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エトルリア文化とトスカーナその 2 

サン・ジミジャーノ 

サン・ジミジャーノが見えて来た。塔が

見えることが証明している。 

 

ガイドブックによれば《『塔の町』として

知られているサン・ジミジャーノは、エト

ルリア起源の町のひとつである。 

 

サン・ジミジャーノは「ローマとアルプ

ス以北を結ぶ重要道フランチジェーナ街道

がピサーナ街道と合流する地点」にもあっ

たし、北のフィレンツェとシエナを結ぶ街

道筋に存在したため、仲介貿易都市として、

12世紀から 13世紀にかけて、繁栄した。 

町の最初の核はティステルナ広場とドゥ

ーモ広場を囲む一帯でおよそ西暦 1 千年頃

に形成された。 

11~12 世紀にかけて町は次第に拡張し、

13世紀には自治都市化した。交通の要衝に

ある他特産のサフランなどの商いで町は繁

栄し、オモン広場や建物の建設はとんどこ

の時期に集中している。 

 

 

町の城壁の外にはサフランの畑が広がっ

ていた。 

この時代は高い塔が裕福さの象徴とされ

たために、各都市に塔が林立した。 

この町の最盛期には 72 もの塔が林立した

といわれている。 

しかし、当然、塔は何も生み出さないた



めに、次々と取り壊されていった。 

14世紀に入ると内部疲弊に加えて飢饉や

ペストなどの外的要因が追い打ちをかけ町

は急速に衰えていった。 

その頃、フィレンツェとシエナは覇権争

いを繰り返していたが、フィレンツェがつ

いにシエナを屈服させた。   

その結果、フィレンツェの砦としての役割

を担っていたサン・ジミジャーノの価値が

なくなった。また、サン・ジミジャーノ自

身も交易ルートから外されて急速に衰退し

たことも重なり、すっかり寂れてしまった。 

このため、塔を撤去してしまうエネルギー

すら失われてしまった。特に 16世紀には町

全体が見捨てられた状態となり、塔の数は

激減した。 

 町のシンボルとして、塔を保存しようと

言う市民運動が興り、現在 10数本の塔が保

存されている。 

逆にいえば、急速な衰退えし放棄された

町だからこそのために、ルネサンス頃の姿

をほとんど変えずに、今に残っている。 

 

チステルナ広場の名前は中央にある 13 世

紀の井戸(チステルナ)に由来している。 

古い井戸であるが、覗き込めば、その深く

暗い奥に、陰惨な歴史の証言が埋もれてい

るように思えた。 

 

 
広場は 12~13 世紀の塔や建物に囲まれて

いる。杉綾模様に敷き詰められたレンガや

周囲の飾り気のない建物が硬質な中世の町

の雰囲気をよく伝えている。 

 

正面『サルヴッチの塔』と呼ばれる双子

の塔。 

右は 12 世紀に建てられたドゥオーモで

あるがファサードは後に手が加えられてい

る。 

ドゥオーモ広場の周辺の建物は 13 世紀

のものである。東側の柱廊を備えた建物は

執政官宮殿。付属の塔は『厄介者』とあだ

名され、高さ 51mもある。 

ドゥオーモ広場の北側 



 
ドゥオーモでは、さまざまな希望を呟き

ながら献灯する。 

 

サン・ジョヴアンニ門から入ると 200m

で町の中心ドゥオーモ広場に出て、さらに

180mで裏門と考えるサン・マッテオ門に出

てしまう。つまり長径 400m の銀杏の葉の

形の町である。 

サン・マッテオ門への一本道の両側には

中世の建物が並んでいる。《途中のカンチェ

ッレリアのアーチは 10 世紀末に造られた

最初の城壁の一部である。》 

 

 

この町に泊まるつもりであったが予約はし

ていなかった。 

この町は日帰りツアーが多いためか、幸い、

この通りのホテルに無事チェックインでき

た。 

このホテル・ランティコ・ポッツォはとて

もホテルとは見えない外観であるが、中に

入ると、ゆったりとしていて、15世紀のパ

ラッツォを改良したものであった。 

メインストリートは城塞をくりぬいた裏門

で終わっている。 

エトルリア時代のものと思われ、塀には小

さな貝殻などが混在している。 

町は高台にあるために、眼下にトスカーナ

の田園風景が広がる 

陽が傾き、急速に夕焼けが広がっていく。 



町に灯がともる。 

夜の町を歩いていく。石造りの家と夕日は

優しくかばい合う。 

店を開けているのは雑貨屋と食料品店くら

いである。子ども時代、肉料理と豊かさが

結びつけられている私は肉屋さんの店の前

でどうしても足が止まる。絵になるのだ。 

 

裏門の内側は少し広い道路になっていて、

小さな広場である。 

人々は散策に一段落したら、屋外のテーブ

ルで酒盛りと夕食取り始める。 

 

我々もレストランへ。ワイン通の友人はか

ねて見つけていたワイン店に行き、特産の

白ワイン、ヴ。ナッチャ・ディ・サン・ジ

ミジャーノを買い求め持ち込む。 

なぜ、こんなに注文

するかと店は思ったであろうが、よく食べ

た。 

我々は明日のない旅を続けているように考

えても良いかもしれない。さあ、諸君、食

い物、異性など心残りはありませんか。 



 

もっとも、これが何であるかを全部知って

いるわけでない。隣の席の料理を指さしし

た時などは。毎日、ステーキは定番。 

 

外に出ると、空は青く、石畳と石の建物そ

して漏れてくる窓の明かりがあった。 

 

 

エトルリア文明の栄枯 

ローマ人に先立ってイタリアの地に偉大

な文明を築いたこの文明の全貌が明らかに

なるきっかけは 15 世紀トスカーナ地方の

地中から次々と美術品の傑作が掘り出され

たことによる。 

そして、これらはメディチ家のコレクショ

ンとなる。 

エトルリア文明とは紀元前 9 世紀から紀

元 1 世紀にかけて中部イタリアに花咲いた

文明であることが分かって来た。 

 

エトルリア語で書かれた碑文が初めて出

現するのは前 7 百年あたりに過ぎない。 

前七世紀末ころ連合を形成し繁栄した。 

ギリシャの歴史家ヘロドトスは「紀元前

13世紀ごろに小アジアの一帯で大規模な飢

饉が長く続き、このときに新たな土地を求



めて移住することが余儀なくされて、移動

の末イタリア半島ら到達してトスカーナ地

方に最初の都市を築いた種族があった」と

記しているが、この当方系の民族がエトル

リア人でイタリア半島には紀元前およそ 1

千年頃に姿を現したとされる。 

その後ティレニア海の制海権を掌握すると、

トスカーナ、ラツィオ、エミリア地方に次々

と都市を建設し、これらの都市は豊かな土

壌と鉱物資源を背景に急速に発展してフェ

ニキアやギリシャとの交易を通じて経済的

にも繁栄した。 

前八世紀には鉄器時代を迎え、エトルリア

人は金属の加工や土木技術にもすぐれ、紀

元前 7 世紀の終わりにはローマに人の王が

続いて立って古代ローマの基盤ができた。 

黄金期の紀元前 6 世紀のエトルリア人は富

の賢明な利用を背景に対外交流を盛んに行

った。 

【この文明が出現した地域はおおざっぱに

言って、イタリアのトスカーナ地方とされ

る。厳密には「エトルリアは非常に肥沃で

あって、おおむね平野部に広がり、いくつ

かの丘陵が平野を分け隔てているが、丘の

斜面は耕作に適している。エトルリアは冬

季だけでなく夏季も適度に浸潤である」】 

トスカーナ地方は現在、緑多い穏やかな自

然が残っているとして有名であるが、その

頃も肥沃な農業地帯であった。 

地中海の三大産物であるオリーブとワイン

そして小麦が豊かに産出されていた。 

また、鉄を主とした鉱産物に恵まれ、豊富

な鉄はエトルリア文化を発展させた。】 

5 世紀のエトルリア世界はいまだ繁栄のう

ちにあった。 

しかし、紀元前 474 年のギリシャ、カル

タゴとの戦いに敗れたころより、エトルリ

ア独自の勢力は衰退しはじめ、しだいにロ

ーマに吸収されていった。」 

紀元前 1 世紀にはもはやエトルリア人は

固有の民族としては存在しなかった、とさ

れる。ローマに吸収されてしまったとも言

えるし、ローマに乗り込んだとも言える。 

 

現在にも、ラツィオをはじめとし、トスカ

ーナ地方にはエトルリアの都市が残ってい

る。ペルージャ、アレッツォ、ヴォルテラ、

サン・ジミジャーノなどである。 

つまり、トスカーナ地方を旅することはエ

トルリア文化を旅することである。 

エトルリア文化は当時のギリシャ文化とは

異なることが多く、第一に挙げられるのは 

チェルヴェテリで有名なようにタルクィニ

ア（紀元前 8~4 世紀にかけて繁栄）のネク

ロポリ（墓地遺跡群）土葬文化である。 

ネクロポリとはギリシャ語で「死者の町」

という意味。 

死者を敬ったエトルリア人は死後も冥土で

生き続けると信じ、墳墓は当時の家並みの

ように広がり、墓の内部はかっての家のよ

うにしつらえていた。墓には日用品が置か

れ、あるいは鮮やかなフレスコ画が描かれ

ていた。 

「女性の地位が高いこと」もギリシャと違

っていて、女性たちは酒宴に同席し楽しむ

姿が残っている。 

 

ギリシャ人との確執 

ワインとオリーブ油 

《エトルリア人―ローマの先住民族― 

(ドミニク・ブリケル平田ら文庫クセジュ)》 

 

当時そして長い間、エトルリア人は下賤な

民族である、という考えがされていた。こ

うした文化の違いは「エトルリア人は海賊

だ」などという評判をギリシャなどが高言



した。 

しかし、海賊行為は長いあいだ他の海上

行為と区別されなかった 

海賊行為はその場のなりゆきによって生ま

れたのであって、同じ船が状況次第で沿岸

の住民に対して略奪を働くこともあれば、

港に入って交易を行なうことあった。 

しかも、こういう宣伝は、商売敵のギリシ

ャによってなされたということである。ギ

リシャが海賊であるという全く逆の見方も

できる。 

つまり、コルシカ島近辺における制海権を

巡る戦いである。 

エトルリアはイタリア半島中部にある強

大な都市国家だった。独自の言語を持ち、

ギリシャにも匹敵する技術力と軍事力を持

っていた。 

衰亡の原因・エトルリア人の軟弱と

いう決まり文句 

 エトルリア人の起源については不詳 

諸説 

その頃のイタリア半島は「土葬から火葬」

が 

 

神殿を飾った「有翼の馬」 

エトルリア陶芸のクラテル 

国立タルクィニア博物館 

 

エトルリア人はすぐれた青銅彫刻の技術を

持ち、特有の力強い作品を残している。こ

の神話上の生き物であるキマイラ像はアレ

ッツオの近くで出土した。ＢＣ４世紀のも

の 

ヴィラ・ジュリア・エトルスコ博物

館(ローマ) 

 

チェルヴェテリ 

ティレニア海からわずかに内陸に入ったこ

の町はかってカエレと呼ばれて、ラツィオ

地方にあった数多くあったエトルリア人の

都市の中でも最も有力な商業都市のひとつ

であった。 

海に近い地の利を得て海上貿易で発展した

この町は、紀元前 7 世紀頃には最盛期に達

したが紀元前 4 世紀には衰退が始まり、海

上権を失うと共に力を完全に失った。 

 国立チェリテ博物館 

一階には紀元前 9~6 世紀までの作品が並び、

付近のソルボやアバトーネの墳墓群からの

出土品 

二階には紀元前 9~6 世紀の後半から紀元前

一世紀までの作品。 

アッティカ様式の赤絵や黒絵の陶器のほか、

石灰岩の石棺やアラバスターの棺 

町から 2 キロ離れた死者の町ネクロポリは

バンディタッチャの丘の上に広がり、墳墓

は道に沿って生者の世界の家のように並び、

文字通りひとつの町を形成している 

 

「夫婦の寝棺」紀元前 6 世紀 

チェルヴェテリはエトルリア文化の一大中

心地で、ギリシャの影響を強く受けたとさ

れる。 

柔和な表情で横たわる男女の姿は、当時の

高度な技術と芸術的感性徒を示している 

「戦う２人の戦士」紀元前6世紀のもので、

美しいテラコッタ 

ネクロポリ(墓地遺跡郡)エトルリア人は死

者を敬った。死後も冥土で生き続けると信

じていた。墳墓は当時の家並みのように広

がり。墓の内部はかっての家のようにしつ

らえられ、日常品が置かれていた。 

ネクロポリは 

タルクィニアでは地下に築かれている 

チェルヴェテリの墓は丸い山の形をしてい

る 



 

 

「地球の歩き方」 

 

フィレンツェ考古学博物館 

2階 キゥージ近郊で出土したギリシャ・ア

ルカイック様式の「フランソワの壺」（紀元

前 6 世紀）同じくアルカイック期の二体の

クロース像（紀元前 6世紀） 

3 階 エトルリアのラコッタ製の壺や墓か

ら剥がされたフレスコ装飾、石棺 

グアルナッチ・エトルリア博物館周辺のネ

クロポリ（墳墓の遺跡）から出土した骨壺

urneや埋葬品が 

時代は紀元前 5~1 世紀のもので、材質はト

ゥーフォと呼ばれる凝灰岩や素焼きのもの

に加え、特産のアラバスターも見られる。 

「夕刻の影」

全体がスラリと伸びたブロンズの彫刻（紀

元前２世紀） 

 


