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一
いくとせか のむかし、 フィレンツ ェの町がや っと共和国 にな ったば かり のころ、 そ こにラ
ニエロ ・デ ィ ・ラ ニエロとよぶ 一人 の男 が住 ん でお った。 ラ ニエロは無 双 の強力者 で、
鋼 のよろ いも絹 の衣をまとうが如 し、と噂さ れ てお った。 ケ ンカがな によりも好き で、ど
こかで争 いの声が聞 こえ れば いてもた っても いられず、飛び出 して い って誰彼となくなぐ
り つけ、 そ の双方 を のしてしまう事 に無類 の喜びを感 じるような男 であ った。
あ る日ラ ニエロはたわ むれ に射的 を始 めた。 ラ ニエロの上達 はめざ ま しく、程な く吊 る
した的 は残らず打ち抜く ことが出来 るよう にな った。 そ こでラ ニエロはな にか動 く的 が
ほしくな り、妻が かわ いが って いた小鳥 を みな籠 から解き放ち、 それを残らず打ち おと し
て仕留 め てしま った。 妻 のフラ ンチ ェスカはそ のことを知 ると、顔色 を変え てラ ニエロ
を見 つめた。 が しかしラ ニエロのほう は自分 の射的 の腕前 を自慢す るば かり であ った。
さ て時 の権力者 たち は東方 への勢力拡大を狙 い、 イ スラム の国 々 への攻撃 の大義名分を探
してお った。 エルサ レムにあ るキリ スト のみ墓 の奪 還 は、 そ の格好 の口実 とな った。 こ
う して十字軍が結成さ れ、遠 く エルサ レム へ侵攻す ると聞 いてはラ ニエロの血が騒がぬは
ず はな か った。
ラ ニエロはうわさ にたがわず めざ ま し い活躍をな しとげ、 ついに エルサ レムが陥落 した夜、
戦 いの 一番 の功労者と してキリ スト の墓 の聖な るとも しびから、自分 のろう そくに火を移
す栄誉を許さ れた のであ った。

二
さ て、 エルサ レム陥落 の夜、 兵士たち は酒場 で勝利 の酒 に酔 いしれ てお った。 しかし異
教徒 の占領 から解 放さ れた はず の町 の民 は、 兵士たち ほど陽気 ではな か った。 無 理もな
い。 あ るも のは家 を焼 かれ、 あ るも のは幼 子を、 あ るも のは年老 いた両親 を、 こ の戦 で
十字 軍 の兵士たち に殺さ れた のであ った。 酒場 のあ るじは小さく つぶや いた、 「
早く引き

揚げ てほし い、戦争 はわ しら の生活をめち ゃめち ゃにしてしま った。」 これ は人 々の本音
であ った。 しかしラ ニエロはそれを聞きとがめた。
「
な んだと ？ 自分 で戦う ことも しな い腰抜けが何を言う ！ 俺 たち は大 切なも のを守 るた
め に命 を賭 け て戦 った のだ。」 ラ ニエロは いきり立 った。 しかしあ るじは答え た。 「
軍隊
はただ殺戮と略奪 をく りかえす のみだ。 な にも守 りはせぬ。 お見受け したと ころお前 さ
んは、 そ のろうそく のとも しびが吹 き消されぬよう、や っき にな って守 っておられるよう
だが、 天幕 の外 ではそ のかよわ い火を 一晩守 り通す ことすら できま い。」
ラ ニエロは挫折を いち ども味 わ った こと のな い男 であ った。 自 分 の力と勇気 があれば 、
出来な い事 は何 もな いと信 じ て疑わな か った。 酒場 のあ るじにけ しかけら れ てラ ニエロ
は大声 で誓 った。 「
俺 は こ のとも しびを、 フィレンツ ェま で消さず に持ち帰 り、大聖堂 の
マリヤさま の前 のろう そくにともす のだ。」
も はや誰 一人 口を開くも のはなく、酒場 は沈黙が支 配 して いた。

三
あく る朝 早く、 ラ ニエロはとも しびを胸 の前 に掲げ、 マントを着 て馬にまたが り、颯爽と
陣営 を出発 した。 馬 の両脇 にはふた抱え もあ る替え のろう そく の束がくく り つけ てあ っ
た。 と ころが 町を でて山道 にさ しかかると、とも しび はわず か の風 にも揺らぎ、消え そ
う にな った。 ラ ニエロは馬から おり てす こし思案す ると、後ろ向き にまたが り自分 の体と
マント で風をよけながら歩 みを進 めた。
さ び し い山道 に馬を進 め、ふと気が ついてみるとラ ニエロはこ のあたり で悪名高 い山賊 に
取 り囲まれ てお った。普 段 のラ ニエロであれば、 十 二、 三人 の山賊を蹴散らす ことなどぞ
うさ もな いこと であ った。 が、 こ のとも しびを打ち捨 てぬ限 りそれ は出来な い相談とさ
と ったラ ニエロは、 山賊 ども に向 か って言 った、 「
俺 とまとも に戦 うならば、 そちら にも
相当 の覚 悟が いるだ ろう。 しかし俺 はあ る約束 にしばら れ て いるから、今戦 いたく はな
い。 こ のとも しびとろう そく の束 に手を つけぬと約束 し てくれ る のなら争 わず にほし い
も のを取ら せよう。」 山賊たち はこ い つは手ごわ いだろうと予想 して いた ので、 この申 し
出 にホクホクも のであ った。 よろ いを取り、武器をとり、金を取 り、 馬を取 った。 そう
して自分たち の乗 ってきた馬 のうち、 一番よぼ よぼ の馬を代わ りに捨 てて行 った。

ラ ニエロは初 め、港 ま で出たら船 で フィレンツ ェにもど る つも り であ った。 しかし無 一
文 にな ってしま った今 は、道 々で巡礼 の旅人に替え のろう そくや食 べ物を恵 ん でもら いな
がら 山を越え、陸伝 いに旅をす るより他 にな か った。 それ はなが いなが い、 つら い道 の
り であ った。 こ のか弱 いとも しび は、 ほん のひと時 ですら ラ ニエロに安ら ぐ時 をあたえ
てはくれな か った。 ただ ひと しず く の雨、 一陣 の風 でも、 こ の火を消 し去 ってしまう に
違 いな い。
あ るとき はあまり の暑さ に、 ラ ニエロは潅木 の茂 み のな かに身 を横 たえ て眠 って いた、と
も しびはそば の二 つの石 の間 に立 ててあ ったが、 ラ ニエロがす っかり眠り こけ て いる間 に
雨が降 り出 した。 雨はかな り長く降 り続きラ ニエロの頬をぬら しても、疲 れ果 てたラ ニエ
ロは目を覚 ます事 はな か った。 ようや く目覚 め て飛び起きた時、まわり の土 はす っかり濡
れ ており、とも しびが消え てしま ったと思うとラ ニエロは恐ろ しさ にそちらが見られな い
ほど であ った。
けれどもろう そく は、 雨 のさな かにも しず かに音 もなく燃え て いた。 そしてラ ニエロは、
これ は二羽 の小鳥がとも しび のすぐ上 でくちば しをす り合わ せ、羽を い っぱ いにひろげ て
飛び続け て いたおかげだとさと った。 ラ ニエロはすぐに帽 子をとも しびにかざ した。 そ
してかわ いさ のあまり小鳥 たち に手をさ し のべた。 す ると小鳥 は逃げ よう ともせず にラ
ニエロの手にとま った。 小鳥 たちが自分を怖がらな いのが ラ ニエロには いかにも不思議だ
った。 けれどもラ ニエロは思 った。 「
そうだ、俺 はかよわ い中 にも最も かよわ いも のを守
る こと しか念頭 にな いのを、 小鳥 たちも知 って いるから、 それ でこ の俺 を こわがらな いの
だ。」
あ る日、高 い山あ いのさ びし い道 で 一人 のイ スラ ム の女があとを追 ってき て、 ろうそく の
火を貸 してほし いと頼 んだ。 「
うち の火が消え て、 こどもたちが ひもじが っております る。
どう か、そ の火を分け てくださ れ。かまどをたき つけ て、パ ンを焼 いてや ります ゆえ。」 女
はろう そく に手を のば しかけたが、 ラ ニエロはそれを遠ざ けた。 キリ スト の聖な るとも
しびをイ スラ ム の家族 に分け てや る ことなど許 したくはな か った。
す ると女 はラ ニエロに い った。

「
火を下さ れ、 巡礼 の方。 わが子 の命 こそは消さず に守

り続けねばならぬ私 のとも しびな のでござ います。」 こ の言葉 を聞くとラ ニエロはそ のと
も しびから女 のろうそく に火を移さ せた。

四
峠 を こえ ると はるかかな た に フィレンツ ェの町が みえ てきた。 ラ ニエロは これ でこ のと
も しびから開放さ れ る のだ。 これ でまた軍 に戻 って大暴 れが出来 る。 よそ の国 へ攻 め て
い ってたくさ ん の分捕 り品を持 って帰 り、 フィレンツ ェの町で大歓声と共 に迎え 入れられ
る。 そう いう生活 に戻れ る のだと考え よう と した。 しか しラ ニエロは これら の考え では
い っこう にこころが晴 れな いことに気が ついた。 とも しびを携え て のこ の旅 はラ ニエロを、
荒 々しく血なまぐさ いも のを遠ざ け、 おだや かなも の、思 いや り のあ るも のを求 める人間
に変え て いた こと にラ ニエロは初 め て気が ついた のであ った。

五
ラ ニエロが フィレンツ ェの町に入 った のは復 活祭 の前 日であ った。 馬 に後 ろ向き にまた
が り、ぼ ろぼ ろ の マントを着、火 の ついたろうそくを手にしたラ ニエロを見 るや、町 の人 々
は 口々に 「
パ ッツォ」 「
パ ッツォ」 「
きちが い、きちが い」とはや し立 てた。 ラ ニエロは群
集 には目もくれず、 ひたすらとも しびを守 りながら大聖堂 へと向 か った。
大聖堂 の中 は厳粛な空気 で満ち て いた。 大勢 の司祭 たちが祭壇 にたち、 キリ スト の十字
架 の悲 しみ のしるしと して祭壇 のろうそくには火をともさ ぬまま、土曜 日 のミサが行われ
て いた。 ラ ニエロは大聖堂 の中央 に歩 み出ると、 エルサ レムから聖な るとも しびを携え て
ここに到着 した いきさ つを語 った。 そして聖壇 のろう そく に火を移す こと のお許 しを求
めた。
司祭 はラ ニエロの偉業 をたたえ、会衆 の間 にはおどろき の声が広が った。 そ の時 であ っ
た。
一人 の男が司祭 のと ころ へ進 み出ると、皆 に聞 こえ るほど は っきりと した声 でこう語 った。
「
ラ ニエロ殿が エルサ レムから聖な るとも しびを持 って帰られた事 は フィレンツ ェにと っ
て大名誉な こと でござ います。 しかしながら、 こ のような 不可能と思われる大偉業 ゆえ、
これが本当 に エルサ レム の墓 でともされ、 一度 も消される ことなく この地 にもたらさ れた
と いう証拠、 も しくは証人を今 一度ご確 認 の上、 それを ここに集 まりま した 一同にお示し
くださ います よう。」

ラ ニエロは答えた、 「
どう して証人 のあ るはずがあ りま し ょう。 一人旅を して来た のです。
私をず っと見守 って いた のは荒 れ野と砂漠。 それが ここ へや ってき て証言 してくれ る の
ならばともかく。」
いまや 聖堂 は大騒ぎ とな った。 ラ ニエロは立派な軍 人だ からう そを つく はず はな いと言
う者、 いや いや、奴 はもともと大ぼ らふき の目立ち たがりだ、 いんちき に決ま って いると
主張す る者。 ラ ニエロはろうそくを高く差 し上げ て いたが、疲 れ果 ててが っくりして いた。
いくら ここで真実 を主張 しても、 それをあ かしす るも のは何 もな い。 ここま でとも しび
を消さず に携え てきた事 はもはや何 の意味 もな いのだ、そう考え て いるよう であ った。 こ
の男 のひと こと で広が った疑 いのこころは、聖な るとも しびを消 し去 ってしま った のだ。
ラ ニエロはそう思 った。
小鳥 が 一羽、開 いたまま の聖堂 の大 とびらを抜け て舞 い込ん できた。 鳥 はま っす ぐ にラ
ニエロのとも しびめがけ て飛び、 ラ ニエロが手を引く間もなくそ のほ のおを消 し去 ってし
ま った。
ラ ニエロの腕が落ち た。 そ の目には涙が にじん できた。 けれどもそ の時、 ラ ニエロには
これ でよか った のだと感 じられた。 人間ども の手にかかるよりは、あ る いは聖壇 のろうそ
く にともす ことを許さ れず結 局自分 の手 で消す こと にな るよりは、 この方がよか った。
そ の時、高 い叫びが聖堂 にこだま した。
「
鳥が、鳥が燃え て いる。 羽に聖火がもえ ついたぞ ！」
小鳥 は苦 しそう にさえず り、大聖堂 の丸天井 の下を ２、 ３度 ひらめくよう に羽ば た いた後、
ま っすぐ に聖壇 に向 か っておち て い った。
しかし、鳥が祭壇 に落ち たそ の瞬間、 そ こにはラ ニエロが立 って いた。聖堂 を つっき って
来た のだ った。 何も のもそれを はば む こと はできな か った。 ラ ニエロは鳥 の つばさを焼
き尽く した最後 の火 で、聖壇 のろう そく に点火 した。
司祭 はそ の杖をあげ て叫 んだ。

「
みむねじゃ。 神さまがあ かしを立 ててくだされたぞ。」

聖堂 に いたす べて の人 々は、 ラ ニエロを慕うも のも憎 むも のも、 そ のこころから疑 いをす
てた。 みな神 の奇跡 にうたれ て 口々にさけんだ。
「
みむねだ。神様があ かしを立 ててくださ ったぞ。」

六
ラ ニエロに ついては、あとはただ、彼が残 る生涯を通 して豊 かなさち にめぐまれた こと、
そして賢 く哀 れみ深く生きた ことが伝えられ て いる。けれども、 フィレンツ ェの人 々は、
ラ ニエロがキチガ イ扱 いされた ことをたたえ て、 そ ののち彼をパ ッツォ ・デグ リ ・ラ ニエ
ロと呼ぶ よう にな ったと いう ことだ。
ラ ニエロが運んできた こ の奇跡 に励まさ れ、 そ ののち多 く のとも しび の担 い手たちが苦 し
み、耐え忍ん で、暗 い時代 に光をもたら した こと に ついては、もはや多 くを かたるま い。 こ
の光 によ って成 しとげ られたも のは、 これを計 る ことも数え る ことも出来な いからだ。

