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載 わがままな宝石たち 7

輝きの魔法
エッセイスト

プロローグ
さんぜんと輝く青い宝石を光にかざしな
がら、その探偵はこうつぶやきました。
「なかなかの代物だ。どうだい、このキ
ラキ

ラ光ることは！これじゃ悪い心

をおこさせる

わけだね。よい宝石はす

べてそうだが、悪

魔の見せびらかして

いる餌食みたいなも

んだ」 (新潮文庫

「青い紅玉」より 延原謙訳)
探偵は、
シャーロック・ホームズ。
日頃クールで、親友の医師ワトソンに
「簡素な生活」と評されるホームズも、宝
石には、いたって目がありませんでし
た。ボヘミア王から賜った紫水晶のカギ
煙草入れ、時の英国女王にいただいたエ
メラルドのタイピンなど、いくつかの逸
品を愛顧している様子は、アメリカの庶
民派刑事コロンボとは対極にあると
いっていいでしょう。
探偵ばかりでなく、美女も王様も、子
どもも、泥棒も、輝く宝石を前にすると、
蜜にむらがる蜂のように、近づいたが最
後、
離れることができません。
美女は宝石のために、色香で権力者を
迷わせ、王様は宝石のために、隣国の王
と戦いを繰り返し、泥棒は宝石のために
命を賭けて大作戦を敢行するのです。怪
盗ルパンも、ルパン三世も、21世紀の泥
棒集団「オーシャンズ12」だって、例外で
はないのです。
南アフリカの男の子、15歳のエラスム
ス・ヤコブは、河辺で光る石に心惹かれ
て、石あそびにつかい、それが契機で、南
アフリカにダイアモンドラッシュが起
こりました。
宝石の輝きには、
誰も勝てない。
輝きは麻薬。
圧倒的な光の洪水にさらされたとき、
人はすべての計算を忘れ、素の自分にも
どってしまう。富の象徴。高価格。そんな
ことさえどうでも良くなってしまう。ア
ラビアの不良少年アラジンが、洞窟のな
かから、果物の形をした光る宝石をもぎ
とってきたのも、価値を知っていたから
ではありません。ただ美しかったから。
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チカ・ダ・シルバと従者の行列

それだけでした。
赤やピンク、黄色やオレンジ。ありと
あらゆるきらめく果物たち。いちごがル
ビーで、レモンがトパーズ、葡萄がアメ
シストだとわかったのは、ずっと後のこ
と。(「アラビアンナイト」より)
ただ美しかったから。それだけでした。
輝きは、見るものを、瞬間、別の世界に
つれていってくれる。
荘厳な幸福感に包まれ、理性を失い、
その一瞬、ただ見とれる人になる。
輝きの魔力に抵抗できないのは、人間
の根源にひそむ、本能のしわざにほかな
りません。
なにかすごく悲しいことがあったと
しても、その悲しみさえ忘れてしまう。
仕事の忙しさも恋の悩みも、そんなこと
は思い浮かびもしない。その境地が心地
よくて、わたしたちは、輝きの魔法にかけら
れたいと願うのではないでしょうか。
宝石を買って、芸術家になった女の話
子供の頃から、タマラは、宝石にあこ
がれていました。ピアニストになりた
かったのも、コンサートに黒いビロード
のドレスを着て、真珠のネックレスを巻
き、登場したかったからなのです。しば
らくして、ピアノには、絵画ほど天分が
ないことに気づき、やめてしまいます。
金持ちの叔母は、姪のタマラに秘密の箪
笥をみせてくれました。ダイアモンド、
エメラルド、ルビー、それぞれに専用の
引出しがあり、きらきらと誘惑に満ちた
輝きを放っていたのです。そのとき、タ
マラは悟ったのです。自分がどんな人生
を送りたいのか。
タマラ・ド・レンピッカ — 20世紀に君
臨する偉大な女流画家です。その作品
は、無機的でありながら、深い情熱を秘
め、迫力にあふれ、気品に満ち、一度見た
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ら忘れられない、
強烈な魅力があ
ります。
生まれたのは、
1898年、ワルシャ
ワの貴族の家柄
でした。
19歳で、
美
男の弁護士にひと
めぼれし、
結婚。
ロ
シア革命に遭遇
し、
命からがら、
巴
里へ逃亡。
しかし、
たちまち生活に窮
してしまいます。
誇り高い夫は、
イラスト：岩田 裕子
仕事をえり好み
して、働いてくれません。キゼットとい
う女の子も生まれていたタマラは、自信
のあった絵画の腕を磨き、画家として、
生活費をかせぐことを決意します。
「絶対に売れなければならない」
。
タマラは心に誓ったのです。
「もし絵が2枚売れたら、そのたびにダ
イアモンドのブレスレットを買おう」
タマラにとって、宝石は、野菜やパン
と同じくらい必需品だったのです。
その絵は、売れました。次々と。タマラ
の腕には、手首からひじまで、ダイアモ
ンドや他の宝石がきらきらとまぶしい
輝きをはなつようになったのです。
ある日、タマラは気がつきました。自
分自身が、社交界の宝石となり、輝きを
放っていることを。その後の人生に関し
ては、別の機会にいたしましょう。
ダイアモンドという名の街の幸せ
ポルトガル語で、
ディアマンティナ。
1729年、ブラジル、ミナスジェライス
州で、大量のダイアモンドが発見された
のです。18世紀初頭、ブラジルが、インド
に変わるダイアモンド産地として脚光
を浴び、ダイアモンドラッシュに沸いた
時代。ダイアモンドの鉱床があること
で、ディアマンティナと呼ばれるように
なった街に、こんな不思議な物語が残っ
ているのです。
男 は 、ポ ル ト ガ ル 人 の 若 い 資 産 家 、
ジョアン・フェルナンデス・ダ・オリヴェ
イラ。
女はチカ・ダ・シルバ。ポルトガル人の
父アントニオ・カエタノ・デ・サと、アフ
リカ人の母マリア・デ・コスタとの間に
生まれたオリヴェイラの奴隷でした。出
会ったとき、チカはすでに2児の母で、噂
によれば、美しくなく、太っていて、性格
も悪かったといわれています。もっと
も、玉の輿に乗った人は、悪くいわれが

ちですから、真偽のほどはわかりませ
ん。しかし、本当に美しくなく、条件も悪
かったとすれば、それでも金持ちで若い
オリヴェイラをとりこにした、その魅力
に興味がつきません。もしかすると、強
烈な生命力の持ち主で、ヨーロッパ出身
の、洗練された女たちに飽き飽きしてい
たオリヴェイラを、圧倒的に刺激したの
かもしれません。ふたりの関係は、さま
ざまな憶測を呼ぶのです。
この時代、奴隷は、主人と口を利くこ
とも出来ないくらい迫害されていまし
た。ブラジルでは、ダイアモンドとゴー
ルドを採掘させるため、大量のアフリカ
人が、奴隷として、連れてこられていた
のです。当時、ブラジルの人口は150万人
ほどで、その半分が奴隷でした。ダイア
モンドラッシュに沸いた18世紀全体で、
約170万人の奴隷が輸入された、と文献
にありました。人数が合わないのは、多
くの黒人が、若いまま、命をおとした証
でしょうか。
ダイアモンドの採掘は過酷で、病死や
事故死、うつ病による衰弱死も少なくあ
りませんでした。逃亡を試みた奴隷は、9
日間鞭打たれ、たいていのものは9日た
たずに死んだといわれています。
この時代に、どういうきっかけで恋に
落ちたのか、ジョアンはチカに夢中にな
り、妾ではなく、正式の妻にしました。彼
女にせがまれ、壮麗な邸宅を建てたとい
います。この屋敷は、たわわに実がなる
果樹園と、清冽な滝に囲まれていまし
た。その滝は、岩壁に貝殻と水晶が敷き
詰められ、きらきらと光り、勢いよく流
れる滝は、さわやかな水しぶきをあげ
て、天然のクーラーとなりました。室内
は、
ヨーロッパのお城さながら、
建物も調
度も豪壮をきわめ、
敷地には、
教会や劇場
までありました。
教会は、チカのために鐘を鳴らし、こ
の街の唯一の劇場は、連日、華やかな芝
居を上演し、チカや招待客を楽しませた
のです。
しかし、チカはこれでは満足できませ
んでした。船乗りの父から引きついだ血
のせいなのでしようか。
「ねえ、海がほし
いの。そこを船に乗って行き来したい
わ」と、若い夫に甘えました。オリヴェイ
ラは、チカのおねだりを、ゲームでもす
るように楽しんだのでしょうか。ジョア
ンは、広い庭に人工の湖を作りました。
夕方には、そこに大きな船を浮かべ、た
くさんの招待客を乗せて、夜ごと舞踏会
を繰り広げました。
女 た ち は 、髪 を 結 い 上 げ 、す そ の 広
がったドレスをまとって、彼らをゴンド
ラに乗せました。ゴンドラは、きらきら
と照明をあび、船の航跡を追いながら、
静かに静かに進みました。その中央に
は、おびただしい数のダイアモンドと
ゴールドジュエリーで、まるで太陽の女

近況
２０１２年の私をひとことで、表現するなら、
「刺激的」で
す。
９月には、電子書籍「蠱惑（こわく）のジュエリ」(PHP研究所)
を出版しました。
有吉佐和子や三島由紀夫、谷崎潤一郎をはじめとする、わ
くわくするほど刺激的な宝石のエピソード集。宝石のもつ、
人を破滅に誘うほどの魔力に、焦点をあてました。
宝石写真も美しく、絵本のようにごらんいただけます。ご
興味がありましたら、ぜひ、のぞいてくださいませ。
ディアマンティナの中心街

出典： wikipedia

神でもあるかのように、まぶしいほど着
飾ったチカ・ダ・シルバ。
人々はうわさしたのです。これほどま
で、奴隷におぼれた主人、これほどまで
主人を支配した奴隷はかつていなかっ
た、と。チカは呼ばれました。ブラック
クィーン、そして、ダイアモンドの女王
と。
このブラジル版千夜一夜物語は、1761
年から、1771年まで10年間つづきまし
た。1771年に、ジョアンは突然、故国リス
ボンに召還され、この事態を王に報告さ
せられたのです。ブラジルにもどる許可
は、二度と与えられませんでした。チカ
の豪壮な屋敷や美しい船は残ってない
といわれています。しかし、彼女が夜ご
と 愛 用 し た 、4 本 の 柱 を 持 つ 天 蓋 付 き
ベッドは、今、ディアマンティナ博物館
に展示されているそうです。この博物館
の建物も、かつては、オリヴェイラの持
ち物だった屋敷のひとつを利用したも
のだといわれています。
ディアマンティナは、今も200年前と
変わらず、起伏に富んだ石畳の坂道、丘
の上の鐘楼、バロック様式の白壁の家並
みが美しい街で、1999年、世界遺産に登
録されました。 この街の郊外には、奴
隷が石畳を敷き、建設したダイアモンド
を運ぶために作られた坂道があり、
「奴
隷の道」
と呼ばれています。
昨年、ディアマンティナを訪れた人の
話では、今もチカの屋敷というのが残っ
ており、観光名所となっているといいま
す。それは、お城のような豪壮な邸宅と
いうのには、程遠く、普通のお屋敷なよ
うだったといいます。伝説が大きすぎた
のか、オリベイラが本国に帰って以来、
チカの暮らしもこじんまりとしたもの
になったのか、そのへんは定かではあり
ま せ ん 。た だ 、2 階 か ら は 、デ ィ ア マ ン
ティナが一望でき、街一番のすばらしい
ロケーションを誇っているというのは
さすがです。チカは、オリベイラとの間
に、13人の子供をつくったのだそうで
す。邸宅の隣にたつ有名なカルモ教会の
鐘は、チカを起床させるためのものだっ
たというのです。
伝説よりは、こぶりながら、世にも幸
せ な 奴 隷 、チ カ・ダ・シ ル バ は 、本 当 に
存在していました。

そして、プライベートも、刺激的なできごとがいっぱい。
ハワイ、サンフランシスコ、ダイアモンド、突然の引越し、そ
して、なかなか経験しないアフェアも(個人的にお聞きくだ
さいね)。
２０１３年は、どんな色に染まるでしょうか。とても楽し
みにしています。
皆様の、新しい年が、一層すばらしい幸せに満ち溢
れますよう、
心よりお祈り申し上げます。

岩田 裕子 （いわた

ひろこ）

「宝石とは、美しさ、そして夢」と考え、様々なキーワ
ード —ギリシャ神話から名探偵ポワロ、バレエや競馬、
ピーターパン、王女さまに魔術まで— を駆使して、宝石
の魅力を解き明かしている。
慶應義塾大学西洋史学科卒業後、編集者を経て、エッセ
イストに。宝石に関する著書は、「夢見るジュエリ」
「ダイヤモンドAtoZ」(共に東京書籍)、「宝石物語」
（大和書房）、「21世紀の冷たいジュエリ」（柏書房松
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）など。ほかに、妖精、花の本、絵本
の翻訳、ショートストーリーの執筆も。文章にあわせ、
イラストも描いている。
ホームページは

http://www.shinjukutoyama.com/
ジュエリーと妖精、そして幻想の世界へと

http://www.geocities.jp/yamaneko1313
ジュエリーや妖精に関するエッセイスト、岩田裕子です。
(東京日記所収)の二つがあります。

こわく

岩田裕子 著 （電子書籍）蠱惑のジュエリ

定価：599円
（税込）
発行：PHP研究所
こわく

2012年9月、電子書籍「蠱惑のジュエリ」が出版されました。
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