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わがままな宝石たち
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がら、
もだえ死んでいったということです。

自由でわがまま。本能のまま生きている妖精
たちは、煌びやかで美しく、
そしてちょっとだ

庭園に住む妖精

け残酷な宝石に、
とてもよく似ているので

煌びやかな庭園は、
まさにこの世の楽園

す。
そんなお話から新しい連載を始めたいと

そのものです。

思うのです。

庭園には、
ギリシャ神話のニンフたちに代
ルビーの蝶が飛ぶ

表される、
自然の喜びから生まれた妖精た

サファイアの花びらが震える

ちが、生き生きと暮らしているのです。
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は美しい乙女たちで、集まっては、歌ったり
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踊ったりしています。神々や人間と恋をする

どんな妖精にも共通するのは、
自由気ま

こともありました。羊飼いパリスに恋をした泉

ガーネットのほおずきが輝く。
一晩中、
踊り狂うのは、

の精オイノエのように。

ダイアモンドの妖精たち。

ま、
わがまま、本能のままに生きていること。楽

この森はどこにあるのだろう。

しく暮らすのが仕事です。病気はめったにし

木の精、
ドリュアデスは、すばしっこく走り

宝石たちの夢のなかに。

ません。死ぬとぱっときえてしまいます。
なん

回る美少女で、野生動物と遊ぶのが大好き

て無意味で優雅な人生！

でした。勇敢な月の女神、
アルテミスの家来
で、女神と一緒に野山を駆け巡るのです。

妖精ってなにもの
一口に妖精といっても、
さまざまなタイプが
いるのです。
たとえば、
ティンカーベルは、子供の笑顔
から生まれました。
「ピーター・
パン」
の著者ジェームズ・バリに
よると、
この世で最初に生まれた赤ちゃんが

妖精と花
「ピーター・
パン」
によれば、妖精は花そっ
くりのドレスを着ているのです。百合の咲く季
節には、百合のドレス、
コスモスの咲くころに

彼女の仕事は、木々の監視役。誰かが木を
切ろうとしたり、枝を折ったりすると、邪魔して
やめさせるのです。
庭園に住む妖精は、
ニンフばかりではあり

はそれ、
というふうに。
きれいだし、
なにより、

ません。
アンデルセンの童話に登場する薔薇

人間に気づかれずに、すむからです。妖精

の精は、肩から足先まで届くほど、長い翼を

始めて笑ったとき、
その笑いが幾千ものかけ

たちが一番好きなのは、サフランやヒヤシン

もっています。昼間は、色とりどりの薔薇の間

らに割れて、
ぴょんぴょんと飛んでいった。
そ

スのドレス。チューリップは嫌い。
ぎらぎらし

を飛び回り、夜になると、薔薇の花びらの奥

れが妖精の始まりなのだそうです。

て、品が悪いから。

にあるあたたかなベッドで、
やさしい香りにつ

古い妖精研究書によれば、死者の霊、侵
略された民族、縮んで小さくなった神々、洗
礼されずに死んだ子供の化身なども、妖精
になりました。
人気があるのは、
ギリシャ神話のニンフた

もしも、妖精を見つけたかったら、チュー
リップの季節がお勧めなのです。
チューリップの花壇に変な花が1〜2本ま
じっていたら、
それはチューリップに着替える
のをいやがった、
妖精かもしれません。

つまれながら眠りにつくのです。
芝生や森の草地には、地の精ノームが住
んでいる・
・これは中世ヨーロッパの伝説。
ノームの身長は15センチほどと、
とても小
柄。
上品で、
きちんと仕事にはげむ、
信頼でき

ちに代表される、
自然の喜びから生まれた

植物は、妖精の棲みかでもあります。
きの

る妖精です。18世紀イギリスの詩人、
アレキ

精霊たち。彼等は美しくて、
いつも陽気な妖

こは、妖精の椅子、百合の花は、妖精のゆり

サンダー・ポープによれば、
まじめでおすまし

精です。

かご。
アネモネは、
妖精の隠れ家ともいわれま

やの女の子は、
ノームに生まれ変わるとか。

忘れてはならないのが、堕天使だったフェ

す。夜の闇がしのび足で近づくとき、
また嵐

ピーター・パンは、人間の赤ちゃんでした

アリーです。彼らは昔、天国に住んでいまし

の気配を感じるとき、
アネモネは花びらをく

が、庭園で小鳥や妖精と遊んでいるうちに、

た。
いばったり、
いたずらばかりしている劣等

るっと閉じて、
中の妖精を保護するのだとか。

自分も妖精になりました。

生の天使だったので、
ある日、神様に追放さ

実は、
妖精だ・
・という花たちもあります。

れ、
フォールン・エンジェル
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となりま

睡蓮は、水の精の仮の姿。人間が近づく

した。
なかには追い出されたのではなく、悪

と、睡蓮に身を変えて、
じっと待ち、通り過ぎ

魔ルシファーにそそのかされて、
自分から飛

ると、再び、魅惑 的な妖精の姿に戻るので

び出したのもいました。

すって。

妖精と宝石
妖精はたいてい宝石が大好きです。
なか
でもダイアモンドに目がありません。
「ピーター・
パン」
（ジェームズ・バリ作）
によ

どちらにしても、堕天使たちは、天国から

ハーブの中でも人気があるセージは、
しと

れば、
ある雪の晩、妖精女王マブが舞踏会

地上へと舞い降り、あるものは海に、あるも

やかで可愛い妖精でした。彼女の種族に

を開いたのです。妖精たちは雪の中、紅いリ

のは岩陰や野原のくぼみに、
と身をひそめ、

とって、人間と恋をすることは、命の危険が

ボンづたいに会場までたどり着きます。その

そして妖精となりました。役にも立たないけ

あるのに、
セージは若い王様にひと目ぼれし

道を、12人の騎兵に守られ、飛び切り美しい

れど、害にもならないので、神にも悪魔にも

てしまいます。王様もセージの精に恋焦が

女の子がやってきました。彼女は、金色の雨

ほっておかれている。
そんなところは人間に

れ、
どこまでも追いかけました。
セージは、彼

のドレスを着て、深みのある青い頸に、極上

も似ています。

を遠ざけることができず、恋の灼熱に酔いな

のダイアモンドのネックレスを巻いていまし
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場で 輪になって踊り明 かしま

そめの恋人に
「深い海の底から、真珠をとっ

す。醜いドワーフも、かわいいエ

てこさせましょう」
と愛を誓ったりするのです。

ルフもおどけた小人たちも、
みん
な一緒になって。
バレリーナは、可愛いフェアリー
にとてもよく似ています。
そのせいか、バレエ作品に
は、妖精がたくさん登場するの

もしかすると、
この物語は、宝石たちの見
た他愛もない夢なのかもしれません。
いえ、そうではなく、
この魔法の 森全 体
が、宇宙という無限に広がる宝石箱にしまわ
れた、一粒の輝ける宝石なのだと空想する
こともできるのです。

です。
19世紀のロマンティック・バレ
エ
「ジゼル」
に登場する踊りの精
ウィリも、
「ラ・シルフィード」
のヒロ
イン、空気の精シルフィードも、肩
甲骨の間に月の光ほどの半透
明なかわいい羽をもち、銀の花
びらが散るように、
きらきらすば
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た。
白い肌に比べ、青い肌の上のダイアモン
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やく舞い踊ります。
19世紀末に創られたチャイコ

フスキーのバレエ
「くるみ割り人形」
は、世界

ドが、
どれほど引き立ち、妖しくきらめいて見

中で、毎年、
クリスマスに上演される幻想的

えることか。

な作品。
クリスマスイブの夜、少女クララは、

これは、妖精の流行でした。上流の妖精

王子に変身したくるみ割り人形に、
お菓子の

たちは、肌を突き刺して青い血を出し、それ

国へと招待されます。
その国では、美しい雪

で肌を染め、
こうした美しい頸にするので

の精や金平糖の精が、
クララのために、歓迎

す。
お気に入りのダイアモンドをひときわ美し

の舞を見せてくれるのでした。

近況
長いことお読みいただきました
「シネマの宝石
学」
を、一段落とさせていただき、2010 年の初
めにあたり、新しい連載をスタートさせていただき
ました。
これを契機に、宝石のさまざまな面、美しさや
幸せの象徴であることのほか、残酷なところ、
デ
モーニッシュな性格など、見つめていけたらと思
っています。
人 間とおなじくらい複雑で深遠たち。その魅
力をお伝えできたらと思っています。
2009年1 2月
「ヴァンクリーフ＆アーペルと妖
精の世界」
という展示をヴァンクリーフ＆アーペ
ル ザ スピリット オブ ビューティ展と連動して、開
かせていただいたこともあり、今回は、妖精のお
話を選ばせていただきました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
岩田 裕子（いわた

東京都新宿区生まれ。

く輝か せるためなら、ほんの少しの痛みな
ど、
それがどうしたというのでしょう。

慶應義塾大学文学部卒 業（西
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洋史専攻）
。編集者を経て、少女

ロシアの童話「石の花」
には、深い緑の宝
石マラカイト
（孔雀石）
の妖精が登場します。

雑誌、
ファッション誌などに記事を
執筆 。著書に「夢みるジュエリ」

舞台のなかに2,3人、
いたずらっぽい顔の

帝政ロシアのウラル山脈。
ここは孔雀石の産

バレリーナがまじっていたら、
それは、本物の

地です。坑夫のひとり、勇敢で働き者のス

妖精かもしれません。

「ダイヤモンド A TO Z 」
（共に東京書籍）
「21世 紀の冷た
いジュエリ」
（柏書店松原）
「恋するジュエリスターが愛した宝石た
ち」
（河出書房新社）

チェバーンは、
あるとき、
きらめく石の精と出
会います。

ひろこ）

http://www.geocities.jp/yamaneko1313/index.html

シェイクスピアの魔法

その娘は、青い髪、赤や緑に輝くリボンを

月明かりに浮かぶ魔法の森は、
それ自体

結び、絹のような孔雀石のドレスを着ていま

が、宝石の輝きをはなっています。妖精も浮

した。ふたりは最初からかい合い、
それから

気草も、人間の恋人たちも、宝石にひそんだ

愛し合いました。別れの日、石の精がこぼし

内包物のように、森の魅力の小さな秘密に

た涙は、煌くエメラルドの一粒になりました。

すぎません。

バレエ
「眠りの森の美女」
では、
サファイア

16世紀末、文豪シェイクスピアが書き上げ

の精とダイアモンドの精が、
オーロラ姫の結

た戯曲『真夏の夜の夢』
は、
コミカルで優美

婚を祝し、踊りを披露するのです。

な夢芝居 。ある夜、四人の若者が、狂気の

（作品の紹介や日記も公開していますので、気軽にお立ち寄りください。）
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妖精のように生きてみたい

森をさ迷い歩き、恋騒ぎを繰り広げるので
バレリーナという妖精
印象派の作曲家ドビュッシーは、
どこかで
彼らの集まりをのぞき見たことがあるのでしょ

す。彼らを見守っているのは、煌びやかな妖
精王オベロンと、
いたずら好きの妖精パック。
オベロンは娘に同情し、浮気草の汁で作っ

うか。
『妖精はすぐれた踊り子』
というピアノ

たほれ薬を、青年のまぶたに塗るようパック

曲を書いています。

に命じます。
しかしパックが、塗る相手をまち

実際 、妖精たちは踊るのが大好きなの
です。
「ピーター・
パン」
の作者、
ジェームズ・バリ
によると、妖精語では、
「愉快だね」
という代
わりに、
「踊りたくなるね」
というのだとか。

がえたので、恋はますます大混乱。一方、官
能的な妖精女王タイターニアも花のしずくを
まぶたに塗られ・・
・
宝石使いの名手シェイクスピアは、
この物

河出書房新社

妖精のすべてがわかる本です。妖精は自由気
まま、
わがまま、
本能のままに生きる。
楽しく暮らすのが仕事です。死ぬと、ぱっと消
えてしまいます。なんて無意味で優雅な人生な

語でも、桜草の花びらをルビーにたとえ、娘

のでしょう。本書は自分が妖精なのを忘れてい

月の光がリボンのように空から地上へ届く

の瞳を
「水晶よりもすきとおっている」
と賞賛

る、
すべての大人たちへの提案書です。

晩、妖精女 王は仲間をひきつれ、草原や牧

しています。妖精女王タイターニアさえ、かり
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