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アントニオの歌うく希望の歌)

- 『ドン･キホーテ正編』日章についての新たな解釈の試み-

鈴木 正士

Ⅰ.｢グリソス トモの葬式のエピソード｣に関するわたしの研究 (以下､

本研究)の全体像

0.本研究の最終的なテーマ

本研究で取り上げる､『ドン･キホーテ正編』 (Elingeniosohidalgodon

QuijotedelaManchaI,1605)11章から14章にわたって描かれるエピソー

ド (わたしはこれを ｢ダリソストモ (Gris6stomo)の葬式のエピソー ド｣と

名づけたい)については､アバジェ ･アルセ (JuanBautistaAvalle-Arce)

が牧人物語 1の影響を指摘して以来2､多くの研究者が､牧人にあこがれる男

女グリソストモとマルセラ (Marcela)の愛の物語と見なしたために､牧人物

語との類似ばかりを論じてきた｡(主だった研究者の意見はこのあと1で紹介

したい)｡

しかし､わたしは､本エピソードは､牧人物語とは本質的な関係はないもの

と考える｡というのは､これまで誰も指摘しなかった構造面に目を向けると､

本エピソードからは新たな問題が見えてくるからである｡

構造とは､11章の山羊飼いアントニオ (Antonio)の (叶わぬ恋)と14章の

学生グリソストモの く叶わぬ恋)は､実は､互いに対応し合うふたつの共通点

を持ちながら､対照的な内容を有している､というものだ｡3で詳述するが､

ふたつの共通点とは､《物語》を作る､ということ (《物語》とは､簡単に言う

と､創作する者にとっての都合のよい虚構という意味であり､それによって､

創作する者は受け入れがたい現実を受け入れることができる｡《物語》の詳し

い定義はⅡの1でおこなう)と､ふたりが関係する叔父が司祭であることであ
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り､対照点は､叔父のキリス ト教に対する考え方である｡

この対称的 ･対照的な構造に光を当てると､作者は､A.《物語》の働きと､

B.《愛か神か》という､ふたつの問題を､意図的に読者に突きつけている､

という点が浮かび上がってくるのである｡

そこで､今回､わたしが初めて､これらふたつの問題を中心に､本エピソー

ドを読み解いていきたい｡

そのため､本研究では､表層的な牧人物語との類似に惑わされることなく､

本エピソー ドを､11章から14章までのまとまりとして捉えたうえで､一見関連

がないように見える､A､Bふたつの問題を中心にして読んでいこうと思う｡

ただし､今回の稿 (以下､本稿)は､紙数に限りがあるため､本研究の三分

の一程度の論考となる｡本稿以外の部分については､別稿に譲りたい｡

本稿が本研究全体のどの位置にあるのかを明確にするためにも､まずは､本

研究の全体像を提示する必要があると思う｡そこで､上に概略を示した内容を

より具体的に説明するために､以下では､ 1で､先行研究を紹介し､2で､先

行研究への異議を申し立て､3で､本エピソードの構造､そして4で､わたし

の仮説を明らかにしたあと､Ⅱの本稿での考察に進んでいきたい｡

1.先行研究の紹介

最初に､本エピソー ドに関する先行研究を紹介したいD

上述のように､アバジェ ･アルセは､本エピソー ドを牧人物語との関係の中

に置いている3｡セルバンテス (MigueldeCervantesSaavedra,1547-1616)

研究者のひとりであるジミック (StanislavZimic)は､｢グリソストモが､牧

女の格好をして山野を行くマルセラを､牧人となり追い求める｣(I,1634)の

は､彼が牧人物語を濫読して､その影響を強く受けていたからだ､という説を

唱えている5｡同じくセルバンテス研究者のガルシア ･カルセ ド(PilarGarcia

Carcedo) は､ 『ドン ･キホーテ正編』 と 『ドン ･キホーテ続編』 (El

ingeniosohidalgodonQuijotedelaManchaZI,1615)の中には､牧人物

語を基にしたエピソー ドが六つあり6､その内のひとつである本エピソードに

おいて､セルバンテスは新たな形の牧人物語を創造しようとした､と記してい
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る7｡世界的に著名なスペイン文学研究者のライリー (E.C.Riley)も､本エ

ピソー ドはセルバンテス唯一の牧人物語 『ラ ･ガラテア』中のガレルシオ

(Galercio)とヘラシアのエピソー ドと共通点があるとし8､他の牧人物語と同

様､本エピソー ドには愛が描かれている､と指摘している｡本田は､マルセラ

の言動に注目し､本エピソー ドのテーマをエロスと自由意志の関係とみなして

いる9｡

2.先行研究への異議

アバジェ ･アルセは､キホーテによる(黄金時代)についての演説や､ダリソ

ス トモの死が自殺かそうではないかなどについての意見を述べているだけだlt-｡

ジミックが唱える､グリソス トモが牧人物語を読んでいた､という記述はテク

ス ト上には存在しない｡それは､あくまでもジミックの推測の範囲内だ｡サラ

マンカ大学を卒業し､占星術に長け聖歌や聖体神秘劇を書くほどまでに知的な

グリソストモが､キホーテにおける騎士道物語のように､牧人物語に耽溺して

いた､という仮説には､わたしは疑問を感じる11｡ガルシア ･カルセ ドの意見

は問題の指摘のみであって考察をくわえているとは言いがたい12｡ライリーに

も読者を強く説得する力が感じられない1:-0本田が問題とする自由に関しては､

世俗から離れたマルセラは､《神》を求めるための (自由)にあこがれていた､

と考えることも可能なのではないか､とわたしは思う日｡

たしかに､セルバンテスが､牧人物語に強い興味を持っていたのは周知の事

実であるし)5､グリソス トモやマルセラが牧人の格好をしたことや､キホーテ

が牧人物語の中の (黄金時代)について言及している､などという点から､本

エピソー ドが牧人物語と多少の関係があることは否定できないとは思う｡

しかし､本エピソ- ドの問題は､A.《物語》の働きと､B.《愛か神か》で

ある､とわたしは思う｡というのは､上で述べたように､11章と14章が､《物

語》の問題で共通する対称関係にありながら､《愛か神か》の問題で対照的な

位置にあるからである｡A､Bふたつの問題は､それぞれ11章と13章で､キホー

テによって提起されている (どのように提起されるかについては､このあとで

述べる｡とくに11章での問題提起については､Ⅱの3で詳述する)｡
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3.｢グリソス トモの葬式のエピソード｣の構造

では､対称的 ･対照的な構造とは､具体的にどのようなものなのだろうか｡

まず､対称関係から説明したい｡

対称的な点はふたつある｡ひとつは､11章のアントニオも14章のダリソスト

モもともに､(叶わぬ恋)という､受け入れがたい現実を受け入れるために､

歌や詩という 《物語》を創造している (歌や詩も､受け入れがたい現実を受け

入れる､という点で 《物語》と言える)､という､内容上 ･設定上の共通点で

あり､もう一点は､作者は､意図的に､アントニオの叔父もグリソストモの愛

したマルセラの叔父も､ともに司祭という職に設定しており､それぞれの叔父

は､アントニオとマルセラに強い影響を与えているという､登場人物の人間関

係における共通点だ｡

対照的な点は､それぞれの叔父のキリス ト教に関する思想である｡アントニ

オの叔父は､《神》だけでなく､人間的な 《愛》をも大切に思っている､とい

う点で､当時の常識に照らした場合､いわば異端的な思想の持ち主と言える

(この点は､Ⅱの6で詳しく説明したい)｡彼に対し､マルセラの叔父は､なに

よりも 《神》を第一に考え､妥協を許さない冷厳な正統思想の持ち主なのだ｡

たしかに､マルセラの叔父が､正統思想を護持している､という記述は､テ

クス ト上には存在しない｡しかし､次のふたつの理由から､マルセラの叔父は､

正統思想の信奉者として､異端的思想の持ち主であるアントニオの叔父の対極

にある､とわたしは考える｡ひとつは､異端審問所が機能していた当時におい

て､叔父は､｢正真正銘の善良なキリス ト教徒｣(I,165)と描写されている､

という点である｡二点目は､マルセラは､異性との 《愛》から逃れ､《神》を

希求する (自由)にあこがれるという行動をとるが､それは､マルセラを養育

した叔父の影響によるものと考えられる､ということである｡

それぞれの叔父が奉ずる思想からの影響のために､ふたりの登場人物は対照

的な結末を迎える｡11章では､オラージヤ (01alla)という娘からの愛を得ら

れないことを悩むアントニオは､叔父に代作 (ここでの代作とは事実上の共作

を意味する｡それによって､ひとつの歌の中にアントニオの恋心と叔父のキリ

ス ト教に関する寛容的思想の両方を盛り込める､という点において､ここでの
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代作は重要なのだが､この点も含めての代作の意味と働きについてはⅡの4で

詳述)してもらった (希望の臥 り (canci6ndeesperanza)-《物語》を歌

い､｢希望 (esperanza)の衣の裾の裾｣(I,159)を見出し生きていく｡それ

に対し､14章では､叔父に養育されたマルセラからの愛を得られないことに傷

ついたグリソス トモは､｢希望 (esperanza)の影さえ見えず･･-･未来永劫に

希望の放棄｣(I,182)を誓う ｢絶望の歌｣Cancibndesesperada17というタイ

トルの詩- 《物語》を書き自死するのである (彼の死に方についてはテクスト

上には記されていない｡わたしが自死と考える理由については､別稿で詳述す

る18)｡

以上から､11章と14章は､対称的に対応し合う対照的な内容を含む､という

ことが確認できるだろう｡

アントニオもグリソストモもともに､《物語》を創造して､(叶わぬ恋)とい

う､受け入れがたい現実を受け入れようとするが､《愛》を大切に思う､人間

中心的な思想の叔父に代作 (共作)してもらった (希望の歌)を歌ったアント

ニオは､生きていくのに対し､正統思想の叔父の影響を強く受け､《神》だけ

に熱狂的に憧れるマルセラを愛したグリソス トモは､｢絶望の歌｣を書き死ぬ

のだ｡

要するに､本エピソー ドには､まずは､《物語》の働きという第一の問題が

あり､その背後には､第二の問題である 《愛か神か》が隠在しているのである｡

4.作者の意図-わたしの仮説

では､なぜ､作者は､本エピソー ドを対称的 ･対照的な構造にしたのだろう

か｡ただエピソー ドに奥行きを与えるだけのために構成したのだろうか｡わた

しは､それだけではないと思う｡この対立構造は作者のある明確な意図によっ

て作られたものと考える｡作者は､窓意的にこの構造を作ることで､読者にア

ントニオとグリソス トモを比較対照して欲しい､と望んでいるのだ｡

比較対照することで､作者はなにを知って欲しいと願っているのだろうか｡

それは､人間の幸福は､狂信的な信仰にあるのではなく､ひととの 《愛》を

より大切に思う寛容的思想にこそあるという考え､ではないだろうか0
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21世紀のわたしたちだけでなく､当時の作者さえも､同時代の 《神》への信

仰は行き過ぎたものと感じ､強い疑問を抱いていたのだ｡つまり､本エピソー

ドには､最終的な作者のメッセージとして､作者が生きた17世紀におけるキリ

ス ト教信仰に対する批判､言い換えれば､狂信と不寛容への異議申し立てが隠

されているのではないのだろうか｡

そこで､｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣を､牧人物語との類似や愛の

問題として捉えるのではなく､A.《物語》の働きと､B.《愛か神か》という､

これらふたつの問題点を本研究全体のテーマとしたい｡

ただし､ひとまず本稿では､11章におけるアントニオの歌う (希望の歌)が､

受け入れがたい現実を受け入れるという 《物語》の働きを有しているという､

本研究における第一の問題を主な研究対象とする｡第二の問題である､《愛か

神か》については多少は本稿においても触れるが､別稿で､あらためて考えた

い｡

Ⅱ.アントニオの歌う (希望の歌)について

0.本稿における､ふたつの問題点

上述の研究全体の第一部をなす本稿における問題とは､それぞれ､本研究の

A.《物語》の働きと､B.《愛か神か》に対応する､アントニオの(希望の歌)

での､a.《物語》の働きと､b.叔父の異端的思想の反映､という二点である｡

これら二点の問題に対し､作者は､それぞれ創作上の工夫をこらしている｡

すでにⅠの2で予告したように､ひとつは､キホーテによって 《物語》の意味

が説かれ､この間題が導入されている､という点である｡それは､山羊飼いを

前にしたキホーテの演説においてなされている｡もう一点は､アントニオと叔

父の考えを溶解させるために､アントニオの (希望の歌)-《物語》を､アン

トニオではなく､彼の叔父が代作 (共作)している点である｡これらに留意し

ながら､本稿における上記a､b二点の問題を考察したい｡

だが､この分析に入る前に､検討しておかなければならないいくつかの点が

ある｡そこで､以下では､次の順序で考察を進めていく｡ 1で､本稿のキーワ-
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ドである 《物語》の意味を定義し､2で､本エピソー ドの梗概を紹介したあと､

3で､キホーテの演説の意義と役割､4で､叔父による代作 (共作)の効果､

5で､アントニオの歌における 《物語》の働きを分析し､6で､歌における叔

父の思想の反映について明らかにすることで､結論へと導いていきたい｡

1. 《物語》の定義

ところで､《物語》とはなんだろうか｡本稿で言う 《物語》とは､いわゆる

語り物とか､文学ジャンルとしての物語ではない｡それは､苦しい現実を生き

抜いていくための､自分のために作る虚構である｡

小川洋子は､ナチスドイツの強制収容所に収容され､人間としての尊厳を奪

われ､命の危機に怯えて生きなければならなかったユダヤ人が､自分なりの

《物語》を作ることによって､ぎりぎりの状態でなんとか精神の自由を維持して

いた､という事実を例にあげ､《物語》の働きを次のように解釈している｡

ひじょうに受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき､人間はほとん

ど無意識のうちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変形さ

せ､どうにかしてその現実を受け入れようとする19｡

この種の 《物語》は､ホロコーストという歴史上稀な極限状態においてばか

りでなく､日々いたるところで､作られているはずだ｡

失恋した青年や子供を亡くした親が､彼女はぼくの将来のことを思いやって

身を引いたのだ､わたしたちの息子は賢すぎたために神様がおそばに置いてお

きたかったのだ､と現実のつらい出来事を 《物語》にして受け入れようとする

ことは､しばしば見られる｡ひとは､思わぬ不幸に見舞われたとき､その不幸

を意味あるものと考えようと､現実とは異なる 《物語》を自分で作って､つら

い思いや悲しい出来事を受け入れようとするのだろう｡

本稿でも､《物語》を､受け入れがたい現実を受け入れるための自分にとっ

ての都合のよい虚構､と定義したい｡

2.｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣の梗概

次に､本エピソー ドの梗概を､とくに､本稿の問題に深く関係している､ア
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ントニオが (希望の歌)を歌う11章を中心にして紹介したい｡

11章では､宿にたどり着けず､山羊飼いの小屋に泊まることになったキホー

テは､(黄金時代)に思いを馳せ､今の時代を嘆く演説をぶつ｡演説の直後､(

叶わぬ恋)に悩む山羊飼いの若者アントニオがやって来て､司祭である彼の叔

父に作ってもらった歌を､キホーテに聞かせる｡アントニオの歌う歌は､彼に

冷たい態度を取るオラージヤも､実は心の底では､アントニオのことを愛して

いる､というアントニオに希望を抱かせる (希望の歌)だった (I,153-60)｡

次の12章では､グリソストモがマルセラに失恋したために死んだ､というこ

とを聞き興味を抱いたキホーテは､グリソストモの葬式に向かう (I,161-67)0

このあと13章で､キホーテは､同じくグリソス トモの葬式に赴こうとしてい

たビバル ド (Vivaldo)という紳士と同道する｡ビバル ドは､キホーテに､遍

歴の騎士は､戦いの前に､思い姫か神かどちらに対し祈りを捧げるのか､と問

う｡キホーテは､明確な答えをしない (I,168-75). (この箇所で､キホーテ

は､《愛か神か》という､本研究全体における第二の問題を提起している､と

わたしは考える｡この点については､別稿で詳しく論じたい)｡

14章の葬式の場でグリソストモの遺稿 ｢絶望の歌｣が読み終えられたとき､

牧女の格好をしたマルセラが現れる｡彼女は､グリソストモが死んだのは､自

分が彼を拒絶したからではない､と自己弁護をすると立ち去る (I,185-88)0

以上が､｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣の梗概である｡

3.キホーテの演説の意義と役割

11章冒頭のキホーテの演説は､牧人物語世界である (黄金時代)を描写して

いるという点で2°､アバジェ ･アルセやガルシア ･カルセ ドが唱えるように､

やはり､牧人物語との関係から考えるべきなのだろうか21｡

たしかに､一見､関係があるようには見える｡

しかし､実のところ､本質的なつながりはない､とわたしは思う｡

キホーテは､ここで､虚構世界の (黄金時代)と対照して､現実世界におけ

る (堕落)を批判しているのではないのだろうか｡キホーテは､(堕落)の例

として ｢嘘｣を一番目に槍玉にあげ､｢嘘｣は (黄金時代)には存在しなかっ
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た､と嘆く｡このことから､彼は､現実世界に生きるうえで ｢嘘｣-虚構､つ

まり 《物語》を作ることは常に必要である､という考えを､逆説的に説いてい

るようにわたしには見える｡というのは､キホーテの考えを実践するかのよう

に､演説の直後に､アントニオが登場し､《物語》の意味と働きを示す (希望

の歌)を歌うからである｡

テクストに沿って詳しく説明したい｡

キホーテは､山羊飼いたちからの素朴な親切に触れたことで､皆があらゆる

ものを共有していた く黄金時代)に思いをかたむけ (I,153-55)､演説の初め

で､その時代の特徴を､次のように語る｡

｢いにしえの者たちが黄金時代と名づけた､あの幸せな時代は｣､｢あらゆる

ものがみなのものであり｣､大樹は ｢甘く熟した果実｣を､｢清らかな泉や川の

せせらぎ｣は澄んだ水を､｢まめまめしく働く賢い蜜蜂｣は集めた蜜を､人々

にふんだんに差し出していた｡｢あらゆることが平和であり､あらゆることが

友愛と調和からなっていた｣｡そこでは ｢素朴で美しい羊飼いの娘たちが｣大

らかな姿で歩いていた｡(I,155-56)｡

たしかに､演説最初のこのわずかな部分を読むだけでも､この演説は牧人物

語と深い関係がある､と結論づけたくなるかもしれない｡キホーテは､牧人物

語におけるような (黄金時代)を詩的に描出しているからだ｡

しかし､キホーテの演説の主旨は､(黄金時代)の描写ではなく､つづいて

展開する､同時代の (堕落)を批判することなのではないのだろうか｡キホー

テは､このあと､(黄金時代)と比較することで､｢時代は下り､悪弊はますます

つのった｣(I,157)と､同時代のひとびとの(堕落)を慨嘆するからだ(I,156-57)｡

(黄金時代)の描写は､(堕落)に対する批判のための前置きに過ぎないのだ｡

そしてさらに重要な点は､キホーテは､(堕落)の具体例として､正義の疎開

や女子の道徳の乱れなどよりも先に､｢嘘｣をあげている､ということである｡

どうして､キホーテは ｢嘘｣から始めるのだろうか｡そうする必然性はない

はずだ｡｢嘘｣は､ある程度は (堕落)とは関連するものの､不正義や不道徳

ほどは､直接 (堕落)とは結びつかないからだ｡それなのにわざわざ最初に言

及するのは､なによりも彼は ｢嘘｣について訴えたいからではないのだろうか｡
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キホーテは言う｡(黄金時代)では､｢人の心に湧き上がった恋の思いは--

素直で｣あったため､｢技巧的な言葉｣をさがして､｢飾り立て､誇張する｣ 必

要はなかった｡｢真実や純真さの中に､欺臓や嘘や悪意が入り込んではいなかっ

たJ(I,156).

いま一度確認しておくが､(黄金時代)とは､歴史上の過去の一時代ではな

く､牧人物語世界という虚構世界の中の時代だ｡つまり (黄金時代)とは虚構

なのである22｡この点を考慮に入れて考えると､キホーテの言った内容は､裏

返せば､(黄金時代)という虚構世界ではない､現実世界においては､ひとは､

思いを表現するためには､言葉を飾り､｢真実｣の中に ｢嘘｣ を持ち込まなけ

ればならない､ということになる｡

《物語》とは､自分にとって都合のよい虚構であった｡虚構とは ｢嘘｣の一

種だ｡要するに､キホーテは､演説の結論として､現実世界で生きていくうえ

で､ひとは常に 《物語》を必要とする､と言っているのではないのだろうか｡

だから､演説の直後､アントニオが登場し､オラージャへの (叶わぬ恋)を

(成就する恋)という 《物語》- (希望の歌)にして歌うのだ (I,158-60)｡彼

の歌は､キホーテが演説で説いた､素直に思いを表現することのできない現実

世界における､《物語》の力を示す具体的な例として歌われるのである｡言っ

てみれば､キホーテは自ら､《物語》の意味と働きを予示し､アントニオ登場

のためのお膳立てをしているのだ｡

キホーテの演説は､一見牧人物語と深く関係した内容に思えるが､実は､そ

れを利用することで､新たな問題である､《物語》を説明し､アントニオの (

希望の歌)を導入する役割を果たしているのである｡

4.アントニオの歌が叔父 (司祭)による代作 (共作)であることの効果

次に､アントニオの (希望の歌)の詳しい分析に入る前に､この歌が彼の叔

父の代作 (実質上は彼との共作)であることは､作者によってよく考えられた

工夫である､ということを確認しておきたい｡

アントニオは､(叶わぬ恋)という､受け入れがたい現実を､叔父に､(成就

する恋)という (希望の歌)にしてもらっている｡
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｢司祭である叔父御が､お前のために書いた愛の歌を歌ってくれ｣と仲間の

山羊飼いが､アントニオに言う (I,158)｡

アントニオは､叔父に作ってもらった歌を納得して歌っているだけではなく､

歌の中に､叔父の思想が溶解している (この点については6で詳述)､という

ことから､(希望の歌)は､事実上､代作というよりも､むしろ共作と言える｡

では､なぜ､アントニオは､自分で (希望の歌)- 《物語》を作らずに､叔

父と共作したのだろうか｡このような疑問を抱くのは､受け入れがたい現実を

受け入れるという､《物語》の働きを考えた場合､《物語》を創造する者は､現

実を苦しんでいる本人でなければならない､とわたしは考えるからだ0

この問いに対して､内容上一応､次のようにまとめることはできるだろう｡

アントニオは､山羊飼いであったために､詩を綴ることに慣れていなかった

か､もしかしたら､字が書けなかったかもしれない｡一方､叔父は､司祭とい

う職業から知れるように､詩を作れるほどの知識人であった｡だから､アント

ニオは､自分の気持ちを充分に理解してくれる叔父に､自分の思いを代弁して

もらった､というものだ｡

たしかに､これは､一見､過不足のない答えのように見える｡

しかし､それだけではない､とわたしは思う｡作者には､テクスト創作上､

アントニオ自身に歌を作らせるのではなく､どうしても叔父との共作にする必

要があったのではないのだろうか｡作者は､ここで､ふたりの思いを無理なく

共存させるために､共作形式という創意を尽くしたのだ｡というのは､共作形

式にすることによって､ひとつの歌の中に､アントニオのオラージヤへの恋心

だけでなく､《神》の他に 《愛》をも大切に考える､叔父のキリス ト教に対す

る思想をも盛り込むことができるからだ｡その結果､(希望の歌)は､《物語》

の働きと 《愛か神か》という､ふたつの問題に対応できるのである (この点に

ついては6で再確認する)0

以上から､共作形式は作者によってひじょうによく練られた工夫と言える｡

くわえて､この共作形式のおかげで､当時としては異端的な叔父の思想 (こ

の点についても6で説明する)は､恋歌に自然と溶け込み､どうにか表立たな

くてすむのである｡
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どうして､作者は､現代から見るとあたりまえとも考えられる叔父の思想を､

細心の注意を払ってまでも､目立たせなくする必要があったのだろうか｡それは､

正統思想以外は厳罰に処せられていた17世紀のスペインにおいて2こ～､わずかで

も異端臭のする考えは､あからさまにはできなかったからだ｡叔父の寛容で人

間的な思想は､後景化することでしか表現することができなかったのである｡

5.(希望の歌)における 《物語》の働き

アントニオの歌においては､受け入れがたい現実を自分に都合よく作り変え

るという､《物語》の働きは機能しているだろうか｡わたしは､ひじょうにう

まく働いていると思う｡確認のために､詳細に歌を見ていきたい｡

アントニオの歌は､-聯四行､十七聯の比較的長い詩だ｡-聯目で､アント

ニオは次のように歌う｡

オラージャよ､ぼくは知っている､ぼくを愛していることを､

君はぼくに言ったことはないし､

両の目でも伝えないけれど､

愛は口を重くするから (I,158)｡

オラージヤから､具体的に､愛の言葉を聞いたわけではない､とアントニオ

は言う｡ つまり､アントニオの恋は､実際は､恋人オラージヤが彼を受け入れ

ることのない (叶わぬ恋)なのである.それなのに､彼は､オラージヤは愛の

ために物が言えないのだと､自分に都合の良いように解釈し､事実を作り変え

ている｡こここそ､まさに 《物語》を創造している現場といえるだろう｡

二聯目でも､

君が賢いことは知っているので､

ぼくを愛していると確信している (I,159)0

と言って､彼女が､本当は､自分のことを愛している､と信じ込もうとする｡

ここでも 《物語》を作っているのである｡

しかし､実際は､オラージヤは､彼に厳しい面を見せている｡そのことをア

ントニオはひじょうに気にしているようだ｡三聯目で､次のように歌う｡

オラージヤよ､おそらく
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本当のことに違いない､

君のこころは青銅で

白い胸はそそり立った岩山なのは (I,159)｡

このため､彼は､オラージヤが自分を本当に愛してくれているのか､自信が大

きく揺らぎそうになるが､四聯目では､希望を見出し､なんとか持ちこたえよ

うとする｡

君の拒む言葉のつれなさと

幽かに感じられる冷淡さの

あいだの奥の奥に見えるは､

たぶん希望 (esperanza)の衣の裾の裾 (I,159)｡

アントニオは､彼女の冷淡さの裏に､本当は自分のことを愛してくれているの

ではないか､というかすかな希望を見つけ出そうとするのだ｡ここでも､-聯

目と二聯目同様に､《物語》を創造しているのである｡

｢希望｣という言葉が登場しているが､ただ言葉だけでなく､アントニオは､

この歌を歌うことで希望を見出す｡この点から､この歌は､実際に､(希望の歌)

なのだ｡

次の五聯目では､《物語》の問題から一時的に離れ､本研究の第二の問題で

ある 《愛か神か》の 《愛》を重要視する考えが表明されている｡一般的に､信

仰 (fe)の対象は 《神》であるはずなのに､ここでは､彼女を慕う気持ち､彼

女への 《愛》を ｢信仰｣と表現しているからだ｡

困 (希望の衣の裾の裾のこと :筆者注)に飛び掛かる

ぼくの信仰 (fe)は､

呼ばれなくても選ばれても､

減りもしないし増えもしない (I,159)｡

たしかに､feには､忠誠や確固たる気持ちなどの意もあるが､しかし､こ

の詩は､聖職にある叔父の手によるものであるという点や､さらに､6で考察

する､キリス ト教に関する単語が頻出する結末部の二聯を考慮に入れたとき､

作者は､feは ｢信仰｣を意味するということを強く意識していたのではない

か､とわたしは考える｡
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彼女への 《愛》を ｢信仰｣という言葉で表す､この表現は､ひじょうに重要

だとわたしは思う｡ 4でも述べたように､17世紀は､21世紀のわたしたちの常

識では想像もつかないほど､教会は信仰を強制し､《神》への信仰は絶対的なも

のだった｡その時代に司祭が 《愛》を ｢信仰｣と呼ぶからには､それほどまで

に 《愛》は重要だという意味を持っていると理解できるのである｡

この点については､6でもう一度触れたい｡

六聯目では､ふたたび 《物語》の問題に戻り､アントニオは､オラージヤが

彼の希望どおりに自分のことを愛している､と考えようとする｡四聯目と同様､

｢希望｣という言葉が現れる｡実際には (叶わぬ恋)でありながら､ここでも､

(成就する恋)という 《物語》を心に描いているのである｡

恋にも作法があるのなら､

君の作法から読み解こう､

ぼくの希望 (esperanza)の行き着くところは

思い描いているとおりの場所だと (I,159)｡

そして､七聯目で

これまで僕のつくした奉仕も

君の好意を呼び覚ますだろう (I,159)｡

と自分に都合のよいように､ここでも (成就する恋)という 《物語》を夢見た

あと､八聯目から十四聯目までで､アントニオがオラージヤにどれほど尽くし

たか､具体的なエピソー ド- 彼女のために月曜日も日曜日の晴れ着を着たこ

と､夜ごとセレナーデを奏でたこと､オラージヤをはめたため他の女性に恨ま

れたこと､アントニオの友人であるテレサ ･デル ･ベロカル (Teresadel

Berrocal)がオラージヤを侮辱したのでアントニオが怒ったら､テレサが彼女

の従兄をよこし､彼と決闘したこと- をあげ､十五聯目で､だから､自分の

思いは純粋なのだ､と訴える (I,159-60)0

ここまでのこの歌においては､自分に都合のよい 《物語》を作るという点で､

受け入れがたい現実を受け入れるという､《物語》の働きは機能している､と

結論づけられる｡というのは､アントニオは､自分の愛を受け入れないオラー

ジヤが､本当は自分のことを愛しているという､(希望の歌)を歌うことによっ
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て､｢希望の衣の裾の裾｣を見ようとしているからだ｡

この点で､歌- 《物語》はアントニオの心の拠り所となっているのである｡

6.叔父 (司祭)の異端的な思想の反映

アントニオの歌では､五聯目の ｢信仰｣(fe)の他に､結未部の二聯では､

｢聖教会｣(laIglesia)､｢聖者｣(elsanto)､｢カプチーノ僧｣(capuchino)な

ど､キリスト教に関係した言葉がいくつか現れるという､注目すべき特徴が見

られる｡

このようなキリス ト教に関係する言葉を､山羊飼いアントニオが考えつくだ

ろうか｡彼でないとしたら､これらは､4でわたしが示したとおり､やはり､

共作した彼の叔父 (司祭)の発想によるものだ｡とくに､最後の二聯では､17

世紀の常識から考えると､異端思想ともとれる叔父の寛容的な思想が､直接､

反映している｡

そこで､最後の二聯から､叔父の人間中心的な思想を見ていく｡

アントニオの言葉を借りた叔父は､十六聯目で､教会は､《愛》を確認する

ための場所でもある､と吐露する｡

聖教会は経った絹糸で､

夫婦の秤を結んでくれる (I,160)｡

司祭である叔父は､まずは､異性との 《愛》に生きることを考え､結婚の喜

びをこの世の喜びと認めている｡つまり､彼は､教会は現世における幸福のた

めに存在するはずだ､と言っているのだ｡

そして､もし､その 《愛》が実らない厳しい事態が出来するときにかぎり､

キリス ト教に頼ればよい､と最終聯の十七聯目で言う｡

そうでなければ とても尊い

聖者にかけてこう誓おう

カプチーノ僧にならないかぎり

けっしてこの山を出はしない (I,160)｡

叔父は､聖教会を､《愛》が報われないときに逃げ込む最後の砦と見なして

いる｡結婚できない場合には､カプチーノ僧になることで､その苦しみに耐え
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ていく､と歌っているからだ｡

カプチーノ会とは､清貧を徹底した会派であることから､カプチーノ僧にな

るとは､苦行を求める托鉢僧になることを意味する2.1｡

司祭であるアントニオの叔父が日常での 《神》への信仰を大切に思っている

のは､明らかなことだ｡《神》を頼りにし苦行僧になることも覚悟しているか

らだ｡

ただ､五聯目で､異性への 《愛》を ｢信仰｣と表現することから知れるよう

に､彼は､《愛》をも重要視している｡アントニオの叔父は､異端審問の厳し

かったスペインで聖職についていたにもかかわらず､人間が幸福に生きるため

には､キリス ト教への緩やかな信仰にくわえて､異性との 《愛》をも大切にし

た方がよい､という寛容的思想を抱いているのだ｡彼の思想は､ Ⅰでも紹介し

たように､地上的な愛をも大切にしたいと考えている点で､人間を中心に考え

る思想､いわば､異端的思想と言えるのである｡

4でも確認したように､アントニオの (希望の歌)は､司祭である叔父との

共作形式であるために､この歌には､オラージヤとの恋の成就を願うアントニ

オの思いと､キリス ト教に対する叔父の寛容的異端的思想が共存しているのだ｡

結局のところ､(希望の歌)は､受け入れがたい現実を受け入れるという､《物

語》の働きと､《愛か神か》のこれらふたつの問題に対応しているのである｡

7.ひとまずの結論

本稿における問題点は次の二点であった｡ひとつは､(希望の歌)における､

受け入れがたい現実を受け入れるという､《物語》の働き､もう一点は､アン

トニオの叔父の異端的思想の反映である｡

ひとつ目の問題である､《物語》の働きは､11章冒頭でのキホーテによる(黄

金時代)についての演説によって､｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣に提

起 ･導入されていた.そこで､キホーテは､《物語》の意味と働きを説明した｡

牧人物語世界という虚構の中の (黄金時代)においては､｢ひとは思いを素直

に歌い｣､｢嘘｣や ｢欺晴｣は必要なかった､と説いたからだ｡キホーテのこの

言葉は､裏返せば､現実世界では､つくりごと､つまり 《物語》を常に必要と
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することを意味していた｡演説の直後に登場したアントニオは､キホーテによ

る､この問題提起を受けて､自分の愛を受け入れないオラージヤが本当は自分

のことを愛している､という内容の (希望の歌)を歌うことで､《物語》の働

きを具体的に示してみせた｡この歌を歌うことで､｢希望の衣の裾の裾｣を見

ようとしていたからだ｡つまり､(希望の歌)においては､受け入れがたい現実

を受け入れるという､《物語》の働きは機能していたのである｡

Ⅱの1でも記したが､小川洋子は､《物語》の働きを､｢ひじょうに受け入れ

がたい困難な現実｣を ｢変形させ｣受け入れることだ､と述べていた｡小川が

ホロコース ト文学に見る 《物語》の働きは､400年も前に､『ドン ･キホーテ』

の作者によって充分に意識されテクス ト創作において利用されていたのである｡

ふたつ目の問題である､(希望の歌)におけるアントニオの叔父の異端的思

想の反映についてだが､司祭である叔父は､アントニオとの共作形式によって､

恋歌の中に､信仰に対する彼の思想を､自然な形で盛り込むことができた｡叔

父は､《神》を信仰することの重要性を説きながらも､人間の幸福は､ただそ

れだけにあるのではなく､まずは異性との 《愛》にある､と考えていた｡彼の

思想は､《愛》を重要視するという点で､当時としては異端的とも考えられる

思想だったのだ｡この叔父と共作したおかげで､アントニオは､(以下の8で

も記すが､14章のグリソス トモとは異なり)､《神》だけでなく 《愛》をも大切

に思う 《物語》- (希望の歌)を歌うことができたのである｡

8.別稿の予告

14章においては､11章でアントニオが 《物語》- (希望の歌)を歌ったよう

に､グリソストモも､マルセラとの (叶わぬ恋)という､受け入れがたい現実

を受け入れるために､《物語》- ｢絶望の歌｣を書く｡そこでも､受け入れが

たい現実を受け入れるという､《物語》の働きは機能する21C'｡しかし､ダリソ

ス トモは､アントニオとは対照的に､希望を歌うのではなく､絶望を書き､生

ではなく､死に至る｡グリソストモが､アントニオと同様に 《物語》を作りな

がらも､アントニオとは反対に悲劇的な結末を迎える理由は､(Ⅰ.本研究の全

体像)でも述べたが､グリソストモが愛したマルセラを養育し強い影響を与え
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た彼女の叔父 (司祭)が､本稿で考察したアントニオの叔父 (司祭)とは対照

的に､なによりも 《神》を大切にする正統思想の司祭だったことによる､とわ

たしは考える｡

｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣は､これまで多くの研究者たちが考え

てきたように､愛の悩み以外悩みの無い牧人たちが主人公である､牧人物語の

強い影響のもとにあるのではない｡グリソス トモが牧人になり､牧女となった

マルセラからの愛を得られなかったために死んだことだけが重要ではないのだ｡

問題は､彼が､《愛》をまったく認めず 《神》だけを激しく希求するマルセラ

の犠牲になった､ということだ｡

つまり､本エピソー ドの最大のテーマは､牧人物語で描かれるような愛の問

題ではなく､《愛か神か》なのである｡

そこで稿をあらためて､別稿において､グリソス トモの書いた ｢絶望の歌｣

(14章)を読みながら､彼が死を選んだ隠れた原因を分析することで､《愛か神

か》の問題について､さらに深い考察をくわえてみたい｡

注

1 牧人物語とは､古代ギリシア ･ローマのテオクリトス (Te6crito)やヴェル

ギリウス (Virgilio)による韻文形式の牧歌 (6gloga)を起源とし､その後､

中世においては､pastor(牧人)は羊飼いの意でもあることから､キリス

ト教の影響がくわわり､イタリアでのサンナザ一口 (LacopoSannazaro)

の 『アルカディア』(Arcadia,1504)､スペインでのガルシラソ (Garcilaso

delaVega)の 『牧歌』薗glogas,1533-36)ののち､17世紀､スペインで

大流行した､理想化された自然の中に理想化された牧人を描いた散文｡

Avalle-Arce,pp.13-17.内容面では､｢神々と人間と自然が調和して生きる

牧歌的世界 (アルカディア)を背景｣に持つ｢恋の悩み以外には悩みのない牧

人たちが詩作と歌唱力を競うことくらいしか争いごとをもたない世界｣を描

いたユー トピア文学｡本田､1999､p.506.風景は詩的に描かれ､形式面で

は散文の中に登場人物の歌う詩が織り込まれている｡Ferreras,pp.47-48.
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2 アバジェ ･アルセは､『スペインの牧人物語』 (LaTWUelapastorilespa-

hola,1959)という一書を著し､その中で､｢グリソス トモの葬式のエピソー

ド｣についてページを割いている｡彼は､｢セルバンテスは､セルバンテス

唯一の牧人物語である 『ラ ･ガラテア』(LaGalatea,1585)執筆20年後に

出版した 『ドン ･キホーテ正編』において､セルバンテスにとって永遠のテー

マである牧人物語に回帰 し､本エピソー ドを書いた｣ と述べている｡

Avalle-Arce,p.249.

3 注 2を参照のこと｡

4 『ドン ･キホ-テ』 のテクス トは LuisAndr6sMurillo編 Elingenioso

hidalgodonQuijotedelaManchaI,II,Madrid:Castalia,1987を底

本とした｡テクス トの引用のあとに付した括弧内の数字は､すべて上記のテ

クス トからの引用ページを表す.『ドン ･キホーテ』のテクス トは正編と続

編の二冊あるので､正編からの引用の場合は (I,ペ-ジ数)､続編からの引

用の場合は (II,ページ数)と記した｡なお､引用文の翻訳は､『ドン ･キ

ホーテ』の三種類の翻訳版 :永田寛定 ･高橋正武共訳 (岩波書店)､会田由

訳 (筑摩書房)､牛島信明訳 (岩波書店)を参考に､筆者がおこなった｡

5 ｢サラマンカ大学で長い間熱心に勉強をしたおかげで､占星術にすぐれ豊

作 ･凶作を言い当てるグリソス トモ｣(I,162-63)に対し､ジミックは､と

くに､｢グリソス トモは聖歌や聖体神秘劇などを書いていた｣(I,163)とい

う点に注目し､彼が歌や劇を書けたのは､｢読書家だった｣(I,162)からだ､

と指摘している｡そこから､ジミックは､グリソス トモの蔵書の中には､当

時流行 していた牧人文学 (エンシーナ(Encina)やガルシラソ (Garcilaso)

の牧歌､モンテマヨール (Montemayor)の 『ディアナの 7つの書』 (Los

sietelibrosdelaDiana,1559?)､ヒル ･ポーロ (GilPolo)の 『恋するディ

アナ』 (Dianaenamorada,1564)､セルバンテス 『ラ ･ガラテア』などの

牧人物語)などもあったはずだ､と推測している｡この仮定のもと､ジミッ

クは､それらの牧人文学を濫読したために情緒過剰になったグリソス トモは､

それ以前は学問的な見地から観察していた天体や田畑を､牧人物語世界の小

道具や舞台として眺めるようになり､ついには､自分自身を恋する牧人と同
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-化した､と考え､ダリソス トモはマルセラを愛したのではなく､すでに彼

の心の中に住み着いていた理想の牧女像を追い求めていた､という結論を提

出している｡Zimic,pp.44-46.さらに､ジミックは､14章でグリソス トモ

の親友アンプロシオ (Ambrosio)が牧人物語に描かれるような大仰な表現

でマルセラを迎えている点 (｢この山々に住む残忍なバシリスク (basilisco)

のごときマルセラよ--はたまた父親タルクイヌス (Tarquino)の死骸を

踏みにじった親不孝娘 トウリア (Tulia)のごとく･-･･･｣(I,185))と､彼

がマルセラを断罪する場面は､『ラ ･ガラテア』第六の書におけるマウリサ

(Maurisa)のヘラシア (Gelasia)に対する断罪の言葉と類似している点を

指摘し､本エピソー ドにおける牧人物語の影響を見ている｡Zimic,p.50.

(ヘラシアのエピソー ドの内容は､注8を参照のこと)0

6 ガルシア ･カルセ ドによれば､『ドン ･キホーテ』の牧人物語エピソー ドは､

｢グリソス トモの葬式のエピソー ド｣(正編11章～14章)､｢シエラ･モレ-ナ

山 (SierraMorena)での冒険｣(正編23章～37章)､｢レアンドラ (Leandra)

のエピソー ド｣(正編50章～52章)､｢カマーチョ (Camacho)の結婚式のエ

ピソー ド｣ (続編19章～21章)､｢偽りのアルカディアのエピソード｣ (続編58

章)､そして ｢牧人キホテイス (Quijotiz)の計画｣(続編67章)の六つである｡

7 Garc壬aCarcedo,pp.18-19.

8 Riley,p.101.ガレルシオとへラシアのエピソー ドは､『ラ ･ガラテア』第六

の書にある｡牧人ガレルシオは美しい牧女へラシアに失恋したため入水自殺

を図る｡ガレルシオが妹マウリサたちに助けられたとき､岩の上にヘラシア

本人が現れる｡マウリサから激しく責められたヘラシアは､三弦琴を弾きな

がら､何事に代えても美しい自然と自由を捨てることはできない､という内

容の短い歌を歌うと､すぐに立ち去る.Cervantes,LaGalatea,pp.481185.

ス トーリーだけに注目すると､たしかに本エピソー ドと共通点はあるが､そ

れは､牧人たちの恋愛という表面的な展開に関してだけであって､本エピソー

ドにおける 《物語》や 《愛か神か》といった､愛の問題の奥にある深い問題

は見られない､とわたしは思う｡

9 本乱 2005､pp.65-66.
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10アバジェ ･アルセの論考においては､本エピソー ドを､いにしえと現在､

牧人の格好をした牧人と本物の牧人､山羊飼いの田舎言葉とキホーテの雅な

言葉など､二項を対立させて読み解こうとする視点については､参考になる

点もあるが､五ページだけの記述である｡Avalle-Arce,pp.249-53.

11 ジミックは､キホーテが騎士道物語を濫読したために騎士道物語世界に入

り込んだように､グリソストモも牧人物語に心酔していると推測し､グリソ

ストモをもうひとりのキホーテと捉えていると思われるが､占星術という科

学に精通し､聖歌や知的な演劇である聖体神秘劇を創作する者が､牧人物語

という散文ジャンルに魅せられていた､と考えるのはいささか無理があるの

ではないか､とわたしは考える｡

12 ガルシア ･カルセ ドは､次の五つの意見を述べている｡ 1.キホーテの演

説中の (黄金時代)の描写は牧人世界への憧憶と直結している､2.セルバ

ンテスは､この演説によって､(黄金時代)や牧人世界という理想世界が､現

実世界の中に自然に入り込むようにした､3.グリソストモの唆味な死を自

死と断定はできないが､もし自死だと捉えたら､セルバンテスが牧人物語に

取り入れた独創だろう､4.『ドン ･キホーテ』中の牧人物語エピソー ドの

特徴として､エピソードの唐突な終了が挙げられるとし､それは､(本当らし

さ)を与えるためのセルバンテスの工夫だ､5.グリソストモとマルセラの

エピソードが展開するあいだ､キホーテとサンチョは､傍観者になることで

現実感が付与されている｡GarciaCarcedo,pp.25-31.3に関することだ

が､本田が､エンシーナ (Encina,Juandel.)『三人の牧女たちの牧歌』

(1509)においても自死の場面がある点を指摘している (本田､2005､p.56)｡

グリソストモの死が自死によるものだとすれば､すべての牧人物語の中で､

自死は二例しかない､ということだ｡この点からも､本エピソー ドは牧人物

語的ではない､と考えられる｡

13 ライリーは､本エピソ- ドは､他の多くの牧人物語同様､愛についての問

題をテーマとしている､と言う｡しかし､ライリ-は､本エピソードのテー

マは､マルセラが弁明の言葉で言う､情熱的に愛された者は､返礼として､

相手を愛さなければならないか､という問題である､と指摘するだけで､そ
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の問題を否と強く否定するマルセラは､情愛に欠け機転のきかない者だが､

セルバンテスの創作した魅力ある女性のひとりだ､と感想を述べるにとどま

り､それ以上の考察には及んでいない｡Riley,p.101.

14 本田は､本エピソー ドの問題点を､ライリーが指摘したこと (注13を参照)

と同様､｢受けた愛に返礼する必要はない｣(I,186)というマルセラの言葉

を取り上げ､エロスと自由意志の関係と考えている｡さらに､キホーテも彼

自身と共通するマルセラの自由な生き方を弁護している､としている｡本田､

2005､pp.65-66.本田の言うとおり､マルセラは自由にあこがれている､

とわたしも思う｡そこで､本エピソー ドを 《愛》だけでなく 《神》の問題に

まで拡げて考察する本研究においては､マルセラの自由とは､ダリソス トモ

からの 《愛》から逃れ 《神》を希求する (自由)､つまり宗教的自由である､

という点までもが､明らかになる､と思う｡マルセラは ｢自分の生きる世界

は､人気の無い周辺の山野に限られているが､ただ､そこを抜け出すときが

あるとすれば､美しい天､つまり魂が生まれた場所に通じる通り道をながめ

るときだけだ｣(I,188)と言うからだ｡ この言葉は､異性との 《愛》から

逃れ､《神》-聖なるものを求める (自由)にあこがれていることを表して

いる､とわたしは考える｡マルセラは､《神》を求める (自由)を渇望して

いるのではないのだろうか｡この点については､別稿で詳しく論じたい｡

15 セルバンテスが牧人物語に強い興味を持っていたと考えられる理由は､次

の二点だ｡セルバンテスが最初に書いた散文作品は､牧人物語 『ラ ･ガラテ

ア』だということと､彼は､未完の 『ラ ･ガラテア』の続編を書きたい､と

『ドン ･キホーテ続編』序文中で言及しているほどにこだわっていた､とい

うことだ｡次のように序文で言っている｡｢脱稿まもなくの 『ベルシーレス』

(Persiles,1616) (セルバンテス没年に出版された彼の遺作 :筆者注) と

『ラ ･ガラテア続編』をご期待あれ､と言うのを忘れるところでした｣ (1:I,

37)｡

16 アントニオの歌には､｢希望｣(esperanza)という言葉が出ているだけでな

く､実際､この歌を歌うことによって彼は希望を見出している､と考えられ

る｡この点から､アントニオの歌は､14章で描かれるグリソス トモが遺した
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詩 ｢絶望の歌｣Cancidndesesperadaとは対照的な (希望の歌)(canci6n

deesperanza)と言える｡だから､テクス トには (希望の歌)という表現

はないが､わたしは､この歌の内容から考えて､(希望の歌)と呼ぶことにす

る｡

17 これは､書名ではなく､テクス ト中の作品名であるが､原文は､イタリッ

ク体で表記されている｡

18 グリソス トモは､マルセラとの (叶わぬ恋)という受け入れがたい現実を

受け入れるために､(冷酷な女)に蔑まれ絶望し自死する男が主人公の詩

｢絶望の歌｣を書き､その男に自身を仮託することで､自死することができ

た､とわたしは考える｡彼にとっては死が唯一の避難所だったのではないの

だろうか｡この点については､別稿で詳しく論じたい｡

19 小川､p.22.

20 ｢黄金時代は牧人文学の本質的な世界である｡牧人文学の慣習は､-･黄金

時代とこの時代の人々のふるまいを反映している｣｡Ⅰventosch,p.71.

21 アバジェ ･アルセは､キホーテの (黄金時代)についての演説を､いにし

えの詩的世界と現在の歴史的世界の対立を提示するものと見なし､この演説

が中断し再び現実世界に戻りかけた時､レペック (rabel:中世の三弦の擦

弦楽器)という､牧人が用いる楽器を奏でる山羊飼いの若者アントニオを登

場させることで､読者を再び (黄金時代)の雰囲気の中に閉じ込めている､

と考えている｡Avalle-Arce,pp.249-50.わたしは､キホーテの演説もアン

トニオの役割も､アバジェ ･アルセの考えに従うよりも､《物語》の働きの

観点から考えた場合もっと意義深いものだと思う｡

ガルシア ･カルセ ドは､キホーテの演説は､『アルカディア』 (Arcadia,

1598)における作者ロぺ ･デ ･ベガ (LopedeVega)や 『ポリフエモ』

(Poltfemo,1613)における作者ゴンゴラ (LuisdeG6ngora)など､セル

バンテスと同時代の作者に共通する､理想世界である (黄金時代)への憧憶

を表しており､現実世界の中に (黄金時代)､つまり牧人物語世界を違和感な

く溶け込ませる役割を担っている､と考えている｡GarciaCarcedo,pp.

26-27.わたしは､キホーテの演説は､ガルシア ･カルセ ドの考えとは逆に､
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(黄金時代)を提起することによって現実世界批判を展開している､と思う｡

22 キホーテは､騎士道物語を濫読したために､現実世界と虚構世界を区別で

きない｡そのため､現実世界の過去と (黄金時代)という､虚構世界の中の

時代を混同しているのだ｡キホーテが現実世界と虚構世界を混同している点

については､拙著を参照していただきたい｡

23 ドミンゲス ･オルテイス､pp.142-45.

21 カプチーノ僧とは､清貧を尊ぶ苦行僧を意味する｡カプチーノ会は､フラ

ンシスコ会第一会のひとつであり､マッテオ ･ダ ･バッショが徹底した清貧

の実践を求めて独立､1525年にクレメンス7世 (ClemensVII)によって独

立を認められた｡大貫他､p.120.

25 注18を参照のこと｡
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(La canción de esperanza) cantada por Antonio 
-Interpretación del cap. XI de Primera parte de don Quijote--

SUZUKI Masashi 

Se han realizado diversas investigaciones según las cuales existe una 

influencia del cuento pastoril en "el episodio del funeral de Grisóstomo" 

del cap. XI al cap. XIV de Primera parte de don Quijote. Personalmente, 

me inclino a pensar que dicho episodio no tiene una relación sustancial 

con el cuento pastoril. 

En mi estudio me gustaría en pnmer lugar, interpretar dicho 

episodio en base a las relaciones existentes con el término ((cuento)). 

En este caso, dicho término no hace referencia al género literario, 

sino a una situación ficticia con carácter positivo creada de manera 

cotidiana por los hombres con el fin de mejorar su calidad de vida en un 

medio definido como dura realidad. Dicha ficción es creada con el fin de 

mejorar (ficticiamente) las condiciones que definen la realidad de cada 

uno; dicho de otro modo, el ser humano crea un cuento que él mismo 

corta a su medida, según sus necesidades, dando paso así a un ((cuento)) 

personalizado. En base a esto, podríamos afirmar que el término 

((cuento)) aquí podría definirse como un modo de sobrellevar una 

realidad inaceptable, una realidad demasiado dura. 

Sirvan como ejemplo los casos de Antonio, cabrero en el cap. XI y 

de Grisóstomo, estudiante en el cap. XIV. Ambos representan un claro 

ejemplo de hombres que dan vida a un ((cuento)) personal cuya finalidad 

es la de ayudarles a aceptar una realidad considerada por los "autores" 

como inaceptable. 

Para finalizar, me gustaría centrarme en la posición que tiene el 
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autor de Don Quijote sobre la supremacía del Amor sobre Dios, o 

viceversa. Como explicaré en el presente estudio, veremos la relación 

existente entre el concepto del ((cuento)) al que antes hacía referencia, y 

la cuestión sobre ((el Amor o Dios)). 

La estructura de este episodio está muy proporcionada tanto en lo 

que se refiere al contraste como a la simetría entre el cap. XI y el cap. 

XIV, siendo el eje los dos problemas. Dichas cuestiones son claramente 

planteadas por Quijote en el cap. XI y el cap. XIII. El autor pone muy 

intencionadamente varios factores tanto contrarios como simétricos en 

cada capítulo; ejemplo de ello es el tío sacerdote heterodoxo desde el 

punto de vista del siglo XVII, en el que entendemos la idea de ((cuen

to)) como una canción cargada de esperanza en el cap. XI y la idea de 

((cuento)) como poema que refleja desesperación, tal y como podemos 

observar en la figura del tío sacerdote en el capítulo XIV. 

En el cap. XI, Antonio canta (una canción de esperanza) =((cuento)) 

por un amor fracasado con Olalla, en que ella también se enamora de 

Antonio. Compone dicha canción apoyado por su tío, generoso sacerdote 

con una idea heterodoxa en el sentido de que él estima mucho el amor 

cuando a éste se le añade la devoción racional por Dios. Gracias a la 

canción, Antonio llega a contar con la esperanza por su amor a Olalla. 

Por el contrario, en el cap. XIV, Grisóstomo escribe un poema de 

amor fracasado con Marcela, Canción desesperada = ((cuento)) y se 

suicida. Su suicidio se debe a que Marcela es una creyente muy fanática, 

por lo tanto no ama a ningún hombre por la gran influencia de su tío, 

serio sacerdote con la idea ortodoxa de que importa más la devoción por 

Dios que nada. 

Con este resultado justamente contrario, el autor tiene una opinión 

de que la generosa idea heterodoxa del siglo XVII se respete más que la 

fe fanática por la seria idea ortodoxa, y que la religión cristiana se debe 
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encontrar para vivir mejor en este mundo. 

El autor expresa así la necesidad de una cierta cautela cuando se 

trata de una devoción religiosa con tintes fanáticos, tan candente en la 

Espaí'!a del siglo XVII, época en la que el poder de la Inquisición carecía 

de límites. 

Así concluye mi estudio. Dada la extensión limitada del mismo, he 

decidido centrarme principalmente en el concepto del ((cuento)) en el cap. 

XL Las breves reflexiones aquí recogidas forman parte de una 

investigación más detallada que he llevado a cabo y que espero tener 

ocasión de defender en el futuro. 

-50-


