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イタリア縦走    

エトルリア文明をトスカーナに訪

ねて) 

 

 
 

2 年前に、フィレンツェで「エトルリ

ア博物館」に入った時「これはなにか ?」

と思ったと同時に、この幸せそうな婦人

像に何か懐かしい感情にとらわれた。  

エトルリア文化とはなにか ? 

69 歳にもなると言うのに、いかに自分

が浅学無知である

ことを気付かせて

くれた。帰ってきて、

エトルリア文化に

ついて調べると、驚

くほど「見馴れた画

像」が実は存在して

いたことに気付い

た。  

エトルリアは最近、私が踏み込んだ旅

を続けているトスカーナ地方に《紀元前

9 世紀以降、繁栄し、ローマ帝政期に衰

退した先住民族であった》。 

 
タルクィニア（ローマから列車で 90 分）

の「豹の墓」の壁画  

その目でみれば、すべての教科書に載っ

ている。 

 
エトルリア文化を知るためは、ローマ近

郊のタルクィニアとチェルヴェテリの

「ネクロポリス (死者の町 )」が有名で、

国立タルクィニア博物館ではエトルリ

ア文明の全貌を知ることができる、され

ているが、「有名」に反発し断念した。「今

なお、中世がそのまま残る町「アレッツ

オ・コルトーナ・シエナ・ヴォルティラ・

サン・ジミジャーノ」を訪ねることにし

た。  

ということで、フィレンツェを朝早く

出て、国道Ａ -１を南下する。  
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コルトーニャ  

暫くすると、ペトラルカやヴァザーリ

を生んだ町アレッツォが左に見える。し

かし、今日の行程はきつく、大きすぎる

この町も断念。そもそも、アレッツオは

ルネサンス以降の姿でありエトルリア

文化というよりルネサンス時代の姿に

すぎないといわれる。  

やがて、小高い丘にコルトーナの町が

見えて来る (もっとも、案内なしなので

そう信じただけのことだが )。  

抗争の時代では最良の防衛拠点だろう。 

  

坂道を登り切ると突然、車道がなくなる。 

 

町の入口より、車は入れない。  

当然駐車禁止。私に決してハンドルを渡

さない連れが「ぼくここで待っているか

ら」という。大体そういう時は紫煙禁断

症状である。よくわからない古代の街並

と数本のたばこを比較すれば、こうした

バレバレな下手の申し込みは一時の恥

に過ぎない、であろう。  

《町の歴史は紀元前６世紀のエトルリ

ア人の都市にまで遡ることができる》。  

両脇に土産物屋が軒を連ねる坂道をあ

がる。シニョレッリ広場は人々で溢れか

えっていた。  

この町のお目当ては広場に面する「エト

ルリア・アカデミー博物館」である。  

 

中に入ると、昔のコルトーナとエトルリ

ア文化で有名な古墳の図が見られる。  
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こ

の文化は「土葬から火葬への転換」と「死

後においても生活の継続がある」と信じ

たことで有名である。このためにその死

者の生前の生活用品が副葬されていた。 

 

兜など死者の身分を示すものも多い。フ

ィレンツェで見た「骰子」などはギャン

ブラーの存在か。  

 

 

ここには紀元前 7~1 世紀にわたる墓が

ある。  

円錐形の屋根を乗せたトゥムーロと呼

ばれる墳墓は、エトルリア人の住居を再

現したものといわれる。  

浮き彫りの墓」壁面に漆喰で日用品を浮

き彫りに描かれている  

トスカーナ地方は鉱物資源に恵まれて

いて、紀元前 8 世紀、青銅器時代から鉄

器時代を迎え、飛躍的な経済的発展を遂

げていく。また、肥沃な土地に農業も繁

栄したことが、推定される。  

 

12 の都市を中心にギリシャに負けない

高度な文化が行き渡った。  

 

この博物館の目玉は紀元前５世紀のブ

ロンズの大燭台 Lampadario で、周囲を

飾るのはサテュロスとセイレンの彫刻。 
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じつは、隈なく撮影したあと、係員に声

を掛けられた。「撮影禁止なんですよ」

と。帰り言うのも洒落ている。このため、

いろいろな店内コーナーでショッピン

グをした。彼らも大変喜んでくれた。  

短時間の喫煙時間を運転手君にサー

ビスしたあとヴォルテッラに向かう。彼

は何故聞いたこともない田舎を回るの

か理解できないようだが…  

舎弟でなければ、文句の一つもありそう。 

シエナ  

シエナはコルトーナのすぐそばであ

る。高い城壁に囲まれた城塞都市で、小

さいけれど、その中には遠くを見渡す事

ができる直線道路はない。  

12 世紀以来の (わずか 50 キロしか離

れていない )フィレンツェとの 3 百年に

およぶ争いのために、シエナは敵に侵入

させないように迷宮都市となっていっ

た。つまり、旅人は必ずと言っていいほ

ど方向を失い、疲れ果ててしまう町であ

る。  

【シエナに集落が形成され始めたのは

紀元前年 8 世紀ころのエトルリア時代

である。シエナの三つの丘が集合合体す

る形で発展していく。 11 世紀頃、ロー

マとフランスを結ぶ「フランク街道」の

要衝として一大発展を見せる。この都市

のライバルは常にフィレンツェであっ

た。  

三つの丘のつなぎ目が現在「カンポ広

場」として残っている。  

は競争の中で発展し続けた。  

シエナの見どころは「トスカーナの真

珠」とも言われ「イタリアで一番美しい

広場」とも言われる「カンポ広場」につ

きる。  

その形は「貝殻が開いた形とも扇型」

と形象される。  

貝殻の外縁に建つのがプッブリッコ宮

殿で、13 世紀末から建設が始められた。

シエナの独立と経済力の象徴で市庁舎

として使われている。  

記念写真と考えたが、他人に「お願いし

まーす」と言って走って行くわけにはい

かない。なにせイタリアである。あっと

いう間に渡されたカメラを持って反対

方向に走り去るであろう。カメラの周辺

に人がいないのを確認して、なるべく離

れて自動撮影をした。  

扇の部分にマンジャの塔を持つ市庁舎

がある。ここは司法、行政そして立法の

政庁であった。 

 

ここが目立つように、広場周辺の建物の

建設基準でしたたかな計算がされてい

る。【高さや幅、屋根・窓・扉の形、あ

るいは素材が制限され、市庁舎や広場自

体とのバランスが要求された。】 

カンポ広場はマニヤック広場である。  
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しかし、広場の機能は本来、市場の機能

である。【肉屋とトレッコラ (鳥・卵・乳

製品 )屋が早くから商品台を広場の一隅

にもっていた。また、針・釘売り、皮革

屋、その他の職人も古参である。様々な

家畜が菜園の作物とともにカンポに持

ち込まれた。】 

シエナは 13 世紀にその繁栄の極に達し

ていて、人口は 10 万人を超えていたと

される。 

 町は三つの門「ローマ門、カモッリー

ア門、サン・マルコ門」から中心のカン

ポ広場向かっているが、その三つの主要

道路も「くねくね曲がり、錯綜して入り

組み、水平だと予想して歩きはじめた道

でも、気がついてみると勾配がかなりあ

る。道幅も、人がひとり通行できるだけ」

と言える道もある。」  

この町の地下には「ポッティーノ」と呼

ばれる総計 25km に及ぶ地下水路が張り

巡らされていて、町を支える。 

12 世紀、シエナは自治都市として独立し

た。ライバルのフィレンツェが教皇派で

あったに対し、シエナは皇帝派が支配し

ていた。 

 古くから町は「コントラーダ」と呼ば

れる町内区に区分されていた。 

はじめは「軍事徴兵」から始まったとさ

れるが、町内会組織は変形しながら、現

在に至っている。 

各コントラーダは礼拝堂を持っていて、

あるコントラーダで生まれた者はそこ

で育ち、生涯を終わることもある。 

 この細分化された地区がパリオとよ

ばれる『カンポ広場で毎年夏の 7 月 2 日

と 8 月 16 日に開催される』馬の競争」

で激突する。 

 彼らの熱狂ぶりは我々の想像を絶す

る。 

シエナのもう一つの見所はドゥーモ

と鐘楼である。  

これらは『黒と白の大理石によって模様

されたイタリアン・ゴシックの典型』と

されている。  

ドゥオーモ大聖堂は標高 310m のエト

ルリア集落があった場所に建てられて

いる。【遠くから見ると山上の窪地にと

まる巨大な白鳥】と譬えられている。  

 

十世紀ころからいくつかの建て替えが

行なわれて現在の形になったのは 13 世

紀半ばとされている。  

 

【全体としては白大理石で、ところどこ

ろにシエナ産の赤い大理石と、プラート

産の暗緑色の大理石でアクセントがつ

けられている。とくに暗緑色の石は、白

石と交代しながら大聖堂の側面にシマ

ウマのような縞模様を描いていて、独特

の均衡感とリズムを醸し出している】  
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シエナのファサードの外観だけでな

く、中に入った時に目に飛び込んでくる

(祈りの場とは思えない)豪華さは『装飾

過多』との非難すらある。  

 

中は【頂頭のクーポラから陽のはいる

一日わずかな時間を除いて、堂内は薄暗

く、陰気な印象すら受ける。】 

【中央には十二角形の円蓋があり、その

基礎部分には、多数の守護聖人や預言者

の像がそれぞれ小円柱に両脇をはさま

れたニッチの中に安置され、ぐるりと一

周している。】 
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ファサードを入ったすぐの床に五人の

女性像が描かれている。 

この『象嵌と掻き絵による床面装飾』を

見ることができるのは 8、9 月の 2 ケ月

間だけである。

正面の 8角形の説教台はピサーノ親子な

どによって作られた。  

 

  

 
シエナの衰退  

フィレンツェとの抗争にあけくれて

いたシエナの衰退は早かった。 

15 世紀の終わりのフランスの外交官フ

ィリップ・ド・コミーヌはシエナの歴史
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を概観して「この都市はいつも分裂して

おり、他のイタリアのどの都市にもまし

て愚かな統治が行われていた」と述べた。 

ついに、1555 年メディチ家末裔のコ

ジモ 1 世による総攻撃より、陥落した。

《フィレンツェに征服されたシエナ人

の屈辱感は激しいものだった。今でもフ

ィレンツェの話をすると感情を剥き出

しにする人もいるくらいだ。  

この陥落からシエナの繁栄は一気に影

をひそめる。シエナ 16 世紀から時を止

めままとなっている。  

迷宮の町  

 隣の町と殺し合いをしていた町であ

るので、「敵を迷い込ませ殺戮する」よ

うに全体を見渡す事が出来ないように

なっている。このことは十分に承知して

いるつもりであったので、パーキングか

ら要所要所を撮っていった。 

 
土産物屋も旗も撮った。そしてドォーモ

でもお祈りをした。 

 

自信を持って帰り始めたのに、「記憶力

と判断力の低下」が脱水の頭に作用した。 

たくさん撮っていたのに、皆一緒に見え

る。まず、右に行ったか左へ進んだかを

覚えていないために、次の映像写真が役

に立たない。  

遂には行き止まる。  

 

 

なんども、カンポ広場に戻り、記憶を辿

る。疲労困憊してしまって「もう二度と

この町には来ないぞ」と呟いた。  
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やっと町の外に出る。  

 

周りに逃げ込む建物がなくなった時、あ

んなに晴れていた空は真黒い雲に覆わ

れ、樹々が大きく揺れはじめた。  

逃げ遅れた私を大粒で激しい雨が襲う。。

 

ほうほうの体で車の中に入り、シエナを

眺めると、青い空が広がっていた。  

高が、あの程度の暴言で仕返しをされた

のであろうか。  

 

フィレンツェからの交通違反キップ  

さて、ローマへ向かう国道一号線は監

視が厳重で用心すべきである。 

この旅の 6 ケ月後に、イタリア警察か

ら封書が届いた。すべてイタリア語であ

るので、基本的には不明であった。 

しかし、交通違反キップであることはわ

かったが、「これは本物であろうか。振

り込めサギではないか」と思案した。  

 

 

違反のについては、インターネットで

確認しろ、とも書いてある。 

そこに添付された写真は車線違反車で

あったが、私の顔が映されているわけで

もないし、レンタカーの番号も覚えてい

ない。 

通過したことには間違いがないので、 

イタリアも苦しいか !と考え、円安もあ

ったので払った。すると、「この日本人

は手紙だしゃ払う」と思ったのか、後 2

回も請求書が来た。 


