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第三節

匿名小冊子『リスボン地震に関する正確な報告』
とその著者ミグエル・ティベリオ・ペデガシェ

前

フランスの月刊誌『ジュルナル・エトランジェ』と

リスボン大地震とポルトガルの文人ミグエル・ティベリオ・ペデガシェ

承

一， 小冊 子『 リス ボン 地震 に関 する 正確な 報告 』と ミグ エル ・ティ ベリ オ・
ペデ ガシ ェ

論文第二
第一節

リスボン在住の通信員ペデガシェ
一『ジュルナル・エトランジェ』におけるポルトガル学芸の紹介、
二、通信員ペデガシェによるリスボン大地震の記録

ペデガシェの画業『リスボン荒墟の偉観』と王都中心部の惨禍

三、スペイン通信員による震災の報告
第二節

一、書評誌『文芸年報』と画業『リスボン荒墟の偉観』
二、王都中心部の惨状と画集『リスボン荒墟の偉観』
三、画集『リスボン荒墟の偉観』の意義および特色

2/14

第三節 匿名小冊子『リスボン地震に関する正確な報告』と
その著者ミグエル・ティベリオ・ペデガシェ
一 ，小冊 子『 リス ボン 地震 に関す る正 確な 報告 』と ミグ エル ・テ ィベ リオ・
ペデ ガシ ェ
一 七五 六年リ スボン の出版 元マノ エル ・ソア レスか らつぎ のよう な書 名の小冊子が刊
行され た 。
『 一 七 五 五 年 十 一 月 一 日 リ ス ボ ン は じ め ポ ル ト ガ ル 全 土 を 襲 っ た 地 震 に 関す る
最新 の正 確な 報告 ー加 えて地 震の 原因 に関 する 若干 の省 察と解 明 』
（本稿ではこれを『リ
スボン地震に 関する最新の 報告』と略称 する 。
） 二三頁にわた るこの小冊子には、著者名
としてＭ・Ｔ・Ｐと頭文字が記されている。これらの文字は Miguel Tiberio Pedegashe
に合 致し、 本文の 内容 からも ミグエ ル・テ ィベリ オ・ ペデガ シェの 著作と 推察される。
この 文献はリ スボ ン大地 震に関 する基 本的な 史料 のひと つであ り、本 稿では 全文の試訳
を順次 別立 てと して 提示 する。
①

Jean-Paul Poirer, Le tremblement de terre de Lisbonne 1755, Paris, 2005. p.58.

『 リス ボン地 震に 関す る最 新の 報告 』そ の一
十 一月 一日 万聖 節の祝 日、気 圧計 二七イ ンチ七 ライン 、レオ ミュ ール温度 計十 四
度、 温暖 な 陽気 で大 気 晴朗 な午 前九 時四 十分頃 、大地 が三度 震動し た。 不気味 な轟
音 が 先立 った が、 最 初の 震 動は 微弱 であっ て、人 々をさ して驚 かす ことな く、一 分
以 上続 い た。 しか し、 三 十秒 ない し四 十秒の 間隔 ののち地 震は 非常に 一層激 しくな
り、 建 物が 崩れ 始 めた 。濃 い煙 塵 によっ て陽 光は暗く なり 、濃霧 と震動 が二分 以上
続く 。さ らに 一 分弱 停 止し たあ と、 万物 を転覆 するか のよう な震動 に変 わった。 持
ち 堪 えて いた 建物 が 轟音 をな し て倒 壊した 。太陽 は隠れ 、大地 が揺 り動く様 相に 、
太 古の 混沌 に 引き 戻さ れる か と人 々は 戦慄し たので ある。 瀕死 の者の 呻き、 神の慈
悲を 求め る 叫び 、 大地 の絶 えざ る 揺れ、 そして 四囲の 暗闇 が脅威 と恐怖 と苦悩 を倍
加させ た。 こう した 苦悶 の二分 か三 分が 過ぎ 、猛 威は 鎮ま った 。
だ が、 な んと 悲 惨な 光景 が眼 前 に展開 される ことか 。裸 足の女 、血だ らけの 子ど
も 、灰 に塗 れ た老 人が 惑乱 す る。 十字架 や聖 像を手 にした 人たち が、み ずか ら負傷
しながら 、動顛する民衆に悔悟の涙で心根を清めるよう促している 。寺院は倒壊し 、
宮 殿も 廃墟 と化 し、 多くの 男女 が救 出さ れる 望み もな く、 瓦礫 に埋も れて いた 。
艱 難はそ れで極ま ったのではな い。私たちが ひと息就くや 否や、や、新 たな震動が
さら な る災 禍 を予 告し た。 北 東の 強風が 吹き 初め、 荒れ狂 う高潮 は三度 押し 寄せ、
三度 激し く 退い た。 怒 濤が 行手 の万 物を 呑み込 み、引 き際に はそれ らす べてを 毀棄
し た ので ある 。錨 を 壊し 、 鎖も 断ち 切る狂 暴な波 浪が、 近隣の 街路 や広場 にも浸 水
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した 。ペ ドラ 埠 頭が 浮 動し て河 中に 沈没 し、税 関所は 納付さ れた税 金も ろとも崩 壊
し た 。錨 に繋 がれ た 船舶 もお そ らく 怒濤の 衝撃を 受け、 砂洲や 巌に 乗り上 げたの で
あ る。 河岸 に 避難 した 人々 は 、だ れの 救助も 得られ ず、大 半が 高潮に 攫われ た。多
くの 者 が跳 び乗 っ た小 舟も 沈没 し 、こう した海 流の満 ち引 きによ ってテ ージュ 河は
絡ま る帆 柱の 森 、無 惨な 遺 体の 墓場 と化 した。地 と風 と水が 結束し て、リ スボン の
悲 惨と 市 民の 苦難 を 倍加 させ る 。火 災が私た ちの 破滅に 追打を かけ、 たちま ち全 域
が 世に も怖 ろ しい 煉獄 とな っ た。 思いが けぬ 大火が 壮絶に 拡が り、栄華 を極 めた誇
り高 い王 都が 瞬時の うち に第 二の トロ イヤへ と一 変し たの であ る。
①

一 七五八 年に出 版さ れたモレ イラ ・デ・ メンド ンサ の労作『 世界 地震通 史』には、リ
スボン大 地震の発生を 告げる第四七 三項に、この 小冊子の冒 頭と同じ数 値 、
「 気圧 計 二 七
インチ 七ライ ン、 レオミュ ール 温度計 十四度 」と の記録が 誌さ れてい る。前 年に刊行さ
れ た『リ スボ ン地震 に関す る最新 の報告 』か ら彼は多 くを 摂取し 、地震 理論を主題と す
る いわば 第三 部で も古 今の 文献 に添 えて その書 名を 明記 した 。
ペデ ガシェ の著 述に関し てフ ランス の研究 者ジャ ンーポ ール ・ポワ リエは、雑 誌『ジ
ュルナ ール・ エトラ ンジェ 』に 寄稿さ れた書 簡と匿 名小冊 子を 対比し 、地震発生 の記録
に 差異が みられ ると指 摘す る。す なわち 、書簡 によれ ば第 一の震 動は九 時四五分に発 生
して 二分 揺れ、第 三の 震動は 二十分 続いた 。しか るに 小冊子 では第 一の震 動が九時四十
分に始まって一分あまり続き 、第三の震動の持続は二分余とされる 。
「総体的に言えば 、」
と ポ ワ リ エ は 結 論 す る 。「『ジ ュ ル ナ ー ル ・ エ ト ラ ン ジ ェ 』 で 報 告 さ れ た 三 六 分 余 の 地 震
が 、小冊 子では 八分間 ほど の地震に なっ た。ポ ンバル に命 じられた ポル トガル全土の 罹
災調 査の証 言に、 より 合致す るのは 小冊子 の記録 であ る。危機 に瀕 したペ デガシェが地
震の持続を実際よりも長時間に感じ 、みずからの過大な算定を後日是正したのであろう 。」
地 震の発 生と 津波の 襲来に 関する 記録に 続い て、ペ デガシ ェは未 曾有の 災厄 に曝さ
れ た民 衆の悲 惨と 艱苦 を簡 潔に 描写 する 。
②

Poirrer, op.cit., p.58.

Historia Universal dos Terremotos,

que tem havido no Mundo, Lisboa, 1758. p.113.

Joachim Joseph Moreira de Mendonça,

Explicacaõ das suas Causas, Lisboa, 1756. pp. 3-5.

Portugal No I de Novembro 1755. com algumas Observaçoens curiosas, e a

M. T. P., Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, que experimentou Lisboa, e todo

『リ スボ ン地 震に 関す る最 新の報 告』 その 二
新た な 津波 の恐怖 が建物 倒壊 の恐怖 を凌駕 する。 だれも が身 の安全を 第一 に考え
た 。 父親 、妻 、娘 、 息子 、さ ら には 邸宅と 家財を 失いな がら、 なお 首都圏 に留ま っ

③
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た人 々も 、急 遽 田野 へ 逃れ たが 、ど こか に身を 寄せる 当ても なく、 死せ る者も瀕 死
の 者 をも 怖れ ずに 歩 いた 。こ う した 恐怖の 日々を 説明す るなら ば、 ここで は同情 も
共 感も 、ま し てや 友愛 も人 類 愛も あり えない 言えば 尽きる 。安 全な地 点と思 われる
高い 丘陵 や遠 く離 れた田 野に 避難 して も、 そうし た恐 怖は いつ まで も続 いた 。
危険 が去 っ たよう に感じ た者は 、最愛 の人 が消え たのに 狼狽す る。涙 に暮 れる父
親 が、 一 家の 希望 の 光、 幼な 子 をあ らゆると ころ で捜し まわる 光景も あった 。負 傷
し た女 の子 も 、愛 する 母親 の 名を 大声で 叫ぶ 。怯え 切り、 取り 乱した妻 は、 身を捧
げた 夫の 安 否を 、 だれ にも 構わ ず 尋ねた 。到る 所で聞 こえ るのは、 呻き と慟哭 とす
すり 泣き であ る 。再 会で き た人 々は たがい に抱擁 し、 むせび 泣いた 。一方 では奇 蹟
的 に死 を免れ たと 祝福 し合 い、 他方 では 遭難 した友 人を とも に哀 悼し た。
思 いも よら ぬこ とであ るが、 こう した悲 嘆と荒 廃のさ なか、 火に も死にも 怯ま ぬ
極悪 人は 秩 序の 混乱 に 乗じ 、ひ と財 産築 く悪業 を始め た。無 人とな った 王都を 盗賊
が 占 領し 、門 戸を こ じ開 け 、家 々で 掠奪す る。罰 せられ ことは 永久 にない という 悪
念 が、神 の怒 りも 官憲 の力 も怖 れぬ 犯罪 を助長 した 。
ポル トガル の文学 史家エ レー ヌ・カ ルヴァ ルハオ ・ブエ スキ ュはモ レイラ・デ ・メン
ドンサ 著『世 界地震 通史ー リス ボン大 地震』 を分析 し、そ こに は優れた 歴史的証 言の要
件 、すなわち「視覚的要素の伝達と細部 、事例 、秘話の挿入 」がに備わると称讃した 。
「こ
の大事件 を」ブエス キュはさらに 述べる 。「慎重かつ綿 密に記述した 他の記録、ミグエル
・テ ィベリオ ・ペ デガシ ェの著 作（一 七五六 年） にもい ま述べ た特徴 は共通 している。
両者の 著作 はお そら くリ スボン 地震 に関 する もっ とも 詳細 なド キュメ ンタ リー であ って 、
ともにふたつの要素を備える 。第一の要素は目撃者としての証言と呼ばれるものであり 、
あまりに も多くを見た ときには、語 りは途絶え 、言葉も見 出せないことの自覚である 。
」
本稿第 二節で 考察 したペ デガシ ェの作 品、素 描『 リスボン荒墟 の偉観』は地震に よ
る 建物崩 壊を いわば 即物的 ・科学 的に記 録し たもので あり 、そこ には艱 苦する人 々は描
かれ ていない。し かし 、
『 リ ス ボ ン 地 震 に 関 す る 最 新 の 報 告 』 で は さ し た る 長 文 で はな い
もの の、こ こに引 用した 段落か ら民 衆の悲 惨と不 幸への 共感を 痛切 に読み 取ることがで
きる 。こ れに続 いて ペデ ガシ ェは 震動の 様相 と地 震の 原因 につ いて 綿密 に論述 する 。

①

Helena Carvalhão Buescu, Narration and catastarophe : the 1755 earthquake

Poirrer, op.cit., p.58.

Terramotode Lisboa : Ficar Diferente, Lisboa, 2005. pp. 96-98, 102-103.

of Lisbon. in Helena Carvalhao Buescu and Goncalo Cordeiro (eds). O Grande

①

『 リス ボン 地震 に関 する 最新 の報告 』そ の三
地 震は 夜通 し 続い た 。激 しく はな かっ たが、死 の淵 にいた 者には 苛酷 であり、 幾
度も 必死 の思 いで 身を支 えた 。

②

②
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震動 に 先立 つて大 抵は怖 ろし い爆音 があり 、それ らは雷 鳴の 轟きか、 地底 で発射
さ れる 大砲 の衝 撃のよ うに も思 われ た。
そ の後 も毎 日二 度か 三度震 動を感 じ、恐 怖は続 いた 。私の 観察に よれば 、いつ も
地震 の 前に 数秒 に 怖ろ しく 不気 味 な轟音 が聞え た。十 一月 の一日 から二 日にか けて
夜通 し犬が 吠え 、馬 もい なな いて、 あら たな 不安 を掻 き立 て、 恐怖 を募ら せた 。
こ れら 度 重な る 地震 の前 触れ と して、 しばし ば地中 の轟 音が、 さもな ければ 震動
を 伴わ ぬ音 響 が発 生し たこ と も観 察され た。 また、 地震は 大抵 黎明の時 刻に 激しく
なり 、い つも 震動の 最後 に突 風が 起る ことに も気 づい た。
万聖 節の 地 震が 同じ 日の ほ ぼ同 じ時刻 に、 ドイツ 、フラ ンス 、ポルト ガル 、スペ
イ ン、 ア フリ カ、 南米 で 感知 さ れたこ とに、 注目 する人 たちも いる。 驚嘆す べき 労
作、 ビ ュフ ォ ン氏 の不 朽の 地 球理 論によ って 私はこ うした 現象の 成因を 認識 できる
よう に思 う。
こ の 理論 に よれ ば、 可燃 性 ・爆 発性の 物質 は火薬 のよう に膨大 な量の 空気 を燃焼
に よっ て 造り 出す 。こ う して 火に 造ら れた空 気は 絶大な稀 薄化 を求め 、圧縮 された
状態 にあ るの で、 地中 の空洞 を驀 進し 、激 烈な 結果を 及ぼ すの であ る。
たと え ば二 千フィ ートの 深さ で硫酸性 ・亜 硝酸性 の物質 が存 在し、水 の浸 透など
の原因によって燃焼するならば 、これらの物質は埋もれていた水平な地層から脱し 、
水 に浸 され た 亀裂 の底 から 地 中の 空洞 を通っ て、垂 直な空 間へ 発散す るであ ろう。
こ うし た驀 進の 道筋は 空洞や 亀裂、 さらに は浸 水や地 下水に よる隙 間であ る。 こ
れら すべ ての 道 程に おい て 稀薄 化が 加速的 に激化 し、 断層に 衝突し て地下 道に烈 風
を 巻き 起 こす 。騒 音や 轟 音も 発 生し て地上に まで 伝わり 、地震 や衝撃 の前触 れと な
るの であ る。
地底 の 炎か ら発 した風は 、地 下の空 洞や亀 裂に 入り、火 元か らの距 離と進 路の広
さ に 応じ て、 あ るい は強 い 震動 を、 あるい は弱い 震動 を惹起す る。 この活 動が長 距
離 に及 ぶ 場合 も、 震動 の 類型 は変 わら ず、同 一で あり、 きわめ て遠い 地域で も地 震
が感 知 され る 。こ うし た空 気 は火 山の爆 発に よって は生じ ない。 なぜな ら、 そこで
は拡散するのに充分な空間が存在するか 、風や蒸気の形態で放出されるからである 。
空 気 と蒸 気を 通す地 下の 通路が 地震の 原因で あるの を否 定する 人たち もあろ う。
し かし 、 最初 の爆 発が 生 じた のと 同じ 地層で 、土壌 が相当 の高 さにか ならず 隆起す
るの で 、こ の衝 撃 によ って 隣接 す る地層 が分 断され、 水平 に裂け る。そ れが充 分な
通路 となっ て徐 々に 遠く まで 巨大な 規模 で伝 動す るの であ る。
鉱 物 の燃 焼は し ばし ば噴 火を 惹 き起し 、大 地をも揺 がす が、私 たちを 襲う原 因を
硫 酸性 の物 質 に帰 する こと を 疑う 人た ちもい る。そ うした 見方 は脆弱で 崩れ 易い。
なぜなら 、地下の燃焼と火山の爆発によっても 、種々の地震が発生したからである 。
それ らの 地震 は 近い とこ ろ での み、 火口か ら炎が 昇る 間とそ の直前 にだけ 感知さ れ
た。
も しも 可燃 性物 質の 量が多く なけ れば、 隆起、 衝撃、 震動が 続い ても、 噴火に は
至ら ない で あろ う。 と きに は鬱 積し た空 気が地 中の炎 によ って稀薄 にさ れ、小 さな
出 口 や隙 間か ら出 て 蒸発 し てし まう 。こう した場 合に は地震も 噴火 も発生 しない 。
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しか し 、可 燃性の 物質が 大量 に存在 し、凝 結と圧 縮の形 状に あれば、 爆発 や噴火
が 生 じる であ ろう 。 とは いえ 、 こう した衝 撃を受 けるは 狭い地 域だ けであ る。だ か
ら 火山 活動 に よる 地震 が狭 い 範囲 に限 定され 、火焔 に惹き 起さ れた大 地の揺 れは、
数レ グ ア離 れた 地 点ま で衝 撃と 震 動を及 ぼす火 薬庫の 爆発 に類似 するの である 。
こ のよう にペデ ガシ ェは地 震の様 相とし て震動 に先 立つ轟 音にと りわけ 注目し、地中
にお ける可 燃性物 質の 燃焼と 驀進が 地震の 原因で ある と推察す る。 ここで 展開される綿
密な理 論は小 冊子 の核心 部分で あり、 博識多 才な 著者の 深い科 学的素 養に基 いている。
著者自身 が語 るとお り、リ スボン 大地震 の原 因の解 明はフ ランス の啓蒙 思想家、 ビュフ
ォン の著 作から 大いに 啓発さ れた。 一七 四九年 に上梓 された 彼の『 博物 誌』第一巻に は
「緒 論第二 地球 の歴 史と理論 」お よび「 地球理 論の論 証＝論 文第 十六 火山と地震」
に斬 新で 精細な 地震 理論 が含 まれ る。
な お、 モレイ ラ・デ ・メン ドンサ もま たビュ フォン の著作 から多 大の 影響を受け、地
震 の原因 を解 明し た有 力な 理論 とし て『 博物誌 』の 論述 を再 三紹 介して いる 。
②

G.-L. Leclerc Buffon, Histoire naturelle générale et particulièe , Paris. 1749.

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.6-9.

Moreira de Mendonça, op.cit., pp.193-194.

tome I, pp.109-124, 527-535.
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『リ スボ ン地 震に 関す る最新 の報 告』 その 四
地震 から 十 日か 一二 日 あと まで 潮流 が正常 でなく なった 。と きには 遅れ、 ときに
は 早 まっ た。 七時 か ら八 時に か けて 上げ潮と なり 、三時 から四 時に かけて引 き汐 と
な った 。し か し、 人々 がも っ とも 怯え たのは 、この 間をあ るい は強く、 ある いは弱
く、 大地 が 絶え ず 揺れ たこ とで あ る。ま た、つ ねにこ の間 河水が 粗い粒 子で著 しく
濁り 、地 上と 同 じく 水中 で も明 らか に異変 が起っ たと 思われ る。若 干の報 告によ れ
ば 、地 震 によ って 島が 生 成さ れ たとこ ろもあ り、 島が沈 没した ところ もある 。こ れ
こそ 地 中に 蔵 され た可 燃性 物 質が 、海水 の下 で強烈 な爆発 を遂げ た証左 であ ろう。
これ らの 現 象が 見ら れ る地 帯で は、 火山 の活動 も微弱 で、影 響も稀 であ った。 した
が っ て、 炎自 体が 出 口を 造 り、 そう した窪 みに海 水が 浸入し、 鎮火 したと 考えら れ
る 。船 乗 りが しば しば 経 験す る海 水の 沸騰を はじ め、大地 より もむし ろ海上 で生じ
る衝 撃や 攪乱 の原 因は 、疑 いもな くこ うし た地 中の火 焔で ある 。
十一 月 八日 午前五 時三十 分頃 突然大 地が震 えたが 、激し い揺 れではな かっ た。同
月 十 五日 午前 五時 頃 強い 震動 が 起き た。同 月十六 日三時 三十分 過ぎ に怖ろ しい衝 撃
が 発生 した 。 同月 十七 日 の夜 から 十八 日にか けて北 部にお いて 震動を 伴う怖 ろしい
轟音 を 聞い た。 十 二月 八日 十一 時 から正 午にか けて室 内に いた人 たちが 急いで 屋外
へ出 た。

①

①
②

①

7/14

潮流 が 十月 三一日 には二 時間 以上、 十二月 十日に も約二 時間 遅れた。 十月 三一日
に お ける 潮流 の遅 れ は翌 日の 大 地震 の前触 れであ ったと 水先案 内人 のひと りが推 察
した 。十二月十日にも同じ遅れを認めて 、人口稠密なリスボン低地帯へ急いだ彼は 、
地震 を 警戒 し、 な にび とも 当夜 は 屋内に 留まる よう触 れ歩 いた。 その予 言は確 かで
あっ た。 十一 日 の午 前四 時 五五 分頃 に大 地が二度 強く 揺れた からで ある。 これら ふ
たつの衝撃に先立って怖ろしい轟音も聞えたが 、いずれも一分弱の震動に止まった 。
同 月二 一日 午 前八 時頃 二度 大 地が 揺れた 。ま ず強い 震動が 発生 し、一層 激し い震動
がこ れに 続 いた の であ る。 しか し 、ふた つの震 動は一 分程 度で止み 、被 害はな かっ
た。
私 は毎 日 のよ うに地 震を経 験した が、 強弱い ずれの 場合で も成因 を説 明するこ と
は難 し くな い 。硫 黄質 の地 層 に瀝 青など 可燃 性鉱物 が混入 するか 、そう した 鉱物が
混合 すれ ば 、空 気や 液 体に 触れ る毎 に燃 焼に至 ったの である 。それ らが 大量に 集積
して燃焼するや 、可燃性物質の量に比例して爆発が生じ 、その影響もあるいは大に 、
あるいは小となる 。こうした現象に関してつぎのような成因を加えることもできる 。
脆弱 な 土壌 では 衝 撃が きわ めて 大 きく、 燃焼 からただ ちに 震動が 惹き起 される 。こ
れらは火山の爆発に類似しており 、頻繁発生するか 、きわめて稀に発生するのかは 、
可 燃 性物 質の 発火 度 に、 また そ うし た物質 の量と 閉塞し た空間 の広 さの釣合 に依 存
する 。
十 一月 一日 には 地 震が 南西 か ら北 東へ進 み、海 流もそ の震動 に従 った。リ スボ ン
の低 地帯 全域 に とっ てそ れ が救 いと なった 。なぜ なら 、波濤 が浅瀬 を通過 し、そ こ
で 勢い の激 しさを 失っ たか らで ある 。
十 一月 一日 海上 にい た船長数 人が 私に確 言した ところ によれ ば、 三十レ グア、 四
十レ グア 、 六十 レグ ア 沖合 で突 然 船舶が 激しく 動くの を感 じ、彼ら はあ たかも 砲車
の 下 に散 る大 砲 の部 品の よ うに 、す べての 構成部 分が 解体した と感 じた。 みな驚 い
た が、 そ の事 態は つぎ の よう に理 解で きる。 海底 は陸地 の延長 にすぎ ず、陸 地が 揺
れる と 、そ の 動き は海 にま で 伝わ る。だ から すべて の船舶 が震動 を受け る。 なぜな
ら、 液体 の 上を 進む 船 舶は 、船 体と 同量 の水嵩 と均衡 を保つ からで ある 。海水 が不
規 則 に動 けば 、液 体 の一 部 と合 体し た船舶 も不規 則に揺 れる。 風は しばし ば嵐の 成
因 とな る が、 けっ して 地 震を 惹き 起さ ない。 嵐のた めに奔 流が 生じ、 海面に 激しい
動き も 見ら れる が 、揺 り動 かし は しない 。す でに述べ たと おり、 海は陸 地の延 長で
あっ て、 陸地 が 揺れ れ ば、 船舶 も動 きを 共にする 。な ぜなら 、海は 航行 できる液 体
だ けで なく 、居住 する のと 同じ 陸地 から 構成 され るか らであ る。
①

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.9-12.

つ いでペデ ガシ ェは地 震によ る海流 の異変 を記 録し、 いずれ につい ても地 中における
可燃性 物質の 燃焼 と驀進 との係 りを指 摘した 。そ うした 物質を 多く蔵 するリ スボン一帯
は古来し ばし ば強い 地震に 襲われ た。十 四世 紀以降 にポル トガル で発生 した地震 を彼は

①
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つぎ のよ うに報 告す る。
『 リス ボン 地震に 関す る最 新の 報告 』そ の五
リ スボ ンが 鉱 物質 の 土壌 に築 かれ たこ とは確か であ る。王 都やそ の近郊 から湧 き
出る大量の熱湯や鉱水が充分な証左である 。さらに言えば 、大抵の山岳地帯は硫黄 、
硝石 、ア ルカ リ 質を 蔵す る ので 、地 震が発 生しや すい 。ポル トガル はそう した惨 状
を 再三 経験し た。
一 三〇 九年 二 月二 二日 黎 明の 直前 にポル トガル のみ ならず 、ヨー ロッパ 全土で 強
烈な 地震 があ った。
一 三 二一 年 十二 月九 日大 地 がき わめて 異常 な揺れ を示し 、だれ もが驚 愕し た。震
動 は三度 繰り 返し 、最 初が とく に大 きか った 。
一 三五 六年 八月 二四日 ポルト ガル の大半 の地域 で大地 が十五 分揺 れた。こ の震 動
で鐘 がお の ずと 鳴っ た 。多 くの 建造 物が 被害を 受け、 リスボ ン大聖 堂の 礼拝堂 が傾
い た。 より 微弱 でより 短時 間の 震動 は一 年近 く続 発し た。
一 五三 一 年一月 七日 ポルト ガルで 怖るべ き地震 が発 生し、 極度の 震動に 至った た
め、 王 国の あら ゆ る都 市、 あら ゆ る村落 の住 民はすべ て住 居から 脱して 野外へ 避難
し、 多数 の人 々 が突 然 の危 険か ら逃 げ遅 れて死亡 した 。これ こそリ スボン とその 近
郊 に とっ て最 大の 衝 撃で あっ た 。同 月二六日 にも リスボ ンで強 烈な 地震が起 きて 、
六 十レ グァ 余 り離 れた 地点 で も感 知さ れた。 これに より王 都と その近郊 全域 で千五
百の 住居 が 破壊 さ れ、 そこ に住 む 人々の 命を奪 った。 多数 の寺院 が倒壊 し、海 上で
も多 くの 船舶 が 沈没 した 。 住民 の大 半は野 外へ逃 れた 。王都 全体が 転覆す るかと 戦
慄 し、 王侯も また 避難 した 。
一 五五 一年 一月 二八日 リスボ ンで は大火 のよう に大気 が赤く 染ま り、そ の直後 発
生し た地 震に よって 建物 二百 が倒 壊し 、荒墟 で二 千人 が死 亡し た。
一 五 七五 年 六月 七日 リス ボ ンで きわめ て激 しい地 震が生 じて、 すべて の家 屋が揺
れ 動き、 すべ ての 住民 が怖 れお のの いた 。
現 在シ ナイ 山サ ン タ・ カ テリ ーナ 教区教 会が位 置す る山は、 いま は遠く 隔たる 海
辺の山とかって地続きであり 、そこには多数の人家と三つの美しい街路が存在した 。
一五九七年七月二一日午後十一時頃この地域を通る三人が叫び始めた 。山が転覆し 、
一 気に 離れ て いく 、と 。 これ を聞 いて 地元の 人たち が逃げ 出す と、ま もなく 山が陥
没し 、 三つ の街 路 、百 十の 人家 、 海辺に 架けら れた石 橋の 埠頭も 沈んで いった 。見
詰め る人 たち が みな 驚倒 し 、戦 慄す るな かで、こ れら すべて が瞬時 に沈没 し、消 失
し たの であ る。
一 五九 八年 七月 二八 日午後五 時三 十分頃 リスボ ンで 地震が発 生し 、強い 揺れに よ
って 大勢 が 転倒 し 、す ぐに 街路 へ 逃れた 人々は 王都壊 滅か と戦慄し た。 短い間 隔で
さらに ふた つの 地震 が続 いたけ れど も、 最初 の揺 れほ ど強 烈で はなか った 。
一 六九 九 年十 月 二六 日ポ ルト ガ ル王国 、とり わけリ スボ ンにおい て地 震が感 知さ
れ、 同 月末 や 十一 月ま で度 重 なる 揺れで 、住 民すべ てが不 安で緊 張した 日々 を過ご
した 。
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一七 一 九年 五月二 六日ア ルガ レヴェ 国ポル ティマ オ町で 月蝕 が夜明け 前に あり、
沿 海 部で は凄 まじ い 轟音 が聞 こ え、 激しい 地震も 三分か 四分続 いた 。これ に驚愕 し
た 同町 の住 民 は、 慌て て屋 外 へ避 難し た。ア メイク セイラ 、カ レガカ オ、エ ストン
バル な どの 諸地 域 、そ して アレ ム ・ド・ リオ湖 でも住 民が 同じ試 練を受 けた。 ポル
ティ マオ 町か ら 半レ グァ 離 れた エス クト スやアル ボー ルでは 近隣の 被災を 聞き、 恐
怖 のあ まり 死んだ 人も ある 。
一 七二 二年 十二 月二 七日アル ガレ ヴ国に おいて 大きな 地震が 発生 し、ヴ ィセン テ
岬を はじ め 、同 国 全域 に及 んだ 。 ポルテ ィマオ 、アル ブフ ェイラ、 ルー レなど の街
々、 さら には フ ァロ 、タ ヴ ィー ラな どの都 市がか なり 深刻な 被害を 蒙って 、多数 の
住 民が 死 亡し 、教 会、 修 道院 、 塔や壁 、無数 の住 居があ るいは 全壊し 、ある いは 居
住困 難な まで に破 損し た。
一七 二 四年 十月十 二日黎 明の 二時四 五分頃 リスボ ンとポ ルト ガル全 土で、 同じ時
刻 に大 きな 地震 が感 知され た。
一五三一年ポルトガルの大地震はよく知られているが 、ここでとくに注目されるのは 、
一五九七年の山地陥没の記録である 。リスボン大地震における衝撃的な惨事のひとつは 、
多数の 住民の 避難先 、ペド ラ埠 頭の陥 没であ り、類 似した 異変 が十六世 紀末にも 生じた
こ とが 判る 。
『 リスボン 地震 に関す る最新 の報 告』から 多く を摂取 したモ レイラ ・デ・ メンドンサ
は、
『 世界地震通史 』のいわば第 一部、地震の 歴史において ペデガシェが列挙した過去の
地震十二をすべて採択し 、ほとんど同一の文言で記録されたものも見出される 。ただし 、
た とえば 十六世 紀につ いて 『世界地 震通 史』に 記載さ れる地 震の件 数は 、外国をも含 め
五七 とは るか に多 い。
ついでペデガシェは一七五五年の地震で被災した教会 、修道院 、殿閣 、公共の建造物 、
ポ ルトガルの 各地を列記す る 。『リス ボン荒墟の偉 観』として彼 がこの時期に素描した建
造物 、すなわち総 大司教教会、 サンタ・マリ ア大寺院（大 聖堂 ）
、 サ オ ・ パ ウ ロ 教 会、 サ
オ・ ニコラ ウ教会 、歌劇 場、サ オ・ ロケの 塔がこ れらの なかに 含ま れるこ とは勿論であ
る。

①

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.12-15.

『 リス ボン 地震 に関 する 最新 の報告 』そ の六
ポ ルト ガル が 体験 し た幾 多の 悲劇 的な 結末を以 上簡 略に叙 述した 。し かし、過 去
の陰 惨な 光景 から 目を転 じ、 今次 の大 惨事 に戻ろ う。
高貴 で華 か な王都 の惨憺 たる状 況をい かな る言辞 、いか なる表 現によ って 説明で
き よう か 。あ まり にも 苛 酷な 災 厄は 、表現の 域を 超える 。だれ もが推 測を加 えて 真
相に 迫 り、 地 震で 壊滅 し、 火 災に 焼き尽 され 、盗賊 に蹂躙 された 都会に つい て語る
ので ある 。 そこ では 宮 殿や 邸宅 が連 なっ たとこ ろに索 漠た る荒墟し かな く、街 路が
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通っ たと ころ に 瓦礫 の 山し か見 えな いの である 。かつ また、 地震と 海流 と火焔は 総
大 司 教教 会を 破壊 し 、そ こに 蔵 され るあら ゆる財 宝、六 万二千 マル クもの 銀貨、 著
名 な工 芸家 の 作品 を消 失さ せ た。 その ほか被 害を受 けたの は、 サンタ ・マリ ア大寺
院、 サ ンタ ・ジ ュ スタ 教会 、サ オ ・ニコ ラウ教 会、サ オ・ ペドロ 教会、 サオ・ パウ
ロ教 会、 サオ ・ マメ ーデ 教 会、 サオ ・ベ ルソロメ ウ教 会、サ オ・ジ ョルジ ュ教会 、
サ ンタ ・ マリ ア・ マ グナ レー ダ 教会 、サオ・ ジュ リアオ 教会、 秘蹟教 会、殉 教者 教
会 、託 身教 会 、ノ ヴァ 街受 胎 教会 、サオ ・ジ ョアオ ・ダ・ プラ サ教会、 サオ ・ミグ
エル教会 、ロレート教会 、救助教会 、サオ・マルティンホ教会 、サンティアゴ教会 、
サオ ・ト メ教 会 、サ ント ・ アン ドレ 教会、 サンタ ・カ テリー ナ教会 、サン タ・マ リ
ンハ教会 、サント・エステヴァオ教会 、傷痕教会 、勝利教会およびこれらの各教区 。
さら に キリ ス ト修 道会 の受 胎 コレ ジオ、 サン ト・ア ントニ オ館、 王立養 護院 と救貧
院、 椰子 葉 教会 、慈 善 協会 僧院 、サ オ・ セバス ティア オ僧院 、昇天 僧院 もまた 同様
で ある 。
サ オ・ ド ミンゴ 修道 院、サ オ・フ ランシ スコ修 道院 、三位 一体修 道院、 カルモ 修
道院 、 ボア ・ホ ラ 修道 院お よび こ れらの 寺院 。また、 サオ ・フィ リィペ ・ネリ 修道
会と付 属書 庫は完全に 破壊された。 マ リアノス・ アオス・トル ネイロス修道 院、ド
ミ ニ コ会 コル ポ・ サ ント 修道 院 、伝 道者サ オ・ジ ュアオ ・世俗 参事 サント・ エロ イ
修 道院 、カ ル メル 会素 足修 道 院、 キリ スト聖 体修道 院、救 済修 道院も 同様の 被害を
受け た。 キ ャピ ュ ショ ス・ ド・ ク ラル修 道院、 サオ・ アゴ スチノ ス会カ ルカド ス教
会お よび その 書 庫と 僧坊 の 一部 も破 壊され た。ザ ブレ ガス修 道院、 サオ・ ペドロ ・
ア ルカ ン タラ 修道 院お よ びそ の 僧坊 と教会も 多大 の被害 を受け た。神 意聖職 者規 範
修 道院 も崩 壊 であ る。 サオ ・ パオ ロ隠者 秘蹟 修道院 、サオ ・ベン ト修道 院と サオ・
ロケ 修道 院 では 、教 会 がか なり 破 壊され 、宿坊 と塔は 甚大 な被害を 蒙っ た。コ トビ
ア 修 道場 も大 き な損 傷で あ って 、正 面が損 傷し、 僧坊 もかなり 破壊 された 。サオ ・
ア ゴス チ ノス 会聖 職者 参 事サ オ・ ヴィ センテ デ・ フォラ 教会で は穹窿 の先端 が崩 れ
落ち た 。サ オ ・ア ンタ オ寺 院 は聖 器室、 塔の 一部、 僧坊、 穹窿の 先端と とも に破壊
され た。
同 じ く被 害を 蒙った のは サンタ ・クラ ラ尼僧 院、サ ンタ ・モニ カ尼僧 院、救 済尼
僧 院、 薔 薇尼 僧院 、サ ン タ・ アン ナ尼 僧院、 サンタ ・マル タ尼 僧院、 受胎告 知尼僧
院聖 母 尼僧 院、 託 身尼 僧院 、十 字 架尼僧 院、 オディヴ ェラ ス尼僧 院、フ ラミン ゴ尼
僧院 、シ ェラ ス 尼僧 院 、ト リナ ス・ モカ ンボ尼僧 院、 サント 。アル ベル ト尼僧院 、
秘 蹟尼 僧院 、フラ ンシ スコ 尼僧 院、 希望 尼僧 院で ある 。
壊 滅し た殿 閣と して は王宮 、歌劇 場、イ ンド商 館の 楼閣、宝 蔵で もあっ たブラ ガ
ンサ 公爵 宮 殿、 さ らに はカ ダヴ ァ ル公爵 、レゲ ドル公 爵、 アヴェ イロ公 爵、ヴ ァレ
ンサ 侯爵 、マ リ アル ヴァ 侯 爵、 ルリ サル侯 爵、ニ ザ侯 爵、タ ンコス 侯爵、 フロン テ
イ ラ侯 爵 、リ ベイ ラ伯 爵 、コ キ ュリン 伯爵、 サオ ・ヴィ セエン テ伯爵 、ヴァ ラダ レ
ス伯 爵 、ア ト ウギ ィア 伯爵 、 ルミ アルク ス伯 爵、ア ルバ伯 爵、ヴ ィミメ イロ 伯爵、
サビ ュゴ ザ伯 爵、サ ンチ ャゴ 伯爵 、バ ルバラ セナ ス子 爵の 各豪 邸で ある 。
コ ン ソラ カ ーオの拱 門、 王族修 学院、 異端 審問所、 王宮 裁判所 、財政 評議会 、信
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仰査問 委員 会、三国務 大臣海外評議 会、 三身分協 議会、財務局 、参謀本部、 インド
商 館、 ふた つの レモイ ロ留 置場 と訊 問室 、牢 獄、 国庫 、七商 館。
こ うし た不 幸な 災害 は王国 全土に 及んだ 。セト ゥー バルの 聚落で はエス トレマ ド
ーラ で すべ ての 寺 院と 建物 が破 壊 され、 最大の 被害を 蒙っ た。よ り大き な災厄 は地
震よ りも むし ろ 高潮 であ っ た。 聚落 のイ エスズ・ ド・ ボンヒ ム広場 では二 八の泉 が
白く濁った 。海辺にある近隣の聚落 、アルマダ 、カシルハス 、セイシャル 、コイナ 、
バ レイ ロ、 ア ルホ ス・ ヴェ 度 ロス 、ラヴ ラデ ィオ、 等々も 同様 の被害を 受け た。シ
ント ラの 聚 落で は 王宮 をは じめ 沢 山の建 物が破 壊され 、多 くの泉が ある いは涸 れ、
ある いは 濁っ た 。リ ヴァ ・ テー ジョ の聚落 では主 とし てアル ヴェル カ、ア ルハン ド
ラ 、ヴ ィ ラ・ フラ ンカ 、 ポヴ ォ ス、カ スタン ヘイ ラが大 きな被 害を受 けた。 サン タ
レム の聚 落で はほ とん どの 建物が 揺れ 動き 、そ の多 くが破 壊さ れた 。
アケ ン テー ジョ 地方 で はエ ヴ ォラ、 ベジャ 、エ ルバス 、ポル タレグ ルの諸 都市 が
か な り破 壊さ れた 。 ムー ラ 、ヴ ィラ ・ソサ 、アル カセル ・ド・ サル などの 聚落も 多
くの被害を受けた 。 アルガルヴェ国ではファロ 、ラゴス 、シルバが完全に壊滅した 。
タヴ ィ ラも 大き な 被害 を受 け、 ア ルブセ イラ 、カスト ロ・ マリン も同じ く破壊 され
た。 ロカ 岬、 カ スカ エ ス、 ペニ ッシ ュも 多大な 被害を 受けた ことを 明記 したい。
こ こで ペデガシ ェは 地震の 原因と して再 度地中 の可 燃性物 質に言 及する とともに、月
の運 行と太 陽の熱 気も 地震の 発生に 関連が あると 述べ る。た だし、 月や太 陽の作用に係
わる所論は簡略であって 、さきに展開した地震理論のいわば副次的な記述と考えられる 。

①

『リス ボン 地震 に関 する最 新の 報告 』そ の七
す べて 沿 岸部 は内陸 部より も大き な被 害を蒙 ること が観察 された 。到 るところ で
繰返 し 観察 さ れて おり 、そ の 事由 を私は 以下 のよう に考え る。地 中に蔵 され る可燃
たいせき
性物 質の 堆 積は 、た ん に水 が混 入す るだ けで、 燃焼す る状態 にある 。高 潮や強 風で
上 昇 した 海水 は、 浸 水を 妨 げる 障壁 を越え て、地 中の空 洞に入 り込 み、こ うした 水
の 混入で とき には 異変 が発 生す るの であ る。
月 の運 行す べて が歴然 とした 結果 を海水に 与え るのと 同様、 それは 震動や 火山 に
くしよう
もなんらかの影響を及ぼす 。きわめて激しい爆発に襲われるのは 、きまって月の矩象
さくぼう
や 朔 望の とき であ る こと も私 は 観察 した。 日々体 験する 太陽熱 も地 震を助長 する と
私は考える 。火山の作用と似通って太陽熱が物質の燃焼を促すことは明らかである 。
再三 の観 察 によ り 私が 確信 した と ころに よれば 、灼熱 の太 陽のあ とに雨 天や曇 天が
続くと 、大 抵強 烈な 爆発 が生じ る。

①

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.19-20.

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.12-19.

大地 震のと き建 築上の 欠陥に よって 住居に 甚大 な被害 が生じ た、と ペデガ シェは論じ

②

②

12/14

る。建 造の技 法に関 するこ こで の論述 は、細 部にわ たって 委細 を尽し 、来るべき 王都の
再 建への 助言 とも感じ られ る。ま た、一 定の間 隔を置 いて リスボ ンに大 地震が繰り返 す
こと を指 摘する彼 は、 震災の 凄惨を ふたた び語る とと もに、 未来へ の警告 も最後に書き
添え た。
『リス ボン 地震 に関 する 最新 の報 告』 その八
今 回の 悲 劇的 災 厄で 死亡 した 人 々の実 数は、 いまだ 確証 がなく 、今後 も得ら れぬ
であ ろ う。 首 都の 人口 のう ち 十分 の一が 消え たとの 計算も あろう 。リス ボン の人口
は二 四万 強 であ った か ら、 二万 から 二万 四千の 死亡者 と推 察できる 。こ れらの 数値
は すべ て憶 測で あり 、誇張 と思 われ る。
万 聖節 の 大地 震にお いて建 物に最 悪の 被害が生 じた 原因は 、大地 がまず 上下に 動
き、 つ いで 左右 に 揺れ たか ら であ る。そ のた め逆方 向の運 動が交 叉し、 きわ めて強
く厚 い障 壁 も簡 単に 割 れて 崩れ た。 地震 の際に 大地の 動きが 激甚で あっ ても、 安全
を 一 層重 視し て建 物 が構 築さ れ てお れば、 惹き起 される 破壊は より 軽度で あろう と
私は 確信 する。 し かし、安価な 建造を意図す るため、私た ちの建物は総 じて以下の
よう な 欠陥 を有 す る。 一、 礎石 の 大きさ と頑 丈さが充 分で なく、 障壁に 密着し てい
ない 。二 、水 平 に並 ぶ 礎石 の高 さが 異な る。三、 窓の 横木を 支える 石材が 横木よ り
も 短 いか 薄い ので 、 丸窓 以外 に は障 壁へ密着 して いない 。四、 障壁 がさまざ まな 厚
み 、高 さ、 形 状の 石材 で構 成 され 、そ れらの 隙間に 石灰や 砂や 水が混入 して いる。
しつくい
五 、漆喰が乾いて硬くなり 、役立つためには 、あらかじめ長時間冷却せねばならぬ 。
六、 砂で はな く 、土 塊を 漆 喰に 再三 混合す べきで ある 。七、 石工が 用いる 砂は大 抵
海 洋の 砂 であ る。 八、 炉 を通 し たあと 、海水 で処 理する がよい 。こう して漆 喰や 砂
や水 と 混合 さ れた 塩田 の塩 が 、障 壁各部 の癒 着や結 合を妨 げる。 付言す れば 、小屋
の木 材は ど こで も梁 が なく 、屋 根が 障壁 に寄り 添って いる。 そのた め天 井と屋 根の
くさび
重みが 楔 となり 、障壁を外部に押し出す 。地震が発生するや 、障壁が土台から離れ 、
屋根が崩れる 。さらに本来の位置へ戻った障壁は 、支えであった屋根が揺れるため 、
均衡 を欠 き、 倒壊 する ので ある。
大き な 建物 は小さ な建物 より も甚大 な被害 を受け ること が注 目される 。必 然的な
現 象 であ って 、そ の 事由 は難 な く説 明でき る。水 平に大 地が揺 れる 際、す べての 建
物 が弧 状を 描 き、 高層 で 幅広 いほ どそ の弧状 は大き い。こ れに ついて はつぎ のよう
な論 証が可 能である。 弧は円と同質 であり、円は 直径で測られ る。等しい 長さの半
径に 直径 は区 分 でき る。 し たが って 、さ きに述べ た弧 状は半 径で示 しうる 。建物 の
高 さ が半 径に 相当 し 、地 震の 際 にそ れが弧状 を描 く。し たがっ て、半 径が大 きい ほ
ど 弧状 も大 き く、 被害 も甚 大 なの であ る。な お、速 度は同 一の 時間にお ける 空間に
等しい 。建物の屋根で描かれる弧状を空間とし 、土台が次第に縮小すると考えよう 。
より 高い 建物 が 短い 時間 に より 急速 に、よ り激烈 に倒 壊する 。した がって 、小さ な
建 物に 比し大 きな 建物 につ いて 被害 は一 層甚 大とな る。
十 一月 一日 の地 震には いくつ か注 目すべ き現象 が付随 する。 同じ 街路で ある建 物
はな んら 被 害を 受け ず 、他 の建 物は 完全 に破壊 された 。思う にこう した 現象は つぎ
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のよ うに 説明 で きる 。 窪地 で火 災が 発生 すると 、可燃 性気体 の膨張 が遠 くまで拡 が
り 、 低地 の建 物ま で 類焼 させ る 、と 。動く 方向は 天井の 構造が 水平 か傾斜 かに依 存
す る。 した が って 、一 方の 建 物が 破壊 される のに、 他方の 建物 が安泰 である のは、
天井 の広 さ・ 厚み ・材質 の如 何、 さら には 建物の 配置 の如 何に よる 。
歴史 的に 私た ちは著 名な地 震の時 代を三 度経 験した 。一三 〇九年 ポルト ガル で
発 生し た 地震 が第 一 であ る。 第 二の 地震と衝 撃は 一五三 一年リ スボン に甚大 な被 害
を 与え た。 そ して 、想 像を 絶 する 第三の 地震 によっ て、一 七五 五年私た ちは 悲痛な
体験 をし た 。こ れ ら三 つの 時代 を 想起す る私は 、ひと つの 仮説に到 達し た。途 方も
ない と評 され る であ ろう が 、根 拠な しに言 うので はな い。一 九七七 年から 一九八 五
年 の間 にポル トガ ルで 大地 震が 起き る、 と私 は予感 する 。
ペ ルー の首 都 リマ では 六 十年 ごと に大地 震が発 生す ると考察 され ている 。地震 の
歴史が三つの時代にわたるポルトガルに関して 、リマとは二二年の相違があっても 、
こ う した 考察 から 外 れる 理 由が ある だろう か。か くも凄 惨な大 惨事 につい て簡略 な
報 告で そ の影 響を 描き 出 すつ もり はな い。な ぜな ら、きわ めて 豊かな 言語で も色褪
せた 絵 図し か示 せ ない から であ る 。あま りに も深刻な 災厄 を魂は ただ感 じるの みで
ある 。み ずか ら 体験 し たさ まざ まな 脅威 、荒廃 、動顛 、衝撃 、錯乱 、破 壊、驚愕 を
ど う して 言葉 で語 り 尽せ よう 。 学問 と芸術 が花開 く新た なアテ ネ、 豊饒と財 富と 安
寧 の都 が、 瞬 時に して 死の 荒 野に 化し た。裁 判官、 聖職者 、女 たち、 子ども らが地
と埃 に塗 れ 、あ て もな く走 って 、 危険に 曝され たり、 避難 の場を 求めた 。高潮 の危
殆も これ に加 わ って 、地 震 の被 害を 免れた 人たち を哀 れにも 水死さ せた。 さらに こ
れ らふ た つの 猛威 に耐 え た少 数 の住 民も火災 によ って瞬 時に破 滅した のであ る。

Nova, e fiel Relaçaõ do Terremoto, pp.20-23.

一七五 六年フランス の著名な月刊 誌『メルキュ ール・ド・ フランス』一月号に 、
「リス
ボンか ら編集 者へ の書簡 』が掲 載され た。こ の文 書はフラ ンス 語で四 頁余に わたって綴
ら れ、同 年十 一月二 五日の 日付と 執筆者 名ペ デガシェ が付 せられ ている 。大地震 の状況
と被 害の 報告が 書簡の 内容で あり、 フラ ンス語 とポル トガル 語の相 違は あるが、文章の
ほとんど は小冊子『リ スボン地震に 関する最新の 報告』と同一 である。ただし 、「リスボ
ンから 編集者 への書 簡』で は小 冊子に おいて 展開さ れた地 震の 原因に 関する理論 、さら
に は過去 に発 生した地 震の 列挙は すべて 省かれ 、論述 全体 の長さ は半分 にも充たない 。
より 簡略 なこの書 簡は おそら く小冊 子の 完成に先 立っ て纏め られた もので あろう。自国
にお いて匿 名で刊 行され た事由 は明 らかにさ れて いない が、地 震発生 をなお 神の怒りと
説く宗 教的権 威を警 戒した とも 推察でき る。 ともあ れ『メ ルキ ュール・ ド・フラ ンス』
への こうした寄稿 は 、
『リス ボン地震に 関する最新の 報告』の著 者をペデガシェと確定す
る証 左であ ろう。 この 匿名小 冊子は 一八八 六年雑 誌『 ポルト ガル商 易』へ の採録によっ
て再評 価され 、現 在原本 はポル トガル 国立図 書館 におい てペデ ガシェ の著作 として所蔵

①

①
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初出

二〇 一三 年五 月七 日

更新

二〇一 六年 二月 九日

Mercure de France, janvier 1756 , permier volume, pp.214-218.

され る。

②

