リス ボ ン 大地 震 史 料一

ジ ョ アキ ム ・Ｊ ・ モレ イ ラ ・デ ・ メン ド ンサ 著
永 冶 日出 雄 訳

﹃ 世 界 地 震通 史 ー リス ボ ン 大 地 震﹄
︵ 第二 部 ︶

解題

四

一

﹃世 界 地震 通史 ー リス ボン 大 地震 ﹄

ジョ アキ ム ・Ｊ ・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 ﹄︵第二部︶

-1-

︻解 題︼

﹃世 界 地震 通史 ー リス ボ ン大 地震 ﹄

リスボン大地震に関する主要な文献として筆頭に挙げられる﹃世界地震通史ーリスボン大地震﹄

JOSEPH

MOREIRA

DE

MENDONÇA,

HISTORIA UNIVERSAL DOS

は 地 震発生の三 年後︑一 七五八年
Historia Universal dos Terremotos, que tem havido no Mundo
に リスボンで 公刊さ れた︒原 典の表紙に 誌された 本来の書 名とその 試訳を左記 に掲げる ︒

JOACHIM

TERREMOTOS, QUE TEM HAVIDO NO MUNDO, de que ha noticia, desde a sua creaçaõ até o
seculo presente. Com huma NARRAÇAM INDIVIDUAL Do Terremoto do primeiro de Novembro
de 1755. e noticia verdadeira dos seus effeitos em Lisboa, todo Portugal, Algarve, e mais partes da
Europa, Africa, e America, aonde se estendeu : E huma DISSERTAÇAÕ AO PHISICA sobre as
causas geraes dos Terremotos, seus effeitos, differenças, e Porognosticos ; e as particulares do
ultimo, Lisboa, 1758.
ジ ョアキム ・ジョゼフ ・モレイ ラ・デ ・メンドン サ著﹃万 物の創造 から今次 の世紀に 至る世界地 震
通 史 ーと くに リス ボン︑ ポル トガル 全土 ︑アル ガルヴェ︑およ びヨーロッ パ︑アフリ カ︑アメリ カ
の 多数の地域 を震撼 した一七 五五年十 一月一日の 地震に関 する個別 の記録︑ ならびに地 震の原因 ︑結

・ ケ ン ド リ ッ ク は ︑﹃ 世

た︒しか し︑この 分野におけ る多くの 書物や論 文も︑モ レイラ・ デ・メンド ンサの労 作に関し て︑地
震発生を 告げる第 四七三項 など僅か な部分を紹 介するに 止まって いる︒
﹃世界 地震通史 ﹄の論述 を読解す るためには ︑十八世 紀ポルト ガル語へ の習熟と地 震学の成 果への
通暁は もとより ︑学芸百般 にわたる 深い素養 が必要と 痛感される ︒おそら くこう した事由も あって英
訳など ヨーロッ パ語系の 翻訳も見当 たらず︑ 残念なが ら邦訳 もなされてい ない︒ すべての 要件にお い
て非力 な筆者が ︑敢えて ここに試 訳を披瀝し ︑諸賢の 叱正を 仰ぐ所以 である︒
︵ 永 冶日出雄 ︶

-2-

果︑差異 ︑予測に関 する自然 学的論究 ー ﹄ リスボン ︑一七六八 年︒
このよ うに長大 な書名であ るため ︑本稿では 便宜上 ﹃世界地震 通史ーリ スボン大 地震 ﹄または﹃世
界地震通 史﹄の略 称を用い る︒著者 はポルトガ ル古文書 館の史官 ジョアキ ム・ジョゼ フ・モレ イラ・
デ・メ ンドンサで ある︒彼 はみずか ら大地震 の艱苦を 体験し︑王 都壊滅の さなか サン・ジョ ルジェ城
におい て重要文 書の保全 に献身した ︒全巻六 百項︑三 百頁の同 書には王権 ・教権 による検 閲認可が付
せられ ている︒ 著者自身 の序言に 続いて三つ の部門︑ すなわ ち世界にお ける地震 の歴史︑ ついでリ ス
ボン 大地震の諸 相︑最後 には地震 に関する 古今の学説 が論じ られる︒ ここに邦訳 を試みた のは︑同 書
の中 核をなす 第二の部門 ︑いわば 第二部 の全文︑ 第四七二項 から第六 四一項ま でであっ て︑リスボ ン

・

にお ける大地 震の経 緯︑ポルトガ ル各地 の状況︑ アフリカ など国外へ の波及︑ 一七五七 年秋まで の余
震 の記録にあ たる︒
リスボ ン大 地震 に関す る多 面的研 究に おいて先駆的 な役割を果 した

D

界地震通 史﹄全巻を もっとも 優れた同 時代の証 言︑従来の あらゆる 地震研究 を凌駕す る作品と称 讃し

T

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 ﹄︵ 第二部︶
リ スボ ン︑ 一 七五 八年 刊

一 七五 五 年 十一 月 一日

この 年十一月 に人類が 体験した地 震は︑ 規模の大 きさによっ て後世の あらゆる 世

地 震の 歴 史
︻ 第四七二項 ︼
紀に 想起され るであろ う︒なぜな ら︑そ の影響は 遺憾にもき わめて多 くの地域 に及び︑ アジアのみ が
免 れた からで ある ︒ 甚大 な被 害を蒙 った 地域の 第一はポルトガ ル王国︑と くに国王陛 下の王宮を 擁
し︑殷富で人 口稠密 な都市リ スボンで ある︒最初 にこの都 会におけ る大地震 の結果を報 告し︑さ らに

十一月一 日︑月暦 二八日︑ 大気は静 穏で︑雲 はなく快晴 ︒十月か ら温暖な 数日が

は王国の 各地や連関 する諸地 域につい てその影 響を叙述し たい︒
︻第四 七三項︼

続き ︑秋としては 多少暑さ を感じた ︒気圧計 二七インチ 七ライン ︑レ オミュール 温度計一 四グラオ︵訳
注 ＊ ︶︑ 北 東 の 微 風 ︒ 午 前 九 時 半 を す こ し 過 ぎ た 頃 ︑ 大 地 が 揺 れ 始 め た ︒ そ の 震 動 は 地 底 か ら 地 面 へ
突き上 げ︑衝撃 を増しな がら︑北か ら南へ揺 さぶるよ うに続い た︒これに 伴って 建物の被 害が生じ︑
数分の うちに倒 壊と壊滅 が始まり ︑大地の激 烈な震動 とその 持続に人々 は抵抗で きなかっ た︒第二 の
震動 は一層規則 的に七分 か八分続 き︑短い 中断を挟ん で二度 の地震が 起った︒ あたかも遠 くで雷が 鳴
ると きのよう に︑地下の 雷鳴とも いうべ き轟きが ︑この時間 に終始聞 えた︒猛 烈な速度 で走る馬車 の
よう に多くの 人々は 思った ︒まさ しく大地か ら噴出す る蒸気 によって ︑太 陽の光 が多少と も暗くなり ︑
そ こに含まれ る硫黄 の成分か ら臭気が発 散するよ うに感じ られた ︒大地のあ ちこちに 幅広くは ないが ︑

ク トパ

延々た る亀裂 が認 めら れた ︒ 建物 の壊滅 によっ て発生した 粉塵が王都 の一帯を濃い霧 で覆い︑あ ら
ゆる生き ものを窒息 させた︒
＊気圧計 二七イ ンチ七ライ ン︑レオ ミュール 温度計一 四グラオは 気圧計約 二三八ヘ
スカル︑ 温度計摂 氏一七・ 五度に相 当する ︒
︻第四 七四項 ︼ こうした 大地の揺 れによっ て海水が 背進し ︑岸辺では 初めて 見る海底も 露出した ︒
また︑ 高潮が屹 立した丘 陵をも洗い ︑尽きざ る震動が 沿岸の あらゆる民族 へ影響 を及ぼし た︒氾濫 は

この ような光 景が悲 痛な記憶を 私に甦え らせる︒ 多くの悲 惨な事実 が念頭に浮 か

大きな もの三度 ︑小さな もの数度 にわたり ︑多数の建 物と水 辺の多く の住民を破 滅させた ︒
︻ 第四七五 項︼

び︑ それらの 膨大さ ︑多様さ︑ 深刻さは 仔細に語 るのを私 に躊躇させ る︒だが ︑災厄の 一端を話 すだ
け でも︑巨大 な全貌 を知る手 掛かりに なるかもし れない︒
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︻第四七六 項︼

おりしも 万聖節の 祭日として 盛儀が予 定され︑ その時刻 にはあまた の人々が 教会

へ参集し ︑聖職者の 説教に恭 しく聴き 入るか︑ 当日の式 典を待ち受 けていた ︒同じ目 的で寺院 を目指
したり︑ 用務を果 たすため ︑道を急ぐ 人々もか なり見ら れた︒王 都の住民の 大半は自 宅にいて ︑人に

ある人 たちは屋 内で茫然 として地 を踏むこと も︑戸を 叩くこ ともできず ︑他の人

よっては まだ床を 離れない ︒地震に 気づくや︑ すべてが 脅威︑混 乱︑無秩 序となった ︒
︻第 四七七項︼
たちは 街路に跳 び出して ︑障壁の瓦 解によっ て死んだ ︒街路 から教会へ 避難する 者もあり ︑降りか か
る危 険を避ける ため教会 から逃れ る者もい た ︒
住 居の倒壊 によって 多数が石材 の下敷と なって絶 命し ︑

破壊された多 くの寺 院︑階梯 ︑穹窿︑ 障壁が群衆 の頭上に 落下し︑ 逃げ惑う 彼ら

瓦礫 に埋まり ︑救助を求 めて泣き 叫ぶ者 もあった︒
︻ 第四七八 項︼
は神の慈悲を 求めた ︒そうし た叫びは 聖母マリア の加護を 願っても なされる ︒同じ叫喚 は王都の あら
ゆる街路 や地点︑近 郊のさま ざまな地 区で聞か れた︒地震 の脅威︑ 建物倒壊 の轟音︑ 死への恐怖 ︑男
衆の喚き ︑女子供 の泣き声が 異常な喧 噪と錯乱 を惹き起 し︑全般的 な恐慌に よって危 機に対応 できぬ
状況とな った︒
︻第四 七九項 ︼ こ うした怖 るべき騒 擾のなか で愛だけが 滅びなか った ︒父母は子 から引 き離され ︑
子は生 みの親を 見失う︒ 恋人たちは たがいに 探し求め た︒なに びとも財貨 を頼り にできず ︑どうにか

多く の死者を 調べた が︑禍因は さまざま であった ︒ある人 たちは安全 な家屋か ら

生き残 ろうと︑ 魂の救済 だけを願 った︒
︻ 第四八〇 項︼

去っ たり︑他 家の障 壁の下に生 き埋めと なった︒ ほかの人 たちは目を 天に向け ︑跪拝し たまま建 物の
石 材で絶命し た︒こ なたでは 救われた母 親が死せ る子を抱 き︑かな たでは息絶 えた母親 に抱かれ る子
が救助され た ︒落下する 石から子 どもを 両腕で護っ た人もあ る ︒カル メル会修 道士と思わ れる人物 が ︑
進退極ま る高窓に残 され︑遠 方にいる 聖職者に 赦免を願っ て︑火焔 で焼かれ るまで律 儀に待機 した︒
これこそ 神が下さ れた畏怖 すべき審判 の顛末で ある︒
︻第 四八 一項︼ 障壁の 大き な形 骸の 下で煉 瓦を集め︑坑 道を造って 脱出した修道 女もいる︒ 身に
帯びた 衣服が瓦 礫に絡まり ︑身ひと つで抜け 出した人 もいる︒奇 蹟的なま でに俊 敏な対応 である︒寝
たきり の患者や 瓦礫によ る重傷者を も含め︑ いかに多 くの人 々が医者も医 薬もな しに幾日 で気力を 取
り戻し たことか ︒これら こそ神慮 による奇 蹟にほかな らぬ︒
︻ 第四 八二項 ︼ 家屋 を喪 失し た人 たちが 多数テージ ョの河畔へ のがれ︑震 えながら荒墟 を仰いで
いた ︒突如そ こへ怒 濤のように 上げ潮が 押し寄せ ︑リスボ ンのみなら ず︑二レ ガ︵訳注 ＊︶離れ たリ
オ 河口の都市 まで被 害を及ぼ した︒海 流は従来の 限界を超 えて多数 の建物を 水没させ︑ サン・パ ウロ
教会教区 に氾濫した のである ︒どの水 辺でも高 潮は激しさ を増し︑ 新たな危 険が王都 と近郊に拡 がっ
て︑全土 が海に呑 まれるとの 噂が飛び 交った︒
＊時代に よって 異なるが︑ 多くの場 合一レガ は六六〇 〇メートル とされる ︒
︻第 四八 三項 ︼ 度重 なる危 険に 動顛 した人 々は︑狂気の ように絶え 間なく叫びな がら︑田野 を動
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きまわった ︒画像を 手にして ︑祈祷を 唱えると︑ 多くの者 が見倣っ て震える 声を張り上 げる︒他 の者

修行の 場である僧 院の廃墟 を修道女 たちは無 念にも離れ ︑頼れる 縁者や避 難でき

は黙り込 み︑放心し たように 歩いた︒
︻第四 八四項︼
る田野 をそれぞれ に捜した ︒引き裂 かれたキ リスト教徒 の妻が︑ 泣き叫び ながらひ とり田野を さまよ

最初 の地震の あとすぐ にルリサル ・マル ケズ宮殿 ︑サン・ド ミンゴ教 会︑城砦 会

う光景 は︑もっ とも哀切な 絵図であ る︒若干 の人々は 破壊を免れ た修道院 の鐘楼 に避難し ︑神の慈悲
を待ち 望んだ︒
︻ 第四八五項 ︼
堂な どから火 の手が昇 り始め︑建 物の灼 熱と火焔 が材木に移 った︒か くして災 厄は倍加 し︑惨事が 一
層深 刻となっ た︒血 に塗れた人 も虚弱な 人も多く は荒墟か ら逃れた が︑重病で 寝たきり の患者は ︑そ
のように脱出 できな かった︒ 瓦礫によ ってあまた の生きも のも四肢 を砕かれ たり︑板挟 みとなり ︑逃

震動は数 時間毎に 繰り返し ︑激しさ は減じた ものの︑同 じような 脅威を感 じさせ

れようと 喧噪に鳴き 続ける︒ これらす べてが炎 に焼き尽く された︒ 語りえな いほど凄 惨なのであ る！
︻第四 八六項︼

た︒かく も激烈な 地震によ って大地 が割れるの ではない かと人々 は恐れた ︒城砦へ 火の手が迫 るや︑
流言が 飛び交っ た︒城に蔵 される火 薬に引火 し︑王都 全域を脅か して︑地 震を免 れた人をも 焼死させ
る と 言 う の で あ る ︒︑ 怯 え た 心 は 理 性 的 に 思 考 で き ず ︑ 震 え た 呼 吸 と 慌 て た 歩 調 で 王 都 か ら 一 レ ガ ︑

こう した流言 は幾人 かの悪者に 帰せられ る︒豪華 な邸宅で 掠奪できる よう︑無 人

二レガ ︑三レガ 離れた地 点へと連 夜歩いた︒
︻ 第四八七 項︼

の都 にするよ うを企 てたのであ る︒彼ら の強欲か ら広汎な 荒廃が惹き 起された ︒なぜな ら︑若干 の地
域 では火災を 阻止で きたのに ︑被災のな いものさ え︑すべ て見棄て たからであ る︒邸宅 が焼け崩 れて

沢山の修 道女と聖 職者が荒 墟のなか を巡回し︑ ときには 礼拝の式 服ですべ ての死

も︑命だけ は護ろう と︑富裕 な王都の 住民は多く 思案した ︒
︻第四 八八項︼

せる者生 きる者の 赦免を行 い︑神と 聖母の慈悲 を哀願し た︒他の 地域では 罪人が悔悛 と贖罪に 導かれ
る︒多 くの一般人 も教えを 説いた︒ 婦人や田 舎者さえ説 教師に変 身したの である︒ だれもが神 の怒り
を怖れ ︑王都と わが命の最 終的な破 局に怯え た︒神へ の畏敬を説 く一言一 句も無 益ではな かった︒な
ぜなら ︑多くの 罪を省み て︑素直な 心には涙 が溢れた からで ある︒新たな 震動と 火災のな かで悔悛 の
情が各 人に俗事 を忘れさ せた︒断 罪の恐怖 で体は震え ︑神の 慈愛を求 めて心は燃 え︑繰り 返し溢れ る
涙で 息も窒ま るようであ る︒再会 した人 たちは会釈 してたが いに赦し を求め︑ それまでの 対立と憎 悪
を解 いた︒こ うした態 度を採らず ︑いわ ば憂き世 の災難とし か思わぬ 者もいる ︒多くの 異端者が己 れ

国 王陛下 とご 一家はベレ ンの離宮に いて被災を 免れて田園へ 避難され︑ そこに建

の迷 妄を恥じ らい︑ 恩寵のもと で新たに 生まれた ︒
︻第 四八九 項︼

設 さ れ た 立 派 な 仮 設 御 所 で 数 ヶ 月 生 活 さ れ た ︒︵ マ ヌ エ ル 王 親 王 だ け は ネ セ シ ダ デ ス 宮 殿 に 住 ん で お
ら れ た ︒︶ こ う し て 造 ら れ た 広 壮 な ア ジ ュ ダ 宮 は ︑ 壮 大 で 完 璧 で 木 造 と は 思 え な い ほ ど で あ る ︒ こ れ
ら高貴な 方々の安 否を気遣 う人々は ︑国王ご一 家が危機 から脱し たのを知 ってみな喜 びに耐え ず︑リ
スボン 艱苦の当日 愛する者 や信頼す る者とそ の喜悦を 分ち合った ︒
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︻第四 九〇項︼

最初の夜 から悲痛 な叫び︑ 絶えざる衝 撃︑続発 する地震 へ恐怖︑ かつまた王 都の

ほとんど 全域を襲 う火災が ︑すべての 人々の艱 苦を倍加 させ︑財 産の欠如と 両親の配 慮の喪失 を痛感
させた︒ 大半の家 族が引き 離され︑ 頼るすべも なく泣き 続ける︒ かくも多 くの苦難に 耐えうる 人だけ

火焔 は家々を焼 き続け︑ 地震も衰 えを示さ ない間に︑ 罪深い 盗賊は神 をも炎をも

が︑神 意により救 われると 思われた ︒
︻第 四九一項 ︼
怖れ ず︑侵入し た邸宅で 金銭︑宝 石︑衣類 を掠奪した ︒地震 でも家が 崩れず︑火 災の被害 も受けぬ 多
くの 家族が︑ 盗難によっ て文無し になっ た︒これら の多くは ガレー船 を科せら れた罪人や 牢獄から 脱

火災の連 続と地震の 続発によ っても私 たちは祖 国と国土へ の愛を忘 れなかっ た︒

走し た囚人に 帰せられ る︒
︻第四九二 項︼
神は罪人 の赦免を望 まれ︑魂 の救済の ため大地 を示された ︒王国の あらゆる 都市︑町 村︑地域に いる
近親や友 人を求め て︑その土 曜日多く の人々が 歩き続け た︒以後幾 日も悩め る旅人が 街道に溢 れる︒
近郊の野 に留まる 人々は︑ 豪華な寺院 ︑壮麗な 宮殿︑神 聖な殿堂 ︑さらには 宝石︑調 度︑衣装 など多

私はこ れらの災 害の目撃 者である ︒自宅で最 初の震動 に襲わ れ︑眼前で 庭も崩れ

くの富が 炎上する のをとき には目の あたりにし た︒
︻第 四九三項 ︼

たが︑ 神の慈悲 で自分は 救われる と感じた︒ 家族すべ てに傷 害はなく︑ 被害を免 れた自宅 にしばら く
いた ︒サンタ・ バルバラ の野へ行 くと︑主 キリストの 慈悲と 聖母マリ アの加護 への祈りが 続けられ ︑
私は 深く感動 したが︑祈 祷に没入 できな かった︒ 数千人が暮 らし︑数 名の神父 も住む地 域を︑城郭 炎
上の 恐怖が無 人にし たのである ︒そこに は市参事 会の資料 保管室もあ って︑所 有地に関 する重要 文書
一 万六百件蔵 され︑ それらを 保管するの が私の大 切な職務 であった ︒危急の際 そうした 書類を防 備す
るため︑建 物の門口 を離れて はならな かった︒少 数の人た ちの協力 を得て︑ そこで最初 の数日を 過し

敬虔な 家族や寄り 合う民衆 が毎日祈 祷を続け ︑聖像ペン ハ・フラ ンサの前 で聖母

たが︑惨 禍と脅威し か見えず ︑悲鳴と 号泣しか 聞えなかっ た︒
︻第四 九四項︼

マリア の加護を祈 った︒ほ とんどが 半裸であ って︑みな 平伏した ままであ る︒近親 の安否の知 れぬ人
は︑声 よりも涙 しか出ない ︒被害や 生死や災 厄につい て尋ねるこ となどで きなか った︒掘 り出された
生きも のは色も 形もなく ︑すべてが 悲痛であ り︑悲惨 である ︒太陽の光が 消え︑ いつも物 寂しい夜 が
いまや きわめて 怖ろしく 感じられ る︒なぜ なら︑喜悦 と時刻 と調和を 告げる鐘が 消失し︑ 一切が不 気

なによりも神 への愛 と隣人へ の博愛が 人々の心に 溢れた︒ 敵同士が 抱擁し︑ たが

味な 沈黙に包 まれ︑怯え る生きも のも声 すら発しな いからで ある︒
︻ 第四九五 項︼

い に赦しを求 めた︒ 友人や知 己が生き ているのを 知り︑た がいに祝 福した︒ 肉親や財産 をなくし た人

埋葬され ない遺体 が寺院や 街路︑さ らには建物 の残骸の なかに横 わってい た︒極

も親身に 慰め合う︒ 徳高く誉 むべき行 為である が︑ながく は持続し なかった ︒
︻第四 九六項︼

度の苦悶 を続ける 重傷者は ︑生き延 びるよりも 死を願っ た︒比較 的軽度で 生き残れる 負傷者も ︑荒墟
におい て救援を得 られず︑ 多数死亡 した︒死 者を葬る ため迅速に 行動する よう︑ 総大司教枢 機卿猊下
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は聖職者と 教区司祭 に指示さ れた︒同 じ配慮を国 王陛下も 示され︑ 人々を適 切に導くた め国王軍 の将
校を重要 な用務に任 命された ︒聖職者 ではない が︑こう した活動に 幾人かが 献身的に 従事した ︒ラフ
ォエス公 爵の弟︑ ジョアン ・デ・ブラ ガンサの 深い徳業 は傑出し ており︑倒 壊した建 物の危険 を冒し
て日々働 き︑あま たの生物 を救った り︑多数の 遺体を埋 葬した︒ サンパヨ ー殿も怖ろ しい危険 をも顧
みず︑ 幾人かと協 力し︑数 週間同じ ような作 業を続けた ︒二四〇 の遺体が 墓に葬ら れ︑多くの 生命が
荒墟か ら救出さ れた︒治療 のため病 院へ運ば れた者も ある︒天の 特別な恩 寵によ って荒墟 で生き残っ
た人の なかには ︑四日後 にペンハ教 会で救出 されたひ とりの 男性︑七日 後にサン タ・マリ ア大寺院 で

称賛 すべき愛 徳をも って若干 の貴族は外 科医を伴 って数日 間田野を 巡回し︑放 置

救出 された他の 男性︑そ してカノ ス街で九 日後に救出 された 少女が含 まれる︒
︻ 第四九七 項︼
され た負傷者 を治療 した︒王立 誠信病院 の指示に よってサ ン・ベン ト修道院と サン・ロ ケ修道院 に囲
地が設 けられ ︑無 数の 負傷者 をそ こへ 運んで ︑多くを治 療した︒彼 らの大半は 腕や脚を切 断し︑ 多
数の負傷 者が傷口か らの壊疽 で死亡し た︒
︻第四九八 項 ︼ 王都の中 核全体が怖 るべき沙 漠と化し ︑火災 で黒焦げの 高層建築 の先端以 外には ︑
瓦礫の山 と灰燼の 山しかな く ︑いつも 大きな人波 と豊かな 財富で溢 れた大道 も ︑形跡し か見当ら ない ︒

総大 司教猊下 はミサの供 物を捧げ るため ︑田野に 運搬できる 祭壇の製 作を命じ ら

王都を 熟知する 人は︑どこ に踏み入 れたか判 らず︑惨 憺たる現実 を見て︑ 脳裡の 記憶を疑っ たのであ
る︒
︻第 四九九項 ︼

リスボンの 住民は近 郊の田野 や王都の 周辺を放浪 した︒こ こでも神 慮の偉大 さが

れた ︒また︑ 万聖節の当 日必要な ものを 持ち運び ︑サンタ・ バルバラ の野でも ミサが行 われた︒
︻ 第五〇〇 項︼

明白に感じ られた︒ 幾千もの 家族が住 居も衣服も なく︑食 物を買う 金子も持 たず︑悪天 候から身 を護

慈父の 心と王者の 勇気をも って徳高 き国王陛 下は︑広大 な田野に 居続ける 幾千人

るのに必 死であった が︑慈愛 深く至高 なる父に 彼らは支え られ︑飢 餓で絶命 する者は なかった ︒
︻第五 〇一項︼

もに必 需品を支給 するよう 命じられ た︒ベレ ンへ移され た者には ︑必要に 応じかな らず医薬が 供され

この 災厄に率 先して王族 のアント ワーヌ 殿下︑ジョ ゼ殿下︑ ガスパル 殿下は︑ 寛

る︒多 数の王族 や沢山の外 国人にも 仮設小屋 や板塀用 の木材が調 達された ︒
︻第 五〇二項 ︼

仁と 高潔な気 概をもって 対処され た︒壮 大なパルハ ーラ宮殿 の広大な 緑地では ︑庭園と森 に千人以 上
が収 容された ︒みな充 分な食糧を 提供さ れ︑数ヶ 月そこに留 まる︒彼 らの需要 を充たす ため︑沢山 の
衣服 も送られ た︒こ うした親身 な厚意と 大いなる 博愛に対 して到ると ころから 讃辞が寄 せられる ︒そ

すべての 聖職者は 僧院の門 戸を開け放 ち︑幾百 もの家族 を受け入 れた︒あら ゆる

の 名声は世界 に伝え られ︑三 殿下の徳 業が遍く称 讃される に至った ︒
︻第五 〇三項︼

場で多く の博愛が なされた が︑改革的 な聖アウ グスチヌ ス修道参 事会員と博 学なサン ・フィリ ィッペ
・ネリ︵ オラトリ オ︶会士 がとくに 際立ち︑サ ン・ヴィ センテ修 道院とネ セシダス修 道院の構 内に多
数の家 族を避難さ せた︒
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︻第五 〇四項︼

多くの貴 族や個人 が博愛と いう美徳を 実践し︑ 能うかぎ り最大の 寛仁をもっ て邸

宅や農園 にあまた の民衆を 寛大に受け 入れた ︒ すべては 徳業の機 会を授け るという 神の意向で ある ︒

地 震と 火災 はきわ めて 大規模であ り︑人口稠 密な王都の主 要かつ最良 の地域を

主イエス は貪欲な 者の多く を気前の よい慈善家 に変身さ せた︒つ ねに神慮 が無限に偉 大である ことに
感嘆す る！
︻ 第五〇 五項 ︼

旧市街の大半 と新市 街の多く が火災に よって灰燼 に帰した ︒火災の 被害を受 けた

崩壊 させ︑破滅 させた︒ 地震によ る様々な 破壊につい て述べ たあとは ︑火災によ る大規模 な被害に つ
いて まず語ろ う︒
︻ 第五〇六 項︼
範囲を描けば ︑円周 一レガ以 上に及ぶ であろう︒ 火の手は サン・パ ウロ教会 から始まり ︑沿海部 の広
域へ拡が った︒円周 はこの教 会からル モラレス ︑王宮広場 ︑ナオス 河岸︑王 宮広場︑ シダード河 岸︑
カエス・ デ・サン タレムを経 て王の泉 にまで到 る︒そこ からサン・ ペドロ拱 門とサン ・ジョア ン・プ
ラサ教会 の背後へ 登り︑サ ン・ジョル ジェ教会 へ向った ︒さらに そこからサ ント・エ ロイオ修 道院の
サン・マ ルチノ教 会正面へ と登り︑ サン・バル ソロミュ ウ教会正 面まで拡 って︑城 砦をも脅か す︒坂
を下っ て火の手 は︑アンソ ルファ門 ︑サン・ パトリシ オ・コレジ オ︑サン ・マメ ド教会︑城 砦海岸へ
進み︑ サン・ク リソヴァ オ教会の側 面と正面 を経て︑ ボラテー ム井泉裏手 のサン ・ジュス タ教会の背
後へ達 した︒王 立病院と サン・ド ミンゴ修道 院へも燃 え拡っ て︑ロシオ 広場で修 道士小路 へ転回し ︑
カダ ヴァル公爵 の宮殿を 通り︑ガ リシア街 ︑コンデッ サ街︑ オリビエ ラ街を経 て︑三位一 体修道院 に
入る ︒ついで サン・ロケ 教会裏手 に登っ て︑ノル テ街︑カラ サテス街 ︑バロッ カ街︑ア タラヤ街の そ
れぞ れ大半を 焼き尽 し︑改宗者 修道院門 前のカル カダ・デ ・コンブロ 街を横切 り︑シャ ガ教会を 通っ
て ︑サン・パ ウロ教 会の背後 ︑火の手に 描かれた 円周の起 点へ帰還 したのであ る︒
︻第五〇七 項 ︼ こうした 円形のな かでいわ ゆる河岸 地区 ︑ノ ーバ街 ︑ロシ オ ︑そしてレ モラレス ︑
アルト・ バイロ︑ リモエイ ロ︑アルフ ァマの諸 地域の大 半が火災 によって完 全に壊滅 した︒こ れらは
首都を構 成する十 二地区の うちもっ とも富裕で 人口稠密 な七つあ たる︒火 焔に焼き尽 くされた 王都の
広 大 な 部 分 に は 総 大 司 教 教 会 ︑ お よ び サ ン タ ・ マ リ ア 大 寺 院 ︵ リ ス ボ ン 大 聖 堂 ︶︑ お よ び サ ン タ ・ マ
リア・ マグダレ ーナ教会︑ 聖母受胎 教会︑サ ン・ジュ リアオ教会 ︑殉教者 教会︑ 秘蹟教会 ︑サン・ニ
コラウ 教会︑サ ン・マメ ード教会︑ サン・バ ルソロミ ュウ教 会︑サン・ジ ュルジ ェ教会︑ サン・ジ ョ
アン・ ダ・プラ サ教会の 諸教区が 完全に含 まれる︒ま た︑サ ン・パウ ロ教会︑托 身教会︑ サンタ・ ジ
ュス タ教会︑ サンタ・カ タリーナ 教会︑ サン・クリ ストヴァ オ教会の 諸教区︵ これらでは 教会も焼 失
した ︶︑ および城砦 にあるサン タ・クル ズ教会の 教区もそ うである︒
︻第 五〇八項 ︼ この圏内 では豪華 な三位一 体修道院 ︑カ ルモ修道 院 ︑サ ン・フラ ンシスコ 修道院 ︑
アイルラ ンド・ロザ リオ修道 院︑聖霊 修道院︑ ボアホラ修 道院︑キ リスト教 団修道院 ︑サン・ド ミン
ゴ修道院 ︑サント ・エロイ修 道院が ︑それぞれ 豪華で壮 麗な教会 とともに灰 塵に帰し た ︒城郭の会堂 ︑
サンタ・ マリア・ マグダレ ーナ改宗者 修道院︑ サン・ロ レンソ・ カルモマリ ア孤児院 も同じよ うに被
害を受け た︒
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︻第五 〇九 項︼

サン タ・ マリア 大寺 院︵リ スボン大聖 堂︶では時計塔 をはじめ古 式で雄大な 建

造物が地 震によって 倒壊し︑ 教会の炎 上によっ て礼拝堂 ︑事務所︑ 控室もす べて破壊 されたも のの︑

豪華な サント・ アントニオ 教会は聖 アントニ オその人 が往事暮し た旧蹟に 建立さ

壮麗と讃 えられる 優美な立 像︑聖母マ リア奇蹟 像とその 衣装がな んらの傷痕 もなく護 られた︒
︻第五 一〇項︼
れるが ︑かって リスボン分 割のとき 市参事館 であった 壮麗な建物 とともに ︑また 堂内を飾 る沢山の銀
細工や 豪奢な装 身具とと もに︑サン タ・マリ ア大寺院 の教区 壊滅の際に 焼失した ︒その裏 手にあっ て
聖歌 殿は地震に よる破壊 を受けな かった︒ 人々はそこ で驚く べき聖ア ントニオの 奇蹟を目 撃した︒ 中
心部 の礼拝堂 ではきわめ て炎上が 激しく ︑銀や銅な どの祭具 まで溶解 したのに 反し︑聖歌 殿はそこ か

同じくこ の教区で 愛徳信心会 の教会と 建物が炎 上し︑マ グダレーナ 教区では 孤児

らや や離れ︑ 地震と火 災を免れた ため︑ 燈明や多 くの装飾に 照らされ たまま︑ 祭壇の聖 アントニオ 像
は安 泰であっ た︒
︻第五一 一項︼
院の教会 と施設︑ 聖霊礼拝堂 から独立 したサン タ・アン ナ慈愛病院 ︑サン・ セバステ ィアオ教 会︑聖
母受胎教 会とキリ スト教団 修道士コレ ジオ教会 ︑さらに サン・ジ ュリアン教 区ではオ リヴェイ ラ古礼
拝堂︑サ ン・ニキ ュラオ教 区ではパ ルマ礼拝堂 ︑ヴィク ト礼拝堂 と付設の 病院︑キ リスト昇天 教会︑
サン・ ジュスタ 教区では万 聖節王立 病院︑ア ンパロ礼 拝堂︑難病 治療病院 ︑慈恵 礼拝堂︑サ ン・バー
ソロミ ュ教区で はサンタ ・カテリー ナ・コレ ジオ︑托 身教区で は壮大なイ タリア ・ロウレ ト教会︑シ

焼 尽した殿閣 を挙げ ると︑第 一はリベイ ラ王宮で あって︑ マノエル 国王によっ て

ャガ教 会︑アレ クリム礼 拝堂であ る︒サン・ パウロ教 区では 慈恵礼拝堂 ︑通称で は聖体礼 拝堂が地 震
と火 災を免れた ︒
︻ 第五一二 項︼

創 建され︑引 き継き フィリッ ペ二世のも とで豪華 にされた あと︑今 世紀に至り 贅沢な建 造による 優美
な広い回廊 を増築さ れ︑先頃 きわめて 壮麗な歌劇 場がヨー ロッパ諸 国で称讃 を博し始め ていた︒ つい
で 孤 児 院 を 付 設 す る コ ル ト ・ レ ア ー ル 宮 殿 ︵ 以 前 に も 火 災 を 蒙 っ た こ と が あ る ︶︑ ラ フ ォ エ ン ス 公 爵
邸 ︵ 宝 物 殿 で も あ っ た ︶︑︑ ア ヴ ェ イ ラ 公 爵 邸 ︑ ヴ ァ レ ン ス ・ ア ン ジ ェ ジ ャ 侯 爵 邸 ︑ フ ロ ン テ イ ラ 侯
爵邸︑カ スカエス 侯爵邸︑ サン・テ ィアゴ伯爵 邸︑リベ イラ伯爵 邸︑キュ キュリム伯 爵邸︑ヴ ィラ・
フォー ル伯爵邸︑ ヴァラダ レス伯爵 邸︑アヴ ェイラス伯 爵邸︑ア トゥギア 伯爵邸︑ ヴェミエイ ロ＝ア

同じ く被害を 受けたのは 王立税関 所の大 建築︑イン ド商務館 ︑測候所 ︑領事館 ︑

ルバ伯 爵邸︑バ ルバセナ子 爵邸︒や や遠いが ルリサル 侯爵邸もこ のとき焼 尽した ︒
︻第 五一三項 ︼

王立 会計院︑ 七商館であ る︒王宮 広場︑ ナオス河岸 ︑コンソ ラカオ門 前の国際 市場とその 倉庫︑王 立
裁判 所法廷︑ 行政評議 会︑財政評 議会︑ 海外評議 会︑信教評 議会︑ブ ラガンサ 館︑戦時 会計総院︑ 将
校宿 舎︑貯蔵 倉庫と その広大な 事務局︑ 国務・戦 争・航海 の諸省庁も これに含 まれる︒ なお︑官 庁の
本 部は王宮の 敷地に あり︑そ れらの文 書保管所で は無数の 蔵書や書 類を喪失 し︑国家と 諸機関に 多大

火災に よって焼 尽したもっ とも貴重 な品々の なかで︑ あまたの浩 瀚な書籍 の喪失

の損害を 与えた︒ま た︑アル ジューベ の聖職者 懲戒所ふた つとトロ ンコ聖職 者懲戒所 も同じく炎 上し
た︒
︻第五 一四項︼

が学者 には痛恨の 極みであ る ︒
随 一とさ れる王室図 書館には 貴重な書 籍がきわ めて多数蔵 されてい た ︒

-9-

そこには英 知と度量 の発露と して国王 ジョアン五 世が︑近 年の莫大 な書物に 加えてヨー ロッパで 渉猟

ルリサ ル侯爵の広 壮な四棟 の建物は 稀覯本や 優れた稿本 で満たさ れ︑飾ら れてい

されたあ らゆる古書 や優れた 稿本の複 写を納付 されたの である︒
︻第五 一五項︼
た︒博 学のエリセ イラ伯爵 のもとで 始められ たのち︑フ ラシスコ ・ザビエ ル・メネ ゼス伯爵に よって

サン ・ドミン ゴ修道院の 図書館は ふたつ の広壮な建 物から成 り︑博学 なベネデ ィ

完全な までに追 補され︑後 者の英知 と該博な 識見は歿 後ポルトガ ルと全ヨ ーロッ パで称讃 を博した︒
︻第 五一六項 ︼
クト 修道士フ ランシスコ ・レイタ オ・フ ェレイラの 蒐集によ る多数の 稀覯本や 稿本を蔵し ていた︒ マ

聖霊修道 院にも広 範で精選さ れた図書 館および マリアナ と呼ばれる 別の図書 館が

ヌエ ル・ギル ヘルム神 父の高配と ふたり の司書の 協力によっ て︑これ らの公刊 と増補が すでになさ れ
てい た︒
︻第五一 七項︼

同じよ うにカル モ修道院 ︑サン・フ ランシス コ修道院 ︑三位一 体修道院︑ ボアホ

あり︑ド ミンゴ・ ペレイラ神 父によっ て設けら れた後者 は︑聖母マ リアに関 する膨大 な蔵書と して尊
重されて いた︒
︻第 五一八項︼

個人 の蔵書も 多数失 われ︑なか でも異端 審問官シ マーオ・ ジョゼフ・ シルベイ ロ

ラ修道 院に蔵さ れる由緒 ある優れた 書籍も灰 塵に帰し た︒それ らと同じく どの豪 邸でも貴 重な蔵書が
焼失し た︒
︻ 第五一九 項︼

・ロ ドのあま た精選 された書物 が非常に 惜しまれ る ︒五人の 豪商の邸宅 ではフラ ンス語 ︑スペイン語 ︑

地震によ りサント ・アンド レ教区教会 ︑サント ・カトリ ーナ教区 教会︑サン ・マ

イ タリア語の 書物が ︑またポ ルトガル書 籍商の二 五の店舗 と邸宅で も大量の優 秀な版本 が焼失し た︒
︻第五 二〇項︼

ルティノ 教区教会 ︑サン・ ペドロ教区 教会︑ペ ーナ教区 教会︑救 援教区教会 ︑サルヴ ァル教区 教会︑
サン・テ ィアーゴ 教区教会 が完全に 破壊された ︒また︑ ドス・ア ンジョス 教会︑サン ・クリス トヴァ
オ教会 ︑サンタ・ クルズ・ デ・カス テロ教会 ︑サント・ エステヴ ァオ教会 ︑サン・ ジョゼフ教 会︑サ
ン・ロ レンソ教 会︑サンタ ・マリナ 教会︑メ ルセス教 会︑サン・ トメ教会 は多大 の被害を 受けたが︑

大きな 建造 物は すべて 深刻な 破壊を蒙った︒ 豪華な聖ア ウグスチヌ ス会サン・

倒壊に は至らな かった︒
︻ 第五 二一項 ︼

ビセ ンテ教会 では穹窿 も破壊され ︑正面 を飾る碧 玉や宝石の 彫像も崩 れたが︑ 修道院の 被害は軽少 で
あっ た︒慈恵 修道院 と慈恵礼拝 堂では大 きな教会 ︑充実し た聖器室︑ 修練士の 館︑麗し く浩瀚な 図書
館 が倒壊した ︒そこ では蔵書 も大きな 被害を受け ︑美しく 新しい回 廊︑さら には鐘楼な どの建物 も著
しく破壊 された︒同 じ修道会 のペンハ ・フラン カ修道院で は教会が 倒壊し︑ 僧坊と回 廊が著しく 破壊
された︒ この宗派 に属するサ ント・ア ンタオ古 修道院で は教会が倒 壊し︑僧 院が破壊 された︒ イエス
ズ会のサ ント・ア ンタオ・ ドス・パド レス・コ レジオで は高貴な 教会の穹窿 が墜落し ︑僧院の 広い廊
下が著し く破壊さ れた︒サ ン・ロケ 誓願所︵サ ン・ロケ 教会︶で は正門が 倒壊し︑鐘 楼などの 建築が
破壊さ れた︒コト ビア修練 院は教会 と僧院に 被害を受 けた︒サン ・フラン シスコ ・ザビエル ・コレジ
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オ︑ナザレ ス・アロ イオス修 練院︑そ のほかイエ スズ会の 建物すべ ても同じ ような顛末 となった ︒第
三サン・ フランシス コ会イエ スズ修道 院も教会 と僧坊が 著しく破壊 された︒ サン・パ ウロ修道 院の崇
高な聖体 は宝庫に 蔵され︑ 損傷を免れ た︒神慮 による破 壊は巨大 であり︑イ ギリス系 のサン・ ペドロ
・コレジ オとサン ・パウロ ・コレジ オも類焼し た︒サン ・ペドロ ・アルカ ントラ修道 院とその 教会も
瓦解し た︒カプチ ン会サン ト・アン トニオ修 道院も著し く破壊さ れ︑その 教会も倒 壊した︒サ ン・ベ
ント会 エストレ ラ修道院で は教会が 全壊した ︒荘重な サン・ベン ト修道院 ︑イエ スズ・ボ アモルテ修
道院︑ カルメル 会跣足ア レマエン修 道院とそ のサン・ ジョア ン・ネプミ ュセノ教 会は軽少 な被害で あ
った ︒
︻第五二二項︼ 尼僧修道院︑サン・チャゴ騎士団修道院とサン・ベント・デ・アヴィス騎士団托身修道院は多
大の被害を受けた︒
︑サンタ・アンナ修道院では教会および古い僧坊の片側が崩れた︒サンタ・クララ修道院では教
会と修道場が全壊に近い︒望徳修道院でも多くの箇所が破壊された︒聖母マリア修道院では外壁に被害を蒙り︑サ
ンタ・アポリア修道院も同じ結果である︒受胎告知修道院とその教会も多大の被害を受けた︒サンタ・モニカ頌歌
修道院では教会を別として全壊した︒救世主修道院の被害は小さいが︑教会が倒壊した︒受難修道院も同じ結果で
ある︒薔薇修道院とその教会は多くの被害を蒙った︒トリナスド・モカンボ荘厳修道院も著しく破壊された︒しか
し︑カンポリド施療修道院は損傷を免れた︒カルメル会サント・アルベルト修道院は多少被害を受け︑カルダエス
聖母受胎修道院はかなり損傷した︒十字架修道院はほどんど破壊された︒ベルナルド会ナザレス修道院は全壊した︒

︻第五二三項︼ アンパーロ孤児院︑保護施設︑さらにはおよびサン・クリストヴァオ教区の保護施設︑改宗者
のための聖霊カルダエス修練所も多大の被害を受けた︒

︻第五二四項︼ サンタ・クルス・デ・カステロ教区ではサン・ミゲル僧院と聖霊僧院︑アンジョス教区ではモ
ンテ僧院︵サン・アゴスティノ僧院の旧蹟︶とイエスズ・マリア・ジョゼフ僧院が多大の被害を受けた︒同じ結果
に至ったのは︑サント・エステヴァオ教区では施療教会とその病院︑サン・ジョゼフ教区ではサン・ルイズ・ダ・
ナカオ・フランザ教会︑救援教会教区では保健教会︑処罰教会教区では由緒あるサン・ラザロ僧院︑托身教会教区
では清貧聖職者聖母受胎教会である︒
︻第五二五項︼ 破壊された殿閣はベンポスタ宮殿︑異端審問所︑市庁参事会︑さらに落成間近な観覧席である︒
この観覧席は徳高き君主に相応しい建造物であって︑広場を引き立てるよう陛下が設計と建造を命じられた︒観覧
席に釣り合って広場には雄大な建物が連なり︑壮麗な礼拝堂︑閣僚の豪邸︑リスボン市庁︑市参事会館︑聴聞室が
あった︒タボラ侯爵邸︑アレグレット侯爵邸︑ニザ侯爵邸︑タンコス侯爵邸も大きな被害を受けた︒ヴァル・デ・
レイス伯爵の豪邸もなかば破壊された︒ヴィセント伯爵︑ソウレ伯爵︑ミグエル伯爵︑ウンハオ伯爵︑ヴィラ・ノ
ヴァ・ダ・セルヴェイラ子爵︑メスキテラ子爵の豪邸も同様である︒

︻第五二六項︼ モンテイロ邸︑ポルテイロ邸︑ムルカ邸︑ジョゼフ・フェリックス・ダ・クンカ邸︑ジョゼフ・
デ・メネザス邸︑プリンパル・アランハ邸︑ダニス・デ・アルメイダ邸︑ジョゼフ・ジョワキム・デ・ミランダ・
ヘンリック邸︑クリストヴァオ・マヌエルデ・ヴィルヘナ邸︑そのほか沢山の豪邸が大きな被害を受けた︒激流は
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石造の堅固な埠頭を越えて︑王宮広場の河岸を襲い︑ヴェドリア要塞のほぼ正面︑税関事務所の倉庫にまで迫った︒
激流の凄まじい勢いに圧倒され︑この地が沈没すると戦慄し︑多く人々が地震によって崩れた石材で︑防壁を必死
に積み上げる︒国王陛下の指令によって陸軍大佐のカルロス・メルデル︑大尉で技術者のエウゲニオ・ドス・サン
トス・カルヴァロが埠頭を調査し︑河底に漂う石材を探索して︑破滅の兆候はないと言明した︒

︻第五二七項︼ リスボン郊外では聖ジェロニモ会の有名な修道院とベレン教会︑三位一体アルカンタラ解放教
会がかなりの被害を受けた︒ルッズ教会︑キリスト騎士団修道院の一部と付設の精神病院は倒壊︒ティヘラスコム
天国門修道院とその教会は全壊した︒マリアノ・デ・カルナドス教会も同じく崩壊し︑サン・フランシスコ・ザブ
レガス修道院は教会と僧坊に多くの損傷を蒙った︒サント・エロイオ神父会のサン・ベント修道会はほぼ被害を免
れた︒

︻第五二八項︼ 聖ベルナルド会の壮大なオディヴェラス僧院は多大の被害を受けた︒聖アゴスチノ修道参事会
員シェラス修道院はかなり損傷︒カルニド聖母受胎修道院は全壊した︒真正救済修道院は被害が軽く︑秘蹟修道院
も同様である︒

︻第五二九項︼ 破壊を免れた巨大な建物は︑ベレン王宮の諸建築︑ネセシダード宮殿︑壮大で豪華な建築であ
るオラトリオ会秘蹟修道院︑イタリア・カプチン会およびフランス・カプチヌ会のそれぞれ修道院と教会︑橄欖山

リスボン の地にお ける大地震 が人々に 与えた衝 撃を判断 するには︑ 首都を覆 った

跣足アウグスチヌス会の修道院︑ラヴライド侯爵の豪邸などである︒
︻第五三 〇項︼

状況につ いて述べ る必要があ る︒著名 な建物を 列挙する のみでは︑ 各地域の 被害を理 解させえ ないか
らである ︒市内お よび近郊 で火災を免 れた全域 を再三私 は視察し た︒それら さまざま な街路や 地区で
多々考察 した結果 ︑火災は 王都の三 分の一を焼 尽し︑そ うした圏 内の大半 は狭苦し い街路に四 階・五
階・六 階建の住 居を連ね︑ より人口 稠密な地 域であっ たように思 われる︒ また︑ 地震はリス ボンの建
物の十 分の一を 倒壊させ ︑その三分 の二を住 めなくし たが︑三 分の一弱は なお居 住可能な のである︒
ただし ︑大きな 修復を必 要とする ︒協議を不 要とする 所有地 はなかった ︒地震と 火災で有 名となっ た

リ スボンの地 震︑火 災︑津波 による死者 の数は︑ 正確な数 値として は実際に定 め

王都 の状況につ いてこれ が比較的 正しい情 報である︒
︻ 第五三一 項︼

難 い︒そこで の人口 稠密な地 区が大半灰 塵に帰し ︑ほかの 地区も瓦 礫に埋もれ ︑全市が 無人の荒 野と
化したのを 地震の数 日後に目 撃した人 は ︑惨憺たる 光景に驚 倒して ︑住民の大 半が死亡し たと語っ た ︒
︵ ヨ ー ロ ッ パ 全 土 で 多 く の 人 士 が そ の よ う に 書 き ︑ 公 に さ れ た ︒︶ よ り 控 え 目 に 二 分 の 一 と 言 う 人 も
あり︑三 分の一と 述べる人 もある︒こ の場合あ まり考慮 されてい ないのは︑ 数限りな いリスボ ンの家
族が王都 近郊の全 地域︑広 範な首都 圏の裁判管 轄区全四 十地区︑ さらには 王国全体の あらゆる 都市と
街々︑ ほとんどの 村々に避 難したこ とである ︒多くの住 民がリス ボンから ローマへ ︑あるいは ヨーロ

こう した省察 や情報の欠 如のため 以後数 ヶ月多くの 執筆者が 死者の数 について か

ッパ諸 国のあら ゆる大都市 へ逃れた とも考え られる︒
︻第 五三二項 ︼
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なり不適切 で不正確 で算定を 記した︒ この地震の 被害一覧 を初めて 書いたジ ョゼフ・デ ・オリヴ ェイ
ラ・トロ ヴァオは︑ 正確な情 報という よりもむ しろ詩的 な表現で︑ 七万人が 死亡した と述べた ︵同書
十 一 頁 ︶︒﹃ 哀 切 な 劇 場 ﹄ と 題 す る 作 品 の 著 者 は 住 民 の 三 分 の 一 が 絶 命 し た と 信 じ る ︒ ア ン ト ニ オ ・
デ・サク ラメント 神父は﹃ 激励の慰 藉﹄のなか で一万八 千人以上 が死んだ と語り︑こ の見解が 妥当な
数値と 思われる ︒﹃情報と 忠実な記 述﹄の著 者はリス ボン住民の 十分の 一が死亡 したと推定 する ︒︵地

各教 区の司祭 に確認を 命令され︑ 国王陛 下がどの ような算定 を下され たか︑私 は

震 直 後 の 執 筆 で あ る が ︑ 彼 は 非 常 に 思 慮 深 い ︒︶ ま た ︑﹃ リ ス ボ ン 壊 滅 ﹄ の 著 者 も 死 者 は 住 民 の 八 分
の一と 推算した ︒
︻ 第五三三項 ︼
知ら ない︒し かし︑莫 大な数値で あった と推測す る︒地震尾 のあとこ の確認は 急遽命じ られ︑動乱 の

この物語 における 論点の一つ であるか ら︑私も 可能なか ぎり厳密に 調査した いと

最中 としては 立派な 集約である ︒調査自 体が目的 ではなく ︑対処す べき課題の 究明と思 われる︒
︻第五三 四項︼
思う︒な ぜなら︑ 地震の一週 間後には みな見方 を控え目 にしたし︑ 数ヵ月後 には十万 人もの死 者では
ないと強 調された からであ る︒そこで 私は確証 できる見 解を得ら れる方法を 考え始め た︒街々 に私が
出向き︑ 近隣から 消えた住 民につい て数ヵ月後 どうなっ たか︑ま ずひとり に尋ねて みる︒こう した面
倒な調 査を始め たが︑時間 の不足に よって続 行できな かった︒そ の代りに 私はリ スボンのあ らゆる街
々の情 報を集め た︒また ︑別の見地 から五人 が死亡し たとされ る教区の司 祭を捜 した︒教 会から避難
できた 沈着な民 衆は︑死 んだ人数 がそれより 多いと言 う︒住 宅や街路や 教会で地 震と火災 により歿 し
た人 々について ︑私はつ ぎのよう に推論す る︒宗教組 織と聖 職者団体 のすべて ︑貴族・閣 僚の多数 の
連合 ︑世俗的 な同業組合 ︑さらに は司法 機関と行 政機関にお いて消え た人数を 確認して みよう︒こ れ
らす べてにつ いて推 算した結果 ︑記帳の 仕方に大 差はない ので︑地震 の当日倒 壊や氾濫 や火災に 巻き
込 まれた人数 は五千 有余かそ れよりすく ないと考 える︒ま た︑治療 を受けた無 数の負傷 者のなか で︑
病状の悪化 により十 一月のう ちに加え て五千人死 亡したこ とは事実 である︒ この問題を めぐり厳 密に

逝去し た聖職者は フランシ スコ＝サ レジオ会 修道士二一 名︑テル シオ会修 道士二

算定でき るのは以上 に尽きる ︒
︻第五 三五項︼

名︑カ ルメル会修 道士十五 名︑三位 一体会神 父一六名︑ 伝道師聖 ヨハネ聖 堂参事会 世俗会員七 名︑聖
アウグ スチヌス 会修道士五 名︑ポル トガル＝ ドミニコ 会修道士三 名︑アイ ルラン ド会修道 士四名︑イ

ドミ ニカ会修 道女は受 胎告知尼僧 院にお いて十名 ︑救世主尼 僧院にお いて十四 名

エスズ 会士三名 ︑聖カミ ロ会修道士 一名︑オ ラトリオ 会修道 士四名︑慈悲 会修道 士一名で ある︒
︻ 第五三六項 ︼

死亡 した︒フ ランシス コ会修道女 はサン タ・アン ヌ尼僧院に おいて五 名︑カル バリオ尼 僧院におい て
二二 名︑サン タ・ク ララ尼僧院 において 六三名歿 した︒ま た︑聖アウ グスチヌ ス会修道 女はサン タ・

貴族で死 亡した男 性はアン ジェジャ侯 爵の子息 で総大司 教教会総 長のフラン シス

モ ニカ尼僧院 におい て八名死 亡した︒
︻第五 三七項︼

コ・デ・ ノロンハ ︑さらに ガスパール ・ガルヴ ァオ・デ ・カステ ロブランコ 卿︑マノ エル・デ ・ヴァ
イコンセ ロス卿︑ リスボン 異端審問 官ヴァレジ ャオ・マ ヌエル・ デ・タヴ ォラ︑アン トニオ・ デ・メ
ロ・カ ステロ︑ロ ック・デ ・ソーサ ︑国務尚 書フラン シスコ・ル イズ・ダ ・クン ハ・エ・ア タイデ︑
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戦争大臣ペ ドロ・メ ロエ・ア タイデだ けである︒ なお︑ス ペイン大 使のペラ ラダ伯爵ベ ルナルド ・デ

上位貴 族の女性で はマリア ・ダ・グ ラサ・カ ストロ夫人 ︑年長の 令嬢とと もにル

・ロカベ ッチも駐在 する公邸 で逝去し た︒
︻第五 三八項︼
リサル 侯爵夫人︑ ゴンザロ ・ザビエ ル・アル コバ・デ・ カルネイ ロの配偶 者アンナ ・デ・モス コソ︑

博学 の神父で あるオラト リオ会ア ントニ オ・ペレイ ラ・デ・ フィゲイ レドに私 は

またロ レンコ・ デ・アルメ イダの未 亡人が令 嬢ととも に死亡した ︒
︻第 五三九項 ︼
依拠 している ︒神父は精 密な調査 を行っ て︑註解を 加えた︒ 彼の簡潔 な著作は この災害に 関する文 献
とし て筆頭に 挙げられ る︒ラテン 語とポ ルトガル 語で併記さ れ︑リス ボン大地 震の被害 を世界に伝 え
たの である︒
︻第五四十 項 ︼ リスボ ンの地震と 火災によ って焼尽 した建物 ︑不 動産 ︑機具 ︑宝石 ︑金貨 と銀貨 ︑
農 地 は 巨 額 に 達 し ︑ そ の 際 限 は 測 り し れ な い ︒﹃ 地 震 等 歴 史 物 語 ﹄ の 著 者 は さ ま ざ ま な 算 定 を 付 記 し
ているが ︑みな恣 意的なも のと私は判 断する︒ そのよう な算定と は別個に私 が行った 調査は︑ かなり

リスボ ンの寺院 で聖なる 礼拝に捧 げられる富 は︑いか にして も凌駕でき ないとす

の程度よ り正確と 思われる ︒ここに 提示する若 干の原理 により︑ 損失は莫 大であっ たと推算す る︒
︻第 五四一項 ︼

べての 民族が告 白する︒ 富裕な都 市の大半で のこれに 劣らな い︒すべて の教会に は神への 礼拝に供 す
るた め︑金銀や 貴重な宝 石を鏤め た多数の 聖杯︑十字 架︑シ ャンデリ ア︑大燭 台︑照明︑ 聖器類が 蔵
され ︑豪奢に も聖櫃の飾 り布︑祭 壇の台 座︑説教 壇の飾りに 銀が施さ れていた ︒これら の装飾には 錦
の布 地︑絹織 物︑ビ ロードの刺 繍︑金の 紐やふさ 飾りが用 いられる︒ 大抵は教 会の全体 に豪華な 造作
が 配されてい た︒多 額の経費 をかけて広 大な本殿 は︑麗し い石材で 建造され︑ 数多金の 彫刻と一 流の
絵画に飾ら れていた ︒金と銀 しか見ら れず︑豪華 な装飾を 施した総 大司教教 会には︑ど れほどの 富が
蔵された であろうか ︒国王ジ ョアン五 世の豪奢 な趣味の所 産すべて も同様と 考えられ る︒リス ボンの

王宮と その大宝 物殿ふたつ には精錬 された宝 玉︑黄金 ︑銀が満ち 溢れてい た︒そ

大聖堂︑ サンタ・ マリア大 寺院につい てもそう であるう ︒
︻第五 四二項︼

れらは フンソエ ン地方で驚 くほど大 量に採掘 され︑ほ かでは僅か しか得ら れない ものであ る︒宮殿と
宝物殿 にはもっ とも貴重 な武器が多 数保管さ れていた のでは ないか︒した がって ︑リスボ ンが裕福 で
贅沢な 都市であ ること︑ すなわち 一介の土 木技師です ら多く が金や銀 や宝石を持 ち︑絹や ビロード の
織物 ︑最良の 材質の家具 を所有す ること が判れば︑ 裁判官や 貴族の殿 閣と邸宅 で灰塵に帰 した財富 ︑

焼尽した 王都の一部 がもっと も富裕な 地域であ るのを重視 すべきで ある︒な ぜな

すな わち宝石 ︑貨幣︑ 武器︑家具 を逐一 点検する 必要はない ︒
︻ 第五四三 項︼

ら︑そこ にはきわめ て多くの 教会と殿 閣︑さら にはそれら の君長が 鎮座する だけでな く︑ポルト ガル
貿易商の 大半や実 業家の全員 が住むか らである ︒同じく 留意したい のは︑こ の地域に ふたつの 目抜き
通り︑金 座と銀座 があり︑ 四つの広い 道路を毛 織物や絹 織物の商 人が拠点と すること である︒ また︑
市中を練 り歩き︑ 極上の装 飾品を売 り捌く商人 で殿閣の 中庭は混 み合って いた︒リス ボンの三 つの中
心地で は小間物屋 や食品問 屋が軒を 連ね︑工 芸ギルド 街はもっと も豊かな 階層を つねに呼び 寄せた︒
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︻第五 四四項︼

王立税関 所︑イン ド商務館 ︑タバコ栽 培園︑商 工会議所 で焼尽し た財産は︑ 算定

し難い︒ これらの 建造物は きわめて広 壮であり ︑人口稠 密な首都 に満ち溢れ るあらゆ る種類の 財貨で

かつ また火災に よってい かに多く が焼失し たかを省察 し︑リ スボンの 富がいかに

つねに一 杯であっ た︒外国 人が多く の財貨を有 し︑大き な邸宅を 借りてい たことも︑ 留意すべ きであ
る︒
︻第 五四五項 ︼

国王陛下は熱 烈で行 動的な国 務尚書︑ ジョセフ・ カルバリ ョに補佐 され︑こ の博

無限 であったか を考えて ほしい︒ 数多のポ ルトガル人 が歿し ︑王国も 共同体も商 都もこの 火災によ っ
て消 えた︒
︻ 第五四六 項︼
学な行政官を 介して ︑国民の 救済・安 全・保護と リスボン の輝かし い復興の ため︑緊急 政策を発 布さ
れた︒す べてが的確 な決意︑ 賢明な措 置︑神聖 な法令であ った︒
︻第五四七項︼ 早くも十一月一日国王陛下は国務尚書を通じて︑リスボン市参事会会頭アレグレト侯爵に︑壊
滅した王都とすべての地域を救うため︑軍隊︑人材︑資金︑さらには王立貯蔵倉庫を運用するよう指令された︒こ
れこそ国王陛下の仁愛を示す不朽の証左であり︑わが宮廷の信義と栄誉である︒まもなくリスボン参事会の評議員
二名が王宮広場とリベイラ河岸に常駐して︑国王軍の支援を受け︑火災を免れた中心部や沿岸部へ食物を配分した︒
︵この救援を各地区の行政官が点検することも命じられた︒
︶また︑陸路で届く食糧を各市門で受理し︑市民に混乱
なく分配するよう︑多くの評議員が派遣された︒統率者である市民総代が増員され︑書記官ニクラウ・ルイズ・ダ
・シルバと︵元市民総代︶アントニオ・ロドリゲス・デ・レオンが起用された︒これらの方々は多大の熱意と尽力
をもって行動され︑住民救援のためさらなる食糧の調達にも奔走された︒また︑恩愛深き国王陛下は市門を経て搬
入される食品のすべて︑さらにはベレムからサンタレム河岸に至る地域で魚介類のすべてに免税の措置を講じ︑翌
年一月までこの特典を持続するよう命じられた︒震災直後とくに憂慮された飢餓の事態が︑かかる賢明な緊急政策
によって完全に防止された︒

︻第五四八項︼ まもなくエヴォラの竜騎兵隊とペニッシュ︑エルヴァス︑オリヴェンサの各歩兵隊が王宮へ招
集され︑近衛兵隊の四分の一がベレム︑カンポリド︑コロヴィア︑カンポ・サンタ・アンア︑カルダル・ダ・グラ
サ︑さらに︵ ロシオ︶四辻に駐屯し︑主要な街路の管理にあたった︒彼らの駐屯をアランテージョ州の連隊が引き
継ぎ︑竜騎兵隊は数ヵ月以内に本来の部署に戻るよう定めじられた︒こうした必要に応じて応急の兵舎が木材で建
造された︒

︻第五四九項︼ 神を畏れぬ大規模で多様な掠奪が王都で頻発するとの報告がなされたので︑流れ者を取り調べ
るとともに︑疑わしいと思われる人物︑リスボン高等法院院長︵ラフォエス公爵︶の通行許可証を携えぬ人物を検
束し︑莫大な盗品をリスボンで差し押さえるよう︑同じく国務尚書をとおし国王陛下は命じられた︒さらに高等法
院院長は閣僚の手勢となる司法官と法学士を任命され︑王都十二地区の監査官のもとで両者の連携を確立するよう
指示された︒すべて掠奪の容疑者を簡略な調書によって起訴すること︑また高等法院院長に任命された裁判官が︑
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事実自体の確認と原告自身の陳述に基づいて判決を下し︑特例として迅速に即日容赦なく処刑すよう︑十一月四日
の勅令で命ぜられた︒この勅令によって大勢の罪人が死刑を宣告され︑数ヵ所に設けられた絞首台で処刑された︒
おぞましくも彼らの遺体は数日間絞首台の脇に曝されたのである︒懲役に処せられ︑瓦礫の除去作業を命じられた
罪人も多い︒掠奪という人災がこれによって根絶された︒

︻第五五〇項︼ だれもが飢渇しており︑種々の食料品が高騰した︒用務も急増する反面︑人手が減ったため︑
法外な賃金も要求された︒国王陛下は勅令を発せられ︑すべての食料品を十月末の価格で販売すること︑いかなる
仕事や労務者であろうと︑通例以上の賃金を与えてはならぬこと︑かつまた違反者には刑罰として瓦礫除去の作業

とき には 住民 が非常 に高い 家賃で住宅 を借り︑地 主も法外な借地 料を要求す る

を科すことを命じられた︒
︻第 五五一 項︼
ことを︑ 同じく国 王陛下は聞 き及ばれ ︑震災後 の賃貸契 約書をすべ て無効に し︑裁判 所の査定 手続な
しには土 地を賃貸 してはな らぬ旨︑ 十二月三日 の法令に 定められ た︒なお ︑住居に関 しても同 様の措
置が下 され︑震災 以前の家 賃から逸 脱せず︑ 従来の金額 をほぼ保 持するこ と︑また 違反する場 合には

王都 の範囲を アルカンタ ラ︑アル コ・デ ・カルバリ ョ︑カン ポリド︑ クルズ・ ド

財産を 没収する ことが警告 された︒
︻第 五五二項 ︼

ス・ カトロ・カ ミンホス ︑サンタ ・アポ ロニアなど の市門の 内部に限 定しつつ ︑この地域 では特別 の

まもなく 最高の技術 者マヌエ ル・デ・ マイヤに リスボン全 地区の設 計図を作 成す

認可 なしに家 屋を建て てはならぬ と︑同 じく十二 月三日の法 令により 命じられ た︒
︻ 第五五三 項︼

ることを命 じられ︑ 雄大な構 想の公表 に期待を 寄せられた ︒かくし て大きな 広場や真 直な道路を 造る
とともに ︑均等な 高さ︑六十 フィート ︑五十フ ィート︑ 三十フィー トにして 左右対称 の調和あ る建物
を築き︑ 焼尽した 王都の再 興のためす べてを改 革する全 体計画が 立案される ︒こうし た計画の 公表以
前に新た な住宅を 建てたり ︑破壊さ れた建築を 再建する ことは︑ 王都のふ たつの法令 によって 禁止さ

大都 会に居住す る住む多 くの多数 が︑数日 間または数 週間離 散して近 郊に逃れ︑

れ︑執 行の妨げと なる境界 画定がた だちに無 効とされた ︒
︻第 五五四項 ︼

つい には国中を さまよっ たあと︑ 王宮広場 ︑テージョ 河畔︑ サンタ・ アンナ公園 ︑サンタ ・クララ 公
園︑ サンタ・ バルバラ公 園などリ スボン の主要な地 点へ︑さ らにはあ らゆる道 路の余地︑ 王都近郊 の
野原 ︑修道院 の裏庭へ 辿りつき︑ そこに 木材で仮 小屋や仕 切りを設け た︒震災 直後六ヵ 月の間に 九千
以上 の仮設小 屋が構 築される ︒その後な された小 屋の建造 や改築は ︑礼拝用の 十字架を 二千個も 三千
個も祀るた めもあり ︑そうし た住いに 要する日用 品の供給 と同じく ︑信じ難 いほどの出 費と遅滞 でき
ぬ多大の 労力によっ て達成さ れた︒
︻第五五五 項 ︼ 同じく特 筆すべきは ︑一年 余りの期 間に千戸 以上の住居 が再建さ れたこと である ︒
︵ 六 千 ク ル ザ ー ド を 多 少 超 え る 経 費 で あ っ た ︒︶ ま た ︑ 近 郊 に も 多 数 の 住 居 が 新 築 さ れ た ︒ こ の 莫 大
な経費 に居住可 能な全家屋 の修復費 を加える と︑震災 後王都の事 業に要し た金額 は五千クル ザード以
上と算 定される ︒
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︻第五五六 項︼

国王陛下 の提議に より十一月 十一日︑ 総大司教 枢機卿猊 下は大司教 コレジオ ︑サ

ンタ・マ リア大寺院 ︑聖職者 団体︑各 修道会︑ リスボン 市参事会の 協力のも とに︑同 月十六日 に恩寵
を乞う祈 祷行列を︵サン・ロ ケ教会 ︶サ ンタ・ヨ アキム礼 拝堂からネ セシダデ ス教会へ 実施する こと ︑
また今後 毎年十一 月の第二 日曜日に は聖母マリ アの加護 を願い︑ 晩課の断 食を捧げる ことを指 令され

十二 月十三日 同じく総大 司教枢機 卿猊下 の指示によ り︑素足 の聖職者 団体と王 都

た︒こ の祈祷行列 には国王 陛下︑王 族の方々 ︑宮廷の全 員が参加 され︑き わめて敬 虔かつ献身 的に営
なまれ た︒
︻第 五五七項 ︼
の修 道士が︑ サンタ・ヨ アキム礼 拝堂に おける参集 と平伏の のち︑神 の慈悲と 聖者の加護 を懇願し て
祈祷 行列を行 った︒ラ セモニア大 司教と 総大司教 座副司祭に 先導され て︑この 行列では 総大司教大 寺
ロー

院の 高位聖職 者三名 ︑王族の貴 人︑聖堂 参事会員 があとに 続かれ︑ リスボン市 参事会評 議員︑多 くの
宮廷貴族や平 民も加 わって︑ ネセシダ ーデス教会 まで進ん だ︒そこ ではオラ トリオ会の 神父が
マ教皇大 使フィッリ ペ・アシ エウリに 補佐され て︑巡礼者 すべての 足を洗っ た︒こう した謙抑な 所作
や多くの 高潔な行 為が周囲の 人々を感 涙させ︑ リスボン 住民の模範 ともなっ た︒王都 のあらゆ る修道
会と数多 の団体も 公私にわ たる悔悛を 示し︑敬 虔な祈祷 行列を営 んだ︒多く の全般的 告解やさ まざま

つぎに リスボン 近郊にお ける大地 震の被害に ついて情 報を書 き留めたい ︒三百以

な徳高き 行為もな された︒ ああ︑称 讃すべき稀 有の御業 ！
︻第 五五八項 ︼

上の地 区から成 る王都近 郊はすべ て建物の被 害を受け た︒聖 ペドロ・ド ・バルカ レーナ教 会の倒壊 と
とも に三名が死 亡し︑ラ イス・マ ゴス・ド ・カンポ・ グラン デ教会︑ サント・ アドリアオ ・ダ・ポ ノ
バ教 会︑サン ・ジョアン ・バプチ スパ・ ド・ルミ アール教会 ︑聖母オ リーバエ ス教会︑ サント・ア ン
トニ オ・ド・ トジャ ール教会は 若干の礼 拝堂とと もに著し く破壊され た ︒多 大の被害 を受けた 地区は ︑
カ ンポ・グラ ンデ︑ ルミアー ル︑サント ・アント ニオ・ド ・トジャ ール︑カル ニードで ある︒王 都近
郊では五十 名が死亡 した︒

︻第五五九項︼ マフラでは強烈な地震と地下の轟音が感知された︒世界の驚異のひとつとされる華麗な建築群
が揺れ動き︑波濤に翻弄される船の如く上下左右に傾いて︑視る人々を驚倒させた︒各所で相当の被害も生じた︒
高価な大理石の多くが粉砕され︑高楼の燭台が鉄棒で宙吊りとなり︑すぐに落下した︒南側の角塔は倒壊し︑宮殿
の穹窿を破壊した︒庭園でも二箇所が崩れたものの︑とくに被害はなかった︒修道院に隣接する地点で足幅ほどの
亀裂が見出された︒

︻第五六十項︼ 村落ではサント・アンドレ教区教会が多大の被害を受けた︒ビスコンデ・エ・ポンテ・リマ宮
殿と若干の個人の住居が完全に破壊された︒その日はレアル会修道士が断食をして︑パンや水を摂らなかった︒急
遽聖体が開陳され︑祈祷が続けられた︒午後には悔悛の祈祷行列が営まれ︑聖職者全員と多くの一般人が悔悛の証
しとして跣足の儀式を行った︒内では主任司祭アントニオ・ド・サンタ・アンナが厳かに説教した︒修道院の僧坊
では三つの居室が多大の被害を受けた︒

︻第五六一項︼ カスカエスの村落も多大の被害を蒙った︒城砦と兵営が破壊された︒ふたつの教区教会ととも
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にカプチーヌ会サント・アントニオ修道院およびマリアノス敬虔修道院も大きな損傷を受けた︒カスカエスのマル

シントラ の聚落では イエズス 会サン・ マルチノ 教会が倒 壊し︑司祭 レイムン ド・

ケゼス宮殿も相当の被害を蒙った︒
︻第五六二 項︼
ヘンリク ・ミランダ と二四人 が死亡し た︒慈悲 教会とその 僧院も同 じ被害を 蒙った︒ マノエル 国王に
よって造 営され︑ ジョアン 五世によっ て改装さ れた麗し い兵器庫 を別として ︑シント ラの王宮 は完全
に破壊さ れた︒こ の聚落の 周辺では ジェロニモ 会修道院 ︑三位一 体教会・ 修道院︑イ エズス会 のサン
タ・マ リア教会と ミグエル 教会が完 全に破壊 された︒著 名なイン ド副王ジ ュアン・ ゴ・カスト ロに設
けられ た名高い ペナベルド 農園では ︑内部の 建物と若 干の庵室が 大きな損 傷を受 けた︒ノ ートルダム
・ド・ モンテの 低地では 高潮の夥し い氾濫が 生じた︒ この聚 落では七三名 が死亡 した︒
︻第五六三項︼ エリセイラでは大半の建物が地震によって破壊された︒しかし︑教会と礼拝堂に大きな被害は
なかった︒終日海は怖ろしい高潮となり︑数艘の小舟が岸に打ち上げられた︒

︻第五六四項︼ ペニッシュの被害が僅かであり︑三名が瓦礫で死亡したのみである︒しかし︑大山のような海
流が押し寄せ︑これに浚われるのを怖れた住民が︑避難した砂洲で五十人死亡した︒

︻第五六五項︼ リバテジョのすべての聚落が大きな被害を受けた︒アルハンダ︑ヴィラ・フランカ︑コスタヘ
イラにおける破壊はそれ以上であった︒聖フランシスコ尼僧院では三名の修道女と十四人が死亡した︒

︻第五六六項︼ アランケルも多大の被害を蒙った︒サン・フランシスコ教会＝修道院の倒壊では二名の修道女
と三名の修練女︑そのほか三十人が絶命した︒すべての教会が著しく破壊され︑倒壊を免れたのは三十の建物にす
ぎない︒サン・ジェロニモ・ド・マト修道院︑近隣の聖パウロ会修道院︑カルメル会オルハルボ修道院︑カプチン

ポルトガ ルの重要 な聚落で あるサンタ レムでも 地震によ って建物 に相当な被 害を

会カヌノタ修道院も甚大な被害を受けた︒
︻第五六 七項︼

蒙り︑大 きな危険 に曝された ︒という のは︑そ の地域で 広く深い 亀裂が生じ ︑地底の 硫化物か ら硫黄
の悪臭が 立ち籠め たからで ある ︒いずれも高 名な聚落 の教区 教会である サント・ エステヴ ァオ教会︵現
在 は 聖 な る 天 命 奇 蹟 教 会 と し て 知 ら れ る ︶︑ サ ン ・ マ ル チ ノ 教 会 ︑ サ ン ・ ジ ュ リ ア オ 教 会 ︑ サ ン ・ ル
レンソ 教会︑救 世者教会︑ サン・テ ィアゴ教 会︑サン タ・イリア 教会︑サ ンタ・ クルス教会 も甚しく
破壊さ れた︒多 数の僧院 も同じよう な損傷を 受けた︒ 最大の 被害はサン・ フラン シスコ修 道院とサ ン
タ・ク ララ尼僧 院であっ た︒慈悲 教会ど同施 療院の破 壊も甚 大である ︒個人の住 居がとく に瓦解し た
のは ︑聚 落で もっ とも高 地に 位置す る田 園マル ヴィラであ る︒ ﹃博学問答﹄ と題する論 述で︑高雅

王国おけ るシトー会 の中心︑ 初代の国 王により 壮麗に造ら れたアル コンバ正 統修

にし て学殖豊 か︑と誌 された学問 所のひ とつも地 震の被害を 蒙った︒
︻ 第五六八 項︼

道院も建 物の一部に 相当な損 傷を受け た︒地震 が鎮まると ︑シャク ダの沖合 から巨大 な海流がこ の修
道院に押 し寄せ︑ 聚落の全域 に浸水し た︒折し もシトー 会ではマグ ダレーナ 修道院と テルセイ ラ教団
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の修道女を 伴ってす べての修 道女が祈 祷行列を営 み︑参加 した告解 者の果実 に飾られて サン・ブ ルナ
ルド教会 ベルナルヂ ノ神父の 説教が行 われてい た︒
︻第五六九項︼ 十一月五日同じく多数の人々を従えてシトー会は︑泉の源へ祈祷行列を実施し︑全員が天に慈
悲を哀願した︒セント・ベント教会のルイズ神父が簡潔な説教を行うと︑泉が本来の流れに戻り︑潤沢に湧き出る
のを目にしてみな安堵した︒その後数日ほかの神父たちも避難先で説教を続けた︒

︻第五七十項︼ 湧き水が修道院に戻ったので︑十二月二九日その聚落や近隣の地域から夥しい男女を集めて︑
シトー会の修道士たちが高名なナザレ神殿で主キリストと聖母マリアに感謝を捧げ︑セント・ベント教会のルイズ
神父が伝道者の熱誠をもって説教を行った︒断食していた修道士全員が︑参集した三千人以上にパンを分け与えた︒

︻第五七一項︼ 同様に王立修道院の院長︑マヌエル・ド・バルボザ神父は壮麗な神殿が神の恩寵によって壊滅
を免れるよう︑三度の祭礼を行うことを約束され︑シトー会全員とその信者が七月の二日︑四日︑十一日に順次秘
蹟教会︑ピエダーダ聖母教会︑サン・ベルナルド教会で厳粛に営まれた︒
︻第五七二項︼ 同じく聚落ではセトゥヴァールが大きな被害を蒙った︒ここでは地震によって神殿︑修道院︑
住居の大半が壊滅した︒押し寄せる怒濤も︑障壁と建物を数多く破壊した︒二艘の大型船をはじめ多くの船が転覆
するのに人々は驚倒し︑陸地では五百名が海流に攫われた︒ボンフィーム＝イエス広場では二八の泉が枯渇した︒
かつまた住宅数戸で火災が発生し︑多大の被害を及ぼした︒こうした災害の結果︑千名以上が死亡したのである︒

︻第五七三項︼ アレンテェジョ地方もエストレマドゥーアに次ぐ罹災を蒙った︒テェージュ河流域の全聚落が多
大の被害を受けた︒パリメラでは教会や建物の塔が崩れ落ち︑十四人が死亡した︒ヴィコサ聚落では聖母受胎礼拝
堂が倒壊し︑数多人々が絶命した︒ムーラでは城砦にあるドミニカ会尼僧院が壊滅した︒アルカール・ド・サルで
もアルセディと呼ばれるフランシスコ会尼僧院が破壊された︒ヴィド城では教会の本院と多数の建物が壊滅した︒

エス トレナド ゥラ地方に 近接する ベイラ地 方も地震 の被害を蒙 った︒こ の地方

この地方の都エボラでは多くの大建造物に相当の被害が生じたものの︑死者は一名に止まった︒
︻第 五七四項 ︼

の都 コインブ ラでは多く の建物が 破壊さ れたものの ︑幸い死 者はなか った︒サ ン・ドミン ゴ古修道 院
の穹 窿が瓦解 し︑人々 は危険を感 じて避 難した︒ イエズス 会教会の主 要正面を 飾るふた つの天蓋 ︑イ
エズ ス会・サ ン・ジ ェロニモ 修道院に属 する教会 の穹窿柱 石︑サン ・フランシ スコ修道 院の突塔 も同
じように倒 壊し︑多 くの人々 を慄然と させたが︑ 危害はな かった︒
︻第五七五項︼ サン・パウロ王立イエズス会修道院の正面をなす円形の柱石︑イエズス会サン・ペドロ・クル
ズ修道院の主要正面︑サンタ・クララ修道院の装飾︑サンタ・クルズ修道院のさまざまな彫像と突塔が倒壊した︒
ポルトガルにおけるもっとも壮麗な突塔のひとつも︑三つの穹窿と三つの僧房もろとも壊滅し︑住民を大きな危険
に突き落した︒築城の礎石もいくつか崩れ︑城内の聖器保管室でも天井が損傷した︒大学のきわめて壮麗な大広間︑
当地の重要で独自な建築も多大の被害を受け︑全壊の危険を防ぐため︑すぐさま補強が行われた︒
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︻第五七六項︼ 地震が激しかったので︑幾度も鐘が鳴るのを聞いた︒海洋が揺れ動いたかと思うと︑モンデゴ
の波濤が狂い立った︒この日の午後ポルトガル区域の聖フランシスコ会修道士とイエズス会聖パウロ修道士︑コン
デ司教と聖堂参事会員︑大学の学長・教授・博士による成る祈祷行列が予定さていた︒偉大な高位聖職者の模範的
な徳操を見倣うよう︑素足となり︑贖罪を願って︑あらゆるの宗派の人々が行列を繰り返したのである︒修道会に
属する聖堂参事会員も九日間夜通し鐘楼で素足となり︑聖器の前で殉教者への祈祷を捧げた︒ほかの教会でも同じ
ような儀式がなされるとともに︑遍く市中で禁欲が説かれ︑それによって生活の大いなる改善と数々の美徳の発露︑
とくに愛徳の実践が行われた︒

︻第五七七項︼ ミーニョ地方およびトラズ・オス・モンテス地方では恐怖を感じたものの︑さして被害を受け
なかった︒震動はポルトガルの全土で感知されたが︑これらの地方では比較的軽度であった︒
︻第五七八項 ︼ アル ガルベ国 では他 の地域と同じ く沿岸 部で震動 が激しく ︑多大の 被害を蒙 った ︒
︻第五七九項︼ 同国の都ファローでは大聖堂教会︑エピスコパル宮殿︑壮麗なサン・ペドロ教会︑イエズス会
パドロ教会︑カプチン会尼僧院︑修道士庵院が倒壊した︒教会や住居で破壊を免れたものは結局ひとつもない︒こ
の司教区の大司教は居室の崩壊から救い出され︑全市にわたり熱烈に説教するとともに︑高位聖職者の敬虔で周到
な行為を数々実践された︒

︻第五八十項︼ 都市ラゴスでは知事公舎の宮殿は唯一破壊を免れたが︑ほかの建物にいたロドリゴ・アントニ
オ・ノロンハの子息と現知事のメニゼスは死亡した︒カルメル会修道院は完全に倒壊し︑多数の修道士がそこで歿
した︒

︻第五八一項︼ 都市セルヴァでは大聖堂︑鐘楼︑城砦︑市壁︑市会議所︑聖フランシスコ第三修道院が壊滅し︑
瓦礫に埋れる道路で多数の人々が死んだ︒

︻第五八二項︼ ノヴァ・ド・ポルチマオの聚落では︑イエスズ会の壮麗な教堂︑さらには聖霊教会を除くすべ
ての教会が倒壊した︒

︻第五八三項︼ ルーレの聚落では多数の建物が壊滅し︑一五〇人以上が死亡した︒ラゴアではマルトリツ教会
とほぼすべての家屋が破壊された︒新築まもないカルモ修道院も全壊し︑修道士一名と一般人数名が犠牲となった︒
建物の瓦礫によって多数の人々が死亡した︒結論的に言えば︑この国で大きな被害を免れた都市や村落はひとつも
ない︒

︻第五八四項︼ コスタの海洋が通常の水面より数バラ︵訳注＊︶隆起して︑多数の地点で氾濫し︑退き際にも
いくつかの門口の壊したあと︑アルブフェイラの町中に大量の魚を置き去りにした︒
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スペイン について はエステ リオ海岸 に近い地域 で比較的 大きな被 害があっ た︒マ

一
* バラ は一・一 メートル に相当する ︒
︻第五 八五項︼
ドリッド では十時 十八分に 震動が感 知された︒ すべての 住民を慄 然とさせ ︑八分間続 いたので ある︒
王都の 建物のうち プラド＝ カプチン 会サント ・アントニ オ教会と ビエン・ シュセソ 聖母教会の 正面を

セ ヴ ィ リ ア で は 寺 院 と 建 物 が 多 大 の 被 害 を 蒙 っ た ︒ 八 人 が の 死 亡 し た ︒﹃ リ ス ボ

飾る二 つの十字 架が崩れ落 ちた︒
︻ 第五 八六項 ︼
ン報 知﹄一七 五五年第四 六号で伝 えられ たが︑甚大 な被災で あるもの の︑正確 な情報に欠 けている ︒
フエ ルバは寺 院と家屋 が一層大き な被害 を受けた ︒カディス ︑サンタ ・マリア ・エル・ プエロト︑ サ
ン・ ルカール ︑エグ ゼレス︑ポ ルト・レ アール︑ アルジェ シラス︑ アヤモント ︑アリカ ンテ︑お よび
コルドバでは 強い震 動が発生 し︑相当 の災厄とな った︒グ ラナダで も強い揺 れを感じ︑ スペイン 王国
の港湾マ ラガも多大 の被害を 受けた︒ ジブラル タルやスペ イン海岸 の他の地 域もきわ めて強烈な 震動

フラン スではラ ・ロッシェ ル︑ボル ドー︑そ の他沿岸 部で地震が 感知され た︒ア

に襲われ ︑ポルト に近い山岳 でも山崩 れが見ら れた︒
︻第五 八七項︼

ングレ ームの近 くで轟音と ともに大 地の亀裂 が生じて その割れ目 から赤水 の奔流 が噴出し︑ タンギー

ベ ル ン ︑ バ ー ゼ ル ︑ そ の 他 ス イ ス 各 地 で も 同 じ よ う に 震 動 が 感 知 さ れ た ︒︵ も っ

ル近郊 の水源で も同じ現 象が惹き起 された︒
︻ 第五 八八項 ︼

と も 強 い 揺 れ に 襲 わ れ た の は バ ー ゼ ル で あ る ︒︶ ア ウ グ ス ブ ル グ ︑ ス ト ラ ス ブ ー ル ︑ さ ら に は ロ ン バ

ハーグ︑ アムステル ダム︑そ のほかオ ランダ各 地では十 一時半に運 河や水路 の攪

ルジ アなどイ タリア 各地でもこ の地震が 感じられ た︒
︻第五八九 項︼

ベルリ ンから十二 レガ︑バ ルチック 海から三 〇レガ離れ た都市テ ムプリン では十

乱が見ら れたけれど も︑建物 の揺れは なかった ︒
︻第五 九〇項︼

一時と 正午の間に ネッツオ 湖︑ムフ ルガスト 湖︑ロデリ ン湖︑リ ッベセの 湖が︑突 然轟音とと もに著
しく増 水して沿 岸の地域に 氾濫し︑ 数分後急 速に退い た︒この氾 濫と退き 水は半 時間のう ちに六度繰

湖水 の氾濫は デンマー クのダレレ カリア 地方とヴ ェルメラン ド地方や ノールウ ェ

り返さ れ︑耐え 難い悪臭 が大気に発 散した︒
︻ 第五九一項 ︼

イ王 国におい ても観察 された︒ス ウェー デンとポ レマニアで も同じよ うな影響 があった ︒テオプリ ッ
ツを はじめボ ヘミア の各地では 流水が変 色して溢 れ︑いく つかの温泉 でも赤水 が流れた ︒イギリ スの

アソーレ ス諸島に おいては 繰り返し地 震を感知 したが︑ 被害はな かった︒海 は再

沿 岸部とおな じくア イルラン ドの若干 の地域でも 海水の攪 乱が観察 された︒
︻第五 九二項︼

三激しい 退き潮と なり︑テ ルセエイラ 島で多数 の船舶が 難破の危 険に曝され た︒
︻第五 九三項 ︼ アフリカ では地中 海沿岸の 聚落が多大 の被害を 受けた ︒聚落メ キネズが全 滅して ︑
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回教寺院や ユダヤ教 会や住宅 が多数倒 壊し︑沢山 のムーア 人とユダ ヤ人が死 亡した︒サ ン・ディ オゴ

フェズ ︑マロック ︑サレな どの都市 ︑サン・ フェ︑サン ・クルス など港も 同じよ

教区のフ ランシスコ 会修道院 ・教会・ 施療院も 酷く破壊 されたが︑ キリスト 教徒の死 者はなか った︒
︻第五 九四項︼
うに破 壊された︒ これらの 港やサレ では海流 が数里離れ た内陸ま で押し寄 せ︑多大 の被害を与 えた︒

同じ 事態がア ルジェリア ︑ララッ シュ︑ マルモア︑ タンギー ルでも発 生し︑海 流

こうし た災厄に よって数千 人の生命 が奪われ たのであ る︒
︻第 五九五項 ︼

メキネス からやや遠 方にある 八つの湖 で陥没が 生じて︑ひ とつの村 落が沈没 し︑

が大 きな災害 を惹き起し た︒スウ タとテ スアンでは 比較的被 害はすく ないもの の︑多くの 建物が破 壊
され た︒
︻第五九六 項︼
兵舎にい た騎兵六千 人とすべ ての住民 が犠牲に なったと伝 えられる ︒また︑ サレから モロッコに 向か

アメリ カでもこ の地震の余 波を受け た︒バル バダス諸 島では二時 間後の一 時頃海

う一群の 隊商も同 じ運命に陥 ったと言 われる︒ ペイゼス では地底か ら凄まじ い洞音が 響いた︒
︻第五 九七項︼

面が低 くなった あと︑突然 波濤が五 フィート の高さと なり︑激し くまた沈 下した ︒こうした 波濤の起
伏は十 五分にわ たり︑五 時以降弱ま ったもの の︑宵の 十時まで 続いた︒ア ンチゴ アでも海 流の攪乱が

つい で十一月 一日以 降の地震の 所産と影 響につい て要約す るが︑類似 する多く の

確認さ れた︒ま た︑ニュ ー・イン グランドで も震動が 感知さ れた︒
︻ 第五九八 項︼

地震 直後 の二四時 間には大地 がほとんど間 断なく震動 を続け︑毎時 間感知され

出来 事に関し 副次的 な問題には 立ち入ら ない︒
︻第五 九九 項︼

た︒多く の人がまた も揺れた と思い︑ 最初の地 震の恐怖か ら発する 幻の震動 と疑う者 もいたが ︑スペ
インでも やはり揺 れが認め られた︒私 の観察に よれば︑ こうした 震動は最初 の三日間 ほとんど 間断な
く続き︑ 屋内でも 確かに感 知された が︑当初の ように強 烈にはな らなかっ た︒十一月 一日以降 の八日

十一 月八日の朝 八時半に 大地が激 しく揺れ た︒この震 動はポ ルトガル 海岸の沖合

間つね に震動は反 復し︑や や強いと きもあっ たが︑微弱 なものは 感じない 人もあっ た︒
︻第 六〇〇項 ︼

同月 十五日朝 五時に 大きな震動 があった ︒万聖節 に地震を 感じたグ ラナダ各地 で

六十リ ガでもイ ギリス船 において 感知され た︒
︻ 第六〇一 項︼

同月十六 日午後三 時半過ぎに 大きな爆 発が起っ た︒コン ポステーラ とラ・コ ルー

この 揺れが発 生した ︒
︻第六〇 二項︼

同月十 七日フラ ンスのブザ ンソンと リヨンで の震動が 認められた が︑とく に被害

ニャを揺 がして︑ 若干の被害 と海流の 攪乱を惹 き起した ︒
︻第六 〇三項︼

はなか った︒イギ リスでも 同じく感 知された ︒
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︻第六 〇四項︼

同月十八 日北米の ボストン ︑フィラデ ルフィア ︑メリー ランド海 岸で震動が 認め

られた ︒これ はポル トガルで も感知され た ︒十一 月の末パ ードル・カ ブレラに おいて終 日震動が あり ︑

十二月 九日大き な地震が あり︑ス ペインを越 えてフラ ンスの ラングドッ ク︑プロ

十二月に かけて一 ヵ月揺れ 続けた︒
︻第 六〇五項︼
ヴァン ス︑デル シナド︑ ボルゴンハ ︑アルザ スでも感 知され た︒また︑ フランソ ニア︑ス アヴィア ︑

同月 十一日バ イエル ン地方︑ とくにドナ ヴェルト やインゴ ルシュタ ットなどの 都

スイ ス諸州︑ミ ラノでも 認められ た︒
︻ 第六〇六 項︼
市で 大地の揺 れが認 められた︒ ポルトガ ルでも午 前五時頃 二度にわ たり非常に 強い震動 を感じた ︒ス

︻第六 〇七項︼
同月二 一日午後 九時頃非常 に強い地 震があり ︑リスボ ンとその近 郊で若干 の被害

同月十八 日ヴィト シャヴェ ンなどイギ リス各地 で強い震 動が感知 された︒

ペインでも強 く揺れ ︑ほぼ三 分間続い た︒

︻第六 〇八項︼

︻第 六〇九項 ︼

同月 二七日き わめて 強い地震が 発生し︑ テオンヴ ィルでは 兵舎が倒壊 し︑五百 人

同月 二五日午前 二時頃リ スボンな どポル トガル各地で 震動を 感じた︒

が生じ た︒さら にながく続 けば︑ま さしく大 惨事に至 ったと思わ れる︒

︻ 第六一〇 項︼

が瓦 礫のもと で絶命 した︒エク ス・ラ・ シャペル ︑コロニ ア︑ブリュ ッセル︑ オランダ 各地へも 拡大
し た︒システ ロン近 くのデル フィナドで は対峙す る山岳が 崩壊し︑ 谷間の川は 湖に一変 した︒モ ベー

同月夜半 の一時と 二時の間 にスコッ トランド入 植地で幾 度か大地 が大きく 揺れた

ジュに隣接 するフラ ンドルで は大地が 陥没して︑ 大きな洞 穴が生じ た︒
︻第六 一一項︼

一七五 六年一月 に多くの 震動があっ たけれど も︑これ らは記 帳には見出 せず︑覚

が︑被害 はなかっ た︒
︻第 六一二項︼

二月 十二日午 前五時か ら午後九時 にかけ てモンテ ギル山で大 砲のよう な轟音が 発

えても いない︒ なぜなら ︑とくに記 帳を始め たのは︑ 同年四 月二五日の大 地震か らである ︒
︻ 第六一三項 ︼

し︑ 大地が幾 度か揺れ た︒その轟 音は五 日前にも 聞こえ︑人 々を驚愕 させたの である︒ 同じ十二日 コ

同年二月 十八日の 地震は前年 十一月一 日以後で は最大で あった︒七 時から八 時に

ネテ ・エル・ レアル で昨年十一 月一日に 生じた隆 起がこの ときもとに 戻った︒
︻第六一 四項︼

かけてネ ーデルラ ンド全域で 感知され た︒ケル ンとボン では八時に ︑ついで 九時前に も数分続 く地震
が発生し た︒これ らの都市 では最初の 震動で多 くの煙突 が倒壊し た︒井戸や 泉では水 の攪乱も 見られ
た︒同じ 地震はパ リやヴェ ルサイユ などフラン ス各地で も感知さ れた︒お りしも雨期 にあたり ︑暖か
な西風 を受けてい た ︒地底か らの轟音 も一分以 上続いた ︒リエージ ュでは揺 れが一層 ながく持続 した ︒
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二月二四 日アキス グラン︑ ビスポド ス・デ・ム ンステル ︑パデル ボルンで 地震が

デンマーク ︑スウェ ーデン︑ ノールウ ェイでも弱 震が感じ られた︒
︻第六 一五項︼

三月 にヴェスビ アス火山 で煙と炎 の噴出が 始まり︑四 月まで 続いて溶 けた瀝青岩

発生し︑ きわめて 激しく多 くの被害 を与えた︒ 同月末に ヴァレシ オス国で 地震があり ︑多数の 住居が
破壊さ れた︒
︻第 六一六項 ︼
の奔 流を惹き起 した︒近 寄って調 べようと した外国人 三名が 死亡し︑ 連れの同国 人も動転 して︑彼 ら

四月十三日朝 ヴェネ チアで地 震が感知 されて数分 間続き︑ 三時間後 にもふた たび

を救 助できな かった︒
︻ 第六一七 項︼

同月一八 日より大 きな地震 がパドヴァ ︑ヴェロ ーナ︑ト レヴィー ゾで発生し ︑強

揺れたが︑被 害はな かった︒
︻第六 一八項︼
い衝撃に よって多 くの煙突 ︑サンタ・ マルガレ ータ教会 の穹窿︑ 司教神学校 の一角が 倒壊して ︑住民

同 月二五日午 前三時 曇天にし て︑ときに 風雨もあ った︒

同月 二四日二時 十五分頃 ポルトガ ルで地 震が発生した ︒当日 以降試み にすべて を

を戦慄さ せた︒翌 日の夜に もかなり 強い震動が 感じられ た︒その 際南西か ら北西へ 揺れるに向 うと観
察され た︒
︻第 六一九項 ︼
私は 記帳した︒
︻ 第六二十 項︼

︻第六二一項 ︼ 同月 二六日午 前五時 半に大きな 震動が発 生したけ れども ︑ながくは 続かなか った ︒

︻第六 二二項︼

同月三 十日午前 五時頃に 弱い揺れで あったが ︑ながく 続いた ︒曇天であ った︒午

同月二 七日午前三 時と午後 九時の二 度にわた り震動が発 生し︑曇 天であっ た︒

曇天であ った︒フラ ンス︑プ レシス︑ サン・ジ ュストでは 二度弱い 振動が感 じられた ︒

︻第 六二三項︼

後九時 十五分に パリ︑ヴ ェルサイユ ︑ピカル ディ地方 で地震 が感知され︑ 同時に 森林を突 き抜ける 強

同月四日 夜半過ぎ に弱い揺れ があった ︒

五月 三日午前 一時に 地震が発生 した︒そ の日は雨 天で︑前 日に幾度 か雷鳴が聞 え

風に似 た轟音が 地下から 聞えた︒ また︑プ レシスの城 砦では 石造りの 煙突が倒壊 した︒
︻ 第六二四 項︼
た︒
︻第六二 五項︼

六月二 日ブリュ ッセルでふ たつの地 震が感知 された︒ 第一は午後 十時に︑ 第二は

同月五 日午前四時 半に弱い 地震が感 知された ︒
︻第六 二六項︼

夜半に より強く揺 れた︒こ れらはリ エージュ 地方やレ ンブルゴで より強く ︑ライ ン沿岸の多 くの都市
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七月三日 リスボン で十一月 一日の地 震に次ぐ大 きな揺れ が発生し た︒午後 十時半

でも感じら れた︒ケ ルンでが 二分以上 揺れ続けた ︒
︻第六 二七項︼
地下の轟 音が十秒 か十二秒 遠くの太 鼓のように 聞えて︑ 最初の震 動は王国 のほとんど 全土で感 知され
た︒こ れに先立っ て当日午 後蒸気が 王都を覆 った︒地震 後まもな く海上に 濃霧だ立 ち籠め︑し ばらく

八月 五日午後 弱い振動が あった︒

南から 微風がそ よいだ︒深 夜一時に も新たな 地震があ った︒
︻第 六二八項 ︼
︻第 六二九項 ︼ 同月 十七日天気 晴朗なパ ドヴァが 午前十時 半頃暗い雲 にが覆 られ ︑嵐に襲われ て ︑
多大 の被害を 受けた ︒その後三 度大地が 激しく揺 れ︑建物 の破壊と 住民の死亡 を惹き起 した︒当 日お
よび翌日に他 で地震 が発生し たことが 記録されて いる ︒それらの 被害はリ スボンへ誇 張して伝 えられ ︑

︻第六 三十項︼

同月二 六日午前 七時四五 分頃比較的 強い地震 がややな がく︑と ころによっ て一分

同月二十 日午前六 時四五分 頃弱くは あるが︑ ややながい 震動が発 生した︒

しばしば あるように 現場の状 況とはや や異なっ ていた︒

︻第 六三一項︼

︻ 第六三三 項︼

︻第 六三二項 ︼

十月二二 日午後二時 半静穏な 天候のナ ポリを突 然きわめ て激しい地 震が襲い ︑三

同 月十七日深 夜二時 十五分頃 弱い地震が あった︒

九月 十二日午 後八時頃短 い揺れが あった ︒

以上続 いた︒私 自身が感 じたのは二 十秒ほど である︒

︻第六三四 項︼

〇秒以上 続いて多く の建物に 甚大な被 害を与え た︒海洋に も著しい 攪乱が見 られた︒ これに先 立ち八
月十五日 以降ヴェ スヴィア ス火山の噴 火があっ た︒この 十月コン スタンチノ ープルで も数度地 震が発

︻第 六三五項︼

十一 月十九日 午前零時四 五分頃弱 い揺れ があった︒ そのとき 空は雲に 覆われ︑ 南

同月二 九日深夜 一時半頃 強い地震が あり︑十 秒続いた ︒

生し︑若 干の被害 を蒙った ︒

︻第 六三六項 ︼

同月二六日午 前十一 時四五分 頃コンス タンチノー プルで大 きな地震 が発生し て七

から 強い風を 受けた︒
︻ 第六三七 項︼

分 間続き︑こ れによ り五千の 住居︑五 十の殿閣︑ 五つ回教 寺院が全 壊し︑さ らに多数の 建造物は 破壊
された︒ 死者は八千 人以上で ある︒こ れに続い て火災が拡 がり︑鎮 火できな いため全 市が灰塵に 帰す

十二月 にも小さ な地震が数 度感知さ れた︒

のではな いかと憂 慮された︒
︻第六 三八項︼
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︻第六三九 項︼

一月十六 日激しい 風雨ののち 静穏な夜 になった 頃︑午前 二時に強烈 な地震が 発生

一七五 七年には地 震がより 微弱でよ り少数に なったこと を︑まず 書き伝え たい︒

した︒な がくは続か なかった が︑震動 に三分か 四分先立 ち︑地下の 轟音が聞 こえた︒
︻第六 四十項︼
三月一 日午前一 時頃発生 した地震 は他の多く と異なり ︑ふたつ の衝撃な いし強烈な 震動とな ってし
ばらく 続いた︒ 同じく五月 二一日十 一時十五 分頃感知 された地震 は広い範 囲にわ たる︒毎 月数度揺れ
を感じ たが︑比 較的微弱 であった︒ 九月と十 月リスボ ンでは 地震が感知 されず︑ 記帳も十 月二十日 で
終っ ている ︒し かし ︑ア レンテー ジョで はこの間 ︑とくに 十月十日 午後六時 半に強烈な 地震が発 生し ︑

謎 めいた話 であるが ︑同日リス ボンの アルカン トラ河岸で は︑第三 身分統合 裁

午後 十時にも 一層弱い揺 れが感じ られた ︒他の確か な報告に よれば︑ 同日この 地方では十 二回地震 が
感知 された︒
︻第六四一 項︼
判所の構 築による仮 設小屋で 一度だけ 一時頃地 震が感知さ れた︒こ の現象を どう理解 すべきかは 別の
機会に論 じよう︒ 私たちにみ ずから体 験させ︑ 人心に痛 切な記憶を 刻み込ん だ大地震 の影響は なお尽

初出

きないが ︑いまだ 論じない ほかの要因 について さらに記 述しよう ︒

二〇 一二年十 二月二四日
更新

二月

四日

二〇 一六年
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