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11. あのカポカバーナで

　何日もぼくは礼拝堂で過ごした。夜の帳が下りると、紙の束を

握り締めて下におりて行き、夜通し祖父の書斎の緑色の電灯の下

でラジオを点けて（いまではそう思いこんでいた）眺めた。聴く内

容と読む内容を突き合わせようとしてであった。

　礼拝堂の棚には未製本だがきちんと積んで置かれたぼくの子ど

も時代の新聞や漫画の絵本があった。それらは祖父のものではな

く、日付は 1936 年にはじまり 45 年あたりで終わっていた。

　おそらくジャンニと話しながらぼくがすでに想像していたよう

に、祖父は昔かたぎで、ぼくにサルガーリやデュマを読んでほし

いと思っていたのだった。一方でぼくは、自分が想像する権利を

あらためて確保するために、祖父の管理が及ばないところにこれ

らを取っておいたのだ。だが印刷物のいくつかが 1936 年まで遡

っているということは、そのころぼくはまだ学校に行っていない

わけだから、もし祖父でなければほかの誰かがぼくにその『子ど

も新聞』を買ったのだった。もしかすると祖父と両親のあいだに

は対立があって、「なぜ孫にあんなくだらないものを見せるのか」

と言われながら、両親は自分たちも子どものころいくらか読んだ

ことがあったから大目に見たのかもしれない。

　実際、ひとつ目の印刷物の山には『子ども新聞』が何年分かあ

り、1936 年の号には「28 年」という表示がついていた―これ



2

第 2部　紙の記憶

はファシスト暦ではなく創刊されてからの年数だった。つまり、

『子ども新聞』は 20 世紀初頭には存在していて子ども時代にぼ

くの父母をわくわくさせたから、ぼくが読み聞かせてもらうのが

好きだったというより、両親のほうがぼくに読み聞かせるのが好

きだったのかもしれない。

　いずれにせよ、「小さなコッリエーレ」（ぼくは自然にこう呼ん

でいた）をめくるのは、それまでの日々に感じていたあの緊張を

あたかも再体験するようなものだった。まったくの無関心を装い

つつ「小さなコッリエーレ」はファシストの栄光と御伽噺や怪奇

話的な登場人物で溢れる想像上の宇宙を話題にして、小話や、ま

ったくもって正統ファシスト的でユーモアを欠く漫画や、いまは

アメリカ発祥だと誰もが知っているコマ割りをした話をぼくに提

供してくれたのだった。ひとつだけ従来と違っていたのは、もと

は漫画のはずの話が、吹き出しを省くか、吹き出しを単に飾りと

して採用していることだった。「小さなコッリエーレ」の話には

いずれも、真面目な語には長い説明書きが、滑稽話には童謡調の

短い詩がついていた。

　さあ、ボナヴェントゥーラの冒険がはじまるよ。ブランコに乗

る曲芸師風のありそうもない白いズボンをはいて、毎度まったく

の飛び入り参加に報酬として 100 万リラ（月給が 1000 リラのご

時勢に）を受け取るのに、次の話ではまた貧乏になって新たな一

攫千金を待つあの男の話は、確かに何かをぼくに訴えていた。浪

費家だったのだろう、パンプーリオさんはこのうえもなく満足し

て、連載ごとに住まいを変えたがる。これらの話は作風や挿画家

の署名からして、「チビアリ」や「デカセミ」、旅立ちの準備をす

るカロージェロ・ソルバーラ君や、羽毛より軽いために風に運ば

れて飛んだマーティン・ムーマや、驚異的な極上ニスを発明して
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登場人物に塗ることで絵に精彩を与えるものだから怒り心頭に発

したオルランド・パラディーノや、不思議の国の自分の王国から

引き離されて苛立ち復讐に燃える、あるトランプの王様といった、

過去のとりわけやっかいな登場人物にいつも占領された家をもつ

ランビッキ教授の出来事と同じく、イタリアがオリジナルの話だ

と思われた。

　それにしても、フェリックスや植民地の腕白小僧ビビとボボ、

フォルトゥネッロ、アルチバルド、ペトロニッラ（クライスラ

ー・ビルのインテリアの中で絵の人物が額縁から出てきたもの

だ）が動き回る超現実的な図は、まぎれもなくアメリカ的だった。

　信じがたかったのは、「小さなコッリエーレ」が、もって生ま

れた不幸か、山形袖章をつけイタリア統一運動期ふうの髭をはや

した将軍の愚かさからか、毎回監獄入りするのろま兵士（かれは

まさしくぼくのベンゴディのミニ兵士のような格好をしてい

た！）の冒険まで掲載していたことだった。

　まったく軍人らしい勇ましさなど、のろま兵士にはなかった。

それなのにかれは、グロテスクではなくむしろ叙事詩ふうの調子

で、エチオピアを教化しようと戦う若きイタリア人の英雄たちを

語る別の物語（「エチオピアの最後の土侯」では侵攻に抵抗するア

ビシニア人が「強奪者」と呼ばれた）や、全員が赤シャツを着た

残酷な共和国軍兵士に対するフランコ軍に味方する「ヴィッラエ

ルモーザの英雄」の物語と共生することを許されていた。もちろ

んこの「ヴィッラエルモーザの英雄」は、ファランヘ主義者の側

で戦うイタリア人がいる一方で、国際義勇軍で戦うイタリア人も

いたと述べているのではなかった。
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　「小さなコッリエーレ」のコレクションのそばには週刊誌『勝

利者』と 40 年以降のその大きな色刷り絵本のコレクションがあ

った。つまりぼくは 8歳のころ漫画で〈大人の〉文学を所望した

というわけだ。

　分裂症がそこでも羽振りを利かせ、大キリン、四月の魚ちゃん、

大ザルのジョジョらが登場する「動物園帝国」の楽しい出来事や、

ピッポ、ペルティカ、パッラ、あるいはキリンを盗んで捕まった

通称アロンゾのアロンゾ・アロンゾの英雄喜劇的冒険から、わが

国の過去の栄光の祝福や、現行の戦争に直接発想を得た物語にま

でわたっていた。

　ぼくの心を大いに打ったのはレギオン兵士ロマーノの物語で、

飛行機、戦車、駆逐艦、潜水艦といった戦争用の乗り物がほとん

ど工学的といえるほど精確だったからだ。

　いまや祖父の新聞紙上で紛争を読み直すことに熟練したぼくは、

日付の照合の仕方を習得していた。たとえば、「国際エネルギー

局のほうへ」の話は 1941 年 2 月 12 日にはじまっていた。ちょ

うど 1月にイギリス軍がエリトリアを攻撃して、2月 14 日にソ
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マリアのモガディシオを占領するのだったが、早い話が、エチオ

ピアはまだしっかりわが国の手にあると思われていたので、（当

時リビアで戦っていた）英雄をアフリカの西部前線に移動させる

のは理にかなっていた。英雄は当時アフリカ西部において軍の最

高司令官であったアオスタ男爵によって極秘に派遣され、対外秘

の伝言を携えて北アフリカを出発し、イギリス・エジプト領スー

ダンを横断したのだった。奇妙なことだ、ラジオが存在していた
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し、伝言は男爵が遊びほうけていたかのように「耐えて勝て」と

いう内容で、対外秘ではなかったことが最後に周知になるのだか

ら。とにかく英雄ロマーノは仲間とともに出発し、未開部族やイ

ギリスの戦車や航空機戦や、挿絵画家が光沢のある鉄板を輝かせ

ることになったすべてのものとともにさまざまな冒険を体験した

のだった。

　すでにイギリス兵が広範にわたりエチオピアに侵入していた 3

月の号では、ただひとりそのことを知らないと思われるのがロマ

ーノで、道を行きながらレイヨウ狩りに興じていた。4月 5日ア

ジスアベバが一掃され、イタリア兵はガッラ・シダモとアマラで

戦闘態勢を取り、アオスタ男爵はアンバ・アラジに立てこもった。

ロマーノは紡錘みたいにまっすぐ前進をつづけ、象狩りにまで没

頭していた。おそらく本人のみならず読者も、ロマーノはそれで

もアジスアベバに行かなければならないと考えていたが、アジス

アベバにはもうエチオピア王ネグスが返り咲き、ちょうど 5年

前に権力を奪還していた。しかし、4月 26 日号で鉄砲の一撃が

ロマーノのラジオを打ち砕いたのは真実で、このことは、それ以

前にかれがラジオをもっていたことのしるしなのに、どうしてか

れがそれらすべての状況を知らなかったのかわからない。

　5月半ばに、アンバ・アラジの 7000 人の兵士たちは生活必需

品も軍需品も底をつき降伏して、兵士たちとともにアオスタ男爵

が捕らえられた。『勝利者』の読者がこのことを知らないはずは

ないし、少なくとも哀れなアオスタ男爵は気づいていたはずなの

に、ロマーノのほうは 6月 7日アジスアベバで男爵に追いつき、

バラのように元気で晴れ晴れと楽観的な男爵を目の当たりにする。

現に男爵は伝言を読み、「もちろん我々は勝利を果たすまで抵抗

するのだ」と断言する。
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　挿絵が何ヶ月か前に描かれていたのは明らかだが、相次いで起

こる出来事を前に『勝利者』の編集部は数回分を取りやめる勇気

がなかった。人びとは少年たちがもろもろの痛ましいニュースを

知らずにいると考えて進んでいったのだが、おそらくそうだった

のだろう。

　3つ目は週刊『ミッキーマウス』の選集で、ウォルト・ディズ

ニーの話のそばに、「潜水艦の見習い水夫」といった勇敢なバリ

ッラ少年団の出来事を同等に掲載していた。実にぼくは、ほかで

もない『ミッキーマウス』の何年間分で、イタリアとドイツが

12 月合衆国に戦争を宣言した 1941 年ごろ生じた事態の推移を明

らかにできたのだった。ぼくはある時点で米軍がヒトラーのぺて

んに嫌気がさして戦争に突入したと考えていたのだが、祖父の新

聞を再度確かめてみると、そうではなくて、米軍に戦争を宣言し
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たのはヒトラーとムッソリーニで、日本軍の助けを得て 2、3ヶ

月もすれば米軍を排除できるだろうと考えたのだった。ナチスあ

るいは黒シャツの親衛部隊をすぐさま送ってニューヨークを占領

させるのはどう考えても難しかったから、その数年前にはもう漫

画上では戦争が開始され、吹き出しがすがたを消して挿絵の下の

説明書きに取って代わられていた。それから、ぼくがほかの子ど

も向けの新聞で見ることになるように、しばらく前からアメリカ

人の登場人物はどこへともなく消え去りイタリア人のにせものに

取って代わられ、しまいに、これは最後の壁が痛ましくも陥落し

たと思われることだが、ミッキーマウスが殺された。ある週から

次の週へいかなる前触れもなくミッキーマウスの変わらない冒険

は何もなかったかのようにつづいたが、主人公はいまやあのミッ

フォーマウスというのになり、人間であって動物ではないのに相

変わらず人間の形をしたディズニーの動物たちのように手は 4

本指で、かれの友達はミニーではなくてミンマにピッポと呼ばれ

てつづいていた。ぼくは当時この世界崩壊をどのように受け止め

たのだろう。徐々にアメリカ人は悪者になっていたから、たぶん

まったく平然と受け止めたのだろう。でも当時ぼくはミッキーマ

ウスがアメリカ生まれだと気づいていたのだろうか。読んでいる

話のどんでん返しに興奮し、自分が体験している「歴史」のどん

でん返しを当然とみなしているうちに、ぼくはどんでん返しの悲

喜こもごもを生き抜いていたにちがいない。

　ミッキーマウスのあと『冒険好き』が何年間か出て、そこから

すべてが変わった。創刊号は 1934 年 10 月 14 日だった。

　そのころ 3歳に満たなかったぼくが『冒険好き』を買うはず

はないし、話はまったく幼児向けではなかったから父と母がぼく

に買ってくれたわけではないだろう。話がじゅうぶん展開されて
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いないとはいえ、『冒険好き』は大人の読者を想定したアメリカ

の漫画だった。だからずっとあとになって、ほかの子ども向け新

聞と交換してぼくがかき集めたものだ。だが、それから数年後に

ぼくが手に入れたのは、まさに色鮮やかな表紙の大判の絵本で、

その中でいろんな出来事の場面が映画の「予告編」みたいに展開

していた。

　週刊誌や絵本がぼくの目を新しい世界へと開いてくれたのは間

違いない。「世界の破壊」と題された『冒険好き』の創刊号の最

初の冒険からはじめよう。ヒーローはフラッシュ・ゴードンで、

かれはザーコフ博士なる人物がしでかしたごたごたのために、残

酷で冷酷な、名前も身体的特徴もおそろしいばかりにアジア人的

な暴君ミンに支配されたモンゴ惑星に行き着くのだった。モンゴ

惑星には、宇宙の台地に伸びるクリスタルの摩天楼、海底都市、

広大な森の木々に沿って広がる王国があり、登場人物はたてがみ

のある〈ライオン人間〉から〈ハヤブサ人間〉や〈女王ウラザの魔法

使い人間〉までいて、誰もがごた混ぜ風の無頓着な服を着ており、

数々のロビン・フッドみたいに、映画で描かれる中世を思い起こ

させる服や、超蛮族風の胸甲やかぶとをつけているかと思えば、

（宮廷では）20 世紀初頭のオペレッタの胸甲騎兵か槍騎兵か竜騎

兵の服の者もいた。それと同時に、善人も悪人も皆、不相応にも

白い盾や矢、はたまた、稲妻光線みたいな驚異的な鉄砲を与えら

れ、輸送手段も、鎌つき戦車から先が針のように尖って遊園地の

ゴーカートみたいに鮮やかな色をした惑星間ミサイルにまでわた

っていた。

　ゴードンはアーリア人のヒーローらしく格好のよいブロンドだ

ったが、かれの使命の性質はぼくを愕然とさせたにちがいない。

それ以前にぼくはどんなヒーローを知っていただろう。教科書か




