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1．イタリア国家統一運動とイタリア文学

　イタリアという単語は、19世紀まで長らく

互いに独立した複数の国家の集まりを示すもの

でしかなかった。理念としてのイタリアは、た

しかにその遥か前から存在していた。ダンテ、

ペトラルカ、マキャヴェッリなどが、それぞれ

の作品で「イタリア」を論じたことはよく知ら

れている 1。ただそのような「イタリア」は一部

の知識人の脳内に存在していた理念に過ぎず、

実態を伴わないものであった。そしてその理念

を現実のものにしようと国家統一運動が開始さ

れるのは、ようやく近代になってのことなので

ある。国家統一運動の直接の契機は、18世紀

末から19世紀初頭にかけて生じた、フランス

革命とナポレオン戦争であった。イタリアは、

その後数十年にわたって前進と後退を繰り返し

ながら、19世紀後半、ついに諸外国からの独

立と国家の統一とを手にした。

　19世紀のイタリア文学において、国家統一運

動（あるいはそれに連なる様々な文化事象＝リ

ソルジメント）が及ぼした影響は絶大なもので

あった 2。例えば、マンゾーニ 3 の主著である長

編小説『いいなづけPromessi sposi』は、あらゆ

る意味でリソルジメント的な作品である4。フォ

スコロ 5 は、書簡体小説『ヤコポ・オルティス

の最後の手紙Le ultime lettere di Jacopo Ortis』の

うちに失われた祖国への愛情を表現し、また叙

事詩『墳墓Dei sepolcri』において綺羅星のごと

きイタリアの先人たちを称揚した。その他、イ

タリア国家統一運動／リソルジメントの影響を

受けた文学作品は、枚挙にいとまがない。

　ところが、同じ時代のイタリアを生きた詩

人ジャコモ・レオパルディ（Giacomo, Leopardi, 

1798-1837）の作品には、一見するとリソル

ジメントの影響があまり感じられない 6。彼の

代表作には、詩集『カンティ Canti 7』所収の

短詩「無限L’infi nito」や抒情詩「シルヴィアに

A Silvia」、そして散文集『オペレッテ・モラー

リOperette morali 8』に収録された「自然とア

イスランド人の対話Dialogo della natura e di un 

islandese」などの対話篇がある。これらの著作

は、いずれも時代背景を感じさせない、いわば

普遍的な作品の趣を呈している。

　だが実は、レオパルディにもリソルジメント

の影響を強く感じさせる作品が存在していた。

1818年に発表された処女作は、祖国への愛を

詠じた2篇のカンツォーネ（この詩形の詳細に

ついては、本稿第3章にて詳述）なのである。

そしてその愛国的な色合いは、1820年に上梓

された第2作にも表れている。これらの作品は、

今日、一般的にはあまり注目されることがなく

なってしまった。しかし、レオパルディが愛国

詩と共に文壇にデビューしたという事実は、軽

視することができない。

2．レオパルディ作品の全体像と

愛国詩の位置づけ

　レオパルディが生前に出版した作品は、そ

の大半が詩集『カンティ』および散文集『オペ

レッテ・モラーリ』に収録（再録）される 9。以

下、複数の詩集の名を挙げるので多少煩雑にな
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るが、それらは最終的に『カンティ』に収斂さ

れるものと考えていただきたい。レオパルディ

の初めての刊行物は、1818年に発表された2
篇の愛国詩からなる『カンツォーネ集Canzoni』

であり、それぞれの詩には「イタリアについて

Sull’Italia」および「フィレンツェで準備されて

いるダンテの記念碑についてSul monumento di 

Dante che si prepara in Firenze」という題が付さ

れている 10。その後、イタリアの先人たちを称

揚する『ジャコモ・レオパルディのアンジェロ・

マーイへのカンツォーネCanzone di Giacomo 

Leopardi ad Angelo Mai』が1820年に発表される。

1824年、以上3篇に7篇のカンツォーネを新た

に加えた全10篇の『カンツォーネ集Canzoni』

がボローニャで出版された（以下、1818年の『カ

ンツォーネ集』と区別するため、こちらを『カ

ンツォーネ集B』と呼ぶ）11。新作7篇の中では、

哲学的なテーマ（とくに自殺に関する省察）を

扱った「小ブルートゥスBruto minore」および

「サッフォーの最後の歌Ultimo canto di Saffo」が

名高い。1826年には、それまでに執筆された

カンツォーネ以外の形式 12 の詩を収録した『韻

文集Versi』が上梓される。そこには「無限」、「祭

りの日の夜La sera del giorno festivo 13」など、初

期レオパルディを代表する作品が含まれる 14。

いずれにおいても、風景描写を通じた自然との

関わりが重要なテーマの一つになっている。

　この頃（1820年代半ば）実は、レオパルディ

の詩作は久しく途絶えていた（1824年と1826
年に出版されたのは、それ以前に書かれた作

品である）。かわりに執筆されたのは、一連の

思想的な散文である。1824年には、「自然とア

イスランド人の対話」や「トルクァート・タッ

ソと彼の守護精霊との対話Dialogo di Torquato 

Tasso e del suo Genio Familiare」などの哲学的な

対話篇を含む計20篇の散文が執筆された。こ

れらは1827年、散文集『オペレッテ・モラーリ』

（初版）として出版されることになる。『オペ

レッテ・モラーリ』は1834年に第2版が出版さ

れ、そこには「暦売りと通行人の対話Dialogo 

di un venditore d’almanacchi e di un passeggere」

など、新たな対話篇がいくつか追加された。

　1828年、レオパルディは詩作を再開する。

それから1830年まで、「シルヴィアに」、「想い

出Le ricordanze」、といったレオパルディを代

表する詩群が執筆される。今挙げた2篇は、失

恋をテーマとしながら運命の虚しさを詠ったカ

ンツォーネであり、抒情詩人としてのレオパル

ディの像を確立した作品と言ってよい。これ

らの抒情詩は、これまでの詩集に収められた

全作品と共に、1831年、詩集『カンティ』とし

て出版された。1831年以降もレオパルディの

詩作が途切れることはなく、「みずからにA se 

stesso」や「えにしだLa ginestra」など晩年のレ

オパルディを代表する詩が執筆される。これら

に共通するテーマは、人生がもたらす苦痛と自

表1　レオパルディ生前の主な刊行物一覧
詩集・散文集の名前 主な収録作品（追加収録作品）

1818 『カンツォーネ集』
「イタリアについて」

「フィレンツェで準備されているダンテの記念碑について」

1820 『アンジェロ・マーイへのカンツォーネ』 同左

1824 『カンツォーネ集B』 「小ブルートゥス」、「サッフォーの最後の歌」

1826 『韻文集』 「無限」、「祭りの日の夜」

1827 『オペレッテ・モラーリ』初版
「自然とアイスランド人の対話」

「トルクァート・タッソと彼の守護精霊との対話」

1831 『カンティ』初版 「シルヴィアに」、「想い出」

1834 『オペレッテ・モラーリ』第2版 （「暦売りと通行人の対話」）

1835 『カンティ』第2版 （「みずからに」、「えにしだ」）
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然の悪しき本性である。これらの詩が追加収録

された『カンティ』第2版は、1835年に刊行さ

れる。1837年、レオパルディはナポリで他界

した。

　以上、レオパルディの生前の刊行物を、詩集、

散文集に区別しつつ列挙した（表1参照）。韻文、

散文、共に形式は実に多様であるが、テーマに

関しては風景、失恋、そして世界の虚しさ、と

いったある意味では普遍的なものばかりが扱わ

れている。その一方で、彼の生きた時代を強く

反映した作品は、1818年から続けて3篇の愛

国詩が発表された後、ほとんど書かれなくなっ

た。それでは、レオパルディ作品にあって例外

的 15に時代を反映したこれらの愛国詩は、具体

的にはどのような作品なのだろうか。

3．愛国詩とカンツォーネ

　それぞれの愛国詩の個別分析に取り組む前

に、これらがいずれもカンツォーネという形式

を取る詩であったという注目すべき事実につい

て一言触れたい。カンツォーネは、伝統的なイ

タリア語の詩形の一つであり、一般的に、①

構成の等しい複数の詩連（stanza）を連結させた

構造を持つ、②各詩連が11音節詩行と7音節

詩行（と稀に5音節詩行）によって構成される、

という2点が求められる。より正統派の（ペト

ラルカ的な）カンツォーネにあっては、さらに

③各連が前半部（「フロンテ fronte」）と後半部

（「シルマ sirma」）に分かれる、④末尾に他の詩

連より短い「コンジェード congedo16」が添えら

れる、などの要素が加わる 17。この詩形の起源

は南仏の吟遊詩人トロバドールまで遡り、ダン

テが『俗語詩論De vulgari eloquentia』において

「最も高貴な詩形」（II, vi）と評して以来、非常

に多くのイタリアの詩人によって採用されてき

た詩形である。したがって、レオパルディがカ

ンツォーネという詩形を選択したことは、ある

意味ではイタリア文学の伝統のうちに自らの詩

作を開始したことを表している 18。

　カンツォーネという詩形に注目すべき理由は

これだけではない。イタリアへの祖国愛を詠っ

た最も著名な詩、すなわちペトラルカの「わが

イタリアよ Italia mia」（Rvf. CXXVIII19）もまた、

一篇のカンツォーネであった。よく知られてい

るように、マキャヴェッリは『君主論』をこの

カンツォーネの引用で締めくくっている。この

事実もまた、「わがイタリアよ」がイタリアの

愛国詩を代表する作品であることを如実に表し

ている（ペトラルカの時代にも、マキャヴェッ

リの時代にも、そしてレオパルディにも、「イ

タリア」は失われた祖国であった！）。ペトラ

ルカの愛国詩はこれ以外にも『カンツォニエー

レ』の第28篇や第53篇などがあるが、いずれ

もカンツォーネの形式を取る。19世紀に至る

までのイタリア文学におけるすべての韻文のモ

デルがペトラルカに見出される 20 とすれば、カ

ンツォーネという詩形を用いて祖国愛を表すこ

とはまさにイタリア文学の伝統を体現するふる

まいであったと言えるだろう。

4．「イタリアについて」

　カンツォーネ「イタリアについて 21」は1818
年9月に執筆され、同年の末に「フィレンツェ

で準備されているダンテの記念碑について」と

共に『カンツォーネ集』としてローマで刊行さ

れた 22。詩形は、1連の行数20、詩連数7、全

行数140行のカンツォーネである。ただし、カ

ンツォーネという詩形を取っているが、ところ

どころ規範を逸脱する要素が見られ、ペトラル

カ風の正当なカンツォーネとはみなせない。す

なわち、ほぼ全ての行が脚韻を踏んでいるが、

各連につき2行ずつ脚韻を欠いた行が挿入され

ている。また脚韻と音節数の配列パターンは

規則的だが、奇数連（第1連、第3連、第5連、

第7連）と偶数連（第2連、第4連、第6連）と

で2種類の異なるパターンが共存している。し
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ばしばカンツォーネの末尾に添えられるコン

ジェードはない。さらには、各詩連がフロンテ

とシルマに分かれるという習慣も、この詩では

踏襲されていない、のである。

　主題は、祖国イタリアの現状である。第1
連で、レオパルディ（「私」）はまず「わが祖国

patria mia」に呼びかけた上で、一方でその無残

な現状を嘆き、他方で過去のイタリアの栄光を

懐かしむ。第2連ではそれを受けて、祖国のた

めに「私一人で戦い、私一人で倒れよう」（vv. 

37-40）と、悲壮で劇画じみた宣言をする。続

く第3連では、ナポレオンのロシア遠征におけ

る「大陸軍」を暗示しつつ、そこに加えられた

イタリア人が祖国でなく外国で血を流してい

るという現状に対して、悲憤を示す。その後

第4連から、テルモピュライの戦いにおけるギ

リシャ軍への言及が始まる。そしてそれとの比

較から、祖国のために死を賭することの価値を

強調する（「おお、勇ましく愛おしく祝福され

た古き時代よ。人々は、集団を成して祖国のた

めに死へと駆けていったのだ」vv. 63-64）。第5
連から最終第7連にかけて、「私」はテルモピュ

ライの戦いの戦没者に哀悼歌を捧げたギリシャ

詩人シモニデスになり代わり、祖国のために戦

死した若者を讃える。

　詩の全体を仮に第1連 -第3連と第4連 -第7
連に二分すると、前半部ではイタリアがフラン

ス帝国の一部になってしまったことに対する憤

りが直接的に詠われているが、後半部において

はむしろ「祖国を詠う抒情詩」という文学的ト

ポスそのものが詩のテーマになっているよう

に思われる。第2連で「一人で戦う」ことを宣

言した「私」は、カンツォーネの後半になると

兵士の役割を忘れ、戦没者に詩を捧げる詩人と

してふるまい始めるのである。ナポレオンのロ

シア遠征は1812年の出来事であり、この作品

が執筆されたとき既に6年の月日が経過してい

た。「私一人で戦い、私一人で倒れよう」といっ

た劇的な詩句は、レオパルディの激情を表して

いるものと言うより、一種の誇張法とみなすべ

きかもしれない。

5．「フィレンツェで準備されている

ダンテの記念碑について」

　カンツォーネ「フィレンツェで準備されてい

るダンテの記念碑について」（以下「ダンテの

記念碑について」と略記）は、1818年9月から

10月にかけて執筆され、1818年末に出版され

た 23。執筆の直接の契機は、フィレンツェにダ

ンテ像の建設計画が持ち上がったことである。

ダンテは言わずと知れたイタリア語の父であ

り、彼の銅像を建造することは「イタリア」の

シンボルを立てるという極めてリソルジメント

的な行いであった。「ダンテの記念碑について」

の詩形は、各連の行数17（最終連のみ14行）、

詩連数12、全行数201行のカンツォーネである。

「イタリアについて」と同様、奇数の連と偶数

の連とが、それぞれ同一の構造（脚韻の踏み方

と音節数のパターン）を有する。脚韻を欠く詩

行は1連につき1行のみである。第12連は他の

連より短く、一種のコンジェードとみなせるも

のである。依然として規範を逸脱する要素を残

すが、全体としては「イタリアについて」より

正統派のカンツォーネだと言える。

　詩の主題は、ダンテ記念碑建造計画に寄せる

期待と、再びイタリアの惨状である。第1連は、

ナポレオン戦争終結後に開催されたウィーン会

議（1814-15年）への言及（「和平が白い翼の下

に私たちの民族を迎え入れようとも」vv. 1-2）
で始まり、イタリアの過去の栄光と比較しつつ、

現在の惨めな状況が嘆かれる（「イタリアよ。

過ぎ去りし人々に敬意を表することを心に留め

たまえ。いまや、お前の土地には彼らに比肩す

るものもおらず、称賛に値する人物もいない。」

vv. 7-10）。第2連から第3連にかけて、レオパ

ルディはダンテ記念碑の建造の企画に触れ、そ
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の発案者に対して賛意を表明する（「ああ、忠

誠心に満ちたあなた方よ。あなた方のおかげ

で、我らの国はあのおぞましく卑しい汚辱を洗

い流すことができるだろう。」vv. 30- 32）。第4
連では、詩聖ダンテを描くことの困難が詠われ

る。「いかなる死すべき声 24 が、造形によって

神聖なる事物に近づくことができようか」（vv. 

58-59）という詩句は、まず彫刻家の仕事の難

しさを、次にダンテを表現するレオパルディの

詩作の困難を表しているが、それのみでなく彼

岸の世界を詩によって表そうとしたダンテの試

み（『神曲』）そのものをも暗示している。

　第5連では、レオパルディ当人も詩人として

その事業に加わることを宣言する（「ここで私

もまた我らの苦しむ母を讃えたい。［…］そし

てあなた方の企画に私の歌を加えたい」vv. 69-

72）。同じ連の途中からはダンテへの呼びかけ

（「アウソニア［イタリア］の調べの気高い父よ」

v. 74）が始まり、それは第7連まで続く。第8
連から第10連までは、現代のイタリア人の不

幸について、とりわけナポレオンのロシア遠征

におけるイタリア人の犠牲について、悲痛の言

葉がつづられる。ロシア遠征は「イタリアにつ

いて」においても取り上げられていたが、この

カンツォーネにあっては言及の仕方がより具体

的になっている 25。第11連から最終連にかけ

て、詩句は再びダンテに向けられ、堕落の時代

に栄光を与えた詩人たちが懐古される（「誉れ

高き魂よ、言いたまえ、あなたの国イタリアの

愛は死に絶えたのか？言いたまえ、あなたに火

を付けた炎は消えたのか？言いたまえ、あのミ

ルトゥスの木が再び生い茂ることはもう二度と

ないのか」vv. 180-183）。
　この詩は全体として、ナポレオンのロシア

遠征に象徴される祖国の惨状が中心に据えら

れ、詩人レオパルディが同時代のイタリアの若

者と詩聖ダンテとに言葉をかける構造になって

いる。その点で、一人の兵士として参戦すると

まで宣言した「イタリアについて」とは異なり、

レオパルディは終始詩人として「イタリア」と

向き合っている。印象的なのは、最終3連でダ

ンテを始めとする詩人たちが「イタリア」に慰

み 26 を与える存在として描かれていることであ

る。レオパルディの関心は、諸外国の食い物に

された政治的なイタリアから、ダンテやペトラ

ルカという伝統をもつ文学的イタリアに移った

と言えようか。

6．「アンジェロ・マーイへ」

　カンツォーネ「アンジェロ・マーイへ」は

1820年1月に執筆され、同年7月に出版され

た 27。アンジェロ・マーイ（1782-1854）は、古

代作家の失われた作品を数多く再発見したこと

で知られる当代随一の文献学者であり 28、この

カンツォーネは1820年にマーイがキケローの

『国家論De re publica』を発見したことを機に執

筆された。詩形は、各連の行数15、詩連数12、
全行数150のカンツォーネ。脚韻の組み合わせ

および音節数のパターンはすべて同一（奇数連

と偶数連の別がない）であり、各連がフロンテ

とシルマとに区分されている。これらは1818
年の2篇の愛国詩には欠けいた要素であり、そ

れゆえ「アンジェロ・マーイへ」はペトラルカ

的なカンツォーネの規範により接近した作品に

なっていると言える 29。

　主題は、マーイによる古典作品の発掘とそこ

から連想されるイタリアの偉人たちの礼賛であ

る。第1連は、「イタリアの天才 30 よ、なぜ墓

場から我々の父祖を呼び起こして止めないの

か」（vv. 1-3）というマーイへの問いかけから始

まる 31。第2連の「それは埋葬された死者たち

のざわめきだ。」（v. 27）という詩句に現れる「死

者たちのざわめき」という表現は、フォスコロ

の『墳墓』を想起させる 32。第3連では、「私 io」

が「崇高な魂」（v. 31）の群れに呼びかけ、「あ

なたたちのイタリアは死んだ」（vv. 39-40）と報
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告する。第4連に入ると、「私」は再びマーイ

に語りかけ、ルネサンスの人文主義者たちの仕

事に比較しつつ、彼の文献学者としての仕事を

賞賛する。

　第5連から第12連までは、イタリアの過去

の英雄たちに向けた賛歌である。第5連では

「運命に屈せず抗う者」（vv. 62-63）ダンテおよ

び「不幸な恋人」（vv. 68-69）ペトラルカが、第

6連および第7連では「リグリアの勇敢な子」（v. 

77）コロンブスが、第8連では「武具と愛の優

雅な歌い手」（v. 108）アリオストが、第9連お

よび第10連では「トルクァート」（v. 121）タッ

ソが、そして第11連から最終第12連の前半部

にかけて「荒々しいアロプロゲス人」（v. 155）
アルフィエーリが、それぞれ呼びかけられてい

る。第12連の後半部では再度マーイへ言葉が

向けられ、「私」は古典作品を掘り起こす作業

の継続を懇願する（「高名な発見家よ、仕事を

続けたまえ。生者は眠っているゆえ、死者を呼

び覚ましたまえ。古代の英雄たちの息絶えた言

葉に武器を与えよ。」vv. 175-178）。
　このカンツォーネを通して、レオパルディは、

マーイによる発見を契機にダンテからアルフィ

エーリに連なるイタリアの輝かしい伝統を振り

返った。特筆すべきは、列挙されているのがコ

ロンブスを除いて全員文学者だということであ

ろう。もはや政治的な現実のイタリアは問題に

なり得ない。文学的なイタリアの再生が希求さ

れているのである（「古代の英雄たちの息絶え

た言葉に武器を与えよ」）。政治的なメッセー

ジが薄らいでいるため、愛国詩としては「イタ

リアについて」や「ダンテの記念碑」より弱い。

しかし、繰り返される「イタリア」や「イタリ

ア人」という語彙の選択（マーイ自身「イタリ

ア人」と呼ばれている）からも分かるように、

このカンツォーネがレオパルディの祖国愛を表

明した作品であることは疑えない。

7．初期レオパルディにおける

「イタリア」の変容

　最初の3篇のカンツォーネ以降レオパルディ

が作品のうちに祖国愛を表さなくなる、という

ことは既に述べた。だが、彼の祖国に対する思

いの推移は、3篇の詩のうちにも読み取れるも

のであるように思われる。まず「イタリアにつ

いて」では、諸外国の食い物にされ地に落ちた

「イタリア」の政治的な再興（リソルジメント）

が希求され、レオパルディ自らもそれに貢献せ

んと意気込んでいた。それに対して「ダンテの

記念碑について」では、依然としてイタリアの

惨状が主題であるものの、そこでの「イタリア」

はダンテを始めとした文学的伝統の意味合いを

強め、レオパルディは詩人として（のみ）そこ

に関わるようになる。そして「アンジェロ・マー

イへ」に至ったとき、ついに現実の「イタリア」

あるいは政治的な「イタリア」は後景に追いや

られ、歴史上の「イタリア」あるいは文学的な

「イタリア」が前面に現れるのである。その点

では、カンツォーネという詩形を常に用いつつ

漸次的にペトラルカ的な規範に近づいて行った

ことも象徴的である。

　ところでこれ以降、レオパルディはさらにペ

トラルカ的な規範に近づいていくのだろうか。

否、実際はその逆で、カンツォーネにおいても

その他の詩形においても、レオパルディは伝統

から解き放たれた全く独創的な韻律を生み出

し、以てイタリア文学史に燦然と輝く唯一無二

の詩人となった。その過程で、レオパルディの

イタリア文学の伝統との関係性は再び変化を来

したものと推察される。が、この点に関しては

稿を改めて論じることとしたい。
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注

1 例えば、Bruni（2010）を参照。

2 例えば、岩倉他（1985: 227）を参照。

3 アレッサンドロ・マンゾーニ（1785-1873）
は、19世紀イタリアを代表する文豪。

4 小説の舞台17世紀のロンバルディアはス

ペインのハプスブルク朝の支配下にあり、

『いいなづけ』はその支配の仕方を陰に陽

に批判している。そこには当然、19世紀（出

版当時）のオーストリア・ハプスブルク家

によるロンバルディア支配に対する批判を

読み取ることもできる。またマンゾーニは、

話し言葉としての共通のイタリア語が存在

していなかったイタリア半島にあって、当

時のトスカーナ語を基準に据えた「標準イ

タリア語」を提唱した。そして『いいなづ

け』（の決定版）こそ、それを実践した文学

作品である。なおマンゾーニには、『いい

なづけ』以外にも、政治をテーマにした一

連の詩（「1821年3月」、「1814年4月」、「5
月5日」など）がある。

5 ウーゴ・フォスコロ（1778-1827）は、イ

タリアロマン主義を代表する詩人・小説家。

6 「リソルジメント risorgimento」という単語

自体は、愛国詩以外のレオパルディ作品の

中でも使用されているが、それは国家統一

運動を指し示すものではない（例えば、詩

のインスピレーションの「復活」という意

味）。

7 Cantiは「canto歌」の複数形。レオパルディ

が、RimeやCanzoniereといったイタリア

の詩にしばしば付される題を避け、自作を

Cantiと題したことは注目に値する。なお、

レオパルディの作品タイトルの邦訳につい

ては、（固有名詞の表記を除き）レオパル

ディ 2006に従った。

8 Operetteは「作品 opera」に縮小辞 ettaを付

けた operettaの複数形。moraliは「道徳の

morale」という形容詞の複数形。合わせて

「道徳小品集」というような意味。なお、

moraleという単語は、人間の習性を観察し

たフランスのモラリストたちの作品を思わ

せる。

9 レオパルディの没後には「雑記帳Zibaldone」

を含む未刊行の作品が出版されたが、本章

ではそれらは考慮に入れないこととする。

10 ただし、翻訳書にはそれ以前に刊行されて

いたものもある（『オデュッセイア』や『ア

エネーイス』等）。

11 『カンツォーネ集B』に関しては、Italia

（2016）が最新の研究成果をまとめている。

12 い ず れ も、 無 韻 11音 節（endecasillabi 

sciolti）からなる詩であり、伝統的な詩形を

逸脱する（つまり、これらの詩形を指し示

す名称が存在しない）。

13 その後、今日よく知られているLa sera del 

dì di festaに題に改められる。両者の間に大

きな意味の差はない。

14 「無限」や「祭りの日の夜」等の比較的短い

詩は、『韻文集』刊行直前の1825年12月か

ら翌年1月にかけて «Il Nuovo Ricoglitore»

誌に掲載された（連載のタイトルは「小情

景詩集 Idilli」）。なお、これらの詩の原形は、

1819年から1821年にかけて執筆されてい

る。

15 未刊行の作品には、レオパルディの愛国

心が現れたものは少なくない。例えば、

1815年に執筆された『イタリア人に捧ぐ

――ピチェーノ解放に際しての演説Agli 

Italiani, orazione in occasione della liberazione 

di Piceno』は、ナポレオンとフランス軍を

糾弾する演説風散文である。また、1818
年に執筆された『ロマン派の詩に関するあ

るイタリア人の論考Discorso di un italiano 

intorno alla poesia romantica』においても、
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イタリアにおけるロマン主義論争の文脈の

中で、レオパルディは外国文学の流行を批

判しつつ古典文学を擁護した。ただし、い

ずれも本稿で取り上げた愛国詩3篇に先立

つ作品であり、それ以降レオパルディが愛

国文学を発表しなくなる、という事実に変

わりはない。

16 「いとまごい」の意。

17 詳しくは、天野他（2010: 89-99）やBeltrami

（1991: 245-273）などを参照されたい。

18 カンツォーネという詩形とレオパルディの

関係については、とりわけBlasucci（1996: 

3-41）が参考になる。

19 Rvf.は『カンツォニエーレ』の正式名称

Rerum vulgarium fragmenta（『断片詩集』）の

略。収録された各詩に独立した題名はなく、

一篇の詩を指すときは、最初の一行（ある

いは一節）で表すことが多い。

20 例えば、Rizzoli版『カンツォニエーレ』に

収められたGalli Vecchiによる解題（Petrarca 

2012: 53）を参照。

21 1824年に出版された『カンツォーネ集B』

には、「イタリアへAll’Italia」というタイト

ルで再録される。そして1831年に出版さ

れた全詩集『カンティ』においては、冒頭

を飾る詩となる。なお本稿では、1818年
当時のレオパルディを論じるため、よく知

られている『カンティ』版の「イタリアへ」

ではなく、1818年版の「イタリアについて」

から引用する（クリティカルエディション

を参照しつつ再現した）。「ダンテの記念碑

について」および「アンジェロ・マーイへ」

に関しても同様。

22 執筆や出版の年代の特定には、とりわけ

Campanaの最新版『カンティ』註解を参照

した（Leopardi: 2014）。以下同様。

23 『カンツォーネ集B』、『カンティ』に再録

される際、それぞれ Sopra il monumento di 

Dante che si prepara in Firenze および Sopra 

il monumento di Dante che si preparava in 

Firenzeという題が付される。

24 「死すべき声」は人間を指す（換喩）。

25 例えば、「違う形の死に値した勇ましいイ

タリア人たちは、おぞましいルテニア［ロ

シア］の地で死んでいったのだ」vv. 139-

141や「あの恐ろしい雪の海の上に放置さ

れた屍を、獣たちが引き裂いた」vv. 157-

159。
26 このカンツォーネの詩的価値を再発見した

Blasucciによれば、この「慰み」こそ、「ダ

ンテの記念碑について」の有する非常に独

創的なモチーフである（Blasucci 1985: 73-

75）。
27 当初は、「イタリアについて」および「ダン

テの記念碑について」、さらには1819年に

執筆された2篇のカンツォーネと共に、計

5歌を収録したカンツォーネ集となる予定

だったが、父モナルドの反対に合い「アン

ジェロ・マーイへ」単独での出版となった。

28 レオパルディとも書簡を通じた交流があっ

た。

29 ただし、各連の1行目が脚韻を踏んでいな

い、またコンジェードを欠いているという

2点は、依然として規範外の要素である。

30 同じ連でマーイは「高名なイタリア人 Italo 

illustre」（v. 1）とも呼ばれており、「イタリ

アの／イタリア人 italo」という形容詞／名

詞の使用頻度の高さは印象的である

31 墓場から父祖を呼び起こすとは、文献学的

な調査によって埋没していた古典作品を蘇

らせることを意味し、具体的にはキケロー

の『国家』発見を暗示している。

32 ただし、レオパルディにあって墓は比ゆ的

な意味しかもたない。
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