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［調査研究報告１］ 

アドリア海の古い港町トリエステ 
――その歴史的展開と現在―― 

 
 

 

 
 

はじめに 
 

 アドリア海の奥まった湾に位置する人口 25万たらずの港湾都市トリエステ（ita. Trieste, 

dt.Triest）は、現在ではイタリアの数ある地方都市のひとつと思われても致し方ありませ

ん。確かにこの町は毎年何百万人もの観光客を呼び寄せるヴェネチアほど有名ではありま

せんし、歴史上果たした役割から言いましても、ヴェネチアにはとても敵いません。坂道

の多い旧市街を歩いてみますと、華やかでモダーンな建物はほとんどなく、くすんだ目立

たない家屋が坂道の両側に軒を連ねていますし、カフェや専門店を初め、そこここには古

き良き時代の残香が濃厚に漂っています。坂道のどこからでも眼下に港を望むことができ

る点で、トリエステは長崎の町を彷彿させてくれます【図版１－１】。しかし、この町はか

つてハプスブルク家が中欧を支配していた頃、帝国の海への玄関口として活気を呈してい

ました。果たしていったん海岸に出てみますと、複数の埠頭群、沿岸道路を挟んで林立す

る立派な建物群が織り成す港の景観は、今日でも他に類を見ない独特のものです。これが、

今回わたしの調査対象となりました北イタリアの町トリエステの旧市街と新市街から受け

た印象です。そしてこの印象は、わたしが今から 30 年ほど前に初めてこの町を訪れた時

のそれと、本質的には何ら変わっていませんでした。そうは言いましても、この町のすぐ

近くに「鉄のカーテン」が下りていた当時の記憶は遥か彼方に遠のき、その細部まで正確
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に辿る作業は、けっして容易ではありませんでした。 

 わたしがトリエステという町を知ったのは、トーマス・マンのかの名作『ヴェニスに死

す』（Der Tod in Venedig 1913）に負うています。その第 3 章の冒頭をここに掲げること

をお許しいただきたいと思います。完璧ともいえる様式を備えたこの小説の内容はつとに

知られています。ただし表題のヴェニス（伊語ではヴェネチア Venezia）が最初の目的地で

なかった点は、多くの読者が見過ごしているところです。 

 

 いくつかの世俗的な事務と文筆上の事務が、散歩の後になお 2 週間ばかり旅心に燃

える者をミュンヘンに引き止めていた。例の別荘に引き移れるように、それを 4 週間

以内に整えておくように、とようやく彼は指図した。そして 5 月中旬と下旬の間のあ

る日、夜汽車でトリエストへ旅立ったが、そこには 24 時間滞留しただけで、翌朝に

はすでにポーラ行の船に乗り込んだ。（註 1） 

  

ミュンヘンに住む作家グスタフ・アッシェンバッハは列車でトリエスト（現トリエステ）

まで行き、そこで一泊したあと船でイストリア半島の軍港ポーラ（クロアチアの港町、現プ

ーラ）の沖合に浮かぶブリオニ島（クロアチアの現ブリユニ島）に向かいました。じつはこ

こが主人公の最初の目的地であったのです。けれども彼はすぐにそこでの滞在に嫌気がさ

し、急遽トリエステまで引き返し、さらに船でヴェネチアを目指したのです。ここではト

リエステは単なる通過点として描かれているに過ぎません。またこの作品が成立したのは

1913 年ですから、作品の端々にイタリア統一運動の気配も感じ取れます。彼がヴェネチア

に到着するまでの経路にあたる北イタリアの一帯は今日ではトレンティーノ＝アルト・ア

ダージョ州、ヴェネト州、フリウリ＝ヴェネチア・ジューリア州と呼ばれていますが、当

時なおその一部はオーストリア＝ハンガリー二重帝国に属していました。トリエステ中央

駅に降りますと、駅前公園には今でも皇帝フランツ・ヨーゼフ一世（1830－1916）の妃エ

リーザベト（1837－98）の像が建っています（註２）。 またトリエステのすぐ南にはかつて

の領邦クライン（現スロヴェニア）やクロアチアの良港が海岸沿いに散在していました。

それゆえこの地方では、ゲルマン、ラテン、スラヴの各文化圏が重なり合い、複雑かつ多

様な文化的状況を醸成することになりました。因みに、当時のトリエステの人口分布を調

べてみますと、全人口 22 万のうち 75%がイタリア系住民、19%がスロヴェニア系住民、
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5%がドイツ系住民、その他がわずかに 1%という構成になっていました。これが、第一次

世界大戦直前のトリエステおよびその周辺の姿でした。（註３） 

 

 

トリエステの歴史 
 

 さて、アドリア海の雄ヴェネチアよりも古い歴史を持つ港湾都市トリエステは、現在ど

のような文化的状況下にあるのでしょうか。また、この町あるいは近郊の歴史的遺産がど

のように現代に活かされているのでしょうか。こうした点に留意しながら、さしあたりト

リエステの歴史を概観することから始めましょう。この町は初期ヴェネチア諸族によって

興され、今日なおサン・ジュスト大聖堂のある丘にその名残りを留めています。有史以前

の出土品も数々認められはしますが、トリエステという名称の由来は必ずしも定かであり

ません。伝説ではギリシア悲劇『金羊皮』に登場するヤーゾンの友人テルゲステ、さらに

遡って旧約のノアの息子ヤフェテがこの町を建設したと言われています。一応印欧語の「市

場」を意味する Terg とヴェネチア風の「都市」を意味する接尾辞 -este がひとつになっ

たというのがこれまでのところ有力な町の来歴になっています（註４）。 古代ローマ時代に

は、トリエステは近隣のアクイレイアやグラード（これらについては後述）等とともに戦

略的にきわめて重要な拠点として位置づけられ、紀元前 178 年にローマの駐屯軍が送り込

まれました。要するに、トリエステは古代ローマ帝国の北部最前線のひとつとして建設さ

れ、その後次第にこの町は港湾都市として発展し、独自の町並を形成していったのでした。

しかし戦略的に重要な拠点であるという基本的な性格は変わりませんでした。 

 神聖ローマ皇帝カール六世（1685－1740）の時代に、トリエステは近代化への第一歩を

踏み出すことになりました。1791 年、トリエステはフィウメ（クロアチアの港町、現リエ

カ）とともに自由港に指定されました。その効果はすぐに現れるということはありません

でしたが、やがてマリア・テレジア（1717－80）と彼女の息子ヨーゼフ二世（1741－90）

の時代に入り、地中海沿岸と中欧との中継点としての役割が定着し、人的交流や物的交易

は飛躍的に増大しました。ちょうどこの頃に都市開発が進められ、いわゆる「リーヴァ」

（Riva）（註５）と呼ばれる海岸沿いに新市街が整備されてゆきます。旧市街ではイタリア

人とスロヴェニア人が先ほど触れましたサン・ジュストの丘の周辺に生活圏を形成してい
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たのに対して、新市街では外から流入する新しい勢力が町の主導権を握るようになりまし

た。ここではイタリア人はもとより、ギリシア人、レヴァント人、ドイツ人、イリリア人、

さらにはユダヤ人が混住する地域として、政治・経済・文化万般にわたり発展を遂げまし

た。その意味するところはいわゆるコングロメラート（Kongromerat）、つまり文化的雑

種状態こそがトリエステ発展の原動力となったということです。18 世紀末から 19 世紀を

経て 20 世紀の初頭まで、ヴェネチアの凋落とともに、この町はオーストリア＝ハンガリ

ー二重帝国の港湾都市として繁栄を続け、「帝国の玄関口」という名を恣にしたのでした。

新市街については後ほど地図と写真を参照しながら紹介することにします。 

 

 

旧市街を歩く 
 

 さて、旧市街の中心地サン・ジュストの丘に登りますと、わたしたちはトリエステの町

全体を望むことができます。この区域は文字通り町のシンボル的な存在になっています。

わたしがこの丘に登ってみて驚きましたのは、ここではトリエステの歴史の古層部分を辿

ることができるということでした。かつて町の政治的・社会的・文化的中心であった広場

（ピアッツァ・デラ・カテドラーレ Piazza della Cattedrale）には、古代ローマ時代の市民

生活を窺わせる多くの重要な建造物が残っており、とりわけ法廷や民会が開かれたバジリ

カ跡は遺跡として保存されています【図版１－２】。その隣りにはサン・ジュスト大聖堂が

威容を誇っていますが、これはもともと町の守護者であった聖ジュストに捧げるために、

5 世紀頃に古代ローマ時代のバジリカ跡を利用して建造された初期キリスト教の建物でし

た。その後 11世紀から 12世紀にかけて、この建物が 2つの教会に取って代わられました。 

さらに 14 世紀になってこれらの教会が統合され、その姿を今に留めています。したがっ

て大聖堂は何世紀にも亘って改築を重ねてきたのであり、わたしたちはここに歴史の重層

性を垣間見ることができます。聖堂内に入りますと、アルプス以北のそれとは趣きを異に

する初期キリスト教時代のモザイク装飾あるいは 14 世紀のものとされる聖母子像のよう

な貴重な絵画・彫刻が見られます。とくに大きな薔薇窓は見る者を圧倒します。（註６）【図

版１－３】 

 大聖堂の向かって右隣りには 1925 年に誕生した「市立歴史・美術博物館および石碑庭
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園」（Civico Museo di Storia ed Arte e Orto Lapidario）があります。ここにはカルスト大

地から発掘された先史時代の出土品、イタリアの探検隊が持ち帰った古代エジプト時代の

死者を葬る棺や古代ギリシア時代の壷や装身具、さらには古代ローマ時代の野外劇場の発

掘から得られた出土品等が陳列ケースに所狭しと展示されています。考古学的遺産の宝庫

であるイタリア各地の市立の歴史・美術博物館に展示されているものに比べますと、これ

らがとくに優れたユニークな出土品や美術品であるとは到底言えません。またこの市立博

物館には古代ローマ時代の墓碑銘もはぞんざいに並べられていますが、これもとくに優れ

ているとは言いかねます。それでも各墓碑銘には簡潔な説明ととともに現代イタリア語訳

が添えてあり、見る者を古の世界に誘います。 

 

Epistafio di Barbia Asclepiodora da parte del padre 

父によって建てられたバルビア・アスクレピオドラの墓碑銘 

 

M(arcus)Barbius Soter     Marco Barbio Sotere 

Barbiae Ascle            (fece) per Barbia 

piodorae                 Asclepiodora 

filiae pientissi            figlia 

mae                      amorevolissima 

     マルクス・バルビウス・ソテルが 

     この上なく愛情溢れる娘 

     バルビア・アスクレピオドラのために 

     これを建てる 

 

Campanius              Campanio 

Nicolaus                Nicolao 

d(e) s(uo) s(ibi)          con il proprio denaro 

             (fece) per se 

   カンパニウス・ニコラウスが 

   自らのために自らの出資で 

   これを建てる 
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わずかに 2 例を掲げたにすぎませんが、こうした墓碑銘には興味が尽きませんで、わた

しはしばしその前に佇んでいました。古代ギリシアの昔から、ヨーロッパの石の文化がも

っとも顕著に現れ出てくる場としての墓碑銘は欠かすことのできない貴重な記録であると

言えましょう。最近わたしたちの研究グループ「オーストリア研究会」の先輩平田達治氏

が著された『中欧の墓たち』（同学社）でも、中欧の墓石や墓標たちはじつに多くのことを

物語っています（註７）。けっして歴史遺跡のように大袈裟なものではありませんが、こう

した碑銘もまた都市文化を語る上できわめて重要であることが分かります。大阪でも、こ

の町の発展に寄与した政治家や文化人だけでなく、一般町人に纏わる資料が眠っているの

でしたら、このような現代語訳を添えた形で整備してはいかがでしょうか。とくに若い世

代のためには、現代語訳は不可欠であるように思われます。【図版１－４】 

 なおこの博物館の一角に小さな神殿風の建物が建っており、そこには古代ギリシアの芸

術を「高貴な単純と静かな偉大」として愛し、その研究に生涯を捧げたヴィンケルマン

（Johann Joachim Winckelmann 1717－1768）が祀られています。『ギリシア美術模倣論』

（1756）（註８）の著者である彼は、ローマからウィーンへの旅の途上、1768 年 6 月 8 日

トリエステ近郊で強盗によって殺害されました。この悲劇的な最期を遂げた異国の学者が

たまたまこの町に立ち寄ったというだけで、トリエステ市民がこのように国境を越えて顕

彰していることに深く心打たれました。文化交流とは国家が主導的に行う事業というより

は、都市レヴェルで、さらには市民レヴェルで、息長く続けられるべき性格のものである

ことの見事な実践例ではないでしょうか。かつては「大坂」も町人によって支えられて発

展してきましたし、お上からはつねに一定の距離をとっていましたから、このような事例

はあちこちで転がっており、それらを検証することができると思います。大阪市がとくに

民間レヴェルで尽力した内外の功労者に「山片蟠桃賞」を授与していますのは、そのよい

例であると言えましょう。（註９） 

 旧市街におけるもうひとつの例、古代ローマ時代の遺跡（野外劇場）も紹介しておきま

しょう。これは旧市街の急坂をうまく利用して構築されていました。現在ではそのすぐ下

を交通量の多い幅広い道路が走り、劇場の両脇には細い曲がりくねった坂道が通じていま

す。劇場発掘の作業は 1938 年に始まり、いまなお継続しているということです。この一

角は古代の遺跡として保存されているだけでなく、今日でも各種の演劇を上演する場とし

て利用されていると聞いて驚きました。（註 10）【図版１－５】 
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わたしが訪ねましたときには、ちょうど間近に迫ったギリシア悲劇『アンティゴネー』

を上演するための舞台設営に取り掛かっているところでした。まさに歴史的な遺跡が、現

代の市民生活の中にみごとに活かされているのを目の当たりにした次第です。そして劇場

の遺跡は上方で小路を隔ててさらに延び、そこの部分は大きなガラスケースで蓋われてい

ました。わたしは散策しながら、市民の家屋に挟まれたそのガラスケース越しに、古代ロ

ーマの遺跡の一部を見ることができたわけです。古代の遺跡を道路沿いのモダーンなガラ

スケース越しに見るという、じつに不思議な、しかも貴重な体験をしたわけです。過去と

現代のこの融合は、難波の宮跡の保存と展示にも何か示唆を与えてくれるのではないでし

ょうか。あるいはすでにそうした企画が構想されているのかも知れません。 

 ここでトリエステにおけるユダヤ人街のことにも少し触れておきたいと思います。ヴェ

ネチアのゲットーはヨーロッパでも最古のものとして有名ですが、トリエステでも旧市街

の港に近い狭い一角に今もなおゲットーが保存されています。ちょうどこの一角でユダヤ

系の詩人ウンベルト・サーバ（Umberto Saba 1883－1957）も生まれています。この詩人

については須賀敦子さんによって彼の詩集と古書店が紹介され、それ以来トリエステの町

がわが国でも次第に知られるようになりました（註 11）。 折しも岩波書店のＰＲ雑誌『図

書』の 9 月号に掲載された「イタリア・ユダヤ人の風景」シリーズの第 27 回「古代の丘

と港町」が目に留まりました。その内容はトリエステ出身の詩人サーバを扱ったもので、

寄稿者はイタリア文学研究者の河島英昭氏です（註 12）。紹介によりますと、1696 年に神

聖ローマ皇帝レオポルト一世（1640－1705）がとった人種隔離政策のために、トリエステ

のユダヤ人は旧市街のゲットーに強制移住させられました。その後ヨーゼフ二世の治世の

1785 年 8 月 30 日に、ようやくゲットーは廃止されました。サーバの母親はユダヤ人、父

親は彼の誕生のときすでに母親と離婚していました。彼はゲットーの所在地であるリボル

ゴ街 25 番地で生まれました【図版１－６】。トリエステをこよなく愛し、トリエステに古書

店を構え、トリエステの情景を歌った詩人は、この町と切っても切れない関係にありまし

た。結局、彼は終生この町から離れませんでした。つまり 19 世紀後半から 20 世紀中葉に

かけての激動の時代に、彼は 2 度の世界大戦を潜り抜けて生き延びたのです。序に申しま

すと、先ほど 1913 年頃のトリエステの人口分布について紹介しました際、ユダヤ人のこ

とには言及しませんでしたが、20 世紀初頭のトリエステには約 5000 世帯のユダヤ人家族

が住んでいたと言われています。（註 13） 
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 町の中心部から少し丘を上ったバッティスティ街 18 番地には「カフェ・サン・マルコ」

があります。これはカフェ・ストーリコ、すなわち伝統的カフェのひとつで、ウィーンの

カフェと似た雰囲気を漂わせています（註 14）。 ちょうどこの裏手にユダヤ教徒のための

立派な建造物シナゴーグがあります。その他にユダヤ人墓地も保存されており、これらの

事実から一時期この町がユダヤ人に比較的自由な居住区を提供していたことを窺い知るこ

とができます。トリエステはまたナチス・ドイツ時代にドイツやオーストリアからアルプ

ス越えで、あるいはスロヴェニアのリュブリアナ経由でカラヴァンケンの山を越えて亡命

する際の通過点のひとつでもありました。たとえば池内紀氏の著書『ハプスブルクの旗の

もとに』（NTT 新書）にそうした悲しいエピソードが紹介されています。（註 15） 

 

 

新市街を歩く 
 

  次に 18 世紀末から 20 世紀初頭にかけて整備された新市街の「リーヴァ」について報告

しましょう【図版１－７】。すでに触れましたように、これは海岸ないしは海岸通りのこと

で、この地域は地中海と中欧とを結ぶ理想的な中継港として発展してきました。その過程

でトリエステ市が優れた建築家を内外から招聘し、その技を競わせたという点で、この事

業は 19 世紀半ばに市壁の撤去とともに環状道路を敷設し、その両側にかつての様式を模

した建造物を配置したウィーンの都市改造に匹敵するものでした。ここでもルネッサンス

風あり、バロック風ありとその様式は多彩ですが、全体として見れば、高さや色彩等に制

限を設けて統一を図る工夫がなされています。海岸線の北から順に主要な建造物と建築家

および年代をここに紹介しておきましょう。【図版１－11、折り込み】 

 

(1)「赤い摩天楼」（Grattacielo Rosso, A. Berlam 1928） 

(2)「カルチオッティ館」（Palazzo Carciotti, M. Pertsch 1802） 

(3)「サン・ニコロ教会」（San Nicolo, 1787, Fassade von M. Pertsch 1821） 

(4)「カフェ・トンマゼーオ」（Caffe Tommaseo, Antonio Battazzoni, 1824; seit 1830） 

(5)「ヴェルディ・オペラ劇場」（Teatro Verdi, M. Pertsch 1801, 同年 4 月 21 日柿落し） 

(6)「ゴヴェルノ館」（Palazzo del Governo, E. Hartmann 1905） 
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(7)「イタリア統一広場」（Piazza dell’Unita d’Italia, G. Bruni 1870, B. Huet 1999

‐2001） 

(8)「市庁舎」（Palazzo Comunale, G. Bruni 1875）【図版１－８】 

(9)「旧トリエステ・ロイド館」（Palazzo des ehemaligen Lloyd Triestino, H. v. Ferstel 

1883） 

(10)「ホテル・サヴォイア・エクセルシオール」（Hotel Savoia Excelsior, L. Fiedler 

1912） 

(11)「マリッティマ埠頭」（Stazione Marittima, G. Zammatio und U. Nordio 1928） 

(12)「魚市場」（Ex Pescheria, G. Polli 1913） 

(13)「レヴォルテッラ館」（Palazzo Revoltella, F. Hitzig 1852-58） 

(14)「サルトリオ邸」（Casa Sartorio, G. Degasperi 1837, M. Pertsch 1838） 

(15)「スタビーレ邸」（Casa Stabile, M. Fabiani 1906） 

 

ここでは、海岸沿いに、公共施設のほか、邸館や商館やホテル等々が競い合うように建

ち並んでいます。沖に向かって埋立地を造成しつつ、背景をなす自然の地形を十分に考慮

した「リーヴァ」は、港町のあり方を示すひとつのモデルになっています。驚くべきは、

この息の長い事業に携わった建築家たちの中に、イタリア人だけでなくドイツ人やオース

トリア人やフランス人も含まれていることです。その例として「イタリア統一広場」およ

び「レヴォルテッラ市立美術館・現代美術ギャラリー」を紹介し、これらが民族を超えた

事業であったことを明らかにしたいと思います。 

 まずは「イタリア統一広場」から始めましょう。ここはもともと「大広場」（Piazza 

Grande）と呼ばれていた一角で、のちにイタリア統一を記念してこのような名称に変更さ

れました。旧広場は現在の半分程度の広さでしたが、改造によって新広場は今日のように

拡張されました。いずれにしても、これがトリエステ市民の公的空間であることに変わり

ありませんでした。広場の正面には市庁舎、向かって左手には「ヴェルディ・オペラ劇場」

（ドイツ人建築家ペルチュの設計）に連接して「ゴヴェルノ館」（オーストリア人建築家ハル

トマンの設計）が建ち並び、右手に「旧トリエステ・ロイド商会」（現在は州庁舎、オース

トリア人建築家フェルステルの設計）、そして広場の中央には皇帝カール六世の立像が聳え

ています。以上のように、トリエステの「イタリア統一広場」が統一を記念しつつも、ハ
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プスブルク家と深い関係にあったことが分かりますし、内外の建築家の設計になる多様な

建築群に三方が取り囲まれたシンボルゾーンであることも分かります。そして今日この広

場は前面に開ける海岸を含めて旅行者の観光スポットのひとつになっていますが、同時に

また市民の憩いの場ともなっています。夕暮れ時ともなりますと、港の埠頭は夜景を眺め

て楽しむ夕涼み客で大いに賑わっていました。 

  つぎに「レヴォルテッラ美術館・現代美術ギャラリー」に移ります。美術館の名前にも

なっているレヴォルテッラ男爵（Baron Pasquale Revoltella）は、1795 年にヴェネチア

の貧しい家庭で生まれ、幼少にしてトリエステに移住し、1869 年に同地で亡くなった商人

でした。彼はトリエステの政治と経済の世界に大きな足跡を残しましたが、とりわけスエ

ズ運河会社副社長として帝国がこの計画に参画するよう促すほどの人物でした。しかし他

方で彼は繊細な精神をも持ち合わせており、美術品の収集に情熱を注ぎました。さらに彼

は、トリエステ大学の前身となった商業学校の設立にも尽力しました。その意味で、男爵

はトリエステ商人の国際的感覚と世界市民的性格をいかんなく発揮したと言えるでしょう

（註 16）。1850 年には、ベルリンの建築家であったヒッツィヒ（Friedrich Hitzig）に設計

を依頼し、トリエステ市民であったスフォルツィ（Giuseppe Sforzi）によって自らの大邸

宅「レヴォルテッラ館」（Palazzo Revoltella）を港の近くに造営させたました。因みに、

ヒッツィヒは同じくベルリンの有名な建築家シンケル（Karl Friedrich Schinkel 1781－

1841）（註 17）の弟子筋にあたります。 

 この邸宅は建築当初から美術コレクションの展示を想定して造られていました。レヴォ

ルテッラは当時の彫刻家マーニ（Pietro Magni）と肖像画家アグヤーリ（Tito Agujari）

に室内設計と装飾にあたらせました。彼が亡くなった際に、邸宅だけでなく多くの蔵書と

ともに美術コレクションをトリエステ市に贈られました。彼の遺言により、遺品をもとに

してこの美術館が設立され、彼の遺志は 2 人の建築家ヴァットロ（Vattolo）とバルトーリ

（Bartoli）によって継承されました。さらに 1970 年にトリエステ市が隣接するブルンナ

ー邸（Palazzo Brunner）を購入し、美術館の拡張に努めました。現在、ここには約 350

点の美術品が 40 余室に展示されており、イタリア現代美術の一大宝庫となっています。

わたしが申し上げたかったのは、ライヴァル都市ヴェネチアからやって来た人間がこうし

てトリエステの活性化のために大いに寄与したという事実であり、さらに彼がただ商業活

動に明け暮れるのではなく、第一級の建築家や彫刻家や画家たちに思う存分に彼らの才能
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を発揮させることによって、都市文化の創生に間接的に深く関わったという事実でありま

す。大阪でもこれに類似する事例は見出すことができると思います。（註 18） 

 

 

アクイレイアの遺跡 
 

 最後に、最近になって世界遺産に指定されたアクイレイアの遺跡についても言及してお

きましょう（註 19）。この遺跡はヴェネチアとトリエステのちょうど中間に位置しており、

大阪市との関係で言いますと、平城宮跡にあたるのがこの遺跡であるとお考え頂ければ結

構かと存じます。トリエステからの経路は以下の通りです。トリエステ中央駅からヴェネ

チア方面行きの列車に乗って 1 時間でチェルヴィニアーノ駅に着きます。ここからバスで

目的地までは半時間です。あるいはトリエステ中央駅からグラード行きのバスに 2 時間ほ

ど揺られ、終点のグラードで降ります。ここでバスに乗り継いで目的地までやはり半時間

です。グラードはアドリア海北部の干潟に位置し、最近では夏のマリン・スポーツや海水

浴、冬の避寒で賑わっています。それに比べますと、アクイレイアは人口 3500 人の寒村

と言ってもいいでしょう【図版１－９】。トリエステより早く、古代ローマ帝国が紀元前 181

年に先住のケルト人を駆逐してここを植民地としました。紀元前 90 年には自由都市に昇

格、交通の要所として、また交易の町として栄え、帝政末期にはヴェネチア・イストリア

州の州都でありました。しかし 452 年フン族の王アッチラの攻撃を受け、住民は近海に逃

亡しました。さらに 568 年のランゴバルト族による侵攻の際に、アクイレイア総大司教が

グラードに逃亡してからというもの、中世を通して総大司教座が再び置かれましたが、こ

の町は二度と歴史の表舞台に登場することはありませんでした。 

 ところで、古代ローマ皇帝コンスタンティヌスの時代に、初期キリスト教会は公的な宗

教的建物を創設する可能性をアクイレイアにおいて実現しました。313 年にキリスト教が

公認された直後に建立されたバジリカ様式の教会はその後の外敵の侵入によって何度か破

壊されましたが、1021－31 年に再建されたものが現存しています。発掘された古代ロー

マ時代の河港の遺構、初期キリスト教博物館に展示されたモザイク床や石碑、ロマネスク

様式とゴシック様式とを折衷した中世期の大聖堂が田園風景のなかに違和感なく溶け込ん

でおり、遺跡全体が無理なく保存されています。なかでも保存のよい大聖堂内のモザイク
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床は、一段低いところに張り巡らされています。これは古代ローマ時代のものでして、そ

の後 1031 年に新たな床が造られたためにこのモザイク床は隠れていましたが、ようやく

1909 年に発掘されました。この大聖堂でわたしは、一挙に数百年、数千年の過去に溯って

旅することができました【図版１－10】。大聖堂の左隣りの空間にも古代ローマ時代の遺構

が発掘されており、そこにもモザイクによる装飾が鮮やかな色彩を今に至るまで残してい

ます。また正面の祭壇のフレスコ画や地下小礼拝堂のフレスコ画は、いずれも中世の貴重

な宗教画として保存されています（註 20）。こうした重層性はすでにトリエステの旧市街に

おいて体験したことでした。再び言及するのですが、翻って大阪市内の中心部に位置する

難波の宮跡も、市民が参加できる絶好の空間として大いに現代に活かす可能性が残されて

いるのではないでしょうか。幸いにも最近「難波の宮の再開発利用」なるプロジェクトが

始動したようですので、今後が大いに楽しみです。 

 

 

おわりに 
 

 以上、トリエステとその周辺を紹介しましたが、人口 260 万の大阪市と人口わずか 20

数万のこの町を同列に置いて比較することは無理な話かも知れません。しかしながら、歴

史遺跡や文化遺跡の保存と活用、さらには将来を見据えた計画的な町造りといった点では、

この町はわたしたちに多くの示唆を与えてくれているのではないでしょうか。とりわけ旧

市街の古代ローマの遺跡、周辺の世界遺産アクイレイアの遺跡等に学ぶところが少なから

ずありました。わが国において古代の遺跡を保存する事業は進んでいますが、中世の市街

は残念ながらヨーロッパのようにはその姿を留めていません。むしろ大阪市は近世の遺産

を多く継承していますから、それらを有効に保存・活用することが最重要の課題でありま

しょうし、難波の宮跡も場合によっては現代に活用可能な歴史遺産になるやも知れません。

今日では出土品を保存するだけでなく、どのように活用すべきかに知恵を働かせることが

要求されているのではないか、とわたしには思われました。 

 

 

                                    －   － 16



註 

(１) Vgl. Thomas Mann: Gesammelte Werke. Bd.8: Erzählungen. Frankfurt/Main (Fischer) 

1960. S. 457.  

(２) エリーザベトは皇太后との折合いが悪く、息子ルードルフの自殺以降は、自らの孤独を癒

すためによく旅に出た。彼女が初めてトリエステに立ち寄ったのは、1882 年 9 月、皇帝

の公式訪問に同行したときのことであった。 

(３)Österreich (ohne Galizien, Dalmatien, Ungarn und Bosnien). Handbuch für Reisende. 

Hrsg. von Karl Baedeker. Leipzig 281910; Claudio Magris, Angero Ara: Triest. München 

1993; Claudio Magris: Il Mito Absburgico nella Letteratura Austriaca Moderna. Torino 

(Einaudi) 1963; Dt. Übersetzung: Der Habsburgische Mythos in der österreichischen 

Literatur. Salzburg (Otto Müller) 1966. そのほか金子元臣「表象のドイツ―トーマス・

マンにおける文化と政治」、平田達治監修『中欧―その変奏』東京（鳥影社）、1998 年、

444－465 頁参照。 

(４)Vgl. Rossella Fabiani: Triest. Milano (Electa) 2000; Europäische Kulturstadt Trieste. In: 

Zusammenarbeit mit Agenzia di Informazione e di Accorglienza Turistica. Comuni- 

carte Edizioni Trieste 2003. S. 2f.  

(５)「海岸、湖岸、堤防」を意味するイタリア語 

(６) 聖堂の規模からすれば大きすぎるこのゴシック様式の薔薇窓（ロゼッテ）は、ヴェネチ

アのガラス細工職人たちによって造られたものである。 

(７) 平田達治『中欧・墓標をめぐる旅』東京（集英社）、2002 年。同『中欧の墓たち』東京（同

学社）、2001 年参照。 

(８) Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen 

Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. この著作の中に「高貴な単純と静かな偉大」

（eine edle Einfalt und eine stille Größe）なる表現が見られる。 

(９) 山片蟠桃は江戸後期の町人学者、大阪の米商人で大名貸を営む枡屋山片家の別家番頭、

町人学塾懐徳堂の逸材、代表作に『夢の代』全 12 巻がある。 

(10) 野外劇場は観客席がほぼ完全に復元されており、とくに夏場には実際に利用されている。

また舞台も新しい技術を導入して設営することができるようになっている。 

(11) 須賀敦子『トリエステの坂道』東京（みすず書房）、1995 年。岡本太郎『須賀敦子のト

リエステと記憶の町』東京（河出書房新社）2002 年。須賀敦子訳『ウンベルト・サバ詩集』

                                    －   － 17



東京（みすず書房）、1998 年。以上の書を参照した。Vgl. Umberto Saba: Canzoniere. 

Gedichte italienisch/deutsch, übersetzt von Gerhard Kofler, Christa Pock, Peter Rosei. 

Stuttgart (Cotta-Klett) 1997. 

(12) 河島英昭「イタリア・ユダヤ人の風景 27―古代の丘と港町」、『図書』東京（岩波書店）、

2003 年 9 月号、51－57 頁参照。 

(13)  同上参照。 

(14)  「カフェ・サン・マルコ」のほかに、海岸沿いの「カフェ・トンマゼーオ」が有名。 

(15) 池内紀『ハプスブルクの旗のもとに』東京（ＮＴＴ）、1995 年、56－59 頁参照。 

(16)  Vgl. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815－1950. Lfg. 42, Wien 1985, S. 

102f. 

(17) ベルリン建築専門学校でギリーに学び、その後イタリア、フランスに留学、旅日記を記す。

1815 年ベルリンの建築官となり、同市の「新守衛本部」、「王立劇場（シャウシュピールハ

ウス）」、「旧美術館」等の設計に取り組む。彼の様式は古典主義を基調にし合理的な形式美

であり、彼はいわば新興の都市ベルリンの顔として、19 世紀前半に華々しく活躍した。そ

のほか彼は絵画や舞台美術の分野でも活躍し、とくにモーツァルトの『魔笛』の舞台美術

は有名。著書に『実践建築概論』等がある。 

(18) 本学のプロジェクト研究である大阪市立大学・ハンブルク大学共同研究「大阪市とハン

ブルク市をめぐる都市・市民・文化・大学」の第 7 回研究会（報告者：橋爪紳也氏他）で

は大阪の近代建築における都市創造の独自性に言及、本町、船場、心斎橋界隈に建てられ

た大正時代のモダン建築が紹介された。震災からの復旧事業で手一杯であった東京に比し

て、この頃に大阪では「ガスビル」等の斬新で秀逸な建造物群が誕生したのであった。 

(19) Nicoletta Figelli: Reiseführer Aquileia. Mit Denkmalplan und 120 Farbfotos. Dt. 

Ausgabe. Trieste (Bruno Fachin) 2000. 飯田巳貴「アクイレイア（バジリカの床面 モザ

イク）」『地中海学会月報』255（2002/12）号、2 頁および『週刊ユネスコ世界遺産』第 33

号、24－25 頁参照。アクイレイアの遺跡が世界遺産に登録されたのは、1998 年のことで

ある。現地に身を置くと、ローマ時代から初期キリスト教時代、さらには中世に至るまで

連綿と続いている歴史の重みが強烈に伝わってくる。 

(20) 13 世紀初頭、ドナウ河畔の町パッサウからヴォルフガーなる人物がアクイレイア総大司教

として着任していることからも明らかなように、当時すでにオーストリアと北イタリアの

文化交流は深かった。 

                                    －   － 18







― 19 ― �

１－１　サン・ジュストの丘からトリエステ港を望む�

１－２　サン・ジュストの丘のバジリカ跡と要塞の壁�

１－３　サン・ジュスト大聖堂の正面と薔薇窓�

松村報告　図版�



― 20 ― �

１－４　ヴィンケルマン顕彰碑�

１－５　ローマ劇場跡と舞台設営�

１－６　保存されたリボルゴ街のゲットー跡�



― 21 ― �

１－７　大運河からサンタントニオ教会を望む�

１－８　イタリア統一広場と市庁舎�



― 22 ― �

１－９　アクイレイアの遺跡�

１－10　バジリカ様式の大聖堂内陣�


