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1  宮殿と一体となったバロックの庭

　現状－賑わう美術館の庭

　ボボリ園は、アルノ川の南岸に立つピッティ宮の背後の斜面にあり、

ピッティ宮が美術館（1919）になっていることもあって、いま美術品を見

た後、そこへ足を延ばす観光客で賑わっている。

　庭は、ピッティ宮の背後の丘の斜面をまっすぐ頂上まで上る中心軸と、

その斜面の途中から右手（西）に向かって坂を下っていく長い糸杉の並木

路（副軸）を骨格として造られており、全体ではかなり広い。造園は、16

世紀に後半に始まり、その後3段階の変遷を経て現在の姿に至り着いた。

糸杉の並木路は、イゾロットと呼ばれる大きな卵形の池と中島を持つ装

飾的な水の広場に至るが、この斜めの副軸の長さは、中心軸の2倍ほどで

ある。この副軸を中心とする庭（西庭）は、17世紀の前半に新たに土地を

購入して造られた庭で、構成上は、ピッティ宮の背後の庭と整合的な繋が
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りは持っていない。ボボリ園は、ある意味で二つの庭を組み合わせた変則

的な庭だといえる。ピッティ宮の背後の庭は、丘の上ですでに市壁近くま

で届いていたために、その先へ拡張することができなかったから、拡張は

市壁内の葡萄園（西方）を購入して右手（西方）に向って行われたのである。

　いま、ピッティ宮の二階、大公の部屋の窓から、背後の庭を眺めると、

中心軸上に、建築的な三次元の空間が立体的な偉観として広がっている

のがきわめて印象的である。まず、馬蹄形の大きな野外劇場があり、次ぎ

に斜面が続き、その次ぎにネプチューンの像のある池周りに踊り場のよ

うな平地があり、そこからまた斜面を上って丘の頂きへ至り、豊穣の女神

の像によって、視線が受け止められる。ここでは中心的な点景物が、中心

軸の上に連なり、その中心軸は左右から生け垣や樹林に挟まれて、くっき

り浮かび上がる。さらに手前でみれば、この中心軸上には、中庭の擁壁の

内部に作られたモーセのグロット、その上のテラスに置かれた装飾豊か

なアーティチョーク（チョウセンアザミ）の噴水がある。また、馬蹄形の

野外劇場の中心には、小さいが本物のオベリスクが立っている。

　

　斜面の立体的造形

　特徴的なのは、当主の部屋から眺められる庭園空間は、噴水や彫像、オ

ベリスクなどの装飾物があるにもかかわらず、なにより、斜面にくり抜く

かれた巨大な立体的造形として目に飛び込んでくるということである。

そこに、花壇がなく、花の彩りがなく、中心軸が濃い緑の樹林のなかには

め込まれていることも、この印象を強める。そして、これが非常に目をひ

く劇的な偉観であることは、たとえば、現在でも、美術館となっているピッ

ティ宮をめぐる観光客が、ここにさしかかると目を引きつけられ、カメラ

を取り出してしきりとシャッターを切ることからも推測される。

　糸杉の並木道も、基本的に同様で、ここも土地の造形と緑の造形を融合

させた三次元の空間である。ただ、ここでは、彫像や花による庭の装飾はい

くらか多くなり、水も、池の広がりや噴水の躍動としてより賑やかになる。

　



ボボリ園―メディチ家コジモ一世に始まる宮廷の庭

－ 27 －

　花は脇役

　ボボリ園は全体として花影の薄い庭である。極端化していえば、花はな

くとも庭で、庭というものの概念をひとつ広げてくれる庭である。この庭

は、造られた当初から、斜面の造形や、緑の樹木や生け垣、噴水やグロッ

トなどによる建築的造形に主眼を置いた庭であった。花や薬草がまった

くなかったのではない。果樹やオレンジが置かれなかったのでもない。し

かし、それらはみな、脇役であり、目立たない横手や陰の場所に回された。

　

　水が主役

　今、主軸の眺めでは、水はとくに目立たないが、コジモ一世（1519-1574）

が作った当初の庭では、この水が、構想の主役であった。それは、コジモ

一世が、チボリの丘の水源（複数）から、フィレンツェに引いた水道をま

ずボボリの庭で視覚化し、祝賀・記念するものであった。コジモ一世の水

道事業は、ジネヴラからフィレンツェに水道を引くものと、このチボリの

丘から水を引くものと二つあり、ともに、功績とすべき事業と考えられ、

フィレンツェ市内に引かれた水は、街の要所の噴泉（彫刻などで飾られた

水道口）を通して市民に供給利用された。

　チボリの丘の複数の水源から集められた水は、丘の中腹に作られたボ

ボリ園の貯水池（養魚池）を経て、それまでの石切場を馬蹄形に作りかえ

た主庭の中央の「オケアヌスの噴水」へ至って空中で踊り、それから宮殿

を通り、アルノ川を越えて、メディチ家の本拠ヴェッキオ宮へいたり、そ

こから市内各所の噴泉（水道出口）へ導かれた。その水はまた、ヴェッキ

オ宮前の広場、ピアッツァ・ドゥカーレ「大公広場」（現在のピアッツァ・

デラ・シニョーラ）に作られたネプチューンの噴水にも立ち現れた。ちな

みに、ジネヴラ Ginevra　を水源とする水も、コジモ一世の庭を経由した

とされる。

　なお、丘の中腹の貯水池は、ボボリの庭の灌漑池であり、養魚池を兼ね、

海神ネプチューンの像が置かれていた。

　馬蹄形の庭の中心オケアヌスは、ギリシャ神話に登場する巨人族のひ
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とりで、古代、大陸（地球）を取り巻くとされていた海流水を人物化した

ものである。この海流水は海と陸のすべての川と湖の源と信じられ、水の

象徴とされていた。オケアヌスの父はウラノス（天）、母はガイア（地）で

あった。ルネサンス期になると、このオケアヌスは、すべての川神の父、

水の力（全般）の象徴、万物の源と理解されるようになった。ボボリの主

庭で、このオケアヌス像は、差し渡し6メートルの大きな噴泉盤の上に置

かれた。これは当時の長さでは10ブラチアで、10はルネサンスの考えで

は、完全な数であった。オケアヌス像は、彫刻の名手ジャンボローニャ
Giambologna（1529-1608）の作で、噴泉盤は、庭の設計者トリボロTribolo（本

名Niccolò Pericoli、1500-50）がわざわざエルバ島へ出かけて、見つけ切り

出してきた大理石で作ったものであった。

　馬蹄形の主庭

　もと石切場であったところを整えた馬蹄形の斜面には、モミ、糸杉、ト

キワガシ、月桂樹が、四角あるいは扇面の区画の中に整然と植えられ、噴

水の置かれた芝生の平地を取り巻いていた。岩山が緑の山に変貌した、と

形容された。主庭は、整然とした樹林と、中心の噴水のふたつから構成さ

れたのだといえる。ピッティ宮にも手が加えられ、左右端に加えられた翼

棟が背後（庭側）に延びた。この翼棟と主庭の馬蹄形の斜面の樹林は、そ

れぞれ両端で、円滑に連続して、構成と視覚の上で、宮殿と主庭を一体化

した。　

　このように宮殿と主庭を一体化し、コジモ一世の水道を記念することを

構想の基本とした庭造りは、1549年、コジモ一世の妃エレオノーラ・ディ・

トレドがピッティ宮と敷地を購入したことから始まった。ピッティ宮と

土地は、法律上は、エレオノーラの所有物で、ヴェッキオ宮とは、専用の

通路（1565）で結ばれていた。エレオノーラが購入したピッティ宮と土地

は富裕商人ルカ・ピッティが一世紀ほど遡る1458年に、館の建築を始め

たところで、ピエロ・ディ・メディチ（老コジモの長子、1416-1469）に対

する陰謀発覚によって、その工事はすぐ中断されたという因縁があった。
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　庭の設計を託されたのは、通称トリボロといわれた多才な芸術家で、

トリボロは1550年に亡くなるが、庭はその後このトリボロ案にしたがっ

て造られていったとされる。宮殿の改修は、アマナッティ Bartolommeo 

Ammannati（1511-1592） が担当した。庭と宮殿の整備は、この後、およそ

半世紀、1590年頃まで、コジモ一世（1519-1574）、フランチェスコ一世

（1541-1587）、フェルディナンド一世（1549-1609）と三代に渡るが、この間、

その工事には、当代一流の建築家や彫刻家、画家が携わった。

　この第一期の庭の整備で、馬蹄形の主庭の周辺に作られたものは、当初

の20年間、1560年代までのものが多いが、以下説明するようなものである。

　

　小グロット

　ひとつは、庭の左手前方（宮殿から見て）に作られた小さなグロット

（1553-55）で、これは自然風の洞窟でなく、建築的な建物になっており、

正面は柱とペディメント（低い切妻面）を持ち、内装も建築的で、奥の壁

は鍾乳石の浅い洞（ほら）になり、そこに山羊の姿が上下重なるように美

しくすっきりと刻まれていた。動物たちの口から水がこぼれ、その上方に

「コジモと同じようにこの水を飲みたまえ!」という銘文が刻まれていた。

このような作りは、ひとつに、水の賛美、もうひとつに牧歌世界を表すも

のであったのであろう。逆三角形をなすように刻まれた三匹の山羊は、ひ

とつにコジモ一世の星座である山羊座を表し、あわせて同じ山羊座の偉

人、たとえばカール五世や古代ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスを暗

に示し、またひとつに、ギリシャ神話でニンフ達が山羊アマルテイアの乳

と蜂蜜で赤ん坊のゼウス（ユピテル）を育てたとされるアルカディア世界

を連想させるものであったといわれる。ゼウス（ユピテル）はサトゥルヌ

ス（クロノス）の子であったが、クロノスは、子供に地位を奪われると予

言されていたので、子供が生まれると、みな飲み込んで殺してしまう。ゼ

ウスの母はクレタ島へ逃れ、洞窟でゼウスを産み、子供の代わりに布に包

んだ大石をサトゥルヌスに渡し、飲み込んでもらう。こうして首尾良く生

を得たゼウスは、クレタ島のイダ山の山腹でニンフ達によって、蜂蜜と山
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羊アマルテイアの乳で育てられる。ゼウスが育ったこの世界は牧歌的な

ものであったと想像され、後世の画家達も絵画でそのように描いている。

　この建物型のグロットは、正面の壁面に鍾乳石の飾りを付け、建物の内

部のグロットを暗示する工夫が施されていた。このグロットは、庭園を囲

む塀に組み込まれていた。

　

　養魚池、緑廊、「美しい庭」、捕鳥林

　宮殿の左方、庭の隅には、ヴァザーリGiorgio Vasari（1511-74、画家、建

築家。『画家・彫刻家・建築家列伝』1550で名高い）によって養魚池（一説

では種苗場）（1556-60）が作られ、バンディネリの制作した彫刻が飾りに

使われた。これは後、16世紀の末、フランチェスコ一世の時代に、現在見

るような見事なグロット（ブオンタレンティ作）に作り替えられ、有名に

なった。この養魚池と宮殿は、壁沿いの広い園路でまっすぐ繋がり、壁に

沿ってオレンジの木の緑廊が作られた（1561-62）。この緑廊の路は、当時

人々が宮殿から庭園に入るただひとつの路であったら、遠回りではあっ

たが、宮殿を出て庭に足を向ける宮廷人は、オレンジの木のトンネルをそ

の行き来に使ったのである。宮殿の左手には、花と薬草の整形庭園が開か

れ、そこでは幾何学模様の区画が碁盤の目に並び、中央にガニュメデスの

噴水が飾られた。ガニュメデスは神々の酌をする美少年である。アスパ

ラガス1000本、次ぎにサフランが植えられたという記録が残されている。

そこにはまた、コジモ一世によって、矮性の果樹が植えられた。この庭が、

「美しい庭」と評されたという記録も残っている。一方、丘の上方に、つぐ

みを呼び寄せて捕らえる捕鳥林が作られた。

　

　二系統の彫刻

　庭の随所に飾られた彫刻には、格調の高い古典様式のものの他に、たと

えば葡萄酒の木樽を傾けて空ける農夫といった田舎風で農業的な彫刻も

あり、後にも、ボボリ園ではこの二つの系統の彫刻が作られていく。ちな

みに、葡萄酒の樽を空ける農夫の彫刻は、古代にもあって、葡萄酒の神の
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活動、広くは農作業を表すものであったといわれる。このような農業活動

を表す彫刻と、17世紀の大改修の時に丘の頂上に置かれることになる豊

穣の女神の像とは、おそらく農業という観念の糸で繋がっており、それが

また、造園当初の構想の基本主題である水とも繋がっていることは、まち

がいないであろう。

　

　大グロット

　造園の第一期の最後を飾るものは、両親の死後、フランチェスコ一世に

よって始められ、次のフェルデナンド一世によって完成された「大グロッ

ト」の建設であろう（1583-93）。これが大グロットと呼ばれたのは、母エ

レオノーラが作った「小グロット」と対比して、区別するためであった。

この大グロットも小グロットも建物の中に洞窟の世界を収めるという作

り方では共通で、これから後、イタリアやフランスで作られるグロットの

模範となるものであった。

　大グロットの構成は、小グロットに比べて、はるかに複雑・精妙である。

大グロットは養魚池を一階とし、その上に二階を乗せて作られている。規模

も大きくなったほかに、洞窟世界内で表現されている内容も複雑になった。

　　　

　―正面

　建物正面の一階部分の装飾は二階部分に比べれば、単純で、入り口の左

右にアポロとケレスの彫像を配した程度である。二階部分の壁面で目立

つのは鍾乳石の帯で、これが下方では虹のような円弧、上方では切妻形（低

い三角形）を描くものの二つがあって、上下重なっており、全体に厚みも

あって迫力がある。室内の洞窟の雰囲気をまず表で伝えるものともいえる

であろう。下方の円弧の頂点にはメディチ家の紋章が乗り、左右に協調と

平和を表す浮き彫りの人物像が寝そべっている。協調と平和はフランチェ

スコ一世のモットーであったという。この円弧の左右に、縦長に縁取られ

た石面が作られ、そこに、山羊座の図像、コジモの標語や帆掛け船の図像

が施されている。帆掛け船は、船体が亀といういささか寓意的なもので、
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「ゆっくり急ぐ」の意が込められているのだといわれる。壁面には色小石

のモザイクが施されている。

　

　―第一室（奥）

　建物の内部は奥行きがあり、一番奥には、鍾乳石で作られた洞と壁面が

あり、その上方にフレスコ画で描かれた風景世界が広がっている。鍾乳石

の壁面は微細な管から出る水によって湿り、床にはびっくり噴水が仕掛

けられていた。まず、左側の壁面には、鍾乳石と漆喰で作られた、木陰の

牧童と牧女、そして羊たちがおり、これは憂いのない牧歌世界を表し、背

後はフレスコ画で、平地に川、木立、その向こうに岩山という世界が描か

れている。手前には崖も描かれ、樹が聳え山羊がいる。次ぎに、右側の壁

面を見ると、背景は、フレスコ画で、滝の落ちる峡谷や樹木の生える岩山

が描かれ、石切場と石を運ぶ人夫も見える。手前は彫刻で、横たわる河神

と眠れるニンフを中心にして様々な人物が浮き彫りになっている。この

一番奥の室には、短期間ではあったが、水晶で作られた水槽が左右に置か

れ、その中を泳ぐ魚によって、光が屈折したという。

　奥の部屋全体に跨る上部のフレスコ画は、凹面横長で、崖や岩山が描か

れ、大樹が聳え、その上に空が広がっている。そこに、ヒョウ、トラ、大ヤ

マネコ（ライオンとも）、熊、サルなどの野獣、また野生の山羊、枝に留ま

るフクロウや空を飛ぶ鳥が描かれ、半神半獣の森の神サチュロス（ファウ

ヌス）が半身をのぞかせている。描かれているのは、おそらく自然の野生

の世界なのであろう。1585年には、ミケランジェロ（1475-1564）の未完

の彫刻「奴隷」四体が運び込まれて奥の部屋の四隅でヴォールト（実物で

なく鍾乳石で描かれたもの）を支えるように置かれた。これは、地球を支

えるアトラスのように、この小世界を支える、といった意味合いからであ

ろうとされる。なお、ヴォールトとは、周知のように、アーチ形の天井、あ

るいは半円筒天井のことである。

　このような奥の部屋の基本構想が何であったかについては、いくつか参

考になる考察がなされている。ひとつに、この奥の部屋のヴォールトや壁
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面には、わざと裂け目や割れ目が入れてあり、崖の一部はいまにも崩れ落

ちてきそうな廃墟に見えるように作ってあって、見る者に恐ろしさと同

時に愉しさを感じさせたという。特に右手の壁面にその特徴が著しいと

いう。崩れそうな人工物とは、「人間の作ったものも、やがて自然の力の

影響を受け、崩れ衰えていく」ことを表そうとしたのだ、と解釈されてい

る。また、ある意味で、逆向きだが、大グロットの三室全体で順に（奥から

手前に向かって）、自然から次第に文明や芸術が作り出され、完成・洗練

に向かう過程が描かれており、もっとも奥の部屋は、始まりの自然と原始

を表す部屋なので、彫刻が荒削りなのだという。つまり、一番奥の部屋の

彫刻は、ギリシャ神話の物語るデウカリオンとピュラの神話を下敷きに

している、という。労働も争いもない黄金時代を謳歌していた人類は、や

がて堕落し、ジュピターの怒りをかって、大洪水に見舞われる。デウカリ

オンとピュラは、ギリシャ神話において世界で最も高いとされたパルナッ

ソス山に逃れて生き延びる。デウカリオンの投げる石は男になり、ピュラ

の投げる石は女になり、新しい人類が始まる。ただ、黄金時代のように労

働せずに、自然の恵みで生きていくことはもう出来ず、人類は額に汗し自

ら働かなくてはならない。術を考えだし、それを用いて自然に働きかけて

生きていく時代が始まる。用のために術を用いれば、農業や物作りが生ま

れ、美のために術を用いれば、芸術が生まれる。こうして、神話に代わっ

て歴史が始まり、自然に代わって文明の時代が始まる。このように語るギ

リシャ神話において、デウカリオンやピュラの投げた石はまだ荒削りで

あったという。また、ミケランジェロの未完成の彫刻が、ここに置かれた

のも、人間が自然から芸術品を作り出す過程を視覚化するためであった、

とされる。たしかに、一番奥の第一室、次の第二室、それから入り口にもっ

とも近い第三室の浮彫りや彫刻を順に見ると、荒削りで未完成のものか

ら、次第に完成された芸術へ移っていくのが見て取れる。

　

　―基本構想

　ごくおおざっぱにいえば、三室から構成される「大グロット」の基本主
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題は、ルネサンス期の人々の基本的関心事であったアート・アンド・ネイ

チャーであったといえるのであろう。ちなみにこの主題は近現代ではテ

クノロジー・アンド・ネイチャーに変わったといえよう。それに対し、ル

ネサンスからその後の啓蒙主義の時代までは、農業や物の生産（製作）、

輸送の動力は、まだ人の力や馬など動物の力、風力や水力など、総じて自

然の力であり、用いられる術は、テクノロジー（科学的技術）でなく、アー

ト（人術、人の技）なのであった。

　

　―第二室（中）

　大グロットの内部には、扉も仕切壁もないが、奥の室（第一室）、手前の

室（第二室）、それからもっとも入り口に近い室（第三室）の三つに分けて

作られ、それぞれ丸天井をもっている。第二室を飾るフレスコ画や彫刻に

も、このアート・アンド・ネイチャーの主題が見られるが、ここでもっと

も際だつ主題（もう一つの主題）は、トロヤ戦争の伝説を用いて表現され

た人間の情熱だとされる。一方の壁に、パリスとヘレナの像が置かれ、フ

レスコ画でアテネの守り神パラス・アテナ像、それから、燃えさかるトロ

イアから父アンキセースを背負って逃げるアエネイアスが描かれている。

これに対し反対側の壁には、知恵の女神アテナの彫刻が立っている。人間

の情熱（パリス）は人間が築いた都市トロヤを滅ぼす。この破壊は、見よ

うによっては、自然の力による破壊に類似している。恋の情熱とは、ある

意味で、人間の内なる自然に由来し、それが人間の築く世界を破壊するの

だといえよう。また、この室の中心には、緑の大理石の水盤の上に、テセ

ウスとヘレナを組み合わせた彫刻が置かれていた。テセウスはギリシャ

の伝説上の若い英雄で、アテネの王とされ、一般にはミノタウロスなど怪

物の退治で名高い。ヘレナはギリシャのスパルタ王メネラオスの妃で、ヘ

レナに恋をしたトロイアの王子パリスによって、王の不在中に連れ去ら

れたので、ギリシャ人達はヘレナ奪回のために遠征を開始し、トロイア戦

争が始まる。
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　―第三室（前）

　もっとも入り口に近い第三室には、噴水が二種類ある。ひとつは、水晶

や石英、大理石、色ガラス、その他の材料で作られたミニ岩山の肌を水が

濡らして滑り落ちる田舎風の噴水で、左右の壁龕に置かれている。もう一

つは反対に芸術性の高い、浴槽から出るヴィーナスを四人のファウヌス

が水槽の四隅から見上げている噴水で、これは中央に置かれている。ここ

では、男（ファウヌス達）は土を表し、女（ヴィーナス）は水を表し、この

組み合わせで、「地下で水が生まれる」ことを表しているのだ、という。す

ると、おそらくミニ岩山の噴水も、より素朴に、よりリアルに、「地下で水

が生まれる」様子を表現するものであったのかもしれない。この第三室の

ヴォールト（丸天井）の下のコーニス（水平の帯）には、テラコッタの怪

獣面が並んでいる他に、四角形と楕円形に板面（パネル）がはめ込まれ、

そこにゼウスのさまざまな恋物語を表す絵が描かれている。第三室の雰

囲気は優雅で、壁面からヴォールト全体が、繊細な花のアラベスク模様に

なっており、小鳥たちが描かれている。天井の頂点で模様は、芦と葉の編

み目になっており、部屋全体は花の鳥かごのようにさえ見える。

　

　さて、ここで、改めて、正面の壁面に配されたアポロとケレスの像を振

り返ってみよう。

　アポロは、音楽、芸術、文学や歴史を司る神、また文明や理性を体現す

る神、それからまた、太陽神、牧羊神、予言の神、と様々な属性を持つ男

神で、時と場合によって、もっともふさわしい属性が選ばれて、その擬人

的表現として使われる。アポロは古代ギリシャ時代から、理想的な男性美

をもつ彫刻で表された。

　ケレスは、農耕の女神で、特に穀物とのつながりが深い。大地の豊穣、

作物や果樹を育てる地母神、さらに広く大地の繁殖力というイメージを

託されることもある。ケレスが大地の豊穣を現す擬人像として使われる

場合は、穀物の穂の冠を頭にかぶる、あるいは、穀物の束を手に持つ、あ

るいはまた、果物や野菜の詰まったコルヌコピア（豊穣の角）を手のする
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女神の姿で表わされるのがふつうである。

　かたや、アポロは天空のオリュンポスの神、かたや、ケレスは大地の深

くに潜む神、ということを考え合わせれば、グロット正面のアポロとケレ

スは、なにほどか、グロットの内部で表現される世界と暗合していないだ

ろうか。

　　

　―空想と解釈を楽しむ別世界

　ともあれ、全体として、「大グロット」が表わそうともくろんだことは、

必ずしもすべて明確ではないとしても、アート・アンド・ネイチャーを基

本に置き、それに重ねて主題が複数あって、その大方はルネサンス人が深

く関心を寄せていた事であった、といえるであろう。我々現代人は、ルネ

サンス人がこれだけの情熱と意欲、また、高い技術と見事な芸術を用いて、

洞窟世界を作りあげたことに、隔意は覚えながらも、きちんと向かい合わ

なくてはならない。グロットは外の、空の下に広がる庭園では表現できな

い独特のものを、地下世界（建前）で表現する空間であり、そこならでは

の空想と解釈の楽しみを与えてくれる空間であった。一説では、大グロッ

トの真の作者はフランチェスコ大公その人である。この説によれば、時代

は、ちょうど魔法や錬金術の盛んな時代だったので、グロットの地下世界

は地下聖堂か地下埋葬所、そこにはフランチェスコが集めた図像によっ

て「再生の場」が作り出され、「新しい人」が生まれてくることが空想され

たのだ、という。

　コジモ一世に始まる三代の第一期（16世紀後半）の庭は、ウテンスの絵

に描かれている（図1）。

2　新水道を軸として仕上げる―17世紀の増改修

　次の17世紀の前半に、ボボリの庭は大きな増改修を受け、基本的に現在

のような構成の庭に変わる。中心軸が丘の上まで延ばされ、庭は究極の背



ボボリ園―メディチ家コジモ一世に始まる宮廷の庭

－ 37 －

後に広がり、また、西の庭が新たに加えられて、西に向って大きく庭域が

広がるのである。

　基本計画は、コジモ二世（1590-1621）によるもので、コジモ二世は、短

期間だったが、1618年頃から亡くなる1621年まで、工事を進めた。

　増改修計画の内容は、次のようなものであった。

1 宮殿の拡張（7格間から33格間へ）
2 「草地の庭」（プラトー・グランデ）にあるオケアヌスの噴水を移転

させる。
3 「草地の庭」を囲んで、臨時の観覧席を設ける
4 西庭を作り、庭を拡張する

・ヴィオットローネ（副軸）を通す

・整形庭園を作る（終点）

　このうち、2と3は、「草地の庭」を野外劇場に整備して、やがて行われ

るはずの長子フェルディナンド（二世）の婚儀祝祭の催しをそこで行う便

宜を考えたものであった。

　父コジモ二世の計画を引き継いで、ファルディナンド二世がしたこと

は、計画の拡充推進（変更も含む）と意味づけであった。その内容は

　
1 宮殿の天井画と壁画
2 新水道
3 良き統治の寓意表現

であった。

　コジモ二世に始まり、次のフェルディナンド二世（1610-1670）によって

完遂された増改修の結果は、ルッジェリの図（1731）に示されている（図2

参照）。
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　フェルディナンド二世は、新水道工事を増改修計画の中心に位置づけた。
15世紀と16世紀、かつてフィレンツェは、清潔な都市として有名であった。

きれいな井戸水が十分あり、邸宅や宮殿では、その井戸水から十分な飲料

水を得ることができた。また邸宅や宮殿は堀便所と汚水貯めを備え、街路

の排水施設もよく、路上の汚水はアルノ川へ排された。ところが17世紀に

なって、飲料水の不足と衛生状態の悪化が深刻になった。1620-22年にチ

フスに襲われ、1630年代にもふたたびチフスが再来する。市内の井戸から

井戸水が取れなくなった原因は、とくに特定できなかったが、アルノ川の

洪水や地下水面の降下などが考えられた。また、フィレンツェに水を供給

してきた水道管（サン・ミニアト・アル・モンテ　S.Miniato al Monte 近く

の湧き水より）の老化が進み、漏水がひどくなった。さらに、ボボリ園に水

をもたらしていた水道管（Costa San Giorgio 上の San Leonardo教会近くの

湧き水が水源）もまた同様で、漏水率は3分の2に上っていた。市内とボボ

リ園に新たに水を供給する必要から、新水道工事が計画され、正確な工事

開始の時期は不明だが、1630年には、すでに工事が始められていた。

　フェルディナンド二世がやがて完成させるこの新水道計画は、もと

もとコジモ一世が考えたもので、フィエゾレ北西にあるモンテレッジ 

Montereggi の斜面にある豊かな水源から市内とボボリ園に充分な水を引

いてこようとするものであった。

　新水道は、上記の水源からテラコッタ（素焼きの陶器）あるいは鉛の水

道管によって、途中、ムニョーネ川の川床を通って、フィレンツェ市の北

部に届き、サン・ガロ門から市内に入り、市中の要所で噴水となって市民

に水を提供しながら、南端にあるピッティ宮とボボリ園に達した。しかし、

水位の関係で、新水道の水は、ボボリ園でも斜面の途中にある養魚池（貯

水池、またネプチューンの噴水と呼んできたもの）には達しなかったが、

拡張した西庭（斜面の庭）の斜面の下にあるイゾロットには、届いた。

　新水道の水位は、「草地の庭」あたりが上限だったと推定されている。

　フェルディナンド二世は、この新水道の完成を、ボボリ園の増改修の意

味づけの基本の置き、中心軸の上に、豊穣の女神、ネプチューンの噴水（養
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魚池）、アーティチョークの噴水、モーセのグロットを配し、それから、市

内要所の噴水によって、体系的に、良き統治の寓意表現を行なった。寓意

表現は、ピッティ宮・ボボリ園とフィレンツェ市を一体として構想された。

　この寓意表現のために、新水道（「フェルディナンド水道」と呼ばれた）

は、実際の流れとは逆に、ボボリ園の養魚池（ネプチューンの噴水が中心

に置かれている）を、新水道の取り入れ口（すなわち、ここから市内に入る）

とし、そこから下って、アーティチョークの噴水、モーセのグロット、ピッ

ティ宮を経て、フィレンツェ市内へ流れていく、という虚構を考えた。新

水道は、メディチ家の統治の拠点からフィレンツェ市内へ、という順序で

なければならなかったのである。このような虚構に立つ寓意表現は、それ

にふさわしい彫刻や噴水の飾り、また銘文などによって、明示的に、また

暗示的に、行なわれた。

　

　増改築の背景と寓意

　フィレンツェは、コジモ二世の時代から、経済全般が不況に陥り、フェ

ルディナンド二世の時代になっても、それは変わらなかった。特に絹織物

と毛織物の打撃が大きく、また、建築に関連する分野の不況も深刻であっ

た。この不況は、ヨーロッパ全体の、およそ1620年代から1630年代にかけ

ての不況の一環といえたが、同時に、フィレンツェの場合は、ヨーロッパ

の貿易が新航路を中心としたものに変わり、地中海貿易が衰えたことの

影響も大きく受けていた。

　ヨーロッパは、また、この頃、チフス禍に見舞われ、その期間は、1613

年から1666年の長期にわたった。フィレンツェでは、1620年から22年に

チフスが蔓延し、一度沈静したチフス禍は、ふたたび、1630年から1633

年にかけて、フィレンツェを襲うことになる。フェルディナンド二世が、

フィレンツェにおける衛生政策と不況対策の必要を強く感じたのは、こ

のような事情のためであった。

　それでもフィレンツェは、30年戦争の戦禍に見舞われなかった分、ま

だ幸せだったかもしれない。ヨーロッパの中心部に広範な悲惨をもたら
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した30年戦争は、1618年から1648年まで続き、戦渦の報は、フィレンツェ

にももたらされ、市民の耳にも届いていたであろう。

　新水道の設置は、充分な飲料水を市民に供給して、チフスを抑える衛生

改善を主眼としていたが、同時にそれは、土木工事であったから、失業対

策でもあった。ピッティ宮とボボリ園の拡張も同様で、その建築・土木工

事に、不況で仕事のない者が雇われた。

　フェルディナンド二世は、施し物など伝統的な不況貧窮対策を行なう傍

らで、不況の著しい絹織物、毛織物の職人を、いわゆるもっこ担ぎ（じっさ

いに担いだのは編みかご corbello）に投入し、宮殿とボボリ園の工事、さら

に新水道の工事に使った。この大規模な宮殿・ボボリ園の増改修と新水道

一体の工事には、また、不況に悩む建築関連の職人たち、つまり、石工や石

切り職人、彫刻家などにも雇用の機会を与えた。いま残されているこの事

業関連の膨大な史料のうち、多くは、賃金支払いの書類だという。

　したがって、寓意表現は、水の供給者、新水道の完成者としてフェルディ

ナンド二世を称えるだけでなく、もっと広く、市民に対する惜しみない恩

恵者、繁栄の再建者、といったものまで含むことになった。

　

　豊穣の女神

　中心軸上では、まずそれを表すのが、丘の上、よく目立つ位置に置かれ

た大きな豊穣の女神の像であった。

　女神は右手に豊穣の角コルヌコピアを持ち、左手に小麦の束を松明の

ように掲げ持つ大きな立像で、南の市壁ぎりぎりまで広げられた庭の境

を画する位置にあって、アイ・キャッチャー（視線留め）のような役割を

与えられ、寓意表現の始点として相応しい彫像である。コルヌコピアには、

果実と花がこぼれるように詰まっていた。

　台座に刻まれた銘文は、フェルディナンド二世の善政を称える内容に

なっている。

　「ヨーロッパはおそるべき戦争に巻き込まれ、イタリアは飢饉に苦しん

でいる。それに対し、トスカーナの民は、もっとも幸福な民のもっとも完
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璧であるフェルディナンド二世の慈悲深い政治を享受している。私（＝豊

饒の女神）は大理石の像として、ここに1636年に置かれた。ヨーロッパの

殆どの国々は悲惨な戦禍を被り、イタリアは小麦不足と戦っているなか

で、エトルリア（＝トスカーナ）はフェルディナンド大公の慈愛によって、

平和と繁栄を享受していることが、永遠に記憶されるよう願う。通り過ぎ

る者よ、もっとも勝れた主君の安全とトスカーナの喜びを願ってほしい」

　この豊饒の女神像は、もっと一般的に、トスカーナの土地の豊穣を表す、

またそれを願う意味合いも込められていたものでもあった、と考えられる。

実際に目にした者も、まずそう感じ取ったであろう。先に触れたように、

ここに建てられた豊穣の女神の姿は、古代ギリシャ以来、豊饒の女神ケレ

スの典型的な造形に倣っていたからである。金融で財をなしたメディチ家

ではあったが、すでにメディチ家自体、それからトスカーナ公国を支える

基本が農業にあると理解していたことを伺わせるものだともいえよう。

　17世紀前半の大改修によって、宮殿から豊穣の女神まで走る庭の中心

線の幅も広げられていた。ちなみに丘の上にはいくらか離れて、左手に、

フィレンツェがシエナと戦った時にコジモ一世が築いた大きな砦があり、

これが庭の拡張によって、庭に取り込まれ、庭の南東の隅を占めることに

なった。

　

　養魚池とネプチューン像

　大きな噴水の水盤が、養魚池を兼ねることは、イタリアの庭園ではよく

あることで、ここでもそうだから、この養魚池は、水盤といってもよいも

のである。問題は、この水盤の中央の岩山の上に立つネプチューン（海の

神、海の支配者）の像に託された意味である。ここでネプチューンは、岩

山の上で、脚を前後に開き、両手で握る長い三つ又の矛をあたかも岩山に

突き立てるかのように構えている。その三つ又の矛の先から、三条の水が

出て、水は岩山の下（裾）に置かれた大きな平貝に受け止められている。

平貝の左右には、人魚トリトーン（ネプチューンとアンフィトリテの息子）

と海の精ネレイスが平貝に落ちてくる水をながめており、二人の身振り
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は、片腕を頭の上に回し、他方の腕を腹部のあたりに置き、全体で円を描

くような、両腕を使って驚きを表す表現になっている。これは、ネプチュー

ンが大地を打って、贈り物としての水を噴き出させることを表そうとし

た図像だとされる。根拠は、古代ローマのオヴィディウス作『変身物語』

で、その一話に、ネプチューンが岩を打って海水を噴き出させ自分がアテ

ネの支配者であることを証明しようとした話がある。

　豊饒の女神が、寓意として、フェルディナンド二世を、トスカーナの平

和と繁栄を保証する良き統治者として、称えるのに対して、ネプチューン

の噴水は、フェルディナンド二世が完成させた新水道を称賛・記念する寓

意表現で、その寓意表現がこのネプチューンの噴水から始まるのである。

先述したように、実際は、フィレンツェの北方から引かれた新水道は、フィ

レンツェ市内を通って最後に市の南にあるピッティ宮とボボリ園と届く

のであるが、虚構として、このネプチューンの立つ噴水（養魚池）を、フィ

レンツェ市への入り口とするのである。端的にいえば、大地から水を噴き

出させるネプチューン像＝フェルディナンド二世、ということである。

　もともと、ネプチューン像は、父のコジモ二世が作らせた（1566）もの

で、一時、整形庭園（東。宮殿から見て左手）に移されていた（1584年から）

ものが、1634年にふたたび、新しい意味を担う重要な彫像として、ここに

戻ったのであった。はじめコジモ二世が、養魚池にネプチューン像を置い

た時の意味合いは、「洪水を引き起こす者」としてのネプチューンであっ

た。ネプチューンは、主神ジュピターの弟で、ジュピターが堕落した人類

に洪水の罰を下すと、その洪水を引き起こす。これもやはり『変身物語』

に書かれている話を根拠にしており、イタリアの庭では、庭の水の取り入

れ口として、例えばランテ荘に見られるように、「洪水」を使うこと例が

いくらかある。

　

　「劇場」

　次ぎに、宮殿と一体となっていた馬蹄形の緑の庭（「草地の庭」プラトー・

グランデ）が改修されて、斜面に六段の石造りの観覧席が作られ、古代ギ
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リシャやローマ時代に広く見られた野外劇場さながらの「劇場」（と当時

呼ばれた）に変貌し、宮廷の催しの場としてよりふさわしいものになった。

最上段の外側には手摺りが廻され、24の壁龕が作られ、そこに古代彫刻

や動物像（犬など）が飾られた。なお、この装飾は1818年にテラコッタの

壺などに置き換えられることになる。中心にあったオケアヌスの噴水は、

西庭の「イゾロット」に移され、広い催しの空間が完成した。

　かつて馬蹄形の緑の庭では、フランチェスコ一世の結婚（1566）の祝祭

が祝われたが、改修された「劇場」でも、フェルディナンド二世の婚儀祝

祭の催し（1637）を皮切りに以後、歴代の大公の結婚の祝祭が行われ、そ

の他、模擬海戦などさまざまな宮廷の行事が行われる。

　「劇場」は広くて、とりわけ多数の騎馬による華やかな集団的な催事に

適していた。

　オケアヌスの噴水は、もともと、洪水を鎮める、という意味合いで、上

の洪水を引き起こすネプチューンと組み合わされていた。オケアノスの

噴水に置かれた彫像もネプチューンであったが、その像は同じネプチュー

ンでも、もうひとつの「鎮める」（たとえば海の嵐を）ネプチューンを意味

し、ポーズや持ち物も異なっていた。養魚池のネプチューン像の意味が、

洪水を引き起こす者から大地から水を引き出す者へ、と変わったのを受

けて、オケアヌスの噴水のネプチューンは、意味の上で調和せず、不適切

となり、西庭のイゾロットに移され、そこで「鎮める」ネプチューンとし

て使われることになった。

　アーティチョークの噴水

　イタリア語で「フォンタナ・デル・カルチオフォ」と呼ばれる豪華な大

きい噴水は、フェルディナンド二世が完成（1635）した新水道を称える二

つ目の寓意表現である。一つ目の寓意表現である養魚池のネプチューン

の噴水では、水は、庭園背後のサン・レオナルド近くの水源から導かれた

ものであったが、このアーティチョークの噴水で使われたのは、ほとんど

が新水道の水であった。
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　庭側の壁に刻まれた碑文に、噴水設置の基本意図が語られている。これ

を要約すれば、およそ次の通りである。

　「宮廷の人よ、ここで私（＝水）を掬って飲むがいい。私（＝水）は、遠く（山

中の）野生の動物たちの棲む洞穴で生まれ出て、多額の費用を費やして、

ここに導かれ、フェルディナンド（二世）の名において、ここから宮殿に

入る。山々の峰に生まれた私（＝水）だが、谷間に敷かれた狭い水道管を

通ることも厭わなかった。私（＝水）は、大公の宮殿のもっとも美しい場

所を占める」

　これがアーティチョークの噴水と呼ばれるのは、水盤の中央に立つ噴水

の頂にユリが乗っており、その形がアーティチョークに似ているからであ

る。この中央の噴水の水は、頂のユリから吹き上がり、落ちた水は順に、二

段の円盤（「燭代」）によって、まず小さな、ついで大きな、それぞれ半透明

の円筒形に広がって、最後に下の大きな水盤に落ちる。水盤は横長の八角

形の大理石で出来ており、これはわざわざ遠くエルバ島から運ばれ、市門

を通るときには、いったん市門を壊し、通過後に門を直したものである。

円盤（「燭台」）や水盤の中や縁には、たくさんの彫像が置かれて、飾りとな

るとともに、それぞれが意味を語っている。宮殿側には、段々滝がある。こ

のアーティチョークの噴水がほぼ完成を見たのは、1642年であった。

　円盤（「燭台」）には果物でできた花冠と海蛇が飾られているが、花冠は、

開花－結実という意味連関で「豊穣の女神」につながり、同じく海蛇は、

海という意味連関で、ネプチューンの噴水と繋がる。水中や縁に配された
12人のキューピッドも有名であるが、かわいいキューピッドは、亀の背に

乗り、また、白鳥に乗り、また貝の中に座って、愛の矢を放っている。キュー

ピッドたちが、「豊穣の女神」や養魚池（ネプチューンの噴水）の魚（豊か

さを表す）、また、中央の噴水を飾る果物の花冠などと、愛、生殖、豊穣と

いう意味の糸でつなげられていることは、容易に推察されるであろう。

　また、この12人のキューピッドは、1637年7月に執り行われたフェル

ディナンド二世とヴィットーリア・デル・ロヴェーレの婚儀を祝うもので

あったから、意味連関はさらに明らかであった。
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　今は取り除かれてないが、一時（1646年から）は、ここに野生の動物た

ちの彫像も飾られていた。「山中の洞穴から、宮殿の噴水を称えるために

やってきた」を表そうとしたのだという。

　アーティチョークの噴水は、新水道システムの象徴として最重要の位

置（「宮殿のもっとも美しい場所」銘文）を占め、その視覚化の中心でもあっ

た。この噴水は、時に、劇的な噴水の演出が出来るように設計されており、

他の噴水へ水を供給する水道管の栓を全部閉めた場合、この噴水は水盤

から8メートルを超える高さに、間歇的に吹き上がった。こうして高く吹

き上がる噴水は、人々の目を容易に捉え、たとえば、宮殿の開廊からもよ

く見えたという。そうすると、その先に見えるネプチューンの像とよくつ

ながり、新水道の虚構の流れがより明瞭に見える、あるいは見えて欲しい

姿になるのであった。「劇場」で宮廷の祝祭や宴が催される折に、一段と

高く吹き上がる噴水は、祝祭の気分をいっそう高めたであろう。

　新水道の水は、ここで装飾的な姿で吹き上がり空中造形となるととも

に、西のイゾロットへ導かれた。

　新しい庭園への入り口とモーセのグロット

　中心軸の整備のひとつに、中庭から庭に入る新しい入り口を作ること

が計画された。それまで、宮殿から庭への通路は、東側を迂回して、オレ

ンジのアーケードを通る路であった。新通路は、中庭から左右に傾斜路を

作って庭へ入れるようにして、その間の楕円形の部分に、それまでのユノ

（ギリシャ神話ではヘラ）の噴水に代えて、モーセのグロットを作った。

　モーセのグロットの内部には、楕円形の大きな水盤が置かれ、奥の正面

の壁面の凹み（壁龕）にモーセの像が立ち、台座には、「岩から水を引き出

すモーセを見よ」という字句に始まる、メディチ家の良き統治の原則を述

べる銘文が刻まれている。

　モーセの像を収めた壁龕の左右にふたつづつ合わせて4つ壁龕があり、

それぞれに、良き統治の原則を表す彫像が置かれている。その4つとは、

法（掟）laws、帝権（統治権力）imperium、熱意zeal、慈善charityである。
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　モーセが荒野で渇きを訴えるイルラエル人たちに、杖で岩を打って水

を湧き出させる話は、聖書の「出エジプト記」（17：1-7）と「民数記」（20：
1-13）に書かれている。この行為は、まず、モーセが神に助けを求め、次に

神がどうすればよいかを告げたことになっている。この水によってイス

ラエル人たちと家畜は渇きをいやすことができたのである。グロットの

台座の銘文は、ここから始まる。

　「イスラエルの指導者（=モーセ）がフェルディナンドの水を岩から出す

姿を見よ。訪問者よ、これを眺めよ。ここで、汝は、神の掟（良き政治の原

則） Divine Laws を知るであろう。熱意、正義の遂行、帝権、母のような慈

悲である。慈悲は、民を慈しむ忍耐である。これら（四つの掟=原則）が、

モーセに付き従う供の者である。ここから、国を治める者は、目と耳を用

いるべきこと、また、掟（=法、原則）なき王国、あるいは報復なき掟（法）

は、揺らぎ安定しないこと、このこと（二つ）を学ぶであろう。ただし、寛

容は報復より望ましい」

　ネプチューンが大地から水を引きだす行為に比べてみると、モーセが

岩から水を引き出す行為は、神の奇跡、神聖な行為という意味合いが強く

なる。モーセには、さらに民の指導者、厳格だが、忍耐強い指導者という

イメージもあり、ここからフェルディナンド二世、そしてメディチ家の政

治がそのような良き政治 buon governo であることを訴えるのにふさわし

い、と考えられたのであろう。その良き統治の内容を、明示的に原則とし

て示すのが、モーセの左右二つづつ、合わせて4つの彫像なのである。

　向かってモーセの左隣りにあるのが掟（法）の像で、手に「十戒」の板

を持っている。向かって右隣りが、帝権（統治権力）の像で、古代ローマ

風の武器を持ち、左足は砦を踏みつけている。かつて右手に笏を持ってい

たが、いま無くなっている。両端に置かれているのが、熱意（左、男性像）

と慈悲の像（右、女性像）である。

　モーセのグロットに置かれた、あわせて五体の彫像は、メディチ家の政

治が、正義と法を厳格に、報復を予定して貫く、という宣言でもあり、し

かし、忍耐強く、寛容をもって民に臨む、という緩和的な原則も合わせて
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述べる統治宣言なのであろう。

　モーセのグロット建造に込められた意味合いは、モーセがユダヤの民に

水を恵み十戒を与えて導いた良き統治者なら、フェルディナンド二世大公

（1610-1670）も、フィレンツェの民に水を恵み、慈善、法、帝権、熱意をもっ

てトスカーナ公国を治めるよき統治者である、と謳うそのことにあったの

であろう。おそらく、有意味な徳 vituesの持ち主であることを宣明するの

が、ルネサンスの政治文化のひとつであったようにも思われる。それはま

た、統治の正当性を語ることでもあったのであろう。絶対王政の時代にな

れば、王は、神の代理人（ルイ14世）、あるいは王権神授説（ジェイムズ2世）

を立てて権力の正当性を根拠づけようとした、そのことに似ている。

　こうして、新水道の水は、モーセのグロットから、虚構としてだが、良

き統治者の水として、フィレンツェの民のもとへ流れて行くのである。

　

　モーセのグロットの壁面は、青大理石のモザイクで飾られ、軽快で、上

の丸天井は中心に女神「名声」がいる青空で、そこには飛ぶ小鳥たちと繊

細な蔓草と花が描かれていて、明るい。

　また、新水道の寓意とは関係ないが、五体の彫像が並ぶその壁面の両端

には、大きな同形の噴水が壁に作られている。古代の石棺を基礎に置き、

その上で、月桂樹と樫を交差させて、黄金のリンゴを配し、メディチ家

（フェルディナンド二世）とデラ・ロヴェーレ家（妃ヴィットーリア）の結

びつきを祝い、その上部にトスカーナ大公の冠を置いている。フェルディ

ナンド二世とヴィットーリアの結婚は、長く望まれたものであった。

　市内の噴水

　虚構だが、新水道の水は、フェルディナンド二世の宮殿を出て、ヴェッ

キオ橋、マッジョ通り、新市場、大公広場、サンタ・クローチェ広場、サン

ティシマ・アヌンチアータ広場の噴水へ導かれ、市民に提供される、とい

うストーリー（構成）になっている。これらの噴水は、それぞれ彫像で飾

られており、それぞれの彫刻が、ボボリ園に置かれた彫刻と関連性を持た
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され、新水道の水が、フェルディナンド二世の水として、体系的に語られ

る末端に位置づけられている。

　たとえば、新市場 Marcato Nuovo の噴水は、イノシシの口から水を吐き

出している。これは、アーティチョークの噴水の銘文において、新水道の

水の水源が野生動物の棲処である洞穴、とされていることを思えば、関連

が理解されるであろう。大公広場Piazza Granducaleには、コジモ一世が居

館かつ政庁として使ったヴェッキオ宮があり、そのコジモ一世が、フィレ

ンツェ伝来の井戸水に代わる水道を初めてフィレンツェに引いた時、そ

の水が迸ったのも、ここに置かれた（1560-75）ネプチューンの噴水であっ

た。今度フェルディナンド二世が完成させた新水道の水も、フィレンツェ

の中心地に置かれたこの噴水にも導かれ、新水道の水を市民の前で視覚

に訴えている。ネプチューンの噴水はフィレンツェ最大の噴水で、他の噴

水の弁を閉めれば、最大21メートル（路面から）の高さに噴き上がる。ネ

プチューンは、ここでは、三又の矛でなく、太い棍棒状の指揮棒を左手で、

杖のように地面に立てる姿で立っている。これは、ウェルギリウス作の古

代ローマの建国物語『アエネーイス』で、ネプチューンが主人公アエネイ

アスのために海を鎮めた挿話があるように、市民を鎮め、平和と平穏をも

たらす、という意味を与えられた姿である。新水道は、フィレンツェに、

平和と平穏な日常をもたらすであろう、である。

　水盤の縁には、人魚トリトーン（ネプチューンとアンフィトリテの息子）

と海の精ネレイス達が、海の幸を盛り込んだコルヌコピア（複数）を手に

し、また一匹の大きな魚を手にしている。これは、ボボリ園の「豊饒の女

神」、そして、アーティチョークの噴水で見られた豊饒表現の繰り返しで、

関連性が認められる。

　サンタ・クローチェ広場の噴水は、アーカンサスをデザインした噴水で、

トスカーナ大公の冠とメディチ家の紋章（球）に、フィレンツェの象徴で

あるユリ（アーカンサスの葉をそれに似せて作ってある）を組み合わせた

構成で、トスカーナ公国の政治体制を造型したもの、と解釈される。フィ

レンツェ市とメディチ家の結合、あるいは融合、である。噴水から出てい
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る水は、新水道の水ではなく、以前、コジモ一世によって、サン・ミニアト・

アル・モンテの水源から引かれた古い水道の水であるが、この噴水は、虚

構として、新水道の寓意体系に、組み込まれたのである。

　サンティシマ・アヌンチアータ広場の噴水は、空想的な海の動物をあし

らったもので、独特な印象を与える。ルネサンス時代は、動物も含め自然

を、一方で正確な写実で再現したが、他方で思い切り空想的に描くことも

した時代であった。この教会前の広場の噴水では、水を吐き出す動物、そ

れを下で受ける動物とも、そのような空想の極に生まれた姿をしており、

下で水を受けている動物は、アシカやマナティなどから、新世界に空想さ

れた動物かもしれない、とされる。いずれにしても、噴水の装飾に海の動

物を選んだのは、ボボリ園中のネプチューン像にも、また、市内の大公広

場のネプチューン像にも、海の動物が使われていることに、関係させるた

め、と考えられる。

　西の庭とボスコ（森）

　西方の葡萄園の購入は1620年代になされている。新しく造られた西の

庭は、おそらく大規模なボスコ（森あるいは樹林）の庭といってよいので

あろう。豊饒の女神から出て宮殿へ至る中心軸の途中、ネプチューンの噴

水と「劇場」の中間点あたりから、西の傾斜地に広がる森の中に長い並木

路が通されて、それが平地の卵形の池に至る。長い並木道は「ヴィオット

ロ－ネ」と呼ばれ、卵形の池は「イゾロット」と呼ばれた。並木道の左右

の森は、定規で引いたような直線路によって四つほどのほぼ四角い区画

に分けられ、並木路の左右には生垣が作られ、その背後には高木が並んで

いた。生垣にはトキワガシと月桂樹が用いられ、背後の高木には松と糸杉

が使われた。生垣の中には、間隔をおいて、神話の神や妖精を象った古代

および当代の彫刻が飾られ、その数は多かった。ここに作り出そうとされ

たのは、古代のどのような世界だったのであろうか。黄金時代の面影、あ

るいは、アルカディアであったのだろうか。イゾロットに近い所では、森

の庭で行われる様々な娯楽（ゲーム）を表す彫像が多かったという。
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　イゾロット

　卵形の池「イゾロット」もかなり大きく、周辺に幅広い園路が巡り、園

路の外周は高いトキワガシと月桂樹の生垣になっており、全体は、整然と

した囲われた卵形の空間になっていた。池の中にはこれも卵形の中島が

あり、園路の二方から橋が架かり、中央に、宮殿の背後の馬蹄形の庭（「草

地の庭」）から移されたオケアヌスの噴水が中心のネプチュー像とともに、

ここに置かれることになった（1637）。

　島の外周には手摺りが巡り、内部の平地は花壇になっていて、たくさん

のレモンやオレンジの鉢が並べられた。中島の擁壁や手摺りや橋、あるい

は外周をなす生け垣の間などに置かれた彫刻は多く、そこには古典的・神

話的な彫刻と田舎・農夫的な彫刻の二種類が見られた。池の中にも彫像が

あり、橋の鉄柵には、人面の怪獣が飾られていた。イゾロットの原型は、た

とえばローマ帝国の二世紀ハドリアヌス帝（117-138）がチボリに造った大

庭園にあった「海の劇場」とされ、あるいはルネサンスの16世紀後半にバ

ニャイアに造られたランテ荘の円形の小島（最下段のテラス）などであろ

うか、とされる。斜面を下る長い並木道と卵形のイゾロットが造られたの

は、およそ1630-37年である。なお、イゾロットそのものは、ほぼ正方形の

大きな整形園の中心部を占めているので、森をまっすぐ抜けてきた並木路

は、全体として広い四角な整形園の庭域に繋がっていた、ともいえる。

　おそらく、この西庭の新設によって、ボボリ園を巡る楽しみは倍加した

のであろう。あるいは三倍になったのかもしれない。それは当時のイタリ

アの広大・豪華化する庭の観念、あるいは様式によく合致していたからで

ある。庭の大規模な整形性と立体性（斜面の利用）、そして何よりも長い

並木道（ヴィオットロ－ネ）が与える通景。これは、遠近法的な通景（あ

るいは見通し景）と呼ばれ、バロックの庭の楽しみとされ、好んで作られ

たものであった。16世紀の後半から17世紀の前半にかけて、およそ1世

紀の間に、ローマ市内および近郊で、整形庭園＋自然苑（garden＋park）

という大規模な複合庭園が、法皇や枢機卿によって七つ作られたが、そこ

にもこの長い通景がたくさん見られた。
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　この西域の庭造りを担当したのも、主庭と同様、パリジ Giulio Parigi

（1571-1635） とその息子アルフォンソ（1656没）である。

　ヴィオットローネは、主庭と西庭を物理的に繋いでいたほかに、意味と

いった次元でも、主庭と西庭を繋いでいた。それまで、主庭の主軸上では、

ネプチューンの噴水－オケアヌスの噴水（「草地の庭」）と繋がっていたが、

オケアヌスの噴水が、イゾロットに移されて、ヴィオットロ－ネを介して、

旧の繋がりが再現されることになった。ヴィオットロ－ネの始点は、ネプ

チューンの噴水でなく、やや下がった地点であるが、ヴィオットローネが、

元通りに二つの噴水を繋ぐ意味合いをもっている、と考えられる。

　オケアヌスの噴水の中心に立っているのも、ネプチューンである。右手に

持っているのは、棍棒状の太い指揮棒で、それを地面に立てており、左手は

手にした巻き貝を太股に打ち付けている。養魚池のネプチューンが三又の

矛を岩に突き立てようとしている動のネプチューンであるのに対して、イ

ゾロットのネプチューンは、静のネプチューンである。これは、メディチ家

の統治の基本であり特徴とされた「鎮める」あるいは「静」（queta=tranquility）

を表すもの、と解されている。ネプチューンが鎮めようとしているのは、足

元の三体の河神、キューピッドたち、縁周りのグロテスクな噴水、それか

ら周りの森の中に置かれた田舎風の彫刻だとされる。トスカーナの河と水

と森と言い換えてもいいのであろう。あるいは、端的に、公国とその自然、

だとも。ネプチューンは、顔を西と北に向けている。眼差しが向かうのは、

アルノ川とアルノ川の氾濫によって生まれた平野、それから、はるか遠く、

ティレニア海に臨むトスカーナの海港であろう、とされる。

　「騎士の庭」　

　なお、豊穣の女神の右手上方に「騎士の庭」があり、いまは四月下旬か

ら五月上旬にかけて、バラやシャクヤクが美しいという。騎士という名

は、ミケランジェロが建てた砦（1529）に由来するもので、そこの小さな

整形庭園には、医薬用の薬草が植えられていたが、1612年パリジによっ

て改修され、珍種を集めた庭に変わり、その時、現在、陶磁器博物館になっ
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ている建物も作られた。これは当時、大公が集めた花瓶を収容するもので

あった。

　宮殿の拡張―統治の中心へ

　宮殿の拡張も行われ、宮殿は左右にそれぞれ延びて大きく立派になっ

た。この宮殿の拡張、そして宮殿の背後の庭の拡張整備、新水道橋、それ

から新しい西庭の造園は、コジモ二世が手をつけ、フェルディナンド二世

が完成させた事業で、主な担当はパリジ（1571-1635）で、事業が集中した

のは、およそ1620-40年の間のことであった。

　

　拡張美化されたピッティ宮は、ヴェッキオ宮に代わって、メディチ家の

統治の中心になった。フェルディナンド二世によって拡張整備された宮

殿とボボリ園は、以後、メディチ家の政治と祝祭の中心となり、その意味

では、キャンベル（参考文献6）が指摘するように、ヴェルサイユ宮殿の庭

が、ルイ14世の政治と祝宴の中心になったことと似ている。フェルディナ

ンド二世とヴィットーリアとの婚儀の祝祭（1637）は、「劇場」を使って華

麗な騎馬催事として繰り広げられ、また、宮廷の中庭では、オペラが上演

された。この祝儀の催しは、市民にも開放されたので、多くの市民が、メ

ディチ家の新たな豪華と威信を目と肌で感じ取ったであろう。

3　18世紀の改修―追加的に

　「野外劇場」

　ボボリ園で企てられた18世紀の改修も相当大がかりなものであったが、

基本的には追加的なものであった。改修の大部分は、レオポルド大公の時

代で、レオポルドが大公位にあった1765年から1778年まで、およそ13年

間に行われ、1780年頃にほぼ終わっている。中心軸上では、「劇場」が改

修され、観覧席に背後に生け垣が回され、彫刻が飾られ、名前も「野外劇

場」と変わった。いくらか後、中心にエジプトのオベリスクが立てられた
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（1789）。これは古代ローマ時代に、ローマ人がエジプトから持ち帰った戦

利品で、16世紀にはローマのメディチ荘に置かれていたものである。こ

のオベリスクの前に、しばらく後に、大理石の大きな浴槽が置かれた。こ

れは古代ローマのカラカラ浴場で使われていたものであった。

　貯水池の改修

　この「野外劇場」の上部にあった貯水池（これまで、養魚池、あるいは

ネプチューンの噴水などと言ってきたもの）も改修され、池そのものが大

きくなり、形も曲線を用いて変化のあるものに変わり、さらに元は石切場

であった周辺の斜面が数段のテラスに作り変えられ、造形性を増した。貯

水池の中央に置かれていたネプチューンの像は、トリトーン達が周りか

ら支える高い岩の基台の上に据えなおされた。

　コーヒー館

　一方、東の森の中には、戸外でコーヒーを楽しむ当時の流行をうけて、

コーヒー館が建てられた（1774-75）。コーヒー館はロココ調の軽快な2階

建てで、上には見晴らし台があって、そこからフィレンツェがよく眺めら

れた。ちなみに、ボボリ園の丘陵の随所から、フィレンツェの街が眺めら

れ、その意味では、ボボリ園も、イタリアの庭が一般にそうであるように、

眺望の庭であった。コーヒー館の前の斜面では、旧果樹園が、三段の連続

した細長い整形庭園に改められた。

　ボスコの模様替え

　西庭のボスコ（森あるいは樹林）にも当時の庭の流行に合うような手が

加えられ、四角の区画に区切られていた四つの小森の中に、それぞれ同心

円の園路とその中心から放射する園路が切られた。同心円は四つから五

つで、放射線は十字、あるいはそれに加えて×で、このような基本は同じ

だが、大きさや園路の型はいささか異なっていた。不揃いだからおもしろ

かったのだともいえる。模様替えになったこの四区画を「迷路」だとする
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研究者もいるが、園路の様子からみて、とても迷路であったとは言えない

ように思われる。むしろフランス幾何学式庭園のボスケに近いようにみ

える。もしも、森の樹が全面的に切り倒されて、刈り込まれた生け垣に変

わったのであれば、これはもう迷路であろうが、そこまで改修されたとの

記録はないようだ。

　菜園（「ポタジェ」）

　長い並木路の下方（北）の一画に菜園が作られた（1766）。なぜか、その

名は、フランス語で「ポタジェ」 jardin potager と呼ばれた。大公位がメディ

チ家を離れ、ハープスブルク＝ロレーヌ家に移ったからだろうか。ここで

は、とくにパイナップルを育てる温室が有名であったという。ここでは、

かつてヴェルサイユ宮殿のポタジェのように、入念に野菜や果物が育てら

れ、時には、季節に先駆けたイチゴや梨が大公家の食卓に上ったのだろう

か。この菜園は19世紀には「植物園」に変わっている（1841-50）。（図3参照）

　列柱の草地

　イゾロットの先、つまりその西に、列柱の草地が作られたのもこの時で

ある（1796）。これは、扇形の広い芝生の周辺を高木と列柱（頂に胸像を乗

せている）、さらにグロテスク系の彫刻で囲んだ空間で、一種のボスケと

も言えるし、古くギリシャやローマの時代に、市民達が、散策や集まりに

使った柱廊をモデルにした空間とも見られる。また、旧動物舎serraglioが

作り替えられて、大きなオレンジ舎が誕生した（1777-78）。場所は現在と

同じで、イゾロットを北に出て、右手の宮殿へ戻る園路の傍ら（北側）で

ある。現在はオレンジの鉢500個を収めるという大きな倉庫のような建物

で、その前には、整形庭園がある。

　以上のような18世紀後半の庭園の改修の構想の中には、いぜんとして

古代との繋がりも見られるが、フランス幾何学式庭園の影響と思われる

ものに着目すべきであろう。
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4　イギリス風景式庭園が到来

　ナポレオンの支配と風景式庭園

　ボボリ園にイギリス風景式庭園の影響が形に表れるのは、19世紀の初

め頃である。イギリス風景式庭園は、ヨーロッパでは、フランス幾何学式

庭園の次ぎに登場する主要な庭園様式で、本場のイギリスで盛んに作ら

れたのは、18世紀後半だが、流行がイタリアに及ぶのは、一般にフランス

より遅かった。

　決定的な転機はフランスによる支配によってやってきた。ナポレオン

の支配（1800-13）によって、イタリアでは、イギリス風景式庭園への改修

（一部）や新たな造園への動きが加速される。おそらく、すでにこの時代、

フランスでは、宮殿や邸館を構え庭を整えるとき、ふさわしい庭とはイギ

リス風景式庭園と考えられていたことによるのであろう。ナポレオンの

妃ジョゼフィーヌが整えたマルメゾンの庭も、イギリス風景式の庭園で

あった。こうして、ナポレオンがイタリア各地に作った共和国や公国の支

配者に据えた兄弟姉妹たち、またその体制を支えたイタリア人高官など

によって、イギリス風景式庭園がイタリアに急速に流入した。ミラノの北

モンツァのレアーレ荘にナポレオンが作った広大な庭園を初め、北イタ

リアのコモ湖に望むメルツィ荘（新造園）、カルロッタ荘（新造園）、ルッ

カ近郊のマルリア荘（ヴィラ・レアーレ。これはナポレオンの妹ルイーゼ

が作った）などはその代表的な例だが、その他に、多くのイタリアの庭に、

多くの場合は部分的にだが、イギリス風景式庭園のさわりの、芝生と自然

な森の景観が出現するようになった。支配層に限らず、イタリア人一般の

なかに、この新しい趣味に応える者が多かったことも流行を広範なもの

にした。また、この流行には、珍しい外国の木や植物を集めるという時代

の傾向によって後押しされた側面もある。風景式庭園では、広い庭の随所

に、集めた外国の樹木や植物を、あたかの自然の風景の一部のように、美

しく調和的に植えることができたからである。
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　自然の森と蛇行する馬車路

　ボボリ園では、比較的早く、1790年代、すでにフェルディナンド三世の

頃から風景式を取り入れる検討が始められたといわれるが、実行は、19

世紀に入ってからであった。

　ボボリ園では、全面改修でなく、部分改修が行なわれ、イゾロットへ向

かって斜面を下る並木道ヴィオットローネより上（南）にある三つのボス

コがイギリス風の自然の森に変わり、その中に蛇行する馬車路が設けら

れた（1834）。古くは、イタリアのルネサンスの庭で時折見られた正方形

のボスコ（森、樹林）、新しくは、フランス幾何学式庭園のボスケが、いま、

イギリスの自然な森に変わったのだといえなくもない。ヴィオットロー

ネより下（北）にあったボクケも幾何学的な園路を失い、森に変わった。（図
4参照）

　アンナーレナ門と新グロット

　この時期には、また、宮殿の西側に、メリディアーナ小宮と庭園への新

しい入り口として、アンナーレナ門ができた（1817）。アンナーレナ門の

そばに作られた小さなグロットは、ボボリ園では4つ目のグロットで、新

古典主義の建築のなかに、白大理石のアダムとイヴ、それにヘビを組み合

わせた彫像が置かれ、壁面は大きな大理石製の人面と多孔質の石灰岩で

飾られ、丸天井には、海の神ポセイドーンの宮殿を連想させるような貝の

様々な飾りと鍾乳石が配された。中心の端正で優美な大理石像は、新作で

はなく、もともとヴィオットローネの始まるあたりに置かれていた作品

（1616）を移設したのであった。このグロットの構想は、アダムとイヴと

蛇で示唆されている通り、楽しいエデンの園への誘い、地上の楽園である

ボボリ園の秘めるすばらしい愉しさと驚きを発見して欲しいとの誘いで

ある、と解釈されている。
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●略年表
 第一期

1458 ルカ・ピッティが館の建築を始める。

1549 エレオノーラ・ディ・トレド（コジモ一世の妃）がピッティ宮と土地を購入、

宮殿の改修と造園が始まる。

1550 庭の工事の記録（初出）。庭の設計者トリボロが死ぬ。

1553-55　「マダマ（奥方）の小グロット」ができる。

1561 アマナッティによる宮殿の改修が始まる。

1562 エレオノーラ死。

1563 宮殿左手の整形庭園に、アスパラガス、サフラン、矮性の果樹が植えられる。

1574 ブオンタレンティが総監督に任命される。

1570年代　オケアヌスの噴水（水道記念）

1583-93　「大グロット」建造。

1599 ジュスト・ウテンスがボボリ園の絵を描く。

1609 フェルディナンド1世死。

1619-21  マスタッチーニの泉建造

1612  「騎士の庭」の改修。建物も改修。

 第二期

1618 コジモ二世が、宮殿と庭の改修を始める。担当はパリジ父子。

1620年代　西側の葡萄園購入。

1630-37　宮殿裏の馬蹄形の斜面が石造りの「劇場」に作りかえられる。西側の葡萄

畑が、庭に造られる。ヴィオットローネ（現在の糸杉の並木道）、イゾロット、

区画樹林園が作られる。

　　　コジモ一世の造った砦が拡張した主庭に取り込まれる。

1635 フェルディンナンド二世の新水道完成。

1635-36　モーセのグロット建造。

1636 「豊穣の女神」像が立てられる。

1637 フェルディナンド二世とヴィットーリア・デラ・ロヴェーレの婚儀。

1637-42　アーティチョークの噴水が作られる。

1637 イゾロットにオケアヌスの噴水を移設。
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 第三期

1765 レオポルト大公が庭の改修を始める。（1778年まで）

1766 「ポタジェ」（菜園）が作られる。「劇場」が彫刻で装飾され、「野外劇場」と呼

ばれるようになる。

1774-75　コーヒー館が建てられる。

1776 メリディアーナ小宮建造。

1777-78　オレンジ舎が作られる。ネプチューンの噴水池（熊手の池）の整形化と周

辺の斜面のテラス化（ここも野外劇場風になる）。

1790 エジプトのオベリスクが「野外劇場」の中心に立てられる。

1796 「列柱の草地」が作られる。

1817 アンナーレナ・グロット建造。

 現状へ

1834 糸杉の並木路の上部（南）の樹林園が、イギリス風景式庭園にならった森に

なり、蛇行する馬車路が作られる。

1841-50　「ポタジェ」（菜園）が改修されて、植物園になる。
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図１　ジュスト・ウテンスによる絵　1599年
　　　出典：参考文献１
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図２　1731年　ルッジェリによる　　出典：参考文献６
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図３　1780年　ヴァセリーニによる　　出典：参考文献２
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図４　現状　　出典：参考文献２


