
ザノーニ    エドワード・ブルワ＝リットン 著 

－富山太佳夫・村田靖子 訳（図書刊行会 版）に基くあらすじ－ 

 

 

■序（1842 年 1 月） 

 

神秘の秘密結社・薔薇十字会の関係者と思しき老紳士が「薔薇十字会の教説を主題に据えた

本」を著し、それを作者に遺した。 

暗号で書かれたそれを、添えられた辞書で紐解いたものこそがこの「ザノーニ」である。物

語の舞台は 18 世紀後半のヨーロッパ、フランス革命へと向かうころであった。 

 

 

■第一巻 音楽家 

 

¶１ 

ナポリで活動するガエターニ・ピサーノはヴァイオリンの名手にして作曲家である。その個

性的な芸術は充分に世に認められたとは云えず、最高傑作を自負する歌劇「サイレーン」も

初演されぬまま手許に燻らせてきた。 

ピサーノには愛娘ヴィオーラがあった。鮮やかな金髪に東洋的な黒い瞳－容貌は繊細で美

しい。優しく素直な性格であるが夢想家で表情は豊かに変化し、かぎりない哀しみとかぎり

ない喜びが交互する。幼少のころから素晴らしい歌の才能を顕し、ナポリの栄光たるサン・

カルロ劇場のプリマ・ドンナになることを約束されていた。 

¶2 

ヴィオーラの初舞台は 16 才、後援者の枢機卿を説き伏せてあの演目を歌う。何も知らされ

ていなかった父ピサーノは愛娘の天才が、もう一人の子というべき自作「サイレーン」の上

演を成功させるさまに涙した。まさにヴィオーラは自分の勝利と父の勝利を一つに結び合

わせたのだ。 

¶3 

観客の喝采があふれたこのオペラも、実は第一幕の途中で危機に晒されていた。そこまでき

てピサーノの作品だと気付いた聴衆に不穏な空気が流れる。ヴィオーラは登場するや、舞台

経験の乏しさから危うく自失しそうになっていた。 

それを救ったのはナポリを席巻していたもう一つの噂の主、客席にあった青年の姿だった。

青年の輝く黒い瞳にある優しい励ましと心暖まる讃美とが、魔法のようにヴィオーラを解



放したのだ。かくして歌劇「サイレーン」は大成功に終わる。その夜、成功の喜び以上にヴ

ィオーラを眠らせないのは、幾度も浮かんでくるあの青年の瞳と笑顔なのだった。 

¶4 

後日の昼下がり、戸口の外の日除けの下で、台本を膝にもの想いに耽るヴィオーラの許に、

突然その青年は現れた。ヴィオーラの心の奥に高邁なもの－娘としての思いやりに心動か

されたから手助けをしたと青年は語り、「未来の夢は家庭を中心とするもののみ実現される

よう、いつでも闇の中から光をめざして下さい。」との深遠な忠告を残して去っていく。ヴ

ィオーラはその印象を、みずからの降りそそぐ鋭角のことごとくを柔らかな美に変えてし

まう月光に似ていると感じていた。 

－青年の名はザノーニ。今やナポリの街で、底なしの金持ちだ、魔術使いだ、何十年も前か

ら歳をとっていないなど、さまざまな噂が渦巻く人物であった。 

¶5 

ナポリを立ちローマに赴いたザノーニは古さびた住居に老隠者を訪ねていた。対座する二

人の賢人の会話はまず過去を呼び戻し、そして未来へと転じていく。老隠者は無表情であり、

そこには喜びや悲しみに関与する人の心の影すらも見てとれない。他の世界の存在を信じ

る彼はこの世界を傍観することができ、心を封じ知性の中にのみ生きて永劫不滅を手にし

たのである。しかしザノーニは心を封じることはなかった。人間を単なる抽象とは違う暖か

いものと感じとり、諸要素が混沌のさなかにあってせめぎあう世界を見ようとしていた。 

¶6 

実在したフランスの神秘思想家ジャック・カゾットが 1788 年 1 月に或る晩餐会で行ったと

される幻視による予言の場面の描写。カゾットはフランス革命が起こること、ならびに予言

を促した晩餐会のメンバーの末路を言い当て、最後には自らも革命によりもたらされる死

の運命から逃れ得ぬことを予言した。 

¶7-8 

パリを訪れていたザノーニは、育てた孤児に毒を盛られ、金品を奪われそうになったデュマ

老人の命を救う。しかし加害者のみならず被害者のデュマ老人までが狂信的な無神論者で

あり、その恐ろしい末路の予言が頭に浮かんだザノーニは、パリの陽気な空気の中に重苦し

い血の臭い嗅ぎとった。そして現実的なものの汚濁を離れ、芸術と美とともにある理想的な

ものを求めてナポリのヴィオーラの許に帰ろうと決心するのだった。 

¶9 

ヴィオーラは今や舞台の寵妃となり、父ピサーノの元には作曲の依頼が殺到していた。忙殺

されたピサーノは猛威をふるっていた熱病に罹患し、一心に看病いていた妻にこれが移っ

て先に亡くなってしまう。その事実をヴィオーラはひた隠していたが、心無い乳母がピサー

ノに暴露してしまい、ピサーノも激しい失意のうちに息をひきとった。哀れにもヴィオーラ

は天涯孤独の身となってしまったのだった。 

 



¶10 

ヴィオーラはやがて舞台を再開し、あのザノーニとの邂逅から早や二年の月日が流れてい

る。孤独の身となったヴィオーラには言い寄る貴族が後を絶たなかったが、ヴィオーラのザ

ノーニへの思慕は変わることなく、その姿は彼女の夢の中をもたびたび過るのであった。 

ただ一人、或るイギリス人の青年だけがヴィオーラにとって特別な存在となる可能性を持

っていた。 

 

 

■第二巻 芸術、愛、驚異 

 

¶1 

ヴィオーラと親交し彼女に恋心を抱くイギリス人青年はクラレンス・グリンドンといった。

ナポリのとある庭園で友人たちと寛ぐ彼にザノーニが話しかけてくるが、グリンドンは自

分の心を見透してしまうザノーニに驚きを抱く。ザノーニが去った後、チェトクサ伯爵から

ザノーニの恐るべきエピソードが語られる。賭場でザノーニとともにいたチェトクサは、そ

こで言い掛かりをつけてきたウゲッリなるシチリア人と決闘となりこれを討ち果たすのだ

が、実はウゲッリは父親殺しの犯罪者であり、結果としてそれに天誅を下すこととなってい

た。チェトクサが語るザノーニの予言めいた発言や一見偶然に思える行動からは、ザノーニ

がそれに関する全てを見透し、全てを筋立てていたように思えた。裕福で人間的な魅力にあ

ふれ、群を抜く美男子であるザノーニを絶賛しながらも、その不思議さはチェトクサも強く

感じていた。イカサマ師じゃないの？と胡散臭がる友人とは違い、ザノーニを好感したグリ

ンドンには、彼がそのような人物にとは到底思えないのであった。 

¶2 

かのイギリス青年グリンドンは相応に裕福な画家の卵である。芸術家にありがちな歓楽好

きであり、その芸術に向けた野心とは民衆の拍手喝采という表面的なものに結びついてい

るに過ぎなかった。海岸でグリンドンと再会したザノーニは「漠とした好奇心が真剣な努力

の肩代りをしてくれるとお考えのようですね。」と彼の本質を指摘し、ザノーニと距離を置

くよう忠告する。 

その夜も、グリンドンはヴィオーラの公演に訪れた。ヴィオーラに酔いしれるグリンドンへ

唐突にザノーニが忠告して驚かせる。「危険が待っている。今夜は歩いて帰ってはいけな

い。」と。一方、客席にザノーニの姿を認めたヴィオーラは、報われない愛に身を焦がすそ

の夜の役どころを驚異的に好演し喝采を攫う。しかし終始表情を曇らせたままのザノーニ

を見てふさぎ込む終演後の彼女をグリンドンは自分の馬車を使って帰らせ、自らもザノー

ニの忠告に従いチェトクサの馬車に乗って宿に向かった。その帰途、ヴィオーラを暴漢たち

が襲う。そこに忽然と現れ暴漢を追い払ったのは－ ザノーニその人だった。ザノーニは卑



劣にもヴィオーラを力づくで我が物にしようとする某大公の計画を摑み、その魔手からヴ

ィオーラを救うため劇場に現れたのだった。 

¶3 

ヴィオーラを無事家に送り届けたザノーニはヴィオーラと二人きりになった。そして不思

議なことに「グリンドンはあなたを心から愛している。彼は成長してあなたに適しい男にな

りあなたと結ばれれば、自由と幸福のあるあなたのお母さんの祖国に連れていってくれる

でしょう。私のことは忘れて、グリンドンの愛に応えるよう努力なさい。そうすれば幸福に

なれるでしょう。」とヴィオーラを諭すのだ。 

ヴィオーラがザノーニに対して抱くものは、単なる恋愛感情だけではない庇護者に対する

畏敬の念というものだったが、彼女は激しく泣いた。ザノーニは額にメランコリックな困惑

を浮かべながら、ザノーニがヴィオーラに（庇護者としての）愛を持って接し続けるには、

ヴィオーラが心の中からザノーニへの想いを追放しグリンドンの好意を受け入れることな

のだと更に諭す。そして、ザノーニはヴィオーラから“ひとの娘の愛”を受け入れてしまっ

たなら、ヴィオーラを多くの危険から救う超能力を失ってしまうことを示唆した。 

ザノーニは戸口に進むとヴィオーラの乳母・ジオネッタに財布を握らせつつ、グリンドンと

ヴィオーラの結婚を推し進めるよう言い残すや、そのまま姿を消すのであった。 

¶4 

ナポリの街はずれにあるザノーニの屋敷。彼は独り深い不動の瞑想にあった。 

そこから覚めた彼は暗示的な独白を始める。 

「…死すべきものとの関わりは甘い悲しみをもたらすのみと教えられながら、大いなる孤

独とともにあることができなかったのか？」 

自らに言い聞かせようとするかの如くザノーニの独白は続く。超人ザノーニも実はヴィオ

ーラへの想いを断ち切らんとして激しく葛藤していたのだった。 

¶5 

ザノーニの屋敷にグリンドンが訪ねてくる。昨夜危機を回避する忠告をしてくれたことに

対する御礼といいながら、グリンドンの心中は危機を予測したザノーニに対する並々なら

ぬ興味に燃え上がっている。自身に関する質問にはまともに答えることなく、ザノーニは唐

突に「ヴィオーラを本当に熱愛しているなら、結婚して国に連れて帰ることだ。」とグリン

ドンに迫る。しかし家柄の違いや彼女の職業に鑑みれば、幾ら愛していても結婚はできない

というのがグリンドンの本音だった。ザノーニは憮然として「それは愛といっても利己的な

欲望に過ぎない。」と喝破し、結婚する気もなくヴィオーラをあきらめないというなら、ザ

ノーニ自身がグリンドンのライバルとなるだろうと宣言し、改めてヴィオーラとの結婚を

グリンドンに迫る。グリンドンはこれに反発しながらも、色々な意味で最も恐るべき相手で

あるはずのザノーニに、どうしようもなく惹かれてしまうのを感じていた。そして遂に「人

知を超えた叡智を得るためならば、いかなる艱難辛苦もいといません。」と熱狂の表情でザ

ノーニに言い放つ。ここでザノーニは話を打ち切り、再会を予感しつつ二人は別れる。 



¶6 

ザノーニの屋敷でこのような対話をしたグリンドンは、ザノーニの曖昧で謎めいた言葉に

翻弄され、またザノーニに嫉妬を覚えていた。 

芸術家や裕福な商人たちから成るナポリでの知り合いの輪の中も、貴族たちの間と同じく

ザノーニの噂で持ち切りである。ザノーニがありとあらゆる言語を巧みに操るさまから、彼

は薔薇十字会という神秘の結社の人間ではないか？とグリンドンは感じていた。ザノーニ

はあらゆる民族・習俗に関する知識に通じ、あらゆる地位の人間にも届く人脈も有する。ま

た、医者も見離した病人を不思議な力で治癒させたというし、放蕩や軽率、決闘好きといっ

た上流階級の問題人物はザノーニと接するうちに次々に悔悛していくのだという。 

「ザノーニは快楽のよく判る男だ、四角四面の礼儀屋の正反対だ、はしゃぎはしないが落ち

着きがあり温厚で朗らかだ、他人のどんな話にも耳を傾け、面白い話や体験を次々に繰り出

して楽しませてくれる。」かように絶賛されているのである。ただ、ザノーニは自身の素性

については一切の口を噤んでいた。 

¶7 

ヴィオーラの舞台が開催されぬ夜、もの思いに沈んだままぶらりと公園に足を向けたグリ

ンドンは、そこで異形の天才フランス人画家、ジャン・ニコと久しぶりの再会をする。嘗て

もその言動に影響を受けていたグリンドンは、ニコの語る“感謝する心の無力さ”に聞き入

ってしまうのだった。しかし－そこへ突然ザノーニが現れて話を遮り、ニコを追い払う。ザ

ノーニはニコについて「それ自体犯罪ともいうべき言葉を発する心の醜い男。向上と平等の

時代をもたらそうとするあまり創造者にまで嫉妬し、至高の知性たる神を否定しようとす

る輩だ。」と断じ、グリンドンをニコから遠ざけようとしていた。 

グリンドンはザノーニの神秘にますます興味を深め、魔術や永遠の生命について問いかけ

るが、ザノーニは「愛する者すべてに先立たれ、すべての人の絆から身を引いて生きるのが、

それほど素晴らしいことでしょうか？この世における最高の不滅とは高邁な名を残すこと

であるかもしれないのです。」と諭す。それでも喰い下がるグリンドンにザノーニは「（永

遠の命を得る）黄金の秘薬を発見した者がいるとすれば、彼らは自ら永生を拒んで死んでい

ったということです。」と言を足し、グリンドンにもう一度真の芸術たる画業に励むよう忠

告し去って行くのだった。 

¶8 

ザノーニとの会話を通じ、自身の画業への注力とヴィオーラを妻に迎える未来を空想する

ようになったグリンドンだが、そんな彼を友人の常識人マーヴェイルが現実に引き戻す。マ

ーヴェイルは家柄の違う二人の結婚が現実的でないこと、さらにはそもそも芸術家という

存在自体の否定に至るまで、上流階級の“常識”を饒舌に語るのだった。 

¶9 

一般大衆は芸術における理想化の原理など理解はしない－すぐれた芸術は洗練された趣味

を必要とするものだから。マーヴェイルの忠告は世俗の思慮のなすものだが、目の前にマー



ヴェイルから突き付けられた未来は、グリンドンを尻込みさせるに充分だった。その合理的

な判断に逆らうことができない一方、直ぐにヴィオーラをあきらめる決意もできないグリ

ンドンは、確たる方向性もないまま、ただヴィオーラに会いたいという衝動に身を任せるの

であった。 

¶10 

自宅の戸口の外に腰掛け、彼方の青い海原を見つめるヴィオーラは、舞台上よりも更に美し

い。グリンドンを推す会話がいつしかザノーニの噂話に転じて乳母ジオネッタがキッチン

に消えると、代わりにグリンドンが訪ねて来た。情熱的にヴィオーラへ愛を語るグリンドン

に、ヴィオーラは「妹としての愛しか返せない」とつれない。「異国の方が、孤児（の私）

を妻にしたりなさるでしょうか？あなたが壊そうとしていらっしゃるのは、清らかさとは

別の何かです！」と見透かしたように言葉を続けヴィオーラに、グリンドンははっとした。

ヴィオーラはその心を占めるザノーニに話題を移す。ザノーニからグリンドンの愛を受け

入れるよう諭されたことにも触れながら、ザノーニの不思議さとそこに魅かれることをヴ

ィオーラは語った。グリンドンもまた、ヴィオーラの存在以上にザノーニという人物に惹き

つけられている－それを自覚した。気持ちがいっぱいいっぱいになったヴィオーラが話を

遮り、家に飛び込んでしまっても追いかけはしない。ザノーニの不気味な台詞のことを想い

返すと、人間の情熱などことごとく凍りついてしまうのだ。 

 

 

■第三巻 秘儀 

 

¶1 

孤児となったヴィオーラを庇護してくれたのは音楽家、老ベルナルディである。彼には八才

の愛すべき孫娘ベアトリーチェがおり、老夫婦の家にとってまさに明るい喜びの燈火たる

存在であった。恩返しの思いで一日も欠かさずベルナルディ家を訪れるヴィオーラにも殊

の外なついていたベアトリーチェだが、何と今や重篤な急性の熱病に冒されていた。 

ヴィオーラが徹夜の看病に訪れたその夜、ベアトリーチェは遂に医師にも見放されてしま

った。老婆が縋る思いで或る人物を探しにゆく。 

夜明けの明かりとともにやってきた、その人物こそは－ ザノーニ！ 

しかしヴィオーラの心中では希望と迷信への恐怖が入り乱れていた。その目でザノーニを

見つめていた。それを読み取ったかの如く、ザノーニの漆黒の瞳は彼女に向けられ、疑いを

挟む彼女の心を咎めたのだ。侮蔑さえ混じる非難の表情である。 

ザノーニの秘薬によってベアトリーチェは蘇生し、安らかな寝息をたて始める。神を心から

信じたことのなかった老ベルナルディも、泣きながら神に感謝した。 

正午になって老夫婦のとめどない感謝から漸くのがれ、辞去しようとするザノーニをヴィ

オーラが待っていた。「邪なところのない、聖なる術なのかしら…」とザノーニに疑惑を抱



いたことを詫びる以上に、愛する少女が救われた喜びにヴィオーラは満たされている。そし

て以前にも増してザノーニへ畏敬とともに祈りと感謝を捧げるのであった。 

ヴィオーラの想いを受け容れ、ザノーニにも「おお、ヴィオーラ！私を傷つけ、かつ歓ばせ

る力を持つのはこの地上にただひとり、あなただけです！」と情熱が現れる。ザノーニの存

在こそが自分の魂を大きく広げ、この世を天界の真昼の静謐で満たすもの－だから孤独な

私にそれを与え続けてほしい、と懇願するヴィオーラ。ここで葛藤を振切るように顔をそら

し、一瞬の沈黙の後、静かにザノーニは答えた。 

「わかりました。妹よ、また会いましょう。」 

¶2 

ザノーニの奇蹟に接し、ザノーニと想いを通わせたヴィオーラはこの上ない幸福を感じて

いた。ザノーニが彼女の愛にこたえてくれたわけではない。しかし大いなる謙虚さに満ちた

彼女の想いは単なる愛情などを超え、心の故郷を見出したというべきものとなっている。今

やその「才知」のもたらす昂揚感の前には、かつて彼女にとってあれほど精妙に輝いていた

音楽や舞台すら、色褪せて見えて然るべきものになっていた。 

¶3 

それから四日間に亘り、ザノーニはヴィオーラを訪ねた。彼はヴィオーラに対して甘言や賞

賛ではなく、柔和さを秘めた冷やかさを以ってヴィオーラの過去に関し多くを語った。今や

ヴィオーラはザノーニが如何に多くのことを知っていても驚き恐怖を感じることはなかっ

た。一方、ヴィオーラが口ずさむ亡父ピサーニのアリアを聴くと、ザノーニは魔法にかかっ

たようにうっとりして、夢の世界に誘われるような気分を味わうのだった。ザノーニの力の

下にあるヴィオーラは、今や信頼、服従、献身そのものであった。 

そんな日々の終わりに、遂にザノーニはグリンドンの話をする。「私がグリンドンのさしの

べる手を受け容れるよう命じたら、あなたは拒みますか？」と。 

ヴィオーラは溢れ出す涙をこらえ、痛苦に混じる奇妙な喜び＝己の心を支配する者のため

に心を捧げる愉悦から口籠りながら答えた。「私の運命はあなたの手の内にあります！」 

ヴィオーラの心の葛藤が見えているザノーニは暫し沈黙し、そしてヴィオーラの手をとり

そこに口づけした。常に厳粛な物腰のザノーニがこのような振る舞いを見せるのは初めて

だった。震える声でザノーニは告げる。 

ヴィオーラに危機が迫っていること、三日後にヴィオーラの運命が決まること…。 

そして、三日後には何が起ころうとも再びヴィオーラのもとに訪れることを約し、ザノーニ

は去って行った。 

 

¶4 

一方、こちらもザノーニのことで頭がいっぱいなグリンドンは街をさまよい歩き、名匠サル

ヴァトーレの絵画コレクションの前にいた。そこへニコが現れ、サルヴァトーレの批判を始

める。ニコの批判はあのラファエルにまで及び、あまつさえ「人間は物質の変容したものに



過ぎない。絵も同様、物質のひとつの変容でしかない。」と芸術たる絵画自体を貶めた。不

意にニコはザノーニの批判も口にし、言いたいことを言い終えるやさっさと立ち去ってし

まう。しかしザノーニによって高揚したグリンドンの精神はニコの姿も口出しも撥ね退け

る。それから彼は三日三晩に亘って独り閉じ籠り絵画の創作に没頭したのである。 

四日目の朝、夢中だった時間の反動が来て気怠さと疲労、自作の至らなさへの絶望がグリン

ドンを襲う。マーヴェイルの訪問を受け入れたグリンドンは、その冷やかなコメントにさら

されていた。そこに突如ニコが姿を現す。 

再びザノーニへの罵詈に始まったニコの話は、驚くべき展開を見せる。何とニコはヴィオー

ラを妻とするつもりだというのだ！ヴィオーラに未だ接触もしていない醜男のニコは、な

ぜか自信たっぷりであり、そこには恐ろしい企みが感じられた。 

ニコと入れ違いにザノーニが訪れ、マーヴェイルは辞去してグリンドンと二人きりになっ

た。ザノーニは画業に没頭していたグリンドンに賛辞を贈り励ますと、再びヴィオーラに対

する真の愛を貫き彼女を妻とするよう決断を迫る。しかし－ヴィオーラの心はまだザノー

ニに向いていると言いながら、それを手放し自分とヴィオーラが結ばれることを願うとい

うザノーニに対する疑いをグリンドンは拭えずにいた。 

ザノーニは彼らしからず激昂し「愛する者の幸せのためならば、すべてを－その愛そのもの

さえも犠牲にするのだ。いいか、よく聴け！私は彼女を愛するからこそ、私と一緒になれば、

あなたと共にいるよりも辛い運命になりはせぬかと怖れるからこそ、この申出をしている

のだ。」と言い放つ。 

ヴィオーラを攫おうとしたあの某大公が、監督役の枢機卿の死とともに再び欲望を滾らせ

今度はニコと結託して三日後の夜にそれを実行に移そうとする未来－それがザノーニには

見えているという。一刻も早く決断をと迫るザノーニに、グリンドンは三日後というギリギ

リの期限を示す。 

しかし「赤の他人が、何故これほど心をくだいてくれるのか」と不思議に思う方が当たり前

では？とストレートに疑念を伝えるグリンドン。ザノーニは遂に自らが秘法・秘術を極めた

存在、太古からある友愛団の一員であることをグリンドンに伝える。するとグリンドンはザ

ノーニに弟子にしてほしいと申出てしまうのだった。 

件の友愛団入団の前提として、そもそもこの世に自分を繋ぎ留める愛情や欲望を何一つ持

ってはならない＝まず最初にヴィオーラを諦めなくてはならない、とザノーニはグリンド

ンを諭す。世の意見、他人の言葉、自身の本能的衝動、時には己の才能の発露、神の不存在

といった人間としてのちっぽけな“怖れ”に囚われる性質のグリンドンには向かない、とも

…。 

そう言い残してザノーニは去り、グリンドンはというと枢機卿の邸を目指していた。グリン

ドンはザノーニの予言の真偽を確かめずにはいられなかったのだ。そしてグリンドンは枢

機卿の死を知り、全てがザノーニの予言通りに進んでいることを識った。 

 



¶5 

三日後に、と言い残しザノーニが去った翌日にヴィオーラは“告白の記”をしたためていた。 

ヴィオーラは「崇拝するためにこの世に生を受けた」と云う自覚を持ち、ザノーニに対して

は「愛することすら畏れ多い」との思いと、彼の全てに従わんとする意思に占められている。

ザノーニがヴィオーラの過去全てを知り通じていることを見せられても、その不思議さを

疑うことも最早なく、文字通り全幅の信頼がそこにはあった。 

しかし、ヴィオーラをグリンドンに託したいとするザノーニの言葉だけは、ヴィオーラにと

って“服したくない”ものである。それを受け容れることは、生きている意味を喪失するこ

とのように感じていた。 

－あの時、確かにザノーニはヴィオーラの手を取り、そこに口づけた。 

ザノーニと出会い、ザノーニに心を埋め尽くされ、ザノーニを畏敬し、ザノーニに従わなけ

ればならないと誓ったヴィオーラだが、彼女の愛はザノーニに対してのみに存在し得るも

のであり、ザノーニのあの口づけは彼女の心に希望を灯していた。ヴィオーラにとってそれ

以外の愛は何の意味もないことだけは明白だった。 

¶6 

ヴィオーラの家に押入り彼女を攫って凌辱を尽くした後、ジャン・ニコにフランスへ連れ出

させ口封じをする－某大公の邸ではかくも醜悪で恐ろしい謀がめぐらされつつあった。大

公は同時にザノーニの暗殺も仄めかす。その瞬間－何とザノーニがそこへ訪ねて来た。 

ヴィオーラから手を引くよう迫るザノーニに、大公は骰子の目で勝負しようと言い出す。目

の大きい者が勝ち、負けた者は潔く身を引く。その約束を違えたなら命を奪われることにな

る、と。腹心にマスカリという骰子の目を自由に操るイカサマ師を抱えるが故に大公は自身

に満ちていた。マスカリは先手大公、後手ザノーニで骰子を投げる。万全なはずのマスカリ

だったが、ザノーニの視線から逃れることができないのを感じていた。 

－かくて先手大公の目が十六だったのに対し、ザノーニは最大の十八！不思議なことに、も

とよりこの賭けの勝利を確信していたのはどうやらザノーニの方だった。 

大公は約束通り身を引くとした。心中、かくなる上はザノーニ暗殺しかないと決めた大公は

ザノーニを宴に招待する。ザノーニはこれを了解し、邸を後にした。 

¶7 

神秘の友愛団のメンバーとしてなすべき使命と、ヴィオーラへの愛とに葛藤するザノーニ

はローマに在る老隠者メイナーに助けを求め書簡を送る。今や友愛団のメンバーはザノー

ニとその師であるメイナーの二人だけとなっていた。ザノーニはヴィオーラへの愛に囚わ

れたゆえに既に自身の能力が低下し始めたことを自覚している。 

一方グリンドンがヴィオーラとの愛でなく、友愛団入団を望みその修行を決心した場合に

はメイナーの新たな弟子となることも示唆した。とにかく私のもとへ来たれ！とメイナー

に懇請するザノーニは、今や全く彼らしからぬ混乱の中にあるようだった。 

 



¶8 

ナポリを一望する景勝地にして、今なお人々の崇敬を集めるウェルギリウスの墓を訪れ、も

の想いに耽っていたヴィオーラは、突然現れ声を掛けてきた醜悪な顔のジャン・ニコに仰天

し身震いした。ニコはお構いなしにヴィオーラに結婚を申し込む。 

「某大公も、ザノーニも、グリンドンも、あなたに“結婚”を申し込みはしない。私は結婚

－即ち家庭、安全、そして名声を差上げようと申出ているのだ。」ニコはたたみかける。「歌

姫であるあなたが、巷の人間にどんな色眼鏡で見られているか知っているか？照明の中で

は王女でも、昼間は社会の除け者にすぎぬのだ。私だけは偏見など持ち合わせていない。だ

からあなたを認め、結婚を申し込むのだ。」 

「ザノーニはただあなたの虚栄を弄び－グリンドンがもし結婚を口にし、それをあなたが

承諾すれば、あの男は自己嫌悪に陥るはずだ。」 

そしてニコは“金持ちの”大公の下劣な思惑に身を任せるようヴィオーラに囁く。ニコに烈

しい侮蔑の眼差しを投げつけてヴィオーラはそこから飛びのいた。慌てて滑落したニコの

怒りと痛みの叫びなど一切無視し、ヴィオーラは家へと駆け戻った。戸口ではグリンドンが

彼女の乳母と話し込んでいたが、ヴィオーラはそのそばをすり抜け家に入るや、床に崩れ落

ちて声を挙げ号泣した。 

ニコの言葉、歌と美とに仕える仕事と思っていたものを世間がどう見ているかを衝くその

言葉が頭に蘇ったヴィオーラにはグリンドンの慰めの言葉、愛の告白など全く届かない。 

「嘘つき、あなたは私に向かって愛を語るのですか？それならば妻として迎えて下さいま

すか？」今や自らを蔑み、高邁な夢を嫌悪し、未来に絶望し、理想に不信を抱いたヴィオー

ラは激しく質した。 

この重要な局面でグリンドンの口をついて出た言葉は、ヴィオーラを決定的に失望させた。 

「麗しいヴィオーラ、女性というものは、結婚を愛の唯一の証と考えるものなのですか？」 

これはザノーニが既に言い当てていたグリンドンの魂の真の敵、猜疑心がもたげたことに

よるものだった。そこにはまた程度の低い虚栄心も渦巻いていた。 

ヴィオーラは大理石のような顔色に変わり、「私は誰もが蔑む世間の除け者。失礼します。」

と冷やかに部屋を出て行く。グリンドンにはヴィオーラを何としてもひきとめるという、そ

の勇気すらないのだった。 

¶9 

呆然とヴィオーラの家を出たグリンドンに待ち構えていたマーヴェイルが話しかける。悪

人ではないがこの俗物のクレバーな男にここで出会うまでは、それでもグリンドンはヴィ

オーラに対し真摯な謝罪と求愛をするつもりだった。マーヴェイルはグリンドンの毒づき

をかわすや、ザノーニとヴィオーラの関係が怪しいことを指摘し、理路整然と利口な立回り

をグリンドンに指南する。間の悪いことにそこへニコが通りがかり、再びヴィオーラを妻に

すること、そしてザノーニへの報復とを宣言して去って行った。これでグリンドンは再びザ

ノーニとヴィオーラを疑い、マーヴェイルの言うことに従うことに決めてしまう。それはザ



ノーニの示した期限に然るべき決断をせず、一旦ナポリを離れるということだった。「ぼく

の運命をザノーニの意のままにさせるつもりはない。」と。 

¶10 

マーヴェイルにそそのかされたグリンドンはザノーニとの約束の日にナポリ市街を離れ、

観光の小旅行へと出掛けていた。酒の勢いもあって宿屋の主人の勧めのままにヴェスヴィ

オ山見物に向かったマーヴェイルとグリンドンは、恐ろしいことに激しい噴火に見舞われ

てしまう。逃げ遅れたグリンドンは火山の熱光の恐怖と毒ガスに巻かれて昏倒した。その寸

前、彼は巨大な幻影と、その傍らに微動だにせず佇む人影を見ていた。 

¶11 

命からがら逃げてきたマーヴェイルは、はぐれたグリンドンがいつまで経っても戻らぬこ

とに不安になっていた。その時、唐突にグリンドンを抱えたザノーニが現れる。「今晩お目

にかかるとあなたの友達に言ってあった。」と言ってのけるザノーニに、冷静で智慧の回る

マーヴェイルも仰天を禁じ得ない。 

グリンドンは文字通り超人的な能力を発揮して自らの命を救ったザノーニに、もはや信仰

的な崇拝心を抱いている。ザノーニはヴィオーラへの愛へ再び決断せよと諭すが、グリンド

ンの心中にはもはや彼女のことさえもなくなっていた。今やグリンドンは彼の遠い祖先と

同じようにザノーニの持つ知と力に陶酔し、それを希求している。あくまでも決断は真夜中

に、と言い残しザノーニは去るが、グリンドンの表情は僅か１時間の出来事のうちに並々な

らぬ意志を窺わせる厳しい決然としたものへと変貌していた。 

¶12 

ナポリ市街へとグリンドンとマーヴェイルが戻ったのは、真夜中まであと 15分の刻だった。

約束通りザノーニが現れる。マーヴェイルを先に宿へ向かわせ、グリンドンはザノーニと二

人きりとなった。最終決断を質すザノーニに「ヴィオーラへの愛は消えました。その報償を

下さい。」と迷いなく答えるグリンドン。「報償だと！よかろう。明日のこの時刻までにそ

れを渡そう。」言い終るや馬上のザノーニは暗闇に消えて行った。 

ヴェスヴィオ山での死の淵に見た奇蹟を思い起こし、その核心に迫ろうとする熱狂にグリ

ンドンは支配されていた。ザノーニの知と力の世界で過ごせるならば、約束されたこの世の

美の全ても、耳元で囁かれた人間的欲望の全ても諦めることができる。グリンドンはその想

いに興奮し、息苦しさを覚えていた。 

¶13 

その約束の夜、劇場から戻ったヴィオーラは疲れ果てていた。乳母ジオネッタが口にしたザ

ノーニの噂がそれに追討ちをかける。ザノーニはナポリを去るらしい。もう二度とザノーニ

に会えないかも知れないという思いが与える絶望感をヴィオーラは自覚していた。 

ザノーニは約束通り現れた。しかも某大公の魔手から逃れるべくヴィオーラに自分と共に

逃げてくれ、と言う。狂おしい喜びにとらわれたヴィオーラだったが、それを抑えてザノー



の真意を質す。しかし、この期に及んでもザノーニはヴィオーラという女性に対する愛を押

し殺し、愛を口にせずに“庇護”しようとしていた。知と力を守ろうとしていた。 

対してヴィオーラの想いは明確だった。ザノーニに心の全てを占められていても、「愛して

もくれない人に身を（運命を）委ねることこそが女が犯し得る最悪の罪。ああ、ザノーニさ

ま、いっそひと思いに死なせて下さい！」と感情が溢れ出す。それでも重ねて「私の友情と

名誉と庇護とを信じて…。」と口にするザノーニに、類まれな美貌に一層の妙麗さと妖魅を

沿えて－自身の全てを賭してヴィオーラは懸命に真摯な非難の眼をザノーニに向けた。「愛

ではなく…？」 

この逃れ難いヴィオーラの眼差しに、高邁なる神秘の人ザノーニも全てを擲つ時が来た。情

熱を込めた吐息とともに囁いたのだ。「ヴィオーラ、あなたを愛している！ああ！」 

堰を切ったように愛の言葉を交わす二人。そして長い、燃えるような口づけとともに、ザノ

ーニは自らの超能力が失われていくのを感じていた。 

「愛ゆえに犠牲にしたものは、愛が補ってくれるだろう。さあ急いで。」 

ヴィオーラを連れて出発しようとしたその瞬間、武装した悪漢に襲ってきた。闘うザノーニ

の危機を目にして気絶したヴィオーラは、猿轡をかまされて馬車で某大公の邸へと攫われ

てしまうのだった。 

¶14 

某大公の邸の一室で囚われの身となったヴィオーラがザノーニの身を案じていると、足音

が近づいてくる。しかし今やヴィオーラは一度も感じたことのない勇気に包まれ、恐怖にお

ののくことはなかった。死を賭してでも、ザノーニへの忠節を守り通すだけ－ヴィオーラの

心は揺らがない。 

果たして、大公が現れた。大公は毅然と拒絶するヴィオーラの大胆な真摯さにたじろぐかに

見えたが、その欲望を決してあきらめることはなかった。優しさを装いヴィオーラに迫りつ

つあった大公…そこに召使いが見馴れぬ客の来訪を告げる。聞けばその男は、大公の命が危

ういからお目通りして話がしたいのだと。 

ヴィオーラの部屋を離れ、大公は来訪者の許へ向かう。来訪者は聖職者のなりをした正体不

明の男だった。男はこのままだとお前は命を落とす、と大公に予言する。ザノーニ、そして

大公の先祖の剣によってその死はもたらされると断言するこの男こそは、ザノーニの師メ

イナーだった！ 

メイナーは大公の祖父ヴィスコンティを知るといい「名誉ある友愛団の一員として我が朋

友となり得る男だった。王になろうとする乱心さえなかったら…。」と述懐する。存命なら

ゆうに 120 歳を超えるはずの祖父と同世代のはずのこのメイナーという男を、大公が俄か

に信じるわけもない。大公がメイナーを指差し「捕えろ！」と配下に命じたその瞬間、メイ

ナーは忽然と姿を消した。その驚愕と恐怖からか、大公は気絶し数時間に亘り夢と現のあわ

いを彷徨う。目覚めても大公は私室を一人歩き回るばかりで、漸く自分を取り戻したのは、



翌日に催された饗宴が始まるほんの 1時間ほど前のことだった。 

¶15 

ザノーニに最終決断を伝えたグリンドンは体内に堅い決断ゆえの静謐が満ちた、爽やかな

目覚めを迎えていた。しかし、一人もの想いに耽っているとヴィオーラへの未練がもたげて

きた。決断はした、しかし後悔せぬように…とヴィオーラの家へ向かう。到着したそこはが

らんどうである。外に出て乳母ジオネッタと出会ったグリンドンは、昨夜ヴィオーラが某大

公に攫われたことを知る。慌ててザノーニの邸を訪ねると、何と大公の宴に招待され不在と

いう。優柔不断ながら義侠心に厚いグリンドンは意を決し、大公の邸へヴィオーラ奪還に向

かう。再びザノーニに一抹の疑念を抱きながら…。 

¶16 

話は数時間前に遡る。某大公の眼前から“消えた”老賢人メイナーはザノーニと会話してい

た。名誉ある友愛団は今やメイナーとザノーニの二人のみである。「互いを羨んだり、非難

したりするのはやめよう。」と語りつつ、メイナーは漸く手にした知と力を、ヴィオーラへ

の愛に殉じさせんとしているザノーニを引き戻そうと説得していた。ほんの束の間の命し

かない人間の愛の無常を悲しみ嘆くことになる－青春の美と情熱は、不滅の威光を得たい

という願望とは両立しない、と。メイナー自身は自ら若さを捨て「若者の狂おしい欲望では

なく、老齢の穏やかな霊的歓喜」を保ち続けてきたのだった。 

しかし今や、ザノーニには何ものも愛することのないメイナーの存在を否定している。穏や

かで血の通わぬ孤独の道より、気もふれんばかりの歓びと悲哀が混りあう愛に身を投じる

ことの方が何程かましかもしれないという想いがザノーニを支配していた。 

友愛団への「外なる世界に通じる恐怖の門」を通り抜けられる人間は、千年に一人も生まれ

てこないという現実の中で、ザノーニは「ごく僅かの友愛団への帰依者を得るためには千人

の犠牲が出ることも厭わない。」とする点でも、メイナーへの反発を感じている。 

メイナーの諭しは続く。「あの娘のまわりには病が脅威の手を伸ばしつつある。危難がうろ

ついている。肉体は歳月に蝕まれ－眼は霞み、容色は衰える。それでいて若さをとどめる心

だけはおまえの心にしがみつき、纏いつく。そうなることが分っているのか？」 

メイナーの話を激しい叫び声で遮るザノーニ。メイナーはもはやザノーニの決心を確認す

るしかなかった。ヴィオーラに愛を伝え、彼女をその胸に抱いた時、ヴィオーラの未来を予

測し、危害から守るザノーニの超能力は消失した。ザノーニが超人であることには変わりは

ないが、少なくともヴィオーラにとってザノーニは一人の、ただの人間になってしまったの

である。 

それでもザノーニはメイナーに決然と宣言する。 

「私は、長い間肩にのしかかっていた重荷から解放されることになるでしょう。愚かな賢者

よ、私はあなたを憐れむ－あなたは若さを棄てた！」 

¶17 

メイナーの神出鬼没を目の当たりにし、ザノーニにも激しい怖れを抱いた某大公はザノー



ニを確実に暗殺しようと図る。間もなく始まる饗宴にて、先祖伝来の秘毒－遅効性で後刻に

脳卒中としか思えない症状で確実に死に至る－を仕込んだ葡萄酒をザノーニに服せしめよ

うというのである。 

大公の邸で始まった宴の間、穏やかで上品なくつろぎの姿勢を崩さず、機知と才知に富んだ

会話に溢れたザノーニの存在はまさに異彩を放っている。そこへグリンドンが現れるがザ

ノーニは「用件は判っている。黙って成行きを見守るのだ。」と命じた。このタイミングで

大公が仕掛ける。ザノーニに乾杯を促し、そのグラスに大公腹心のイカサマ師マスカリが例

の葡萄酒を注いだのだが、何とザノーニは平然とこれを飲み干した。顔面蒼白なのは大公の

方である。ザノーニは飲み干す間に大公から一切眼を逸らさずにいた。そして皮肉たっぷり

にマスカリにもその葡萄酒を勧めるのだった。毒を盛られていることなどお見通し、それで

も平然と飲み干したのは超人ザノーニにはこのような毒など効かないからだ。 

いよいよザノーニが仕掛ける番となった。フランスの最高位貴族たるヴィクター公爵をけ

しかけ、この邸に軟禁されているはずの歌姫ヴィオーラ・ピサーニを登場させよと迫らせた。

ザノーニに煽られ、大公とヴィクター公爵の諍いは互いに騎士道精神を持ち出してヒート

アップし、遂に決闘となった。そして大公はその祖父ヴィスコンティの剣を手にしたヴィク

ター公爵に敗れ絶命する。メイナーの、そしてザノーニの予言通りとなったのである。自ら

一切手を下すことなく、偶然の如く大公を誅したザノーニの仕業を見たグリンドンは動揺

するばかりである。 

ザノーニは“約束通り”グリンドンに師たる者を訪ねるように指示すると、すっかり観念し

たマスカリに命じヴィオーラの監禁された部屋へと案内させた。 

¶18 

グリンドンはザノーニから指示された浜辺へ向かい、メイナーと出会う。メイナーは自身こ

そがグリンドンの崇拝するザノーニの師であること、そしてグリンドンが友愛団の知と力

を目指すならば、再びその師とならんことを伝える。さらにこれから始まる訓練の厳しさ、

恐ろしさを説きグリンドンの覚悟を問う。グリンドンは意気軒昂に「あなたに耐えられたも

のならば、私にできないことがありましょうか？」と大胆な言葉を吐いた。 

沖合に見える船はザノーニのもの－ザノーニはヴィオーラを救出しナポリを離れんとして

いる。小舟で現れたザノーニもまたグリンドンに覚悟を問う。少なくとも今、グリンドンの

決意が揺るぎないことを確認すると、メイナーを信じて弟子となるよう命じザノーニは去

って行った。遠くヴィオーラの姿も見え、別れを告げるその声が聞こえたが、グリンドンの

返答はなぜか言葉にならなかった。 

メイナーは知の幸福に至る訓練の長さと困難さを示唆して聞かせると、新たな弟子を連れ

街へ戻っていく。一方、ザノーニとヴィオーラを乗せた船も風に帆を孕ませ、ゆっくりと大

海原を走り始めていた。 

 

 



■第四巻 門口に住まわる者 

 

¶1 

ザノーニと別れたその二週間後、グリンドンは師となったメイナーの指示通り、ナポリの街

を離れ修行の場である山の古城へと向かう。街ではイギリスに戻るマーヴェイル、そしてフ

ランスに帰国するニコと会ったが、最後の誘惑を振切り決別してきていた。 

古城は山賊の村の奥にある。スラム化した村は頭のパオロに統率されており、メイナーとパ

オロの間で完全に話がついていたことから、弟子たるグリンドンの到着も大いに歓迎され

た。－しかしそれにしても、パオロの語るその人生と所業はまさに山賊の頭目にふさわしい、

実に数奇で荒くれたものである。 

廃墟とも云うべき古城に到着すると、そこにはメイナーが待っており、弟子グリンドンを笑

顔で迎えた。 

¶2 

メイナーは入門の儀に向けた調整へとグリンドンを誘う。陰鬱ながらも快い平穏の漂うこ

の建物は研鑽の場所にうってつけだった。軽い話題を交わし、城の周りの自然の中を共に長

時間歩き回る中、こんこんと湧き出ずる泉の如き知識を披露するメイナーにグリンドンは

驚愕した。こうして博学の師の話に心を昂められかつ安らぎを与えられて、グリンドンの猛

り狂う知への欲望は次第に鎮まり、心はいよいよ瞑想の静かな静謐界へと向かっていく。メ

イナーはグリンドンの質問に答え、薬草のこと、メイナーとザノーニの違いのこと、メイナ

ーとザノーニは薔薇十字会の生き残りであること、一旦奥義を極めながら愛する者の死に

耐えられず自ら命を絶ったグリンドンの祖先のこと、薔薇十字会のさまざまな秘伝のこと

を語り聞かせた。 

ザノーニの若者の生、喜びの生に対し、メイナー自身は老齢の生、沈思の生であるという。

「ザノーニと交わる者はより善い生を生きる－私と交わる者はより深い知の生を生きる。」 

ここでグリンドンは問うた。それほど偉大な秘密を収めながら、なぜそれを広く普及しよう

としないのか？と。メイナーは弟子の観点を認めつつも、それを正邪の区別なく全ての人間

に与えたとしたら、それは果たして善やそれとも悪の種を撒くことや？と反問する。 

「我々の知識を悪用、濫用しない者たちだけに与えると厳正な取り決めをしているのはそ

のためなのだ。（入門者に）情熱を鈍化し、欲望を昇華する試練の時を置くのも、そのため

なのだ。」とメイナーは説く。 

こうして幾週間もが経過して、グリンドンの精神は次第に瞑想三昧の隠遁生活にふさわし

いものとなり、外界の虚栄や夢は忘却の彼方へ消えた。そしてある日の夕暮れ、グリンドン

は知の泉が自然の厳かな力に大きく動かされ、働きかけられていることを体感する瞬間を

迎えた。今こそグリンドンに入門の儀を始める時が訪れたのである。 

¶3 

入門の儀を始めてもらうべくメイナーの部屋を訪れたグリンドンは、そこに霞に包まれた



巨大な物影が渦巻き、漂うのを見た。既に死の冷たさが感じられていた。そこでメイナーに

部屋から救い出され、グリンドンは事なきを得る。「知識というものはそれを受取る用意の

ないままに捉えようとすると、どれほど危険なものであるか、今の経験からしかと悟るの

だ。」とメイナーは命じた。 

ただ、グリンドンの勇気は全く衰えていなかった。その様子にメイナーは入門の儀に進むこ

とを決める。第一段階は「脱我の術」である。メイナーに導かれて秘儀に進んだグリンドン

は、何と遠く離れたザノーニとヴィオーラの姿を見、二人の会話を聞くことができた。 

ザノーニとヴィオーラは海岸のほとりの洞窟近くに佇み、完璧な愛に宿る完璧な愛に包ま

れているのだった。しかしヴィオーラという普通の人間の生が短いことを悟っているザノ

ーニが、どこか憂いを隠せないでいるのもまた事実だった。 

メイナーに呼び戻されてグリンドンは術から覚めた。メイナーはここからが試練の始まり

だとグリンドンに告げる。断食を守り、瞑想と空想と夢想だけをし、道を失ってみよ！と命

じた。そして、真夜中になる前に再びメイナーの部屋に来るように、と。 

¶4 

断食を経て真夜中となり、再訪してきたグリンドンへメイナーは重ねて説く。「魂を研ぎ澄

ませ。地上の欲望を浄められた激しい熱意によって禁欲と節度ある夢想を行い“準備”をせ

よ。準備無き者にとっては秘薬も死をもたらす毒でしかない。」そう諭しつつ、メイナーは

グリンドンにその昔「魔法」と呼ばれた化学の実験を次々と見せた。メイナーに言わせれば、

かの錬金術さえも科学の手管、科学の悪戯だという。 

そうした手管を学ぶよう命じ、メイナーはグリンドンに幾つかの課題を与えた。そうしてそ

の夜が過ぎていった。 

¶5 

グリンドンは順調にメイナーの示した“手管”を学び、成果を挙げていた。これは彼の一心

不乱さがもたらしたものだっただろう。しかしメイナーは秘儀の最後の行程だけは明かそ

うとしない。グリンドンの精神が奥義を授かるにふさわしい成熟を遂げる必要があるとい

うのである。 

やがてグリンドンの成長が、師に決断させた。１ケ月に亘りメイナーはグリンドンを独り残

す。課題に没頭し瞑想と厳しい思考で精神を鍛錬し、与えた“禁”を守れたならグリンドン

に「門口に住む恐るべき者に立ち向う」試練に進むことを約束したのである。 

グリンドンは課題を忠実にこなし、半月ほどでそれを終えてしまった。自らが望むものと直

接関係がないと思われる作業の日々に、グリンドンの心は乱れる。師メイナーへの畏敬すら

疑う状況に彼は辛うじて耐えていた。 

そんな彼に新たな誘惑が生じる。頭のパオロをはじめとする山賊団の祭りの陽気な光景で

ある。グリンドンは踊る村人たちの中でフィリーデという美しい娘に惹きつけられてしま

う。誘われるままに踊りの輪に加わり、葡萄酒をあおる。今やグリンドンはフィリーデの虜

になってしまった。薔薇十字会の会員にならんとする者にあるまじきさまで…。 



そこへ老人が現れ「若さを満喫なされ！」とグリンドンに話しかける。フィリーデの美しさ

やそれに惹かれる自分から感じられた若さとは対照的な老人の姿－そこに“老い”というも

のを改めて認識し、グリンドンははっとするのであった。 

¶6 

グリンドンが認識した“老い”とそれを忌まわしく感じる思いは、彼の焦燥を加速した。グ

リンドンは禁を破り師の部屋へと入る。そこで彼は焦りからくる猜疑心と反発からくる自

信過剰とを溢れさせた。 

いつの間にかパオロがメイナーの手紙を届けに来ていた。メイナーは見透かしたかのよう

に出発前の戒めを繰返し、また予定を早めて明日戻る、と記していた。しかしそれはグリン

ドンの反発を誘う結果となった。修養の場から外出したグリンドンは葡萄畑の傍らにある

フィリーデの家に偶然たどり着く。愛を求めるフィリーデに、再び不貞の徒と化したグリン

ドンは安易な約束を口にする。 

「真の秘儀をつかめば女の復讐心をも挫き、あらゆる危険をかわせるのだ。」かような邪な

思いがグリンドンに浮かんでいた。ザノーニの至言「泥に濁る井戸に清らかな水を注いでも、

ただ泥を掻き乱すのみ！」の如く、グリンドンは濁った井戸を脱し得ないのだろうか。 

¶7 

独断独力で秘儀をつかまんとするグリンドンは、再び禁を破ってメイナーの部屋へと入り、

神秘の書のごく一部だけを解読すると、無謀にも秘儀に及んだ。 

すると恐怖の黒い妖影が現れる。グリンドンは悪魔的な眼をぎらつかせたその姿に恐怖で

凍りついた。恐怖はますます増高し、その「門口に住める者」はグリンドンに語りかけ、じ

りじりと近づいて息を吹きかける。その瞬間、絶叫とともに気絶したグリンドンが自分のベ

ッドで目覚めたのは翌日の午後遅くなってからだった。 

¶8 

場面はザノーニとヴィオーラが暮らす美しい島へと転じる。そう、グリンドンがメイナーに

導かれ“脱我の術”で目にしたあの光景である。イオニア海でも一番美しい島で、ザノーニ

とヴィオーラは愛に包まれた日々を送っていた。凶暴な略奪者たちが金目当てに押入ろう

としたこともあったが、彼らはいつの間にか変死してしまう。この島でもザノーニの神秘の

力は発揮されているのだ。 

ザノーニはこの美しい島の愛すべき妻との生活において、一つの重大な願望の実現を期し

ていた。ヴィオーラにも朦朧とした美しい幻がぼんやりと意識されるようになっていたが、

ザノーニはその幻の中によりはっきりしていて、不思議な秘密と厳かな知識を囁くものは

ないか？とヴィオーラに質してみる。しかし、愛するザノーニと共に生きる日々に満足しき

っているヴィオーラにとって“幻”についてそれ以上の進展はない。ザノーニ自身ですら、

ヴィオーラと過ごす時間にあっては、目指すべき“別の世界”のことなど忘れ去ってしまう

のである。 

 



¶9 

神秘の洞窟に主アドナイを降臨させるザノーニ。ザノーニはヴィオーラを自分と同じとこ

ろまで引き上げようと「入門の儀」を手解きしたが失敗していた。ザノーニはヴィオーラを

何とか入門させる術を問うためアドナイを喚起したのだ。アドナイは穏やかな口調でザノ

ーニの霊力が既になくなりつつあることを指摘するとともに、ヴィオーラの入門は叶わぬ

ものであることを告げる。「何故か？彼女の魂が愛だけで満たされているからだ。おまえが

授けようとするものは、知性への欲望と熱望に心を躍らされる者にしか意味がないのだ。」 

ザノーニは問う。「しかし、心と心が結び合うように、我らの魂が結ばれ、わが魂が彼女の

魂に力を及ぼすすべは、絆はないのでしょうか？」一旦は答えを渋ったアドナイだが、示唆

する。「ふたつの魂が別離の中にあるとき、それを結ぶのは第三の魂だということを知らぬ

のか！ふたつの魂は、その中で交わり、生きるのだ。」 

これを聞いたザノーニの顔には、今までにない人間的な喜びの光が輝く。そうか、この胸に

抱き締め、我が子と呼べる者がいたなら！子供が、第二のヴィオーラが－。 

ザノーニに「熟慮せよ」と警告しつつも、普通の人間に戻ろうとするザノーニの決心を聞い

たアドナイの輝く顔には、微笑がこぼれていた。 

¶10（メイナーに宛てたザノーニの書簡集） 

ザノーニはメイナーの許で修行するグリンドンのことを案じる一方、ヴィオーラに対する

愛を今なお募らせ続けている自身の様子を伝える。そしてヴィオーラを自らの境地に引き

上げようとするが「彼女を人間の心以上のものへと引き上げる」ことは叶っていないこと、 

ヴィオーラとの生活を通じて人間という存在の価値を改めて実感し、逆に修行の末に得た

“知の力”がザノーニたちをその“人間”から遠ざけているのだと感じてもいることも。 

メイナーの返事には修行中のグリンドンが期待を裏切ったことが書かれていた。ザノーニ

はグリンドンの運命を見守り続けるようメイナーに懇願するとともに、ヴィオーラと魂と

魂を結び合わせるすべをアドナイから示唆された喜びを書き送る。 

更に数か月後の手紙には－ヴィオーラが身籠ったことを伝えるザノーニの歓喜が記されて

いた。 

¶11 

夕暮れの浜辺に佇むザノーニとヴィオーラ。二人は愛に包まれていたが、ヴィオーラを自ら

の境地に引き上げようとする、即ち二人の生の法則を同じものにしようと願うザノーニと、

迷信深いヴィオーラとの間には未だ埋まらぬ大きな隔たりがあるのであった。 

そこへ病んだ鳥がヴィオーラの足下に落ち絶命した －疫病が襲来したのだ！二人の暮ら

すこの幸せな“愛の島”に、もはや止まることはできなくなっていた。 

 

 

 

 



■第五巻 霊薬の秘験 

 

¶1 

気絶から目覚めたグリンドンは、メイナーに命じられ傍に控えていたパオロから手紙を受

け取る。メイナーの手紙は官能の節制という試練の第一段階もクリアできなかったグリン

ドンを非難し、破門を通告するものであった。グリンドンに迫った誘惑は全てメイナーが試

練として仕組んだものだったのだ。メイナーは禁をことごとく破ったグリンドンへ冷やか

に破門を申し渡す一方、僅かながらでも秘薬を吸ったことによって特殊な能力を身につけ

ており、それは人間に可能な大事業を成し遂げさせうるものだ、と示唆していた。但し、秘

薬によって喚び出してしまった影の妖怪と闘い続けなければならないことも…。破門のシ

ョックで呆然とする一方、グリンドンの心にはメイナーに対する逆恨みの感情が湧き上が

っていた 

グリンドンは陽気に給仕するパオロに勧められるまま食事を摂りながら、彼の世俗の欲に

塗れた話を聞きそれに共感を禁じ得ない。そしてグリンドンは一人になると「まだ画家とし

ての自分はある」と情熱を滾らせ、衝動的にメイナーのいた部屋の壁に見事な着想をぶつけ

創作にとりかかった。－しかし、そこにやはり影の妖怪が出現する。グリンドンが壁に描い

た人物たちも飛び出してきて語りかけてくるのだ。グリンドンは激しい恐怖を制し勇気を

振り絞って影の妖怪に対峙し、何とかこれを耐え切った。 

翌日、グリンドンは修行の場であった古城を後にした。初めて門をくぐった時は輝かしい希

望に満ちていたのに、今やグリンドンの胸に満ちているのは暗黒の想い出だけだった。 

¶2 

イギリスに戻ったマーヴェイルは亡くなった父の会社の要職に就き、美しく貞淑で分別に

満ちた妻を娶って、充分豊かで穏やかな日常を送っていた。ある夜、マーヴェイルはグリン

ドンのことを回想し妻に語りかけていた。「（グリンドンは）大胆で強情な気性なのに、そ

のくせ照れ屋で、慎み深かった…」 

その時である。夜の 10時を回っているというのに誰かが訪れた。何と！グリンドンである。 

グリンドンは変貌していた。マーヴェイルの回想した慎み深さなど見当たらず、いきなり遅

くにやってきて挨拶が終わるや酒を要求し、さらには泊めてくれという。態度もふてぶてし

くマーヴェイルの妻を甚く閉口させた。グリンドンとマーヴェイルの深酒は未明 2 時を過

ぎても終わらず、漸く寝室に戻ってきたマーヴェイルは酩酊し放吟する始末で、そんな姿を

見たことのない妻を激しく驚かせ、怒らせた。 

¶3 

もはや画家でもなくなっていたグリンドンの用件は、実業家になるためマーヴェイルに算

段を相談に来た、というものだった。数日に亘りマーヴェイル家に逗留し、その安寧を破壊

した後グリンドンは立ち去り、財産を資金化して投資家となり、ツキまくって短期間に大き

な利益を得た。そして上流社会との付き合いにうつつを抜かしたかと思えば、その情熱も突



然冷め、文学に手を染めたり放逸な若者の仲間に加わるといった有様である。グリンドンの

熱狂は、過去を忘れたいと願う人物のそれだった。その安息は、再び記憶にとらわれて貪り

食われる者のそれであった。マーヴェイルとグリンドンはお互いを避けるようになり、遂に

グリンドンには相談相手も友人もいなくなってしまった。 

¶4 

グリンドンには彼を敬愛して已まない妹アデラがいた。彼女を育ててきた叔母が亡くなり

身寄りのなくなったアデラは兄グリンドンのところに身を寄せたいと申出、グリンドンも

またアデラに深く同情しこれを引き取ったのである。 

心穏やかな時にも、常に深い陰鬱にとざされるようになったグリンドンは一人になること

を怖がり、片時といえどもアデラがそばにいないと不安になっていた。ある夜、アデラが何

の気なしに描いた先祖の肖像画のスケッチ－グリンドンに瓜二つの、グリンドンと同じこ

とを求め成就せずに終わったあの先祖の－を目にし、思わず取り乱したのをきっかけに、グ

リンドンはイギリスに戻るまでのことを妹に語り始めた。 

グリンドンはメイナーに破門されたあの後、フィリーデを連れてメイナーを探し回ってい

た。常に付き纏うあの影の妖怪を追い払うために…！そして遂にグリンドンはジェノバで

メイナーと遭遇する。メイナーはもちろん、ここでグリンドンと逢うことを判っていた。 

影の妖怪を祓え！と叫ぶグリンドンに対し、メイナーは冷やかに断る。影の妖怪が未だにグ

リンドンに影響し、メイナーの力をはねつけている、と。 

「おまえが狂喜して迎える革命の終幕には、おまえが抑圧だとして唾棄した秩序の瓦礫の

中で運命を求め、治癒を待ち望むことになるだろう。」 

メイナーの予言が終わるやグリンドンはメイナーを見失い、二度と見つけることができな

かった。 

グリンドンはアデラに苦悶の表情で語る。「高潔な生活に入ろうとすると、必ずおぞましい

あの妖怪が姿を現わす。」…そして今、アデラの傍らにその影の妖怪がいるのが見えるのだ

った。恐怖と絶望でグリンドンは気絶し、床に倒れ込んだ。 

¶5 

気絶してから数日間、譫妄を伴う高熱に苦しんだグリンドンを懸命に看護したのはアデラ

だった。しかし、あの夜以来アデラは心を病んでしまい、兄への愛情は恐怖へとすり替わっ

てしまっている。アデラは常に恐怖に苛まれ、毎夜 11 時にやってくる影の妖怪に慄いてい

たのだ。 

アデラのために新しい医者が来て、試しに兄弟に知られぬよう密かに時計を 30 分進めてお

いたその夜、11 時になっても妖怪が現れないことに歓喜したアデラであったが、その 30 分

後の正しく 11 時を迎えた瞬間、果たして妖怪は現れた！ 

アデラは恐怖で全身を痙攣して斃れ、その翌日夜 11 時に息を引き取ってしまった。 

¶6 

アデラを失ったグリンドンはマルセイユに残していたフィリーデのもとへ訪れた。フィリ



ーデは健気にも画家のモデルを務めながらグリンドンが戻ってくるのを待っていたのだ。

彼女をモデルにしていた画家とは…あのニコだった！図らずもニコと再会したグリンドン

は彼から革命運動への参加を勧誘される。影の妖怪から逃れんとするグリンドンはパリへ

行きその闘争に身を投じることこそがその道であると決意を固めた。グリンドンは気付か

ぬうちに、影の妖怪によって血飛沫の飛ぶ大海へと導かれているのだった。 

 

 

■第六巻 出奔 

 

¶1 

1793 年の末、ヴェネツィアでヴィオーラの命は出産の苦しみで風前の灯となっていた。ヴ

ィオーラを愛したがゆえに、もはやザノーニにはヴィオーラと産まれくる子とを救う力は

なく、人間の医者に縋るばかりである。ザノーニはアドナイを召喚しようとするが、応答し

ない。代わりに現れたのは“恐怖”の霊であった。何としてもヴィオーラと我が子を救わん

とするザノーニはこの悍ましい霊との取引に応じてしまう。 

かくして霊に与えられたザノーニの治癒の力により、医者が絶望を宣告した母と子は蘇っ

た。ザノーニは父となる歓喜、この上ないが束の間を迎えようとしていた。 

¶2 

我が子を抱いたザノーニの眼には“人間の”涙が溢れた。ヴィオーラはザノーニがそばにい

ることを確認し、安心に包まれた。 

ヴィオーラは医者も眼を見張る回復を見せ、子供もすくすくと成長していった。美しいその

子供は父と母の魂を新たな絆で結んだのである。その幸福にザノーニは夢中になっていた。

－しかし、人間に戻ったザノーニの眼ではもはや見ることができないが、子供の寝台の傍ら

には黒い無形のものがうずくまり、憎悪の眼を燃やしていたのだった。 

¶3 

ザノーニはメイナーに書簡を送る。父となった喜びにと希望に満たされたザノーニはその

想いを伝えるとともに、メイナーに尋ねる。人間に戻ってしまった今もなお、自分にはあの

“恐怖”の悪魔を挫き、すくませるだけの力が残っているのではないか－と。 

メイナーの返信はザノーニを一喝するものであった－アドナイではなく恐怖の悪魔に縋っ

たことを、悪魔を制御する力などとうの昔に失っているのに気付かないことを。 

「独りになれ、そして我の許に戻って、再び幻視者たれ！」と。 

 

¶4 

ザノーニはヴィオーラと暮らすようになってから初めて彼女を置いて出掛けた。行先はロ

ーマ、重要な用事のためという。母となったヴィオーラは依存する者から力ある者への変貌



を遂げていた。今やザノーニ不在の数日間すら、ヴィオーラは守るべき子とともに悲しくも

美しく過ごせるだろう。 

一方、ヴェネツィアの有力なフランス革命支持者二人の許に、翳のある笑いを浮かべる男が

やってきて、革命家からヴェネツィアのザノーニの屋敷を聞き出している。また別の革命家

の夫人をフランスヘ連れて行こうとしているこの男は、何と断頭台に架けられる危険に希

望を見出しているのだった。 

¶5 

そうしてザノーニの留守中にその屋敷を訪れ、ヴィオーラに面会を求めたこの男こそは…

クラレンス・グリンドンだった。すっかり変貌してしまったグリンドンの姿に驚くヴィオー

ラに、グリンドンは自らが味わった秘儀とその結果付き纏われることとなった影の妖怪の

恐怖を冷徹に話して聞かせてしまう。そこにザノーニに対する非難を込めて…。 

グリンドンの話から彼の恐怖心が伝染すると、それまで彼女をザノーニに繋いでいた不思

議な愛の力も半ばは解かれてしまう。ヴィオーラは本能的に立ち上がり、我が子を確りと腕

に抱いた。 

それでも子供を見つめるうちにヴィオーラの胸中には、ザノーニとの感謝に満ち偏見のな

い楽しい想い出が甦ってきた。ヴィオーラは決然とグリンドンを退ける。 

しかしグリンドンは再び陰鬱な声でザノーニから離れるよう言い残し、去っていくのであ

った。 

¶6 

グリンドンの話によって幼い頃の不安を覚醒してしまったヴィオーラは、敬虔なカトリッ

ク信者として当たり前の行動をとった。－教会に老神父を訪ね、ザノーニのことについて相

談したのである。予てザノーニの不思議な噂を耳にしていたこともあり、この老神父はザノ

ーニを魔術・妖術の遣い手と断じ、幼子を守るためにザノーニの許から逃げ出さなければな

らないと諭すのだった。ヴィオーラは震え上がりながらも、ザノーニとその愛に縋る葛藤か

ら無気力状態に陥った。 

譫妄状態から漸く脱したヴィオーラは、ザノーニが不在の今、入室を禁じられていた秘密の

部屋へと歩みを進める。かつて幻視者ザノーニを無数の蒼白きものが取り囲んでいたその

闇の中へ、ただ独りで！ 

¶7 

ザノーニの秘密の部屋に黒魔術的な禍々しいものは見当たらず、静かに月光が流れ込み、薬

草と古い青銅の容器が幾つかあるだけだ。ヴィオーラには今ここにはいないザノーニに会

いたいという想いがこみあげる。ふらふらと薬草と青銅の容器の方へ進んだヴィオーラは

水晶の小瓶を認め、咄嗟にその栓を開けた。部屋中に広がった強い芳香を吸い込みまた中の

液体を顳顬に塗るや、彼女の精神は解放され時空を超える。その想いのままヴィオーラの霊

＝幻像はメイナーと会話するザノーニの幻影へとたどり着く。メイナーもザノーニも気付

かない。幻像のヴィオーラは愛する我が子の許へ向かう。その揺籠の傍らにヴィオーラは、



マントを纏ったおぞましい黒い影が蹲っているのを発見してしまう。その時ヴィオーラの

幻像に気付き、ザノーニの幻像がヴィオーラに駆け寄るが、彼女はもはや耐えられなかった。 

悲鳴をあげて我に返ったヴィオーラは、ただひたすらに「我が子を救わなくては」という決

意を固めるばかりであった。 

¶8 

ザノーニの“魔法”と隣合せの恐怖に我が子を曝してはならないと決心したヴィオーラはザ

ノーニに許しを請う手紙を残し旅立つが、その手紙は最後までザノーニに対する愛と我が

子を守らねばならないとの思いとの葛藤が溢れるものであった。 

いずれにしても、ザノーニが自身の世界と栄光を棄ててまで愛した女は、かくも突然にかつ

残酷に彼を見捨てたのである。ただ、母としての激しい情熱に鼓舞されて飛び出したにもか

かわらず、ヴィオーラにはザノーニの許から去ったことの痛恨が再び湧き起り、彼女を慰め

のない心の闇へと突き落すのだった。 

 

 

■第七巻 恐怖政治 

 

¶1 

時は 1794 年 7 月、ロベスピエールの恐怖政治の下にあるフランスの指物師デュプレの家。

ロベスピエールの肖像があちこちに飾られたその 2 階の部屋に、ロベスピエール本人は居

た。この部屋こそが本来持っていた美徳を喪失し野心を暴走させた彼の恐怖政治の発信地

であった。今、ロベスピエールは 2人の腹心とともに、「国家の意思の結束」の大義名分に

より最後の粛清を行わんとしている。ロベスピエールは粛清対象者の名簿を確認し命令書

に署名した。 

その時である。一通の書簡が届く。それはロベスピエールの暗殺を宣言する脅迫状－この匿

名の手紙を読み恐怖にうち震えたロベスピエールはその差出人も粛清の名簿に加えるべく、

対象者の見直しを命じるのであった。 

¶2 

フランス革命に尽力し、その頂点にあって今や凋落しロベスピエールとの敵対から粛清の

恐怖に日々怯える画家がいた。それこそがあの卑劣漢ジャン・ニコである。ニコは粛清の名

簿から逃れんことを企図し、正義感に燃えロベスピエール批判の急先鋒となってパリに潜

伏するグリンドンに擦り寄る。グリンドンにまずロベスピエール打倒に向かわせようとす

るがこれを拒否されると、今度はパリを脱出するのに充分な資金も有するグリンドンにと

もに逃亡させてくれと懇請したのである。グリンドンは邪悪なニコを信じてしまう。 

グリンドンはザノーニの許を飛び出したヴィオーラ母子をこのパリで別宅に匿っていたが、

このことはグリンドンを心から愛し行動を共にしてきたフィリーデの嫉妬を募らせていた。

グリンドンはニコ、ヴィオーラ母子、フィリーデともども逃亡する計画を進めるが、ヴィオ



ーラ母子も連れていくというグリンドンにフィリーデの真摯な嫉妬が燃え上がる。それが

ニコにつけ込む隙を与えてしまった。 

ニコはグリンドンの金貨も、そしてあわよくばフィリーデも手に入れ自らは粛清を逃れる

べく策謀をめぐらせフィリーデを焚き付けた。ヴィオーラへの嫉妬に燃えるフィリーデは

まんまとその企みに嵌り、ヴィオーラの許に走るならグリンドンに復讐したい－その想い

からフィリーデはニコに操られてしまう。フィリーデが部屋を出て行った隙にニコはグリ

ンドンのロベスピエールに対する反逆の証となる手紙の束を発見し、それを手中に収めて

しまったのだ！ 

¶3 

出奔したヴィオーラと我が子を探してパリに訪れたザノーニは既に聖なる力に見離され、

ただ人間としての力、本能を頼りに捜索を続けていた。その様子をザノーニはメイナー宛て

の書簡に綴る。ザノーニの精神は困難な状況に決して屈せず、必ずやヴィオーラを探しあて

るという希望と意志に満ち満ちている。それまでには彼女の純粋な愛情ゆえにヴィオーラ

は護られるはずと確信し、またそう祈っていた。 

一方、世情に混乱と理不尽の続くパリで目にした、愛する者のために自己を犠牲として殉じ

る父親の姿や、神聖な生への誓いを守り信仰に身を捧げる乙女たちの姿にザノーニは深く

共感していた。そしてザノーニの心から、愛する我が子と妻の姿はいつ何時も消えることは

ない。 

¶4 

革命の狂乱状態が続くパリにヴィオーラはいた。優しく我が子を見守る彼女は今や蒼ざめ、

やつれていた。迷信を信じグリンドンの言葉に惑わされ我が子を守るという大義から、ヴィ

オーラはザノーニを棄てた。しかし今になってヴィオーラはザノーニに対する愛がこれほ

どまでに強いことに気付き、自ら招いた彼の不在という生活の中で押し潰され、活力を失っ

てしまっている。 

グリンドンがパリからともに脱出するよう促すためにやってきた。手立ても調ったという。

ザノーニへの愛を断ち切れないヴィオーラは「もう動きたくない」と一度は謝絶するものの、

母親としての義務を－子供を守ることを盾に説得するグリンドンの言葉のままに、明晩脱

出することに同意するのだった。 

¶5 

グリンドンがヴィオーラの許を立ち去るとき、そこには二つの人影が潜んでいた。ニコとフ

ィリーデである。守衛からヴィオーラの様子を訊き出し、ヴィオーラが赤ん坊とともにいる

ことを知ったフィリーデは、ニコの制止も振り切ってヴィオーラの部屋へと駆け上がる。戸

口から覗いたヴィオーラの美貌と赤ん坊の姿にフィリーデの嫉妬は炎嵐と化した。赤ん坊

がグリンドンの子であると誤解したフィリーデは「復讐してちょうだい。いくらでも出すか

ら！」とニコに依頼してしまう。ニコの企みによってグリンドンともどもヴィオーラは断頭

台に送られることになる。グリンドンだけは助けて、とフィリーデは懇請したが、ニコは悪



魔の笑いを浮かべつつ無責任な応答をするだけだった。 

¶6 

ニコの裏切りとフィリーデの嫉妬に全く気付くことなく、グリンドンは脱出計画の最終準

備を進めていた。一方、ニコは裏切りを実行すべくロベスピエールのもとに向かう。少年の

頃から悪党であったニコは企みをめぐらせ、ロベスピエールの一派として立身出世と富を

手にすることができるかもしれないという邪な希望すら抱いていた。ロベスピエールの寓

居はジャコパン党員とその取り巻きでごった返し、ニコは罵声を浴びる。そこに騒ぎを収め

る声が響くや、残忍で鳴らした部下アンリオに先導されたロベスピールが現れ、自室へと向

かっていくのであった。 

¶7 

椅子の背に凭れたロベスビエールは疲労の色が濃かったが、粛清の話題とともにはっと身

を起こし、生気を漲らせた。スパイからさまざまな報告を受けるロベスピエール…その報告

の中には例の匿名脅迫状の差出人としてニコを告発するものも含まれていた。そうとは知

らぬニコはロベスピエールの部屋に通され、遂に自分の企みを実行に移す。グリンドンの家

から持ち出した手紙はやはりロベスピエールの望んで已まない「謀反の証拠物」だった。密

告を終えたニコは部屋を出ていくが、ロベスピエールはジャコパン党員に逮捕状を持たせ

ニコを追跡させる。もちろんニコも投獄するのだ。 

ロベスピエールの発した新たな粛清により、今まさにグリンドンにそしてヴィオーラに断

頭台送りの危機が迫っていた。 

¶8 

脱出計画の準備を終えたグリンドンは、突然聞きなれた恐怖の声が、耳元で不吉な予言を告

げるのを聞く。その時グリンドンは尾行に気付いた。尾行をまいたグリンドンは「まだ尾行

者がいるぞ、ついてこい。」と警告する男に従い逃走するが、逃げ切れない。しかし尾行者

が一瞬目を離した隙に、警告してくれた男はグリンドンを建物に招き入れた。建物の奥へと

到着しその男が明かした正体－それこそはザノーニなのであった。 

¶9 

ザノーニと再会したグリンドンは彼に対する非難を露わにした。秘術の修行に挫折し今や

門口に住まう影の妖怪の恐怖とその苦しみだけが付き纏う境遇に陥った、そこに招き入れ

たのはそもそもザノーニなのだと。そんなグリンドンをザノーニはあくまで理知的に諭す。 

奥義を極めて死を克服したはずの超人が、現在はメイナーとザノーニの二人だけである事

実にグリンドンはどうしても納得がいかず、「詐欺師！」と激しくザノーニを罵倒すること

を止めない。 

ザノーニは遂に、奥義を極めた先人たちも生きている限り完全には克服できない欲望と情

熱があり、それを取り巻く友情や愛の対象が日々目の前から消えてゆく悲しみに耐えきれ

ず、自ら命を絶っていったことを示唆するのだった。その境遇はまさに今のザノーニ自身の

ことでもあった。 



ザノーニはヴィオーラと我が子の居場所をグリンドンに問う。その代わりにザノーニはグ

リンドンを苦しみから救うことを約したのである。ザノーニがグリンドンの顳顬にそっと

手を置くとグリンドンは直ぐに忘我状態となり、理想に燃えた過去を回想した。青春や少年

時代、幼年期が汚れない願いと希望とともに戻ってくる。グリンドンに甘美な涙が伝い、彼

は影の妖怪の恐怖から解放された。 

気が付けばザノーニの姿はそこにない。グリンドンが無事祖国に帰ることのできる手立て

を記した一通の手紙がテーブルの上に残っていた。 

¶10 

ロベスピエールの命により、既にヴィオーラは囚われ牢獄にいた。ザノーニは決死の覚悟で

ヴィオーラを救出することをメイナーに宣言する。ザノーニは「生まれて初めて、人間の論

争と策略の只中に身を投じ」タリアンを中心とした反ロベスピエールの勢力を鼓舞し、結集

していく。既に民衆は血迷った暴君を見捨てており、この不思議なザノーニという男の言葉

によって、ロベスピエールに対する嘗てない憤りと勇気を燃え上がらせていた。 

¶11 

その翌日－7 月 26 日に国民公会に現れたロベスピエールは新たな粛清の断行を謳う大演説

を行った。裏切者を罰し、公安委員会を浄化する－ この恐るべき男の言葉には、いまだに

人を威圧する意志の魔力があった。しかし遂に反ロベスピエールの勢力たる山岳党が爆発

する！傍聴席に居たザノーニの視線が、タリアンをはじめとする彼ら山岳党員を駆り立て

たのだ。突如発生した反対動議の炎は暴君ロベスピエールに恐怖を感じさせ、それを受けて

一層強まっていく。動議は否認されず、ロベスピエール失墜の兆しが見える。最後には会場

いっぱいに叫び声が響いた。「暴君を倒せ！共和国万歳！」 

¶12 

危機を感じ取ったロベスピエールは会議場を後にするや、2日後に断頭台に送る予定であっ

た 80 名について、その裁判と死刑執行を早め明日とするという恐ろしい命令を下す。失墜

したロベスピエールが断頭台へと送られるのは時間の問題だ。しかし今や暴君の一言によ

り、それよりも早く明日ヴィオーラは処刑されてしまう！ザノーニはその知力を通じて自

分の策略が無に帰したことを知った。 

¶13 

心の動揺と絶望に苦しむザノーニは、懸命にアドナイを召喚する。しかし、現れたのはまた

も影の妖怪だった。毒づく影の妖怪にザノーニが毅然と隷属を命じると、影の妖怪は遂にヴ

ィオーラを救うことはできると白状する。 だが、その代償としてザノーニの命が必要だと

いう…。なおも妖怪は毒づくが、今や幻視者の力を取り戻したザノーニは敗北の憤怒と憎悪

の混じる悲鳴をあげる妖怪を消し去り、代わりにアドナイを召喚することに成功したので

ある。きっぱりと自身の生命と訣別したザノーニに、アドナイは「ヴィオーラと子供の未来

は”いと高き方”の手の内にあり、”この方の眼”は地下牢であれ断頭台の上であれ、愛に



おいてはおまえよりも優しく、導くときにはおまえよりも賢く、救い主としてはおまえより

も力強く、永久に見守り続けて下さる！」と告げる。 

濃い光輝を残してアドナイは去り、ザノーニの顔からは一抹の翳もなくなっていた。 

¶14 

ザノーニは静かなパリの街を見おろす高い露台に立ち、幻視している。太古からの歴史回想

に始まり、遠くローマの廃墟に隠遁する師メイナーの姿を、そして暗い地下牢で我が子を抱

くヴィオーラの姿を。ザノーニは我が子の魂に語りかけ、自身が死という運命へ向かうこと

を詫び、“門の向こう”でヴィオーラと我が子を待っていると告げる。 

最後にザノーニはメイナーに決意を伝えた。 

「…私は自分の意志で、闇の国へ旅立ちます。…私はこの土塊なる肉体を棄てるほどに愛し

た二人のために、永遠の若さを通してともにいられるところへ行きます。…」 

¶15 

ザノーニはパリ国民衛兵指揮官のアンリオを買収し、革命裁判所長官デュマに直接面談の

機会を得る。デュマは既にロベスピエールの命を受け、翌日ヴィオーラを含む 80 人の反対

勢力の裁判と処刑を直ちに実施しようと準備を進めていた。 

ザノーニは頑ななデュマに対し、何と「ヴィオーラの処刑を 1日猶予する代わりに自分の首

を差し出す。」と申し出た。1日猶予するだけだ、処刑者の数も変わらない、と。その上ザ

ノーニは明日の裁判の場において、ロベスピエールやデュマを脅かす陰謀を語ると約束す

る。（怪しい雲の在処を話しているうちに、雷が落ちてくるかもしれないと示唆しつつ…。）

ザノーニの力に圧されてデュマは取引に応じ、ザノーニと約するのだった。 

¶16 

子供とともに牢獄にいるヴィオーラは遂に自らが明日断頭台へと送られる身の上であるこ

とを知った。彼女は抱く我が子に天からの言葉を感じ、ただ祈るばかりであった。同じ境遇

にあるニコはこの状況にあってもその美徳のなさから醜悪な態度をとり、ただ虚無に包ま

れるだけであった。 

実は、ヴィオーラの処刑は１日猶予されている。暗い牢獄で獄吏に導かれヴィオーラの陰鬱

な独房に近づいてくる者がいた。獄吏はその男に買収されている。 

¶17 

処刑の迫る中、ヴィオーラはザノーニが入ってきたことにも気づかず、独房の奥に跪いてひ

たすらに祈りを捧げていた。浄化され生まれ変わった後には再びザノーニと巡り会えるよ

うに…そして何より遺される我が子のことを案じて。 

ザノーニはヴィオーラと我が子を救うためにここへ来たことを告げる。ヴィオーラは狂喜

の叫び声をあげてザノーニの足元に身を投げ出した。ヴィオーラは啜り泣きながら子供を

守りたい一心でザノーニの許を去ったことを語り、許しを乞う。ザノーニの優しい庇護の腕

に抱かれ、聖い口づけで過去は許された。これから起こることを知らぬヴィオーラは、我が

子とザノーニと再びともにいる幸福に満たされている。その束の間の喜びに水を差すこと



は、ザノーニもしない。しかしヴィオーラと我が子を救うため、明日ザノーニが断頭台に架

けられることは逃れられぬ。 

朝が訪れ、獄吏がやってくる。安らかに眠るヴィオーラと、澄んだ真剣な瞳を大きく見開い

て彼を見つめる我が子に別れを告げ、ザノーニは裁判と死の運命へと向かった。 

漸く目覚めたヴィオーラはザノーニがいないことに気付き、扉へ駆け寄ってザノーニを探

し叫ぶ。ヴィオーラに知らされたのはザノーニが断頭台へ向かった事実である。ヴィオーラ

はザノーニの発した言葉の意味、彼女のために払った犠牲－そうした全てを瞬間に悟った。

すると彼女は幻視することができた。裁判長デュマと対峙するザノーニの毅然とした姿が

…。ロベスピエールの恐怖政治を終わらせるべく群衆は蜂起していたが、アンリオ率いる衛

兵が襲来してそれを蹴散らした。無神論者ニコは無様に取り乱し、グリンドンを死へ追いや

ったと思い込み錯乱したフィリーデは、衛兵のサーベルによって命を失う。 

断頭台へ向かう“死の行列”は止まらない。遂にザノーニの番が来た。 

「死なないで。私を残して行かないで！聴いて－私の言うことを聴いて！あなたは、こんな

時にも微笑を浮かべて！」幻視しているヴィオーラが叫ぶ。 

執行の瞬間、ザノーニの唇に浮かぶ微笑とともに忌まわしきものは－断頭台も、死刑執行人

も、恐怖も消え去り、あたり一面が永遠の陽光に包まれた。今やザノーニは大地から飛び立

ち、肉体を持たぬものとして、喜びと光の「イデア」として、ヴィオーラの上に漂っていた。 

 

その頃、遂に群衆は勝利していた。ロベスピエールとその一派は無数の群衆に制圧された。

恐怖政治は終焉したのだ！ 

陽の差した牢獄には、天を仰ぎ眼を開いたまま至福の喜びの微笑を湛えたヴィオーラの亡

骸があった。その美しい姿に、驚愕と畏怖で人々は後ずさりした。その傍らに目を覚ました

幼な子がじっと人々を見つめている。父も、母も亡くしたこの子の運命は如何になるのだろ

うか？ 

微笑みかける幼な子を見て、群衆に混じっていた老神父が柔和な声で言った。 

「ほら、見なされ！笑っているぞ！父なき子は、神のご加護に預かるのじゃ！」 

 

（完） 

 


