのように、優しさに満ちあふれてい
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て、ルチンデとフルヴィアとともに、親しい仲間として抱擁しあうべきな

のだ。私は彼女と君のことを思い続けている。ぜひお便りをください。

アルディンゲロ

アルディンゲロの手紙の結びの部分から、彼の激しい感情にもかかわら

ず、彼はいまだ理性を失ってはおらず、今でも高貴な魂を心の底では保っ

ていることが見て取れたので、三月の末に私は返事をしたためた。

ヴェネツィア、3月。

長文の委細を尽くした文通よりも、ほんの少しの間でいいから、面と向

かって君と言葉を交わしたい。

これまでチェチーリアとは二度話したことがある。一度目は公の席で、

それから数日前には二人きりで。彼女は臨月を迎えていて、健康で元気で

す。そして母親と兄弟と友人たちと遊び仲間が、彼女に新しい楽しみを贈

ろうと大いに骨折っています。一人のうら若い魅力的な女性がその使命の

目的地に達したのを目にすると、大いに心がなごみます。それはまさに大

いなる目の喜びです。そして彼女自身から何一つ期待していないよそ者に

とっても、彼女は少女時代よりもいっそう美しく、完璧でなければならな

かったのです。まして、その愛の甘美な果実が成長していくのを目にする

幸せな恋人にとっては。アルディンゲロよ、君は崇高な幸福のために選び

出された神々の息子だ。どうか、くれぐれも体には気をつけて！

最初、彼女はあえて君の消息を尋ねようとはしなかった。けれども、私

に向ける彼女の視線は私にはまるで天国だった。彼女は顔を赤らめたり、

蒼ざめさせたり、ため息をついたり、自分の身を隠そうとしたりした。け

れども自然が勝利を収めたのだ。彼女の胸はいっそう激しく高鳴り、彼女

はついに私のところにやって来て、私と会話を始めた。愛らしく、そして

親しげに。私はそのさい、この瞬間に君のことなどまるで考えていないか

のように、落ち着いてふるまって見せた。そして彼女はいっそう浮き浮き
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と私のもとから去っていったのだ。疑いたければ疑うがいい。なぜなら彼

女は、彼が彼女に好意を抱いているに違いないと感じたからだ。そしてそ

のことをもう以前から知っていたに違いないからだ。

私は今では以前よりももっとよく知るようになったチェチーリアの一男

下の兄を訪問するために、数日前、彼女の父の館に馬車で乗り付けた。彼

女は出産の後でもまだそこに滞在していた。そして彼が家にいなかったと

き、私は彼の母親のところに行き、ちょうどそこでチェチーリアに会った

のだ。母親は所用で少しの間席を外し、私たちは二人きりになったのだっ

た。明るく澄んだ彼女の美しい大きな瞳は長いこと私に向けられていた。

そして彼女の唇はまるで語るのを促すかのようにほほ笑んだのだ。私は見

捨てられた人のことが可哀そうになって、私たちの前に掛かっていた絵に

ついて語り始めた。彼女が私に画家の名を告げるか告げないうちに質問が

来た。≫お友達のアルディンゲロは今どこにいるの？私は肖像画を描いて

もらってから、あの方とは一度もお会いしてないわ。あの方はたぶんもう

ヴェネツィアにはいらっしゃらないのでしょう。≪

私は答えた。≫彼からの最後の手紙を私はジェノヴァから受け取りまし

た。彼はそこでとても元気にやっています。≪彼女がそれを聞いてすっか

り元気になり、全身に力がみなぎってきた様子を君に見せたかったよ。彼

女はもはや自分の心をおさえることができなかった。≫あの方は知性と才

能がたっぷりおありの方だわ。そして少なくともあの方には画才がおあり

だわ。その芸術できっと大いに進歩を遂げていることでしょう。≪ここで

彼女はまるでバラのように頬を赤く染め、ほほ笑みながらこう付け加え

た。≫私はきっとあの人のことが好きになっていたのだと思うわ。あの人

がいなくなって良かったわ。≪

私はここで残忍な手段で攻めたてられたのだ。けれども私は彼女自身の

ためでもなく、君と私のためでもなく、それを認めなかった。まだその時

ではないと思ったからだ。私はそこで冷たく、ほとんど嫉妬を感じている

かのように答えた。≫もしも僕が彼にそのようなことを報告すれば、その
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言葉は若い紳士の体のすみずみまでしみ渡ることでしょう。彼はあなたの

肖像画を描いていた時、あなたの美しさにすっかり参っていて、あろうこ

とか、あなたの不幸な夫を羨んでいたのです。≪

この言葉は彼女の輝くような美の前に暗雲のように現れ、彼女は顔を曇

らせ、こう答えた。≫まあ、それほどひどいことでも、危険なことでもな

いわ。このことについては何も書いて知らせるには及ばないわ。だけど私

からよろしくと伝えて下さい。そして私があの方の芸術を賛美していて、

あの方がいつの日か立派になることを期待していて、ぜひとも、いつの日

かお役に立ちたいと思っていると、あの人に伝えてください。≪この時、

母親が再び部屋に入ってきたので、私は早々に彼女のもとを去った。

君もここからわかるように、事の真相を知る者にとって、事態は決着が

ついた。、彼女の裁判官たちの中に真相を知る人物が一人もいなかったの

は、君にとっては幸運だった。道を熟知する者は霧の中でも確実に歩むも

のだ。そして目の欲望の強い者は、その中で対象をしばしば、明るい日差

しの中でよりももっと多くの喜びとともに見るものだ。私は彼女のことが

心の底から気の毒だ。なぜなら彼女は不幸だからだ。

私は君がルチンデと付き合っていることが気に入らない。少なくともチ

ェチーリアのことを思うならば、君が彼女に説いている原則は認めること

ができない。特に、もしもフローリオが老水夫が言うような男だとした

ら。私は何か悪いことが起こるのを恐れる。もしも、望みさえすればある

程度まで国家を無視するか、あるいはそこから抜け出すことができないか

ぎり、そもそも、各人は各人が住んでいる国家に従わなければならないの

だ。さもないと、結局はあの諺のとおりになってしまうのだ。≫甕は壊れ

るまでは水汲みに使われる。≪

もしもルチンデが、彼女の青春と美しさとともに君の精神も持っていた

なら、ああ、そうすれば彼女には王国が意のままになることだろうに。け

れどももしも彼女が君のいう意味で幸せになるべきならば、君は彼女をま

ず古代のコリントかアテネに連れて行かなければならないのだ。そしてさ
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らに私には彼女の人柄からして、それでうまくいくようには思えないの

だ。ひとことで言うと、一人の女性が一人の男性の妻になると、愛の点で

自らの自由を放棄し、そのあとで別の選択を行おうとするのだ。そして、

妻が夫に忠実でいるために、夫はいったい何を犠牲にするというのだろ

う。ライスとフリュネーのような美と貞淑の両立は永遠により高次の完璧

さなのだろう。けれども私は、ルチンデに関しては遠くから語っている。

そして彼女への一瞥、彼女の唇からのたったひと言が私自身のモラルを払

いのけてしまうことだろう。彼女が君に寝台の上で書いた書き付けは、今

なお精神の飛翔をもたらしてくれる。

彼女と君の身は危険にさらされている。けれども、自らを救うことので

きない者を助けることはできないのだ。今自分がどういう状況に陥ってい

るかは、自分が一番良く知っているのだ。

私はフルヴィアを喜んで君に委ねよう。私のことをどうか悪く取らない

でもらいたい！彼女は諺に言うような真のジェノヴァ女だ。※

いかなる権力によっても行使されない法は現実には法ではない。自らの

権利を主張しない者は、いかなる権利も失ってしまうのだ。いかなる権力

にも保護されていない男たちは、そうなる定めなのだ。このことはスパル

タ人たちがよく見抜いていた。そして、まだ理性を保っている人なら、ど

うして見抜かないことがあるだろうか？

私は君がディアゴラスによって、私から引き離される定めだとは思いた

くない。君の愛するイタリアに留まって、もう一つのイタリアを歴史本や

旅行記で読んで見つけ出して欲しい。人間は自らの幸福のために全大地を

必要とするわけではない。海は巨大で空虚な道以外の何物でもない。

五月半ばになって私はようやくまたアルディンゲロからの手紙を受け取
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※魚のいない海、恥知らずの女、信用のない男（Mare senza pesce, donne senza

vergogna, Uomini senza fede）という言葉はおそらく、ジェノヴァの天敵のヴェネ

チアに由来するものである。



った。それはルッカからで、そのことが私には奇妙に思えた。その手紙は

次のような内容だった。

ルッカ、5月。

君にも責任がある！ルチンデが錯乱状態に陥ってしまった。フローリ

オ・ブランカはディアゴラスから救出されて、贈り物を抱えて戻ってき

た。若きディオメデスのような英雄、ただ名誉の傷を顔中に受けて。彼は

私が自分を救ってくれたことを知らないまま、私たちは間もなく親しくな

った。彼は自分の結婚式へと急いだ。スペイン艦隊の一部が停泊するメッ

シーナで、彼には最高司令官から以前の地位ばかりか、さらにはるかに立

派な地位までもが約束された。私はその時ちょうどジェノヴァにはいなか

った。フローリオが花嫁を驚かせた時、フルヴィアは思いがけず彼を目に

して、気を失ってしまったと私に話して聞かせてくれた。人々はそれを喜

びのせいにした。彼女は間もなく回復し、フローリオはかくも多くの困難

な状況を乗り越えた喜びのせいで彼女を黙って両腕に抱きしめたままでい

た。

私はこの地に到着した時に、フローリオとはルチンデのところで会い、

フルヴィアとその夫とはとある集まりの際に会った。彼の姿とその人柄か

ら、私はすぐに強い印象を受けた。がっしりした骨格、はっきりした表

情、キラキラ光る小さな大胆なまなざし、日焼けした肌、縮れた髪の毛、

盛り上がった筋肉。そして口数の少なさ。これらは私にとっては船乗りの

見本にほかならなかった。そして彼の八字髭と短いサーベルがそのイメー

ジを完結させた。私は心から二人の再会を祝福した。ルチンデは静かに私

を見つめ、かなり動揺しているように見えた。

その後の数日で、私はフローリオといっそう親しくなった。そして私の

冷たい理性が、私の熱い欲望をなだめようと格闘した。勇者のみが高貴な

花にはふさわしいのだ。

私はそれから、ルチンデと庭で二人きりで話した。彼女は海の生活の不
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安定さと戦争の危険を嘆いた。私の心は彼女に向って大いに高鳴ったが、

私は自然のあらゆる熱情をまるで涜神者であるかのようにひどく荒廃さ

せ、彼女に貴重な書き付けを再び渡したのだ。そしてつっかえながらこう

言った。≫私はあなたのご好意を受け取るわけにはいきません。まさにフ

ローリオこそがあなたの愛にはふさわしいのです。どうか二人でお幸せに

お過ごしください。純粋で、心を曇らせることなく。≪

彼女はまるで柱のようにじっと立ちすくんでいた。そして自分で書いた

文字を読んだ。そしてそれから、ゆっくり紙きれを歯で引きちぎった。私

は彼女のもとを離れ、私の目からは涙があふれてきた。

それは昼食の後の出来事だった。しかしこれらすべてのことについて何

も知らず、また決して知るべきでもなかったフルヴィアは、私に報告し

た。彼女は一晩中自分の部屋に閉じ込められていて、他に誰も見なかった

と、翌朝遅くなって、だれかが他の鍵で彼女のいる部屋を開け、彼女が自

分の服を着てベッドの上にいるのを見つけ出すまで、両手をねじり、上半

身を起こし、両眼を固く閉じてため息をつきながら。フルヴィアも花婿

も、さらには誰一人として時間をかけても彼女に口をきかせることができ

なかった。そのため彼女はすっかり言葉を失ってしまったように見えた。

彼女はおとなしく周囲の人々の意に従うものの、絶えず両腕をねじり、そ

してため息をつく。人々が話す内容をもはやまったく理解せず、どんな会

話にも加わることはない。ほとんど食べも飲みもせず、またすぐに両腕を

ねじり、ため息をつく。医者はいろいろな薬を試してみたものの、すべて

は無駄だった。彼女はもはやフルヴィアが誰だか分からず、その花婿のこ

とも分からず、私のことも分からない。花婿が彼女に口づけしようとした

ところ、彼女は彼を払いのけ、顔を引っ掻いた。彼女の女友達も彼女には

耐えがたい存在なのだ。それ以外は彼女はすべての点で忍耐強い。彼女が

私をじっと見つめ、両腕をねじり、ため息をつくと、私はそのたびに思わ

ず首をくくりたくなった。これから彼女は女子修道院に入って、そこで世

話を受けることになっている。フローリオは頭に一発撃ち込んでしまうつ
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もりだった。そして今では絶望のあまり、艦船に乗り組んでチュニジア人

相手に最期を遂げるつもりでいる。私はフィレンツェに向かった。ああ母

なる自然よ、汝の最も美しい宝は錯乱し、破滅してしまった！喜びのため

に生れ、皆の目と心を魅了した哀れな少女は地上のこの上なく甘美な果実

を一度も味わうことなく、今や絶えず筆舌に尽くし難い苦悩の中に生きて

いるのだ。

君はこれまでにこのようなことは経験したことがないために、想像する

こともできないだろう。あれほど美しく、魅力的で愛らしく、知性にあふ

れていたのに、それが今では唐突にすべては崩れ去ったのだ。それは恐ろ

しい光景だ！彼女を知る人は、彼女の運命に涙する。ジェノヴァ中が喪に

服している。野蛮なモラルよ、生命力に富むものの敵よ、汝の犠牲者を楽

しむがいい。

けれども、ああ神よ、私の激しい情熱は私をどこまで運んで行くのだろ

う！ああ、私はその手綱をそれほどしっかりとはつかんでいない。そのた

め情熱の馬車は転覆し、馬と御者は谷底へと転落してしまうのだ。

アルディンゲロ

私はこの手紙の返事をアルディンゲロに書くことができなかった。なぜ

なら、彼は宛先を添えてくれなかったからだ。この出来事は身の毛もよだ

つもので、私自身心が震え上がった。このことについてよく考えれば考え

るほど、この出来事は私には自然に思えてきた。おそらくフルヴィアに一

番大きな責任があったかもしれない。そしてチェチーリアと私ははるかに

小さな責任が。アルディンゲロの大胆な行動は別にして。ルチンデは彼女

の乙女らしい、すべての魅力を嘆くべきだった。砦の中の一人の弱い敵

は、砦の外の最強の敵よりも恐ろしいものなのだ。

フィレンツェに向かうアルディンゲロの旅路は、私にはとても大胆なも

のに思われた。たとえ私が、コジモはもうこの世にはいないのだととっく

に知っていたとしても。

（第 1巻、第 2部了）
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