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イタリア縦走(その 2) 

フィレンツェ  

 

ローマ駅員のいい加減さから 100 分

間に過ぎないフィレンツェへ旅が 3時間

50 分間もかかった。 

しかし、夏の太陽はまだ中空にあった。 

市街地中央のホテル料金は高騰して

いるが、この 4 つ星ホテル・ヘルヴェテ

ィア・ブリストルは 230 ユーロくらい。

部屋のテーブルにはワインが。しかし、

手酌をしないので、車で連れ廻して２日

後に超貴腐させ、結局棄てることになる。 

 

ホテルを背にし

て少し行くと正

面にあの有名な

景色が広がる。 

「洗礼堂・ドゥオーモ・ジョットの塔」

の三点セットである。広場は多くの観光

客で大変な混雑である。 

ガイドブックによれば《洗礼堂はフィレ

ンツェでも最も古い聖堂建築のひとつ

(11 世紀後半から 12 世紀前半 )で 8 角形

をしている。 

 

扉のレリーフはギベルティが制作した

が、そこにあるのはレプリカである。  

 

ジョットの鐘楼は 1334 年の建築。鐘楼

の基部を飾っていた数々の彫刻のオリ

ジナルはドゥオーモ付属美術館に収め

られている。 

 

ドゥオーモは「花の聖母寺」とも呼ばれ
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るフィレンツェの象徴。 

その時、大衆の視線が一

点に注がれた。大聖堂の

一番目立つ所に「逢引・

待ち合わせ」と美女が立

ったのだ。歴代教皇の美

女狂いを考えれば許そ

う…  

さてそれはともかく《この大ドームはロ

ーマのパンテオンを参考にして 1296 年

から建設を始めた。ブルネッレスキの直

径 42mの円蓋が架けられたのは 1436年。

白と緑とピンクの色大理石で装飾され

量感と均衡と優雅さに満ちた、限りなく

イタリア的なゴシック建築である》。 

 フィレンツェで見ているもの  

シニューレ広場に腰をおろして時間

を過ごす人々と比べ、段違いの経費と時

間を投資して遠い東洋からやって来た

日本人は、フィレンツェで何を得ている

だろうか。 

 

この音楽家も誰も聴いていないし、後ろ

の子供たちが金を入れてくれるわけが

ないことは明瞭なので、すぐに店を畳ん

でしまった。この町のツアーガイドは 5

百年前のメディチ家が民衆を搾取して

作り上げた建物を「あれがなに、これは

なに」と指さして説明することで終わる

からだ。日本人はすでに感動する準備が

できているから、本に出て来た姿に感動

する。傲慢ともいえる態度すら感じる。 

イタリア全体が古跡で飯を食ってい

るともいえる。 

 
1440 年の写真が示すように旧市街姿は

今とそっくりである。  

6 百年変わらないと言うのは、『メディチ

家の急速な衰退』を意味する。 

「さあ、次は皆さま憧れのウフィツ美術

館ですよ。皆様は特別な入口からどう

ぞ」と、一般人は長い時間並んでいるの

に、団体特別入口から、ぞろぞろと入り

こむ。実はホテルで予約ができるのだ。 

 

このように、我々はフィレンツェに関

して圧倒的なコンプレックスを持って

いて、「生涯で一度はその地に立ち、ル

ネサンスの世界に五感を預けたい」と疑

わない。  

しかし、視点を変えると、観光客が落と

す金で生計を立てているにしては、町は

フレンドリーではない。 
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年始年末・日曜日そして午後 5 時以降は

一切の店は閉じられる。「自分たちは観

光客のために生活しているのではない」

と言っているが、「観光客で飯を食って

いる」のは事実だ。  

すべての「過去の遺産で生きている町」

は大体が一筋縄ではない。 

しかも、触れたように多くが「レプリ

カ」である。ヴェッキオ宮の前に据えら

れたフィレンツェのシンボル「ミケラン

ジェロのダヴィデ」もレプリカである。 

「イルカを抱くキューピッド」も「ピサ

を倒すフィレンツェ」もコピーである。  

本物はコピーできないルネサンス時代

の建物群である。 

もう一つの目玉であるウィフィッツ

美術館も内部は暗い。ボッティチェッリ

の作品も 5百余年の歳月で修復待ちとい

う印象である。 

描かれたメランコリックな女性は同

じ顔をしていて、飽きることなくひとり

の愛人を見せつけたと考える。 

この「愛人」という言葉は、この時代、

「同性愛」が隠されているとされる。  

 

 

森田義之はその本で《『ああ、何と多

くの男色者が市民のなかにいることか !

いや、むしろ彼らは一人のこらずこの悪

徳につかっている』ダンテの同時代人で

あるドメニコ会の説教師リヴァルトは、

14 世紀前半、早くもこのような非難を発

している。売春婦が多いことで知られた

ローマやヴェネチアに対し、フィレンツ

ェは『ソドミアの都市』だった。その悪

名は全欧に鳴り響き、フランスでは男色

のことを『フィレンツェの悪徳』と呼ん

だほど。15 世紀半ば、黄金のフィレンツ

ェは『新しきアテネ』の誉れを得たが、

古代文化とプラトンの思想の再発見は

その傾向を助長した。メディチ家の周辺

につどった人文主義者たち、フィチーノ、

ピコ、ポリツィアーノらはいずれも『ギ

リシャ風の愛』の実践者。多くの絵画工

房の親方本はもとより、弟子や出入りの

協力者の多く―有名どころに限っても、

ボッティチェッリ、レオナルド、ペルジ

ーノらに同性愛傾向があったとされる。

フィレンツェにおける男色の蔓延ぶり

は、ソドミ対策の法令の頻出、 1432 年

から 1502 年まで設置された『夜間犯罪

取締局』によっても裏付けられる。この

特別裁判所に告発された男色者は 1万人

を超え、うち 2 千人以上が有罪判決を受

けている。当時のフィレンツェの人口が

7 万人 (?)前後であったことを考えれば、

たいへんな高率。被告発者には、下層庶

民、美術家、僧侶から、メディチなどの
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都市貴族の子

弟まで社会の

全階層におよ

び、レオナル

ドそしてボッ

ティチェッリ

も 入 っ て い

る。》ボッティ

チェッリが女

嫌いだったこ

とは有名であ

った。そんな

彼の美的嗜好は、男性像の女性化という

形をとる。 

見出しの『ざくろの聖母』でも《少年と

も少女ともつかない耽美的な天使。幼児

イエスさえ、ほんのり薄化粧しているか

のよう。画面は、男性と女性の境、地上

と天上の境に浮遊するアンビギュアス

な美にみたされている。性差を越境する

かのような表現は、ボッティチェッリに

限らない。ボッティチェッリの場合が、

男性を女性化する汎女性化とすれば、レ

オナルドはさしずめ中性化、ないし両性

具有化。これに対し、女性の男性化、す

なわち汎男性化を見せるのがミケラン

ジェロ。》これらの作家がすべて、「ギリ

シャ風の愛」の実践者であることを知っ

ていなければ、ウフィッツ美術館の作品

と対峙したときに理解できないめまい

が起こる。 

この「メランコリック」と「覗き見許可」

が絵画、彫刻そして建物などを含めてフ

ィレンツェ全体特徴と言われる。 

数年前までは「春」も「ヴィーナスの誕

生」もカメラ撮影可であったのに、デジ

カメ普及以後、突然禁止された。 

廊下の「ラオコーン」もコピーである。 

我々は、なにを見せられているのであろ

うか。祈りの場を観光客の金目当てにす

るためには、綺麗にしなくてはならない。

歴史と祈りのための煤で暗くなった作

品を化学薬品で修復しようとする。修復

士たちはシスティーナ礼拝堂のミケラ

ンジェロにしても、ミラノのダビンチの

「最後の晩餐」にしてもいうなれば「ぐ

ちゃぐちゃ」にしてしまったのかもしれ

ない。煤を拭い去ればいいというもので

もない。加えてイタリアの作品にはコピ

ーそして、描き加えも多い。高校教科

書・NHK 番組を信頼する日本人がお人よ

し過ぎるのかもしれない。 

ヴッキオ橋の美術品をはじめとする多

くのものも巨額な寄進をするマスコミ

にしか見せない。 

あんなに憧れていた美術館であったの

に、結局、全体を押し包む「憂鬱さ」の

中に 2 時間以上留まる事は困難である。 

出て来た人々の表情がそれを示す。  

シニョリーア広場  

ウフィッツ美術館を出された観光客は

この広場に抛りだされるわけである。  

この光景もあまりにも有名である。 

正面の三階建てのヴエッキオ宮の建設

は 1299 年に始まった。かってのフィレ

ンツェ共和国政庁舎で、共和政時代には

ここで市民会議が開かれていた。 

広場は復讐劇での処刑場としても使用

された。復讐のために多くの人々がこの

市庁舎から窓から吊り下げられた。 

最も有名なものはサヴォナローラの火

刑である。 
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イタリアの町にはこうした広場が至る

所に見られる。ルネサンス時代から大衆

側に立っていると偽装するのが、権力を

得たと錯覚しているものの常に取る作

戦である。多くの人々が集うところが造

られ、そこでは公開処刑、馬上槍試合、

中世サツカー試合など「庶民の施政に対

する不満へのガス抜き」がしばしば行な

われた。一部の富豪以外は陰鬱な生活で

あったのだ。我が国

においても、花火以

外にも、公共の祭り

と喧騒の祭りが残

っているようにル

ネサンスでは施政

者には重要な政策

であった。 

旅の途上では、私に微笑を生じさせれば、

許す、という方針だ。もっとも、不許可!

という言葉に何の意味もないが。 

 

 私は大みそかにこの広場に居たこと

がある。新年を迎えるシニョ―ル広場は

若者を中心に身動きできないほどに人

で溢れていた。彼らはビール瓶を持ちラ

ッパ飲みをしていた。そして、空になる

と一様に石畳に叩きつけていた。 

しかし、決して横に向かって投げつける

ことはない。もし、ショーウィンドーを

壊すようなことがあれば、フィレンツェ

はきっと犯人を許さないであろう、と確

信した。つまり、徹底的に規制された喧

騒といえる。踏んで怪我するのはそんな

こととは知らない観光客だけである。   

一見自由に見えるけれど実は冷酷な

町と言える。 

我々が生涯に一度、憧れのフィレンツ

ェへ向かう時ロマン・ローランの次のよ

うな描写は当然不快感に近い違和感を

与えたものだった。しかしずる賢くて、

決して表立たずに自分の利益だけに邁

進してきたメディチ家の姿を知れば、ロ

マン・ローランが「ミケランジェロの生

涯」の下記の記述が始めて理解できる。

《―陰気な宮殿、槍のようにとがった塔、

くっきりした線のなだらかな丘並が、細

い糸杉の黒い紡錘や波のようにさざめ

く橄欖の銀色の被布でおおわれて、すみ

れ色の空に美しくきざまれている。  

あのフィレンツェ――ロレンツォ・デ・

メディチの蒼白皮肉な

顔や、大きくて狡そうな

口をしたマキアヴェッ

リが、金髪のボッティチ

ェルリの「春」や黄味が

かったヴィーナスたち
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とゆき会ったであろう、鋭くて優美なフ

ィレンツェ。あらゆる狂信にとらわれた

り、あらゆる宗教的又は社会的興奮にゆ

すぶられたり、各人が自由であるととも

に暴君であったり、この上もなく楽しく

生きられると同時に生活が地獄であっ

たりする、あの熱にうかされた、驕慢な

いらだつたフィレンツェ。――市民は聡

くて、狭量で、のぼせやすく、好き嫌い

がはげしく、辛辣な言葉を吐き、疑い深

い根性で、探り合ったり、妬みあったり、

貪り合ったりするあの都 (まち )。――レ

オナルドの自由な精神には場所のなか

った都．――そこではボッティチェッリ

がスコットナンドの清教徒のような神

秘主義に幻惑されて死に、山羊のような

横顔で燃えるような眼つきのサヴォナ

ローラが美術品を焼く焚火の周りに弟

子の僧どもを踊らせ――そして 3 年後

にはこの予言者を焼くために又焚火が

作られた》と。  

 フィレンツェの魅力  

フィレンツェが万人に幸福を与えるの

はメディチ家の建物でも 6百年前の絵画

でもない。 

「朝日を浴びた町」と「暮れなずむ町」

の景色である。一番輝く生き生きとして

いる瞬間が斜めに差してくる早朝の太

陽と傾き始めた時の太陽に包まれた瞬

間である。この町でこのことに気付いた。 

しかし、団体さんはこの時間、朝食と夕

食の定食のために食堂に居る。  

 

陽が落ちる前に、タクシーで丘の上の

ミケランジェロ広場に登る。眼下にアム

ール川をはさんでフィレンツェ旧市街

地が広がる。 

橋に立つとアムール川の真紅に燃え立

つ色となる。 

広場には巨人ゴリアテを羊飼いの石投

げ器で打ち倒したミケランジェロのダ

ビデ像。勿論、コピーである。大勢の人

びとがゆっくりと落日を見る。 

 

暮れて行く町を見ながら、坂道を下って

行く。徐々に空は青くなっていく。ヨー

ロッパは無駄なネオンサインが無いた

めであろうか、陽が落ちた 30 分後ごろ

から空は澄み切った群青色になる。 

さらに夜がふけるとシニョール広場の

コジモ１世の像は頭上の雀の支配を劇

退し威厳を取り戻す。  

九時、夕食。 
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フランスなどと比べ、スペインやイタリ

アではディナーに窮屈さがない。好きな

もの好きなだけでよい。 

イタリアにきたのだから、ワインは赤の

モンタルチィーノ、前菜は乾燥牛肉

Bresaola とたこ。プリモ・ピアットは

贅沢に「トリフをたっぷりかけたパス

タ」と「ムール貝のパスタ」。 

 

 
セカンド・ピアットは「品よくアレンジ

された魚介類のミックスフライ」 

メインは当然、フィレンツェ風 T ボー

ン・ステーキである。  

 

これも二種類あって、右側は食べきれな

いほど大きい。 

夜は「翌日早

朝出発のため

の荷物整理の

ためにある」

のではない。生涯二度とない組み合わせ

の色どりを見ると初めてフィレンツェ

に浸ることができる。  

ルネサンス・メディチ家などほっときな

さいである。 

ヴエッキオ橋  

翌日はメディチ家に飽きて、市場に行き、

そして、音楽博物館にいく。すべて撮り

終わったところで、カメラだめ、と指を

振られる。別の博物館で「古代ローマの

先人文化」を知ることになる。このエト

ルリア文明をまとめることを思い付い

てしまった。アカディミーでダヴィデを

み、ヴェッキオ橋で落日を待つ。 

アルノー川かかるフィレンツェ最古の

橋である。渡らない観光客はないといえ

る。宝石店が軒を連ねている。 
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しかし、裏から見ると、これがメディチ

家の緊急時の秘密通路であることがわ

かる。対岸の宮殿までこのなかを通って

逃れることができる。イタリアのアベッ

ク警官は皆自分たちの世界に入り込ん

でいる。職務はどうなのか。  

  

中ほどに「マンネリ」と私をたじろかせ

る店名があった。私にたいする編集会議

の陰の声かとおもったが、まあ、師も「聞

こえてこない声はないのと同じ」いって

いる。また、私のを取り除けば、理事会

報告だけになってしまう。どの方面の動

きも潰れていく組織の一面か。 

ここにも、決して観光客には公開しない

絵画が埋蔵されていることが NHK で分

かった。 

この橋の中央にブロンズ像があって、記

念写真を撮る時の障害物となる。 

この人物はチェォリーニといい、ルネサ

ンスのフィレンツェに数多い天才・万能

人の典型である。 

《だが、残念なことに、彼が得意とした

彫金細工や工芸は、ほと

んど残っていない。彼を

今に名を残させている

のは、波乱万丈の人生の

『自伝』においてである。

最高の彫金家、彫刻家で

あったが、暗殺者の返り

討ちをはじめとする、い

くどもの紛争、投獄の憂き目など浮沈を

くりかえした護身と保身の天才として

の人生を送った。》 

彼だけでなくこのころの

フィレンツェには天才・万

能人が多かった。 

美人を盗撮していたら気

づいたらしく近寄る気配

があって、怖かった。  

 昼間は市場に行って。ワ

インを直送してもらう。 

更に夜が深まるとアムール川全体が真

紅に染まる。 

こうした天才・万能人の才能が花開く

に開くに必要な背景」を知るにはフィレ

ンツェの「ルネサンスとメディチ家」抜

きには語れないと言われている。 

ルネサンスとメディチ家  

「この町はルネサンスという概念を抜

きに語れないし、メディチ家をはずして
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語ることなどできない」とされている。 

 《ルネサンスとはフランス語で、イタ

リア語はリナシタ(再生 )である。基本は

『自然と人類にかんする見方や考え方

そして意図が、洪水のように大量に押し

寄せてきた』ことである。ルネサンスと

いえばイタリアの特許のようだが、決し

てそうではなく、9 世紀のフランク王国、

12 世紀の全ヨーロッパにおいて、『古代

(ローマ )・古典の復興』を目指す確実な

うねりがみられていた。そうした動きが、

東ローマ帝国・ビザンチン・イスラーム

など、つまり、地中海で洗練され、 14

世紀イタリアで開花した。》 

この素因は「王権派と教皇派」ヨーロッ

パの混乱であるとされる。 

《 1301 年の秋、ハレー彗星がイタリア

の空を横切った。繁栄にむかうフィレン

ツェを祝賀するかのように、ますます明

るさをまし、暗夜に彩りをそえた。煌々

とかがやくさまは、だれをも興奮させた。

画家ジョットは『マギの礼拝』に描く加

えた。(中略)このジョットこそ、イタリ

アの地に芸術の芳香をさせた恩人であ

る。フィレンツェのルネサンスはここか

ら始まる。 

この地にルネサンスが生まれたのはヨ

ーロッパの混乱である。永井三明氏によ

ると「 13 世紀のイタリアは、精神界・世

俗界を支配しよう教会の野望と、世界帝

国を夢みる神聖ローマ帝国の政策がぶ

つかり合っていた。  

14,5 世紀のルネサンスに活躍したイタ

リアの都市が、その起動力を与えられた

のはこの対決のさなかにである。それは

同時に、イタリア社会の変動を示すもの

でもあった。つまり、土地に依存する古

い階級に対する新興の市民階級の挑戦

を示す。いうまでもなく皇帝派は旧来の

貴族的な勢力に基礎を置き、教皇派は商

人階級を支持した。教会は帝国の束縛か

らの自由という点で進歩的だったが、思

想の自由はこれをふみにじった。逆に帝

国は政治体制において弾圧的であった

が、思想的には自由な傾向をもち、ルネ

サンスの風土の地ならしをした。このよ

うに対立は複雑な性格をもったので、各

都市の運命も、それぞれ複雑な陰影を与

えられた。各都市は時に応じ、教会また

は帝国の勢力を利用して飛躍のための

力を養った。二大勢力の対立は、イタリ

ア都市にとって最高の政治の学校とな

った。彼らは情勢を客観的に分析する能

力を学んだのである」  

 

 

 

また、フィレンツェがルネサンスの主役

になり得た切っ掛けは 1375 年に同市政

府が、学識ある政務官コルッチオ・サル

ターティそしてブルーニを書記官主に

任命したことによる。両者は、ジョット

とペトラルカそしてボカッチオとの文

化伝統を定着させ、古代人の精神を移植

させた。なによりも、「自由」という価

値をフィレンツェ市政の根底にすえ、若

い学者・芸術家に活動の場を提供した。

フィレンツェがルネサンスの先頭をき

ったのは、こうした「自由」の保証のお

かげであった。》 

地中海を挟んだイスラム都市との交易

で新興していく港町ジェノバやヴェネ

チアと比して港をもたないフィレンツ

ェは内陸との交易の拠点として、徐々に
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富を貯めていた。そのなかでもメディチ

家が急成長してくる。元来薬種業であっ

たといわれるが、三代目には金融と羊の

織物業で有力な勢力となっていった。  

15 世紀になると教皇・皇帝というの

は、ただの看板になりさがり、ただひた

すら権力争奪をめぐって、血なまぐさい

合従と連衡が繰り返された。フィレンツ

ェで賢明な書記官長がはたらくあいだ

にも、実権といえば、少数の一族の熾烈

な争闘にゆだねられた。 

富豪メディチ家の地位をめぐって、民衆

をまきこんだ暗闘がくりひろげられる。

メディチ家は、「祖国の父」と称揚され

たコジモ・デ・メジィチの絶妙な手腕に

よって、ほとんど独裁の権力を手にした

かにみえた。 

ただし、ルネサンスに深入りすれば

「他人の言葉」の羅列となるのは必定。

それはまさに「マンネリ」である。 

 

 コジモ (左 )この手の組み方で分かる

ように、一家の利潤追求で生涯を貫いた。

右の孫ロレンツォの代でフィレンツェ

はルネサンスを掌握する。しかし、軟弱

な息子しか残さなかったので急速に衰

退していく。《実権はコジモの弟の末裔

(騎馬像はコジモ大帝 )にかろうじて継

承される。しかし、 18 世紀まで続くが、

結局メディチ家はフィレンツェのお荷

物となる。 

しかし、急速な衰退こそが当時の姿を破

壊から守った。 

さて、フィレンツェに限らず「絵の世

界」は贋作の世界でもある。  

ルーベンスの巨大工房による大量制

作は有名であるが、ラファエロも自らの

工房に 10 余名の弟子を抱えて、多くの

部分を彼らに描かせていた。つまり、マ

ネーゲーム・ババ抜の世界で、偽物を最

後に掴まされた者が敗者である。 

「贋作王」という本でダリが取り上げ

られている。人妻がダリに乗り換えて、

しかる後に、狂気の人ダリを前に若い愛

人をつくり、画商・プロモーターと組ん

でダリの贋作を無限に作っていく。画家

が倒れてのちも死ぬまで作られ続けら

れる。誰が描いたかもわからない。この

ため、サインは何百の形がある。 

本物とされている美術作品を数多く、

観たけれど本当はなぜこれが傑作とい

われるかわからないことが多い。例えば、

ベラスケスは天才であるがゴヤはどこ

にもいるペインターと確信した。 

その点、先生もいない私など可愛いも

のだ。さて、露出傾向を否めない私は、

十年間の拙作を区切りとして、一堂にま

とめることにした。さり気ない PR(10 月

10 日より市民ギャラリー )である。 
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(文献名はシリーズ最終章に。つづく) 

 


