
はじめに

　著者は近世フィレンツェについて、メディチ家

のコジモ一世 (Cosimo	de'	Medici	1519-1574	在位

1537-1574) の治世における宮廷と祝祭文化、とり

わけ音楽についての研究を進め、知識を蓄積して

きた。そのなかで、祝祭が政治的に利用されてい

たという事実に着目し、焦点を当てることにした。

コジモ一世が絶対主義を推進し、多くの政策を展

開させたことは先行研究が多く出ている。また文

化政策の中ではコジモ一世による宮廷装飾事業が

多く問題にされ、絶対主義の一部としてこの事業

が展開されたことは有名である。1 しかし、コジモ

一世の音楽劇に関する事業とその政治性について

の記述は、どのように音楽劇の中でコジモ一世が

絶対性を主張していたのかなど、音楽劇の内容そ

のものも含め、不明瞭な部分が多い。そこで本稿

ではコジモ一世の結婚に関する行事で使用された

音楽劇に表現される政治性を見ることで、当時の

音楽劇がどのようなものであったか、またどのよ

うに政治的に利用されていたのかを明らかにした

い。

　フィレンツェという都市が共和制からメディチ

家による君主制へと移行していく中で新たに宮廷

文化が誕生し、それに伴い祝祭文化も栄えた。第

二代フィレンツェ公、のちの初代トスカーナ大公

となるコジモ一世は、メディチ家ないし、自分自

身の「君主としての絶対性」を確立し、絶対主義 2

を推し進めるために政治的政策だけでなく文化的

政策も奨励し、宮廷と祝祭文化の発展に尽力した。3

文化的政策の中ではとりわけ絵画制作や装飾事業

のパトロンとなり、君主としての絶対性を高めて

いたことは有名であるが、彼は音楽家のパトロン

となり、彼らをも利用していたのである。無論、

これはコジモ一世だけの話ではなく、この時代の

君主らは文化を政治的に利用することで自己の権

威を示していた。しかし、その中でもコジモ一世

は特に執拗にそれを追及していたと考えられる。

　この論文では何故コジモ一世は必要以上に絶対

主義を推進させる必要があったのか、祝祭文化を

どのように利用して絶対性が示されていたのかと

いう点を祝祭文化の中の音楽と絶対性の誇示とい

うテーマを中心に、彼の結婚に関する行事を通し

て論じていく。また、同時代に書かれた、コジモ

一世の結婚行事で上演された喜劇『イル・コンモー

ド (Il	Commodo)』の一部であるいくつかのインテ

ルメディオ ( 幕間劇 ) を分析し、どのようにコジ

モ一世を寓意的に表現し、絶対性が示されていた

のかを考察する。尚、『イル・コンモード』の原本

は本邦未訳であるため、本論文で取り上げた文は

著者による試訳である。

　

1. メディチ家の勃興と文化の発展

(1) フィレンツェの発展とメディチ家の台頭

　本題に入る前に、フィレンツェの君主制への移

行について述べておく。

　フィレンツェは 11 世紀に毛織物や金融業など

の商工業の発展により自治都市となり4、	フィレ

ンツェの金融業者はフランスをはじめとするヨー

ロッパ諸国の王や貴族などに巨額の貸与を行い、

さらなる経済発展を見せていた。しかし、1339 年

に百年戦争が勃発したことで貸与金が回収不能に

なり、大商社が次々と倒産し、フィレンツェの経

済が衰退する。5 さらには 1375 年 7 月に八聖人戦

争 6 が勃発したことにより毛織物産業の下層労働

者であるチョンピの乱 7 が生じ、新たな政府が樹

立された。しかし、新政府は一か月後には武力に

より制圧されてしまう。この反乱を裏で操ってい
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たといわれるのが市政府長官のサルヴェストロ・

デ・メディチ (Salvestro	de'	Medici,	1331 － 1388)

である。彼は新興商人であるメディチ家の代表と

して下層労働者の英雄となり、メディチ家は民衆

からの支持を得たことにより、フィレンツェで台

頭し始めた。8

　その後、コジモ・デ・メディチ (Cosimo	de'	

Medici,	1389 － 1464)9 によってさらなる発展を見

せたメディチ家は、統領などの要職にも就くよう

になった。こうしてコジモ・イル・ヴェッキオは

「フィレンツェ共和国の事実上の君主」となり、メ

ディチ体制を確立したのである。10

(2) 君主制への移行

　1527 年 5 月 16 日、メディチ家出身の教皇クレ

メンス七世 (Clemens,	VII	1478 － 1534) が実質的

君主として君臨した時代に『ローマ劫掠』と言わ

れる事件が起こり、皇帝軍がローマに侵攻して略

奪や破壊を行った。これによりクレメンス七世も

幽閉された。このことがフィレンツェにも知れ渡

ると共和派と反メディチ派が蜂起してメディチ家

を追い出し、大評議会や市民軍を復活させた。11

その後、フィレンツェへの復帰をもくろむクレメ

ンス七世と神聖ローマ皇帝が 1529 年 6 月に和解

し、皇帝はメディチ家をフィレンツェの世襲支配

者として任命した。それがきっかけとなり、メディ

チ家はフィレンツェに復帰したのである。しかし

反メディチ派が武力でこれに対抗すると、カール

五世 (Karl	V,	1500-1558) が指揮を取るスペイン軍

を主とする皇帝軍がフィレンツェを包囲するフィ

レンツェ包囲戦が勃発した。1530 年 8 月 12 日に

反メディチ側が降伏したことにより反メディチ派

はフィレンツェから永久追放された。12

　翌年の 10 月には皇帝カール五世に任命される

形でアレッサンドロ・デ・メディチ (Alessandro	

de'	Medici,	1510 － 1537) がフィレンツェの代表と

なり、1532 年 4 月 27 日にはフィレンツェの制度

改革が行われて公爵となった。ついにメディチ家

が君主を務めるフィレンツェ公国が誕生して共和

政時代が終焉を迎えることとなった。

2. コジモ一世と絶対主義政策

(1) コジモ一世

　専制君主制を推進していたことに不満を募らせ

たものたちによってアレッサンドロが暗殺された後

の153年、コジモ一世は君主制のフィレンツェ公国、

第二代フィレンツェ公に十八歳で即位した。しかし、

即位当時は「公爵」ではなく、“Capo	e	primario	

del	gioverno	della	città	e	del	dominio”13（フィレン

ツェとその領域の長にして第一市民）14	と呼ぶこと

が四十八人議会（Consiglio	di	Quarantotto）15 で決

定された。つまり議会に属する有力市民層は彼を

名目上の君主とし、実質的な寡頭制を推進しよう

としたのだ。この背景にはまだ若くて政治経験が

なく、幼少期は野山を駆け回り、狩りをするよう

な少年であったためにあまり教養がなかったコジ

モ一世をフィレンツェ公として擁立することで、

自分たちが実権を握ろうとしたという政治的企み

がある。その為、政治は議会と共に行うこと、議

会の中からコジモ一世の代理人を立てることなど

が可決され、君主としての権力が制限された。16

また、コジモ一世の年俸はアレッサンドロの 3 分

の 1 の 6000 ドゥカートとされた。17 しかし、有力

市民層の思惑通りに事が運ぶことはなかった。

　コジモ一世は権力を自分に集中させるという野

心を持っており、冷酷さと思慮深さ、優れた記憶

力と決断力、強い意志を持った人物であった。18

彼は即位当時から優れた能力を発揮し、国のため

ではなく、君主という地位にいる自分自身を絶対

的なものにするべく、国家の安定と地位を守った。

この事は先行研究にて次のように記されているこ

とからも分かる。19	

取り分け難しい時期に、フィレンツェ公国がカー

ル五世の帝国の一地方になってしまったり、教皇

の…領土になってしまったりすることを防いだ…。

確かにコジモは祖国や自由といった高い理想のた

めにそれを行ったのではない。彼は、個人的な関

心のため…ニッコロ[・マキャヴェッリ]が書いた「新

しい君主」として…そうしたのである。

このようにコジモ一世はフィレンツェがスペイン
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の領土になることを防ぐなどしてフィレンツェ公

国を守ったが、これは国外の脅威から国の秩序と

平和を守ることで、君主としての地位を固める狙

いがあったと思われる。また、そうすることで国

内の共和派の人々にも君主としての権力を見せ付

け、政権や国家の安定を狙った。20 またニッコロ・

マキャヴェッリ (Niccolò	Machiavelli	1469-1527)

による「新しい君主」というのは、彼が書いた『君

主論』による君主像だと思われる。マキャヴェッ

リの君主の条件とは『君主論』十七章によると「君

主は慕われないまでも、憎まれることを避けなが

ら、恐れられる存在にならねばならない」21 とさ

れている。コジモ一世はマキャヴェッリの描いた

新しい君主を理想として、権力を集中させて絶対

主義を推進したと言えるだろう。

　彼はその後も手腕を発揮し、絶対的君主として

着々と地位を固めていった。コジモ一世の絶対主

義について記述された資料としてコジモが即位し

た年の一月十九日フィレンツェにいたシエナの大

使が自国に送った手紙がある。22	

私は必ずコジモ殿下に敬意を表さなければい

けません。オッタヴィアーノ [ デ・メディチ ]

氏が言うところによると、コジモ殿下が全て

であり、全てを行うのです。…殿下が八人委

員会であり十人委員会なのです。

　このように、フィレンツェ公国の君主となった

コジモ一世は実質的な共和制を復活させようとす

る者たちの思惑に対して、即位間もない頃から自

分自身を絶対的君主にするべく手腕を発揮し、絶

対主義を推進していった。

(2) 絶対主義政策の背景

　前項ではコジモ一世が絶対主義政策に力を入れ

ていたことを見てきた。では何故、自分は偉大で

絶対的な君主として相応しいと執拗に主張する必

要があったのだろうが。その背景として次の三つ

の理由があげられる。

　一つ目は政治体制が不安定であったことがあげ

られる。前述のとおり、フィレンツェは歴史的に

も安定した都市とは言えず、また 1532 年にフィ

レンツェ包囲戦でのメディチ家側の勝利をきっか

けに共和国から公国へと移行したばかりで、コジ

モ一世はまだ二代目君主であった。そのため軍事

的にも、政治的にも不安定であった。また、スペ

イン及び神聖ローマ皇帝の影響から脱却し、国内

の政治を安定させるためにも、自分自身に権力を

集中する必要があった。1529 年に行われたボロー

ニャ会議 23 で決められて以来、フィレンツェの市

内やトスカーナ地方にはスペイン軍が駐屯してお

り、事実上コジモ一世はスペイン及び神聖ローマ

帝国の支配下にあったと言える。またメディチ家

がフィレンツェにおける支配者であるとされ、ク

レメンス七世がフィレンツェに復権したのはハプ

スブルク家出身の神聖ローマ皇帝であるカール五

世による尽力のおかげである。さらに、カール五

世の後ろ盾によってメディチ家はフィレンツェ包

囲戦に勝利し、君主となることができたのである。

つまりスペイン及び神聖ローマ皇帝による影響は

極めて大きなものであり、メディチ家を支配して

いたのはスペイン及び神聖ローマ帝国であったと

いっても過言ではないと考えられる。この影響か

ら抜け出し、国家を安定させるためにも絶対的な

権力を集中させる必要があった。24

　二つ目は市民や従属都市による反逆があったと

いう点だ。コジモ一世が即位する際には共和制を

願う者たちによって共和国となる可能性もあり、
25 また前述したようにコジモ一世を「公爵」と呼

ばないことにより有力市民層による貴族寡頭制が

企てられた。

　実際に、反メディチ派による反乱も起こってい

た。その代表的なものが、コジモ一世が即位した

年の 7 月に勃発したモンテムルロの戦い (Battaglia	

di	Montemurlo) である。フィレンツェ包囲戦を機

に追放されたストロッツィ家 (strozzi)26 を中心と

する貴族がフランスと組み、共和制復活を目論ん

だ。しかし、コジモ一世はスペイン軍の後ろ盾を

得て、モンテムルロにてこれに対戦。この戦いは

フィレンツェ公国側の勝利によって、わずか一日

で終了した。27

　さらにフィレンツェでは、「メディチ家を除く

か、もしくは除こうとするたびに、暴君殺害は公

然と認められた理想」28 であるとされていた。ア
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レッサンドロがロレンツィーノ・メディチ (Lorenzino	

Medici	1514-1548) によって殺害された時の弁明書

には、「暴君殺害は最も功績の大きいことである」29

と書かれた。しかし平民はメディチ家による安定

した政治を望んでおり、コジモ一世が君主に選出

された際や、前述したモンテムルロの戦いでコジ

モ一世側が勝利した際にはフィレンツェの平民ら

は町角で喜び、勝利を祝った30 ということを考え

ると、この理想は比較的上層の共和制を望む市民

らの間でのみ認められたものであると考察するべ

きであろう。

　三つ目は、コジモ一世がメディチ家傍系の出身

であるということだ。メディチ家はコジモ・イ

ル・ヴェッキオの子孫が直系 ( 兄脈 )、その弟で

あるロレンツォ・イル・ヴェッキオ (Lorenzo	de	

Medici1395-1440) の子孫が傍系 ( 弟脈 ) であるが、

コジモ一世はメディチ家初の傍系の家系出身のメ

ディチ家当主である。つまり、本来はメディチ家

の中でも「統治者になりえない家柄」	の一員であ

る。特にこの点が、自らを絶対的な存在として君

臨させる必要性を生み出した。31 フランスのアン

リ二世に嫁いだ、直系出身でアレッサンドロの妹

でもあるカトリーヌ・ド・メディシス (Catherine	

de	Médicis,	1519-1589) はコジモ一世が傍系出身

であることを非難し、コジモ一世のことを「メディ

チ家の簒奪者」と呼んでいた。32 そのため、コジ

モ一世は統治者としてふさわしいことを特に強く

主張する必要があったのだ。実際、コジモ一世は

統治者としての正当性を様々な形で示そうとして

いた。その一例がヴェッキオ宮殿の「レオ十世の

区画」である。この区画は 6 つの部屋からなるが、

それぞれコジモ・イル・ヴェッキオからコジモ一

世までの 6 人の著名なメディチ家当主 33 に捧げら

れた部屋で、彼らの業績を称える内容の歴史画な

どが飾られている。重要なのはコジモ・イル・ヴェッ

キオからはじまり、コジモ一世をも含んでいると

いう点である。このようにする事で、コジモ・イル・

ヴェッキオから「統治の正当性」を傍系出身であ

る自分が引き継いでいることを示そうとしていた

のだ。

　このように、政治的に不安定であったこと、自

分自身が傍系出身であるということが大きな要因

となり、コジモ一世は従来以上に自分が君主にふ

さわしいということを様々な形で主張し、表現す

る必要があった。

3.1539 年の結婚行事における音楽にみる

コジモ一世の絶対主義

　1539 年に皇帝カール五世の勧めに従い、スペイ

ンの大貴族であるナポリ副王ペドロ・デ・トレド

(Pedro	de	Toledo,	1484-1553) の次女であるエレ

オノーラ・デ・トレド (Eleonora	di	Toledo,	1522-

1562) とコジモ一世との結婚が決められた。34 同年

の 3 月 29 日には正式に婚約し、6 月 21 日にはエ

レオノーラはナポリを出発し、6 月 29 日にフィレ

ンツェに到着した。エレオノーラとの結婚は、皇

帝との結びつきをより一層固くするという利点が

あった。35 しかし、前項で述べたようにコジモ一

世は絶対主義を推進するにあたって、スペイン及

び神聖ローマ帝国による実質的支配からの脱却を

図っており、皇帝との結びつきを強化するという

点との間に矛盾が生ずる。この点に関して、コジ

モ一世はスペイン及び神聖ローマ帝国による実質

的な支配から脱出することで、フィレンツェ公国

及びトスカーナ内での自由な支配を手に入れるが、

皇帝との結びつきをより強固なものにすることで

皇帝からの支配からは脱して自由を得ても、皇帝

による政治的な後ろ盾は維持しようとしていたと

推測する。また、ペドロにとっても当時栄えてい

たフィレンツェ公国と結びつきを持つことは、政

治的な利益を多く得られたと考えられる。

　またこの際に行われた結婚に関わる行事にて演

奏された音楽劇は神話を主とした内容であるが、

この神話はコジモ一世の権力の絶対化や正当性を

寓意的に表現したものになっており、彼の絶対性

を国の内外へ示すものとして用いられた。36 本章

では、入城式、結婚披露宴、晩餐会の三つの行事

を取り上げ、どのように絶対性を誇示していたの

かを明らかにしていく。

(1) 入城式

　まず入城式から見ていく。エレオノーラがフィ

レンツェ公国に入るのに伴い入城式が行われた。

入城式とは市民が見守る中で市内を練り歩くもの
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であり、このときの入城式はプラート門からアル

ノー川沿いへと進み、大聖堂に行き司教の祝福を

受け、その後メディチ邸へと入っていくというルー

トで行われた。このルートのプラート門を除いた

二カ所には凱旋門が設けられ、君主の帰還と統治

の正統性が寓意的に表現された。37

　また、この入城式の際にはプラート門で宮廷作

曲家のフランチェスコ・コルテッチャ (Francesco	

Corteccia,	1502-1571) 作曲の“Ingredere”が歌わ

れた。その内容は、当時の資料によると、次のよ

うに示されている。38

A	otto	 voci	di	Francesco	Corteccia	 cantata	

sopra	L’arco	 del	 portone	 della	 porta	 da	

vintiquatro	voci	da	una	banda,	et	da	 l’altra	

da	quarto	 tormboni,	et	quarto	cornetto	nella	

entra	della	Illestrissima	Duchessa.

	 ( フランチェスコが作曲した８声のこれは、プ

ラート門の上から 24 人の合唱団と、４つのト

ロンボーン、４つのコルネットによって、高名

であらせられる公爵夫人の入城で歌われた。)

ここで注目すべきは「高名であらせられる公爵夫

人の入城で歌われた」という部分である。この入

城式は、コジモ一世のフィレンツェ公としての正

統性を示すだけでなく、エレオノーラを讃えるこ

とをテーマとしていたことがうかがえる。また、

歌の内容は次のようであった。39

お入りなさい．．．あなたの都市へ、エレオノー

ラ。．．．あなたは平時には父に似た、そして戦

時には祖父に似た子孫をつくるでしょう。そ

してメディチの名と、その最も忠実なる市民

たちに、永遠の保証を与えるでしょう。

この歌詞は、エレオノーラが君主の妻となることで

メディチ家は永遠の存在となる程の更なる繁栄を見

せ、絶対的存在になっていくことを歌っている。

　このように、入城式では統治者であることを市民

に見せつけてコジモ一世の地位を正当化すると共に、

エレオノーラを讃えることで、統治者の妻としての

正統性や妻の絶対性を市民にアピールしていた。

(2) 結婚披露宴

　同年 7 月 6 日にはメディチ宮廷の中庭にて結婚

披露宴が行われた。この結婚披露宴に誰が参加し

たかなどの資料はなく、参加者やその規模などは

定かではない。40 しかし、主に国外からの参加者

に対して権力を示したと考えられる。

　この結婚披露宴では、食後に『トリオンフォ

(Trionfo)』という音楽劇が上演された。これは政治

的な意味合いをかなり含んでいるもので、まずはア

ポロが進行役として登場し、彼に従う９人のムーサ

イ ( ミューズ ) が紹介され、まずアポロとムーサイ

によって次のような歌と踊りが披露された。41	

フローラの胸の中に起源をもつ王の家系、そ

こからあなたは生まれた。もう一人のコジモ

…彼は自らの名声をまし、偉大な半神の中に

数えられる。…しかし、この世の国家は誇れ

ない。永遠についてのことは何も。…この樹

木の全ての小枝が、取り去られてしまった。

しかし今(あなたのおかげで)、うるわしきカッ

プルよ。この一族から、新たな芽がよみがえっ

た。失われていた枝を、新たなものにしたのだ。

…立派に育つことだろう。祖先のコジモと同

じくらいに。

この歌はメディチ家の歴史を歌ったもので、第一

章にて前述したように元々はフィレンツェの有力

市民であったメディチ家を「王の家系」と表し、

一度メディチ家の直系の子孫が絶えてしまったが、

傍系出身のコジモ一世がメディチ家の直系を継い

で、メディチ家をフィレンツェ公国の君主として

生き返らせた存在であるといった内容である。

　それに次いで、領土の支配の印としての杖を持

ち、Palle42 が飾られたマントと帽子を被りフィレ

ンツェがアルノー川 (Arno) らと共に擬人化され、

次のような歌を披露した。43

さあ、ご主人様。あなたが愛する母国、フィ

レンツェが参りました。あなた様の聖なる枝

の影の中で、全ての敵対する星の影響から逃

れることを望んでおります。
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フィレンツェ自身のコジモ一世への従属を表す詞に

なっており、「敵対する星」は「共和制を望んでい

る者」と推測すると、フィレンツェはコジモ一世に

よる君主制の下にあり、共和制を否定したような内

容だと考えることができるのではないだろうか。

　その後、ピサ (Pisa)、ヴォルテッラ (Volterra)、

アレッツォ (Arezzo)、コルトーナ (Cortona)、ピス

トイア (Pistoia) という、フィレンツェの支配下に

あるトスカーナ地方の諸都市などが、それぞれ結

婚を祝う歌と踊りを披露した。例えばピサの歌は

「あなたを崇められて幸福です。殿下、ここに古い

高貴な都市ピサが参りました。私はあなたの友人

であると同時に、召使である、それを今あなたに

示すことを強く望んでおります。」44 というもので、

コジモ一世の支配下にあることを歌った。そして、

最後にまたアポロとムーサイによる歌と踊りで締

めくくられた。	

　このようにこの結婚披露宴は主に国外の者に向

けて、コジモ一世はメディチ家という王の家系を甦

らせた君主であること、フィレンツェはコジモ一世

による絶対的な君主制の支配下にあり、トスカーナ

地方の諸都市もその絶対的な支配下にあることを

示してたものであった。また、ギリシア神話を使用

することで、メディチ家を神格化する意図も見られ

る。

(3) 晩餐会

　最後に晩餐会で行われた幕間劇を取り上げる。

7 月 9 日、アントニオ・ランディ (Antonio	Landi	

1506 － 1569) 作の喜劇『イル・コンモード (Il	

Commodo)』が全 5 幕で上演され、劇の合間と前

後に計 7 回のインテルメディオ (Intermedio、幕

間劇 ) が設けられた。45 インテルメディオはジョ

ヴァンバッチスタ・ストロッツィ (Giovambattista	

Strozzi	1504 － 1571) が作詞をし、曲はコルテッ

チャによって書かれた。Vattene	almo	riposo( 夜

明 け )、Guarda’	an’	almo	pastore( 朝 )、Chi	

ne	 l’ha	tolta	ohyme( 午 前 )、O	begli	anni	del’

oro( 昼 )、Hor	chi	mai	cantera( 午 後 )、Vientene	

almo	ripo( 夜 )、Bacco,	bacco( バッロ ) という 7 回

のインテルメディオは喜劇の時間の経過を表すよ

うに作られ、またそれに従って太陽が昇り、沈む

という舞台仕掛けもあった。46

　『イル・コンモード』は政治性を含んだ内容では

なかったが、注目すべきはインテルメディオの方

である。これは主に神話や伝説を用いて、寓意的

に主人公である王を讃えるものであり、主に国外

の参列者に向けてコジモ一世の絶対性をアピール

したものと考えられる。ここでは 16 世紀に書か

れたインテルメディオの原本 47 を用いて、インテ

ルメディオの中の何がコジモ一世として表現され

て、どのように絶対性をアピールしていたのかと

いう点を 2 つの仮説をたてて考察したい。

　まずコジモ一世を表すものとして「太陽」が使

用されていたとの仮説を立て、昼の場面を取り上

げて考察する。この昼の場面の題は“O	begli	anni	

del’oro”であり、「おお美しい黄金の時代よ」と

いう意味である。この事からメディチ家の黄金時

代 48 を暗に意味した内容だと推測できる。その歌

詞は以下のようであった。49

O	begli	anni	del’oro,	o	secol	divo:	alhor	non	

rastro,	o	falce…ma	sen	gia	puro	latte	il	fresco	

livo;	mel’	sudavan’	le	querce…O	begli	 anni	

del’oro,	vedrovvi	io	mai ？ Tornagli	o	nuovo	

sol,	tornagli	omai.

	 ( ああ美しい黄金の時代よ、おお神聖な世紀

よ。今、レーキ ( 西洋熊手 ) も鎌もない…し

かし、すでに新しい川に純粋な乳が流れてい

る。蜜がオークの木からあふれ出る。…おお

美しい黄金の時代よ、私はお目にかかれます

か？黄金の時代をもたらせ、新しい太陽。再

び黄金の時代になれ、今。)

この詩は黄金時代の再来を暗に意味した内容だと

考え、更にその黄金時代をもたらす存在である太

陽は偶像的にコジモ一世を表していると考えられ

るのではないだろうか。そのように考察するとコ

ジモ一世が黄金時代を齎すような力を持った優れ

た絶対的君主であることを意味した歌詞であると

考えられる。また、この中に出てくる「レーキ ( 西

洋熊手 ) も鎌もない」という表現は、土地や場所

を開拓できない、つまり暗闇の中、もしくは今の

状況から抜け出せずにいることを表していると考

6

● 論文

134 



える。また、ミルクと蜜がこの詩の中に登場する

が、これらは聖書にも頻繁に出てくる表現である。

例えば、「この国から、広々としたすばらしい土地、

乳と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、

ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住む所へ彼らを導

き上る。」	( 出エジプト記、3 章 8 節、ただし訳は

日本聖書協会による。) などである。この文章から

も分かるように、ミルクと蜜が流れる土地は豊か

な土地を表現している。そのため、このインテル

メディオの中でもミルクと蜜は豊かな土地を象徴

していると考えられる。このように推測をすると

この詩の内容は、黄金時代の後にあまりよくない

状況が続き、なかなか打開できずにいたが、今は

豊かで繁栄した都市であり、黄金時代を彷彿とさ

せる時代であり、それをもたらしたのはコジモ一

世であるという主張だと考えられる。つまりこれ

らのことからコジモ一世は「太陽」であり、太陽

のようにフィレンツェに光を注ぎ、さらには恵や

豊かさをももたらす存在として、君主であること

の正統性を表していることが、このインテルメディ

オにおいて表現されているのではないだろうか。

　そしてもう一つ、コジモ一世を指し示している

と考えられるものとして「羊飼い」を挙げたい。

羊飼いはイタリア語で“Pastre”だが、これは「元首」

などといった意味も持ち合わせており、キリスト

教の神として表されていると捉えられる。また、

この Pastre はインテルメディオの中に頻繁に登場

する存在であり、インテルメディオの中で何らか

の重要な意味を持った存在だと推測する。第二イ

ンテルメディオの“Guarda’	an’	almo	pastore”を

取り上げて考えてみると、まずタイトルが「見よ、

恵みをもたらす羊飼い(元首)よ」という意味になっ

ている。その歌詞の内容は以下のようである。50

Guarda’	an’	almo	pastore	delle	sempre	fiorite	

herboserive	et	 le	gran	 fiamme	estive.…altro	

da	farti	honore	nulla	habbiam’noi,	che	questi	

dolci	fiati	et	queste	voci	sole

( 見よ、豊富な草と夏の輝きで覆われた丘の神

( 羊飼い ) よ。あなたに敬意を表すべきこと以

外に私たちが持っているものは、これらの音

と声のみで他には何もない )

このように Pastre は敬意を示すべき相手であり、

豊かな場所にいる存在として歌われていることか

らも、Pastre を羊飼いではなく、元首や神、つま

りはコジモ一世を神格化し、絶対性を表す存在と

してインテルメディオに登場していると考えられ

るのではないだろうか。また、このインテルメディ

オでは十二の人 Pastre が登場し、ペアになって歌

うということが記されている。51 しかし、Pastre

が神であると推測すると、なぜ 12 人の神が登場

するのかという疑問が生じる。そこで、この 12

という数字に着目し、考えてみたい。著者はこの

12 という数字と、インテルメディオが神話を寓意

的に表現した内容になっていることから、12 人の

Pastre がオリンポスの神々のことを示していると

考察する。実際、絵画においてコジモ一世は神々

や人間の父と表現されるゼウス、妻のエレオノー

ラはヘラとして寓意的に表現されることがある。	
52 そのことから、オリンポスの神々のうちのゼウ

スとしてコジモ一世がインテルメディオの中にも

現れ、コジモ一世が神までをも掌る絶対的君主で

あると示した内容であると考えることができるの

ではないだろうか。

　これらインテルメディオの原文を用いて著者に

よる 2 つの仮説を考察してきた。コジモ一世が「太

陽」であると寓意的に表現されていると仮定した

場合、コジモ一世は傍系出身ではあるが、フィレ

ンツェに輝かしい未来をもたらす君主として相応

しい存在であるという「コジモ一世によるフィレ

ンツェ統治の正統性」を表していたと考える。また、

「羊飼い」としてコジモ一世がインテルメディオの

中に見られると仮定すると、コジモ一世は神格化

されることによって、ゼウスのようにすべての神々

や人類の上に立つ存在であり、敬意を表されるべ

き神的存在でもあるという「コジモ一世による絶

対的支配と絶対的君主性」を表していると考えら

れる。しかし推論の部分も大きく、「太陽」と「羊

飼い」が寓意的にコジモ一世を表しているとは言

い切れず、また 2 つのものが君主となると矛盾点

が生じてしまう。しかし、確実にコジモ一世を絶

対的な存在としてイル・コンモードの中で寓意的

に表現されていたと言うことが出来るだろう。
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おわりに

　共和制復活を願う有力市民層による政治的思惑

に対抗するために、フィレンツェ公国第二代君主

となったコジモ一世は優れた能力を発揮して権力

を自分に集中させ、政治的及び文化的政策によっ

て「絶対主義」を推進させていった。そのような

政策の背景には、政治的な問題や自分自身の血筋

の問題などがあったと考えられている。

　コジモ一世は絶対的君主であることを国内外の

者に示す絶好の機会として結婚行事を利用した。

その内容はギリシア神話を用いて、偶像的にコジ

モ一世及びメディチ家を絶対的存在として神格化

させたものであり、コジモ一世は王の家系である

メディチ家を復活させた存在であるとしている。

また、フィレンツェやトスカーナ地方に対する支

配の正統性もこれらの結婚行事の音楽劇の中に取

り入れられ、国内外にその支配をアピールしてい

た。つまり、祝祭における音楽劇は神話が多く盛

り込まれてコジモ一世を神格化したもの、メディ

チ家を王族に例えながらメディチ家の歴史を歌っ

たもの、街や川などを擬人化してコジモ一世への

服従を歌ったものなどがあり、それらの内容は「君

主を称える」という政治的要素を含む共通点のあ

る内容のものであった。さらにはそういった内容

の音楽劇を上演することでコジモ一世ないし、メ

ディチ家がフィレンツェの統治者であり、統治す

るに値する存在であることを国内外の者にアピー

ルするという政治的狙いもあった。

　インテルメディオの中でのコジモ一世の絶対性

について 2 つの仮説を立てて推測した結果から、

コジモ一世が絶対的君主としてフィレンツェを統

治するにふさわしい存在であることを示すような

政治性が、このインテルメディオという音楽劇の

中にも組み込まれていたということはほぼ明白な

ことであるといえるだろう。

　今後はインテルメディオの内容を更に詳しく調

べると共に、披露宴の際に宮殿に飾られた絵画な

ども調べることで、より詳しく祝祭と絶対性の関

係を調べる所存である。
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