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イタリア・ドライブ  

 ヴェネチア  

    近藤博重  

 

ヴェネチアはバイロンが「お祭り気分

の愉快な町」といった自由の都である。

そしてカサノヴァを生んだ町である。  

彼は序で述べる。《諸君はしはしば、わ

たしが必要に応じて、粗忽者やずる賢い

奴や愚か者を容赦なくだますのを見て

嗤うだろう。女の一件に関していえば、

これは前もって考えぬいたりなとはし

ない相互のだまし合いである。わたしは、

愚か者をわが網にすくったときのこと

を思い出すと、つねに得意満面になる。

なぜなら、愚か者というものは、精神を

見くびるほどに尊大で、図々しいからで

ある。愚か者をだますというのは、彼に

復讐をすることであり、その勝利にはそ

れだけの値打ちがある。(中略)愚か者と

間抜けとは全く別である》。 

 異質な中でもとびっきり異質な町ヴ

ェネチアに入っていく。 

ゲーテも緊張を隠さない。《1786 年 9 月

28 日の夕刻、ブレンタ河から潟へのり入

りつつ初めてヴェネチアの町を遠望し、

それから間もなくこの不思議な島の町、

この海狸共和国に歩を印し、見物をする

ということは、運命の書物の私のページ

にすでに書きしるされてあったのだ》。 

 

《いよいよ水境に乗りいれたとき、いく

つかのゴンドラが直ちに私たちの船の

まわりに群がってきた。ヴェネチアで有

名な１人の質屋が現われて、自分と一緒

にくれば早く上陸できるし、また税関の

面倒も免れることができると私に勧め

た。イタリア紀行・相良守峯訳岩波文庫》 

イタリアはユーロへの移行のどさくさ

にまぎれて、物価は高騰し、脇の甘い日

本人から「ぼったくっている」と言われ

ている。 

特にヴェネチアでは気を抜くことはで

きない。えげつなさは「強気の時は、足

元を見るし、弱気の時は、手をもむ」  

《一日雨が降ると、往来はたまらない穢

さである。呪ったり小言を言わぬものは

ない。橋の昇り降りには外套も、一年じ
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ゅう着て歩いているタバルロも汚れて

しまう。すべての人は短靴と靴下をはい

て歩くので、お互いに泥をはねかけては

罵り合う。それは普通の泥でなく、汚点

が染みついてとれないという代物だ。そ

れなのにまた天気がよくなると、誰も清

潔のことなどは考えない。》 

 

トオマス・マンもこの町を我顔で操るゴ

ンドラについて《およそだれでも、はじ

めて、または久しくのらなかったあとで、

ヴェネチアのゴンドラにのらねばなら

なかったとき、あるかるいおののき、あ

もひそかなおじけと不安を、おぼえずに

いられた人があるだろうか。譚詩的な時

代から全くそのままに伝わっていて、ほ

かのあらゆるものの中で棺だけが似て

いるほど、一種異様に黒い、ふしぎなの

りもの―これは波のささやく夜の、音も

ない、犯罪的な冒険を思いおこさせる。

(中略 )こぎ手たちは相変わらず争って

いた。乱暴に、わけのわからない言葉で、

威嚇的な身振りで (中略 )このこぎ手の

ぶっきらぼうな、高慢な、異国人に対し

てあまりにも国ぶりにそぐわぬ調子は、

やりきれない気がした。船頭が口の中で

独り言をいっている。どうしたらいいの

か。この妙に逆らうような、気味の悪い

ほどきっぱりした人間と、たったふたり

きりで水の上にいる旅行者は、自分の意

志を貫徹する手段を何ひとつ持たぬの

である。(中略)「船賃はいくらだね」「払

ってもらいます」「わたしは一文も払わ

ない」「上手にこいで行ってあげまさあ」

(中略 )たとえきみがわたしの所持金に

目を付けて、うしろからかいでひとなぐ

りして、わたしを冥府へ送ったとしても、

やっぱりきみははじょうずにこいで行

ったことになるだろう。ヴェニスに死す

実吉訳岩波文庫》 

この町は「自分の力量を試す」に最適の

町である。 

 

樺山氏によると《古代ローマ帝国が衰

退した後、長く低迷を続けていたイタリ

アが再興の糸口をつかむ。11 世紀、信仰

心に刺激され、キリスト教徒の聖地エル

サレムへの巡礼が増加した。しかも、無

力化したイタリアに北方のノルマン人

がなだれ込んできたこともあり、永い眠

りから目覚めた。 

もともと、ヴェネチアはアドリア海の

最奥の砂州上に人工島として設営され

たもので地の利は悪かった。しかし、ヴ

ェネチアとジェノヴァは激しい競争を

行いながら成長に向かう。特に、十字軍

の兵士輸送はビッグ・チャンスとなった。

ヴェネチアはコンスタンティノーブル

で地歩をかため、パレスティナ海岸やエ

ジプトでイスラーム教徒と取引し 13 世

紀の「地中海の商業都市」として成功を

おさめた。》 

《ヴェネチアの都市が他と違うのは、い

ちはやく「ぼろもうけ地中海交易」から

地場産業育成に切り替えたことである。
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それが後にヴェネチアングラスに代表

される窯業である》  

 

14 世紀のイタリア・ヨーロッパは東

方貿易の低迷と黒死病のまん延によっ

て奈落の底におとされた。しかし、イタ

リアは再生した。 

16 世紀のイタリアの富が常識よりも

はるかに持続し拡大した原因のひとつ

がユダヤ人の進出である。 

ユダヤ人はかねて地中海の各地にコミ

ュニティをつくり、たがいの連絡をとっ

て、ネットワークを確保してきた。  

14 世紀の黒死病のあと、しばしばユダヤ

人への迫害や襲撃はあってもキリスト

教徒との間は比較的平和であった 

しかし、スペインがグラナダを陥落させ

たあと、イスラム教とユダヤ教を異教徒

とあつかうようになり、イベリア半島の

ユダヤ人（セファルディ）はユダヤ教を

捨ててキリスト教徒となるか、スペイン

を脱出するかの道しかなくなった。 

15 世紀末だけで２０万人にちかいユダ

ヤ人がスペインを追われた。 

フランスには安住の地はなく、全てがイ

タリアに向った。ユダヤ人の移動は船を

手段とするしかなかったから、彼等はヴ

ェネチアをはじめとする港町を選んだ。 

ヴェネチアは彼らの居住区を市街地に

限り、ゲットーと呼ばせた。 

ゲットーには裕福な商人もいたが、あら

かたは、避難してきた零細民であり、か

つかつの暮らしを営むばかりであった。 

信仰をおおっぴらに喧伝することも

禁止され、また黄色の着衣を要求されて

身分を耐えしのぶことになる。 

ユダヤ人が金融業で財をなすのには何

代にもわたる汗の歴史があったのだ。  

私も、そうした先祖を持っていなかった

ことを悔やむが、子どもたちを見ている

と、ひょっとしたら、私自身がその種の

先祖になりつつあるかも。 

 

さて、最近、総会出席者が 20 余名と

低迷していたが、今回の決算総会に出席

した会員が 40 名を超えたということで、

安堵している。  

一年半後に組織は大きな決断を迫られ

るので、会員は自分の組織に対する意識

を持たなければならない。そのためには
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定款改定か解散をしなければならない

が、「定款・第 11 章定款の変更及び解散」

が立ちふさがる。  

この重要事項以外、例えば「事業計画及

び予算、事業報告及び決算」は「総会に

於いて出席した会員の 3 分の２以上」の

議決があれば、よいとされているが、「定

款・第 11 章定款の変更及び解散」およ

び第 51 条の「残余財産の処分」につい

ては「総会において会員総数の 4 分の 3

以上」の議決がなされなければならない。 

 日本全国の医師会においても、この点

で苦悶していると想像している。  

「会員総数の 4 分の 3」とは 666 名の当

市では 500 名になる。この場合、「書面

評決、代理人を指名しての委任」も可能

と考えるが、「少なくとも開会の 5 日前

までに、あらかじめ議案として通知され

た事項」にのみに限る。  

 直前に追加された議案に対しては、適

応されない。  

つまり、書面評決および委任状を入れて

も総会成立ぎりぎりの数が続く現状で

は、どんなに執行部が努力しても、「自

然崩壊」の姿になるであろう。  

今回の「3 県医師会などに対する義援金」

は「特定の団体に対する支援金」であろ

うとする意見を聞くが、「カラー写真を

満載する駄文」で支援金を貰う私も恐縮

至極である。また、白紙委任状が会長の

票となるのであれば、「執行部が総会に

おいて、質疑そして承認を求める」構図

は、300 票を執行部が持っていることに

なり会員が総会で質疑することが、無意

味となる。委任状が役員選挙に於いても

同様であれば、総会自体が無意味である。 

仮面を脱ぎすてた暇面の町  

ヴェネチアは男と女である。女と男の町

かもしれない。 

 

町ら中を目を交わしながら親しそうに、

歩く男女をみれば、アメリカ女性と古物

店店主に見えてしま

う。 

 

２人の子どもを連れた母親に与えたマ

ネキンの視線は鋭かった。「なにを苦労

して、苦労の種を造るのか。わたしは見

てごらん。こうして立って外を見てるだ

けで、流行のものを身に着けられるの

よ」 
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樺山氏のよると《ルネサンスの時代の

町は娼婦ですずなりだったとの証言が

ある。とくにローマとヴェネチアとはと

びぬけていた。16 世紀なかごろのことだ

が、ローマでは人口の 10%は売春でくら

しをいとなんでいたとか。その数は、ざ

っと 5 千人にあたる。娼婦をとりしきる

女衒をあわせればローマで最大の産業

ともいえよう。ヴェネチアでは 16 世紀

はじめに、娼婦の数は 1 万 1654 人であ

ったとか。 

 ふたつの町ともに、男性の数が異常に

多かった。遠来の商人と、教皇庁関係者

たちである。銭が湯水のようにばらまか

れる町でもあった。娼婦の営業にはもっ

てこいの条件がそ

ろっている。それだけのことなら、歴史

上、いくらでも類例がある。ルネサンス

が特異なのは、その娼婦の一部に異常な

までの栄誉をさしのべたことだ。 

コルティジャーナの誕生である。つまり、

「宮廷婦人」と「高級娼婦」に明確な差

異がなかった》 

《「モナリザのモデルをめぐって、はげ

しい論争があり、決着をみていない。こ

の時代無数のモデルがいたであろうが、

あれほどの美女が、どの都市にもあふれ

ていたとは、信じなくない。じっさいの

女性はもっと不均衡なからだつきをし、

貞節や優美とはかけはなれた人品のも

ちぬしだったろう。画家たちも売れない

貧乏や才能の欠如だけでなく、病気、家

庭の不和、それにみたされない性の欲求

など作品の崇高さとはうらはらに、生身

の芸術家はどろどろした日常にひたっ

ていた。」》 (世界の歴史 16 樺山紘一著) 

カサノヴァが女と賭博の放蕩三昧の

日々を送った町がヴェネチアである。  

1725 年に生まれ、生涯を「ペテン師、

色事師、魔術師、詐欺師、ほら吹き」な

ど 20 にもおよぶ呼び名を受けつつ、冒

険への旅に出た町である。 

《8 歳の時、預けられていた司祭の妹で

4 つ年上の娘に恋をした。これがカサノ

ヴァの初恋であった。このベッチーナと

いうずる賢い娘は、カサノヴァを巧みに

操って興奮させるばかりで、決して彼の

情熱を満たしてはくれなかった。この苦

い経験は貴重で、以後、女の手練手管を

研究しつくしたカサノヴァは、ごく稀な

場合を除いて、二度と女に騙されるよう

なことはなかった。 (中略 )20 台になっ

たが、これという家がらの出身でもなけ

れば、なんの資産もない野心家になって

いた。そんな彼に幸運が訪れる。卒中で
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倒れた一貴族を助けた縁で、彼から限り

ない援助を受けることとなったのだ。カ

サノヴァはヴェネチアで 3 年間、色恋と

賭博の生活をおくる。しかし、享楽生活

にはまず軽率さがともなう。彼はまたヴ

ェネチアを退去させられる。 1753 年に

ふたたびヴェネチアに戻って来る。 M.M

と C.C という２人の修道女との情事を

続ける。(中略)しかし、ついに司法裁判

所は「魔術や降神術を悪用したとか、青

年子女を堕落させた」嫌疑により告発し

鉛屋根の牢獄に入れる。このドゥカーレ  

宮殿の牢獄からは何人も脱出できない

と言われていた。彼は果敢にも脱獄を試

みるが失敗する。この脱獄失敗のあと、

カサノヴァは「井戸レ・ピユイ」と呼ば

れ怖れられていた地下牢に移される。

《司法裁判所に属する牢獄は、大統領宮

の建物の地下にあった。それらの地下牢

はいずれも物凄いもので、死罪に問われ

ながらも、死一等を減じられた犯罪者を

収容する獄にあてられていた。まさに墓

場のごときもので、わずかばかりの光線

の差し込む一尺四寸ほどの小さい鉄格

子のあいだから絶えず海水が流れ込ん

できて、牢内にはいつも二尺ばかり水が

溜まっていた。だから、この不潔な水溜

りの牢に押し籠められた不幸な男は、塩

水を浴びたくなければ、一日中、藁布団

を敷いた台の上に坐っていなければな

らなかった。この凄惨な住居には大きな

海鼠がうようよ巣喰っていたから、朝、

壺に一杯の水と、味気ないスープと、一

日分のビスケットを与えられたら、即座

に腹に収めてしまわないかぎり、彼の生

命を支える貴重な糧は悉く海鼠どもの

餌食となってしまう。窪田般弥訳河出文

庫》 

脱獄未遂囚には釈放の望みがないと

分かる。彼は今度は慎重に計画を練って、

まんまと脱獄してしまう。》 

カサノヴァの大きな愛欲は修道女たち

とのグループ活動である。M.M と C.C で

あるが、実話であるとされている。 

美女 M.M はフランス大使の情婦でもあ

った。娼婦だけでなく、修道女もこれら

の方面で似たようなことをしていたこ

とが分かる。 

逢引の場に出入りするときに着けてい

たのが暇面である。  

そもそも、人心一体

化を目指そうとして生まれた各市の祝

祭は、ヴェネチアにおいては、したたか

な市民によって、政治の骨を抜かれて、

ページェントとして、底抜けの陽気さが
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勝利した。運河の町では、けばけばしく

装飾されたゴンドラが水面をすべり、仮

装した男女が支離滅裂なドラマを演出

する。花火が燃え、ドンチャン騒ぎが夜

を徹してつづく。

現在でも形跡を

残 す ヴ ェ ネ チ

ア・カーニバル

へと続く、日本

では、マスク、

帽子などが本来

の用途以外に多

用されるように、

暇面を付ければ

怖くないヴェネチアである。 

両替店で騒ぐ  

さて、リカルド橋はヴェネチアの臍の

ようなものである。カジノに行く予定

で、あったが、ふと、少しユーロを持

っていこうと思ってしまった。 

いつもなら、しないのに、橋すぐ横の

両替店に入ってしまう。 3 万円を出す。 

女は計算書を作成し、まず、サインを求

める。彼女はサインを受け取る時、何故

か「パーフェクト」といった。私は直感

的に、この言葉に違和感を覚えた。  

渡された金額が予想より 20%は低い。文

句を言うと、突然イタリア語になる。ガ

ラス室の中で、手を広げてサインのある

計算書を突き付ける。  

私は、「ポリチア、ポリチア」と店頭で、

大声を出す。遊び半分で。入って来た客

も、私が叫んでいるので出て行った。数

組の客をブロックしてやったのだ。しつ

っこく「ポリチア」と叫ぶものだから、

電話を掛け。カメラで意地悪してやろう

と撮り始めると両手で顔を隠す。 

 

品のよさそうな女性が私を助けにきた。

客が警察を !騒いでいるので、仲介に立

とうというのであろう。私の話を聞いた

後で、店員に計計算書を見せろという。

「フム、フム。サインもあるわね。特に

問題なさそうね」という。 

そこで全貌が見えた。近くの商店の女主

人に装っているが、この店の店主なのだ。

正当な商品を貰う前に金を渡す前にサ

インした私が馬鹿よ。  

皆、みんなグルなのだ。「パーフェクト」

と言ったのは、自分が詐欺を商人の法的

手続きを完成したという宣言である。  

そうだ !ここは「ベニスの商人」の本場

だ。《シャイロックは言う。証文通りよ。

証文にケチつけるなんざよしてもらお

う。ちゃんと俺は誓言した。なにがなん

でも証文通りだってことをね。貴様はな、

理由もないのに、この俺を犬だと吐 (ぬ
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か )した。 

証文通りだよ。貴様の言分なんか聞く耳

持たん。 

証文通りだ。だから、もう黙ってろ。俺

という人間はな、アーメン野郎どものと

りなしなんぞで、頭を振り振り、溜息つ

いて、そのまま弱腰になるなんて、そん

な弱気な、間抜けトンボじゃないんだか

ら。話合いなんざ真っ平だ。証文通りだ

よ。ヴェニスの商人 (シェイクスピア

作・中野好夫訳岩波文庫 )》 

ヴェネチアグラスで誤魔化される話

は有名であるが、市内の両替商の交換率

の駆け引きは銀行が閉まる直後から始

まる。午後３時から両替するのは間抜け

である。すっかり納得してしまった。  

カジノ全敗  

いろいろ、カジノを渡り歩いてきたが、

ヴェネチアのカジノくらい印象の薄い

ものはない。 

サンマルコ広場に行けばホテルは何と

かなるだろうと乗った水上バスからカ

ジノが見えてしまったのだ。 

 日が落ちるころ、駅行きの水上バスに

乗って。真剣に探す。  

ようやく見つけて乗り込んだ。 

イタリアには、スイスにある飛び地カン

ピオーネが有名であったが、まあまあの

成績をあげていた。しかし、ヴェネチア

ではいまだかって経験したことのない

負け方だった。なにせ、張れば反対、赤

にチップを置けば黒 ! 

首を 20

回ほど振ったところで帰って来た。今度

は船が来ない。暗い船着き場で待ってい

るうちに興奮も収まって来た。 

なんでもありのヴェネチアにしても、小

銭を張る日本人相手にインチキをする

理由が無い。結局「カンの悪さ」と「偶

然に対する無駄なイコジ」の連続に過ぎ

ない。それが偶然出現したのだ。 

カサノヴァも《気散じのつもりで私は賭

博を試みた。身が入

らないので私は絶

えず負けた。持物の

うち、金目のものは

みな売りはらった。

それでも至る処に

借 金 の 山 が で き

た。》《このカジノの

裏には、サロンで行

なわれていることや話されていること

が手に取るように見聞きできる秘密の

小部屋があり、カサノヴァはパトロンの

いる修道女 M.M と逢引をする。それをパ

トロンは別の秘密の小部屋から観察し

ていた。カサノヴァ「どこなんです、そ

の謎の小部屋は」女僧 M.M「あそこ。壁

にそっているあの長椅子の背中。あの壁

の浮彫りの花の芯にはみんな穴があけ

てあるんですの。その穴がうしろの部屋

へ通じているんです。部屋には寝台もあ

りますし、机もありますし、こちらでし
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ていること

を眺めなが

ら一晩すご

し ま し ょ

う」岸田国

士訳》 

カサノヴァの「フランス大使の情婦であ

る M.M なる修道女との話」を裏付けよう

と考えていたのに、あまりの運のなさに、

すっかり忘れてしまっていた。 

もっとも、覗かれて困ることなど、若い

ころから皆無であった。 

賭博の確率論はルネサンスの名医に

カルダーノ (1501~76)で確立された。《偉

大さとふしだらな奇行とが同居し、至善

と凡庸とが隣席しているルネサンスの

万能人のひとり》《数学者として三次方

程式の解法を求めた「カルダーノの公

式」、物理では「カルダーノの輪」の装

置を考案し、羅針盤の公益法人化をいち

だんとたかめた。アリストテレス哲学の

注釈をかき、占星術をきわめ、著書は 200

巻におよぶ。水泳と乗馬に長じ、魚釣り

と剣術を好んだ。(中略 )その彼が確立論

を思いついたのは賭博の現場だった、

『わたしはチェスやさいころ遊びに没

頭し過ぎた。さいころは 25 年間、毎日

だった。これがため尊敬と財産と時間と

を同時にうしなった』。しかし、彼はさ

いころの目の出方を観察して、ついに確

率論にたどりつく。青木靖三ほか訳》  

興奮するまでもいかずに飛び出した私

はリカルド橋で船を降り、騙された両替

店を通り、深夜のサンマルコ広場を横切

っているとき、野外ステージで若い女の

子がヴァイオリンを弾いているのに出

会った。無料で聴いている私にも涼しい

風がサービスしてくれる。 

それにしても、イタリアの男たちは、何

故きょろきょろとしているのだろうか。

フルートを吹きながらアコーデオン弾

きながらそしてなにもしていないウエ

ーターもガールハントをしている。 

季節外れ (ローシーズン )のホテルは

サービスがよい。4 つ星なら「飛び込み

の客」でも足元を見ることはない。かえ

って「リピーター」にさせるために空い

ているランク上の部屋に入れる。 

《強気の時は足元を見て、弱気の時はも

み手をする》 
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叫び続けて空腹を覚える。ヴェネチア

の定番は「アドリア海での魚の盛り合わ

せ」「イカスミ・パスタ」「スープ」であ

ろうか。 

翌朝、中庭の端っこに坐って、ひとり

で朝食していたら、ボーイが写真を撮っ

てやると構える。近くのウエートレスを

手招きして、並ばせる。 

私のこの嬉しそうな笑みを眺めながら

隣の女性は何を考えているのだろうか。

人類の発想はすべて同じである。だから、

少しだけの金を持って、王道さえ歩めば、

言葉なしでもドライブできる証拠であ

る。  

ただし、私の両手があまりに礼儀正しす

ぎるなあ。緊張するとベルトを押さえる。

いろいろあったヴェネチアを離れる時

が来た。駅に隣接するパーキングから、

大型客船が見える。地中海クルーズの出

発地である。 

夫婦で何十日も 24 時間過ごさなければ

ならないのである。経験者に聞くと「日

本人の場合、かならず数組の離婚騒動が

起こる」と言う。 

妻は「近くの港に泊めてください」と船

長に申し込む。しかし、臨時停泊は何百

万もかかると言う 

 

今日はミラノを通って、アルプスを渡

りスイスへの長いドライブである。 

今回、山越えは「グラン・サン・ベルナ

ード峠」を選んだ。  

ナポレオンが白馬にまたがり越えたと

される峠である。 

 走ること 6 時間、ついに雪山が見えて

来る。 

 

つづく 


