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フラ ンコ期 にお ける民衆 の表象
Lα Cczα におけるうさぎ―
一カル ロス・サウラ、
士心

1口

は じめに

カル ロス・サ ウラは、スペ イ ン映画 の 巨匠 で あ り、 日本 で 2012年 2月 11日 か
πε
らロー ドシ ョーの 動 物′
Q助 解θ%θ θの よ うな、 フランコ期以降 に制作 され
たフラメン コニ部作な どで知 られてい る。世代的 には、三人の B、 ブニ ュエル、
ベ ル ランガ、 バルデムに続 く監督 で ある と'さ れ ている。 今 日もなお多作なサ ウ
ラであるが、そ の代表作 は、フラン コ時代 の三作 目 となる 1966年 の ιαCα zα l(狩
り)で あ り、サウラ初期 の作品 にして最後 の傑作 ともい える。日本 では 1984年 の
スペ イ ン映画祭 で紹介 され てお り、高 く評価 されて い る しか し zα Cα zα の重
2。

要な要素 である表象 については、 言及 されてい な い。サウラの映画 はベ ル ラン
ガ の よ うな well¨ madeで はな く、現実 を複雑 で過度 のシンボ リズム 3で 描 くもの
で ある。そ のためスペ イ ンにお ける先行研究 では、二αCα zα にお ける表象 の解
釈 が主なテ ーマ とな つてい る。 しか し、狩猟 が 内戦 を、 うさぎは共和派兵士で
ある とい う解釈 に概ね限 られ てお り、フラン コ期 の複雑な社会的背景 との連関、
そ して 中心 となる うさぎや フ ェレ ッ トな どの表象 についてはまだ研究 の余地 が
ある とい える。本稿 では うさぎの表象 を定義 し、そ して追 憶 (内 戦期)と 現実
(60年 代 のフ ラン コ体制 )が 混 ざ り合 うサ ウラ独特 の手法 によって表現 される
シーンを、 当時 の政治的社会 的背景か ら詳細 に紐解 くことに よって、スペ イ ン
映画 の傑作 といわれ る 二αCα zα の意味す る ところを明 らか にし、当時 のスペ イ
ン文化 と社会 へ の理解 を深 めたい。
l Saura,C.,ι αCα zα
,Espaha,1966.
105頁 。
3 Torres,A.Ⅳ l.,Dグ ι
spα 勿 みEspasa,1996,pp■ 41‑142.
ε
あπα″θCグ κθθ
2『 キネ マ旬報』
903、
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2.う さぎの表象
a)日 本 にお けるうさぎの表象
C″ αは うさぎ狩 りが主題であり、うさぎが表象の中心 となつている。そ
こで表象されるうさぎは、 日本 におけるイメージとは大いに異なる。洋の東西
を問わず、 うさぎは人間を脅かさないことから今 日愛すべ きキャラクターであ
Zα

5に
4と
おけるうさぎが
るとされている。日本では古 くから『古事記』
『今昔物語』
の
の
有名である。
『因幡 自兎』に表れる白うさぎは、日本 北部 にのみ生息す る珍
しいもので、海の沖からや つて来 る渡来人を表す。波を渡るうさぎは、ワニを
排 した波兎模様、江戸時代の火除けのお守 り、謡曲竹生島 になつている。皮が
剥がれる身体損傷 は新 しい人格へ の脱皮 と再生を表 し、赤裸 になつた うさぎを

(因 幡)の

自うさぎは神 として、大国主神に、汝 こ
そ八上比売を嫁にすると託宣することか らアニ ミズムの典型 でもある。 白い色
は自馬、自蛇、自鳥、白虎な ど神性を有 し、原始古代では聖獣 とみなされ、自

大国主神が治癒 させ、稲羽

うさぎは霊 と再生 のシンボルで ある。 しか し、原始氏族社会 にお ける、作物 を
荒 らす兎へ の敵対視 もあ り、北 にしかいない 白 うさぎが隠岐 (沖 )を 渡 る とい
う異常行動、それ がワニ に赤裸 にされ る ところか ら、信仰 と得体 の しれない外
来 に対す る敵意 が絢交 ぜ とな つてい る。
『今昔物語』 の月 の うさぎでは、帝釈天 は兎 の慈悲深 い菩薩行 を人 々 に知 ら
せ るために遺骨 を月 に安置 した。帝釈天は東方 の守護神 で、東すなわち卵 の方
角 と結び付 けられ る。東は満月が昇 る方角で、浄土 とする他界観 と重なる。 こ
れが西王母伝説 と結 びついて十五夜 の秋 と重な り、
秋草 とうさぎの図柄 にイ メー
ジが拡大 してい く。イ ン ド・ 中国では、 うさぎは月 の 中に住み、長生 きの薬 を
自でつ く、地上性 を超越 した神性 を備 え、道教 の神仙界 に遊ぶ聖獣である。
うさぎは夜行性なので月、そ して女性 と連関す る。群れ を成 さず 一 匹 で行動
す る孤独性、定住せず、漂泊性 が強 く、歩行 もでき、夜単独行動 をし、藪陰 に
棲 んで見つ か りに くく、 また 「脱兎 の如 く」 といわれ る俊敏性 、姿 をす ぐ消す
瞬時性か ら神 の示現 と重ね られ る。野 山の うさぎが里に飛び出 し、素早 く山 に
去 る様 か ら、 自然 と文化 の橋渡 し役 を意 味す るよ うにな り、 また うさぎの形 の
美 しさか ら人間 の死後 の姿 に重ね られ山中他界観 か らの霊性 が認 め られ る。毛
が生え、 耳が長 く、足 が前後長短不ぞろい、 ヒゲがあ る異形性 、 自色 とい う聖
4「

因幡の 白兎」
『古事記』岩波書店、1982年 。
『今昔物語』経済雑誌社、1901年 。
うさぎ」

5「 月 の
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色性か らも山の神 とされて い る。また、 くる くる回 る うさぎは、輪廻転 生 を表
日本人 が神観念 を抱 く対象 とするものの生態
す呪術的再生行為 と同一視 され
6、

の特性 に基本的要 因を具 えて いる といえる。 また繁殖力旺盛で多産な うさぎは
産神 とされ、妊婦が食す る と神へ の 冒涜 とされ、 子供 の上唇 がな くなるとされ
た。また、 兎 の皮 を剥が して野 に放つ と悪報が来 る といわれ ている。
うさぎの神性 は、貴族 の間で特 に認 め られ、鳥獣戯画や うさぎを祀 つた多 く
の神社 に表わ され ている。大嘗祭 は、卵 の花 である ウツギの 白い花 が咲 く卯 の
月、卯 の 日が神聖視 され選ばれる。夜 と朝 の境 目の聖なる時 間で ある午前六時
の卵 の刻 が公務員 の出勤時間 とされた
ぅさぎには薬 としての効能 があるとさ
れ、寒なので、熱性 による渇 きを止め、子供 の疱清 を治す とされ、徳川 将軍家
7。

では毎年 正月 に兎 の吸 い物 が膳 に据 え られ ていた。
しか し うさぎ には、貴賎や都市 と農村 の両様 の見方 がある。農村 では、豆畑 、
蕎麦畑 が うさぎの害 に悩 ま され ていた。また うさぎが夜行性 のため、昼 間山の
中で眠 つている長閑な うさぎは、明治時代以降 に広 ま った『 うさぎ と亀』にみ
られ るよ うに労働 にあ け くれ る農民 には羨 ま しい存在 で もある。 うさぎは狡兎
と呼 ばれ、作物 を荒 ら してす ばや く逃 げ る利 口者 で あ り、敏捷 で狡猾な性格 と
して うさぎが描 かれた のが『 かちかち 山』 である。 そ こでの うさぎは裁 き手で
あ り策略家な面 と女性性 を併せ持 ってい る また食糞 の習性 か ら邪淫な生き物
であるともいわれ、聖俗両様 の うさぎ観 が展開 していつた。
8。

b)ヨ

ー ロ ッパ にお ける うさぎの表象

ヨー ロッパ にお ける うさぎの表象 も日本 と共通す る側面 がある。 うさぎは西
洋 で も古代世界 において豊穣 、再生 のシンボル とされた。死後再 生 するエ ジプ
トの神オ シ リスの標章 が うさぎであ り、復活再 生を見 る古代 の習慣 が復活祭 の
うさぎ につ ながる。 ア ング ロ・ サクソンの多産 と豊穣 をつ か さどる春 の女神 エ
オス トレの化身あ るいは使 いが ウサギである

9。

春分 のエオス トレすなわちイー

スターの語源 となる祝祭 では野 うさぎが儀式 に用い られ ていた。古代人 の世界
観 の 中で、月 は うさぎに連関 し、 神話的イ メニ ジを持 つ 。
ラ・ フォ ンテ ー ヌやイ ソップの『 うさぎ と亀』型 の説話 では、 うさぎの良性
6赤 田光男『 ウサギの 日本文化史』世界思想社、1997年 。
7歴 博 フォーラム 「新春 うさぎばな し」2011年 、1月 22日 。
8佐 藤隆之 「太宰治 「カチカチ山」 お伽草子』)論 一兎・狸 ・父 ・娘 の造形
(『

。役割」『芸術至上主

義文芸』36,117‑126頁 。

9益 田朋幸『 ピー ター ラ ビッ トの謎

:キ リス ト教図像学へ の招待、東京書籍、1997年 。
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や聖性は影をひそめ、怠け者として描かれ、無力ゆえに策略を用いる。「うさぎ
と逃げながら猟犬と狩 りをする。両方の味方をする。 (信 念節操のない人)」 10と
い う諺にも無力で策略家 としての うさぎが表れている。スペインの諺では 「う
さぎ と策 略

(う

11が

そ、 ごまか し)は 同 じだ け素早 く作 り出 され る」

あ り、 うさ

「魚 は 国が も とで死 ぬ、 うさぎ は歯 が も と
ぎ の策 略 と繁 殖 力がか け られ て い る。
で捕 らえ られ る (回 は禍 の 元 )」 2、 「思 い も しなか つた所 か ら うさぎ が跳 び 出す
Bな どや 、また『不思 議 の 国 の ア リス』や『 ハ ー ヴ ェイ 』Иな どに登
(藪 か ら棒 )」
場す る うさぎ の よ うに、 秩 序 か らはず れ た 役 目をあ てが わ れ、 あわ て 者 、 怠 け
者 、異 界 へ 誘 う者 、 トリック ス タ ー として描 かれ る こ とも多 い 。 また、弱 い う
さぎはイ ソ ップ童話 で、 仲裁 者 、裁 き手 にな る。 ブ ー ヴイエ に よる と うさぎ は
地 上 で一 番 弱 い もの だ が、死 の 世 界 で は逆 転 して一 番 強 くな り、月 で も動物 た
ちの主 とな る 爵。魔 女集会 で森 のへ りや月夜 に飛 び跳 ね てい る うさぎ には魔性 も
付 与 され るが、 日本 の うさぎ はそ の よ うな観 念 がない。 イ ン ド、 中国 、 日本 で
は魔 性 の うさぎが な い とい う点 が大 き く ヨー ロ ッパ と異 な る。
日本 と同様 うさぎ は淫 乱 の表 象 で もあ る。 キ リス ト教 美術 にお い て は、 繁殖
の速 さか ら多情 の 象徴 として否 定 的 に扱 われ る こ とが多 い 。 聖母 の足 元 に野 う
さぎが い れ ば、 それ は聖 母 が無原 罪 で あ り、性欲 を克服 してい る こ とを表 す。
テ ィツ ィア ー ノの La宙 rgen del coneiQ(う さぎ の マ リア)で の 自 うさぎは マ
リア が性 欲 を克服 した 存在 で あ る こ とを示 してい るが、複数 い る とエ ロテ イ ッ
クな意 味 があ る。 スペ イ ンの諺 の 「器用 さ巧み さに よ つて うさぎは雌 牛 を 口説
く」 には、 多分 に性 的 な ニ ュ ア ンスが あ る。 この女 性性 と淫 乱 さの表 象 が、 検
閲 で Lα Cttα の オ リジナ ル タイ トル か ら うさぎが 肖J除 の対象 とされ る理 由 とな
る。

c)民 衆 として の うさぎ
食用 として の うさぎは、 日本 にお い て は あま り矧1染 み が な いが 、 ピー タ ー ラ
10̀̀Run with the hare and hunt with hounds''
11 ̀̀ConeioS y embustes,iguallnente rapidO se rё producen"
12
Porla boca muere el pece,y la liebre toIIlanla a diente''
13̀̀De donde no se piensa,salta la liebre''.Fernandez,h/1.,Rψ

Fイγ
απι
Sク θ
ι
s夕
夕%′ αγ
pp.76‑79.

zgπ αε
αs′ ι
′
′
απα,

ι
θ
sご θ/r/′
̀%′

θlo)θ 10gtt σι
,Oι ,ク α
2θ ′
4η ノ
απι
ゴ
αグθ
S夕 %α zθ /2α ″θ
θ
θ
ュ Ⅳladrid,1987,
″′

̀多

"ヘ ン リー・ コスタ『ハ ー ヴェイ』ユニバ ーサル・ ピクチヤーズ 。ジヤパ ン、2004年。
15篠 田知和基
『世界動物神話』
八坂書房、2008年 、240頁 。
16
El con● O por maha dohea ala vaca''
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ビッ トの、̀̀Your Father had an accident there;he was putin pie by n/1rs.
McGregor"17の シーンは有名であろ う。「まず ウサギを捕 まえよ ;ま ず現物を手
慇
に入れ よ。料理 はそれか ら (と らぬ狸 の皮算用 )。 」 の諺 もある。 ヨー ロ ッパ で
は、古代 ローマ時代か ら、 ラウ リタ ス とい う子 うさぎが珍 味 とされ、ホラテイ
ウスの『風刺詩』では「大金持ちの宴会 に召使 たちが さいた ウサギの脚 をもち、
ぞろぞろその場 に表れた」 とあるように うさぎ肉が好 まれてきた。スペ イ ンで
はパエ リャの食材 としてもポ ピュラーで、 うさぎ に関す る諺 のほ とんどが、食
り
材 として の うさぎ と関わ る。「とらぬ狸 の皮算用」 、「うさぎは走 りなが ら、鶉
は匂 い なが ら (う さぎは新鮮 なまま食 べ なけれ ばな らず、鶉 は数 日熟成 させた
鋤
方 が よい)」 、「 うさぎ と鶉は同 じパセ リを持つ (う さぎも鶉 も同 じや り方 で調
理すべ し)」 21な ど、うさぎの調理法 にまつ わ るものがほ とん どである。ttα Cα zα
では この よ うに食べ られ る うさぎが、被支配者 として利用 され 貪 られ る民衆 と
重ね合わ せ られ ている。
うさぎはそ の繁殖力 が特徴的 である。スペ イ ンの国名 の 由来 は うさぎの土地
又は島 (tierra/isla de conaOS)で あ り、うさぎが特 に沢山生 息 している。古
「バ
代 ローマ ではスペ イ ンの うさぎの「多産性 は数 えきれ るものではない」とし、
レア レス諸島では、
彼 らは作物を食 い荒 らす ことによつて飢饉を引き起 こす。[中
レス
レ
ア
諸島の住民 たちは この動物 の繁殖 を食 い止めるために軍隊 の援
略]バ
22と

助 を故 アウグス トウス に請願 した とい うのは、確証 の ある事実 で ある」 記 さ
れ ている。大航海時代 には、生きた ウサギが食糧 として移 されたが、大繁殖で
手をや く例 もあ り、1428年 に コロンブスの妻 の実家 が管理 していたマデイラ諸
島の ポル トサ ン ト島が、そ のために長期間放棄 された。他 にセ ン トヘ レナ島や
フォー クラン ド諸島、ジャマイカ島 も「発見」と同時 に移入 された うさぎ によつ
て後 々 まで悩 ま されている。 ミゲル・デ リーベ スは 「一組 の うさぎが一年 で 100
23と
述べ ている。ιαCα zα の台詞 で も引用 され ている有名な話 に
万匹 になる」
オ ース トラ リア に 1859年 にビク トリア州バ ー ウォ ン公 園 に放 されたイギ リス産
24、

17 Potter,B.,Tん

tt Frederick Warne,2006,p.9.
ι
夕
κ′″″ rα ′

̀Cθ
18̀̀First catch your
rabbit''
19

Dite el coneiO,y quitasteme el pell●

20

EI coneio,corriendo;la perdiz,oliendo"

21

El coneio y la perdiz,tienen un llllismo pereiil''

0''

22中 野定雄、中野里美、中野美代訳『 プ リニ ウスの博物誌』雄 山閣出版、1986年 、第8巻 、388389頁 。
23 Delibes,1/1,E′

αε
αzα 22Zι πθ4 Ediciones Destino,1989,p 138.
″ι%θ グι′
241996年 10月 13日 の朝 日新聞では、オ ース トラ リアの 「年間の農畜産物 の被害五百億円 とあ り、野
生の うさぎは推定二億匹で、 うさぎ10匹 が羊一頭分の草 を食べ る」 と報 じられている。
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の 244匹 に始ま る うさぎの大繁殖 がある。
政府 は 1885年 にニ ュー・サウス・ウェー
ルズ州 だ けで も当時 の邦貨換算 700万 円も支出 し、天敵 の狐 の移入 、毒薬や罠 で
26か
対抗す るが失敗す る
類似 の引用がある
『 ボニー と砂 に消 えた男』 らも うさ
25。

ぎの繁殖力 の凄 ま じさが伝わ る。 この よ うな繁殖力 か ら、 うさぎは数 が多 く、
しか し力がない無抵抗 で あ りふれた民衆 であ り、統制 できない大衆 として表 象
され る。 宗教戦争 では 「プ ロテスタン トの うさぎと友 に逃 げ、カ トリックの猟
犬 と共 に狩 をす る」 としてそ の数 を増や し、抑 えきれな くな った新教徒 が うさ
ぎに喩えられてい る。民衆 として の うさぎの表象 は、最 も顕著 で あ り、また ヨー
ロッパ特有 の もので ある とぃ える。
あ りふれた存在 であることに加 えて、 うさぎは、 母 うさぎは子 うさぎの面倒
をみず、狼 の よ うに家族愛が強 くない と考 えられて い る。多頭飼 い に向かず、
仲間意識 は脆弱 だが、一 匹狼 の よ うに一 匹 うさぎ として行動す るわ けで もな く、
そ してその一生の行動範囲も狭 く冒険 はで きない。 この よ うな うさぎはなかな
か物語 の英雄 になれない。猫、大、狼 と比べ て うさぎを扱 う文学作品 は少 な く、
うさぎを主人公 にした物語 はネ コ と比較す ると非常 に少ない。 ロバ ー ト・ ロー
ソンの『 うさぎが丘 』 で も、民衆 として の うさぎが顕著 である。 うさぎたちは
「ネ コのために早死 にしたわた したちの孫 の ミニイ、アーサ ー、 ウイル フレッ
ド、サラ、 コンスタンス、 サ レプ タ、ホガ ース、ク ラ レンスた ちの教訓 をおま
えは忘れないでお くれ よ」 とあるよ うに猫 である強 者 によりあ つ さりと早死 に
してぃ く
また うさぎはユ ダヤ人 にも喩え られ ている「かあさんは、新 しい人
27。

間が来た ら起 こるか もしれない危 ない事や、嫌 な事 を全部考 え出 し、おま け に
つ ぎか らつ ぎへ と、 とんで もない ことを思 いついたのです。大や猫やテ ンの こ
と、猟銃や ライ フルや爆薬 の こと、 罠や落 とし穴 の ことか ら、毒 とか毒ガス の
ことまで、考 えま した。おま けに引 っ越 して くる人間の 中 に男 の子 がいるかも
しれない

!

かあ さんは、最近広 ま った恐 ろ しい うわ さの話 しを しま した。そ

25五 十嵐謙吉『十 二 の動物たち』八坂書房、 1998年 、87頁 。
支
26著 は、
1929年 ブルァムか らグ レー ト・オース トラ リア湾 にかけて の1130マ イル にわたる うさぎ、
者

ディンゴ、カ ンガルーな ど害獣 よけフェンスの見回 りを仕事 としていた。捜査 のため牧童 に雇わ
れ ようとする警部、通称ボニー を迎 えるのは うさぎたちで 「まわ りじゅ ういたる所 に太 った うさ
ぎの群れが仰天するほ どた くさん、まるで小悪魔 の大群 よろしくうごめいていたJ「 初夏 の夏、車
「毒
のヘ ッ ドライ トに照 らされた間に目を こらす と1秒 の間に50匹 を下 らない うさぎが見て取れた」
「青草 がな くな
餌草千台 くりこんでも、イン ド洋か らバ ケツで水を一杯汲み上 げるよ うな もんだ」
るとうさぎ40匹 は水1ガ ロンを飲む」アーサー・ ア ップフィール ド (越 智 道雄訳)『 ボニー と砂
ll書 房、 1983年 、90頁 。
に消えた男』早り
ノ」
蒻′
の 学研、1966年 、37頁 。
"ロ バ ー ト・ ロー ソン『 うさぎが丘』 (Rα ううグ
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れは親戚 の ウサギ穴 に、ある男が、自動車 の排気 ホース を繋 いだ ことなのです。
この残酷 なや り方 で、い くつ もの ウサギ の家族 が全滅 した とい うことです」
ロー ソンの初 めて の仕事 は、1914年 の新聞掲載 の挿絵 で第 一 次世界大戦 のベ ル
28。

ギー に侵攻 した ドイツ に対す る抗議 の詩 にそえ られた挿絵であ り、その反ナチ
スの姿勢 か ら、排気ガ スによ り集団で殺害 された うさぎたちは、毒ガ スで大勢
殺 されてい くユ ダヤ人 に喩 え られ てい ると解釈す ることができる。
また、 リチャー ド・ アダムスの『 ウォー ターシ ップ 。ダウンの うさぎたち』
も民衆 としての うさぎが顕著 である。 支配層 も支配 され る側 も団体 で、地道 で
華 のない物語 が淡 々 と続 く。生 後半年 で生殖可能 となる うさぎを「 うさぎを 1匹
30
29と
見た ら 101匹 いると思 え」 述べ 、そ の繁殖力か らうさぎは「決 して滅びない」
とする。 うさぎは多 くの点 で人 間すなわち民衆 に似て い るとされ、 うさぎは弱
いので策略 が必要 である とし、運命 を受 け入れ る意志が必要 で、黙従 が美徳 で
あるとして いる。 うさぎ には千 の敵 がお り、そ の 中で一番怖 いのが 白いた ちを
つれた鉄砲打 ちの人間で、うさぎ にはそれ 以上悪い ことは考 えられない ■、 と綴
られ てお り、ま さに ιαCα zα の構図 そ の もの と重なる。 この よ うに うさぎは、
長 い間哀 しい無力な民衆 として表象 され て きた。 このよ うな捕食 され徹底的 に
利用 され る うさぎ、無力で狡猾 で黙従 が美徳 とされ る うさぎの表象は、二αCα zα
に結実す る。

3.1960年 代までのスペ イ ンの政治 と民衆
を理解す るためには、背景 にあるスペ イ ン社会 とそれぞれ の登場人
物 が表 象す る ところの、大土地所有者、 ブル ジ ョア、そ して うさぎによつて表
L″ Cα zα

現 され る労働者 、農民の置 かれている状況 を把握 しな けれ ばな らない。 ここで
は、1960年 に向けてのスペ イ ン社会 を概観す る。

a)振 り子の政治
16世 紀後半 スペ イ ンの衰 退は明 らか とな り、政策へ の批判は、18世 紀 にピレ
ネ ー 山脈 の 向 こ うで 隆盛 しているヨー ロ ッパ の流れ をスペ イ ンヘ導入 しよ うと
28ロ バ ̲卜 .ロ ー ソン、前掲書、32‑33頁 。

汚力″ pθ ″の評論社、1972
『 ウォーターシップ 。ダウンの うさぎたち』(7″ ι
チャー ド・アダムス
年、313頁 。
30リ
チャー ド・アダムス、前掲書、50頁 。
・ リチャー ド・ アダムス、前掲書、256頁 。
29リ
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する啓蒙主義者・ 自由主義者 と伝統 主義者 とな つて現れ た 脱。 19世 紀 のスペ イ
ンは、ナポ レオ ンに勝利 し、1813年 にスペ イ ン独立戦争 によ リホセ 1世 を廃 し、
スペ イ ン王 家が戻 つて くる。そ して 自由主義 にめ ざめ、人民 の力で 国会 の開催
を始め として憲法制定 にまで こぎつ ける。しか しフ ェルナ ン ド7世 の帰国 によ り
スペ イ ンは厳 しいアンシャンレジームに逆戻 りして しま う。クーデターが 200件
も起 き、制定 された憲法 も数多 く、単純計算で一政府 の維持期間が一年 にも満
たない とめま ぐるしく、非常 に不安定な世紀 で あ つた。
1885年 に始まる「政権交代制」は、20世 紀初頭までの 30年 間、諸党派 の平和
的政権交代 を 目指 した もので、大土地所有層 ・貴族層 の利害 を反映 した保守党
と自由主義社会編成 を目指す ブル ジ ョワ層 の精神を反映す る 自由党 の二大政党
政権 の不人気 が政治危機や体制 の危機 として発現す るの を
避 ける統治形態 で、民衆 の欲求・不満が何 らか の政治的変化 が生 じること、ま
制 として機能 した

33。

た軍事蜂起、革命、反乱 を避 ける装置 である

34。

両党 は、ほぼ 1〜 3年 毎 に交 互

に政権 を担当 した。1880年 代 は体制確立期 であ り、他方 で、新 しい方 向性 を得
ようとした時期 で もある。第 一 に労働運動 の本格的誕 生がある。第二 にマル ク
ス派 の人 々 によるPSOE(社 会労働党)の 結成 である。第 三 に、地域主義 も顕在
化 した。第四 にま とま りは欠けてい るが共和主義者 たちの存在 が挙 げられ る
党派的 とな つたスペ イ ンは Spain is different"と 呼 ばれ る最終的 には暴力を
35。

辞 さない排他主義 36を とり、それぞれ の非妥協性 か ら最終的 には共存へ の道 を見
出せ な くな り内戦 に至 る。
左右 に振れ る政治 の政策方針 の 中心 とな つたのは農地改革 である。19世 紀末
に農業従事者 は労働力人 口の約 三 分 の二 を占め、国民所得 の半分以上 を創出 し
た。 この世紀 に農業・土地構造 を大 き く変 えた の は、 18世 紀末 か ら続 く永代所
有財産解除 (La desamortizaci6n)の 長 いプ ロセ スである。永代借地や共同地
として農民 が耕作 ・利用 していた土地 を国家 が収用 し、競売 にか けたもので、
主に国家収入 を得 る手段、教会 へ の打撃 として この方策 を実行 した。貧農・ 農
民へ の土地分与の手段 ではな く、土地 を得 たの は貴族層、以前 か らの大土地所
有者、商人な どの富裕層 だった。 農民 は永代耕作権や共 同地 の入会権 を失 い、
ン ソペ ーニャ、

J.,『 スペ イン フラン コの40年 』講談社、1977年 、 13頁 。
ソペ ーニャ、Jり 前掲書、16頁 。
譴 楠貞義、Tamames,R.,戸 一衛、深澤安博、
門
前掲書、15頁 。
35楠
貞義、Tamames,R。 ,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、16‑19頁 。
関 ソペ ーニャ、
Jり 前掲書、22頁 。
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小作農 となるか、土地 をもたない農業労働者 とな つた。 大土地所有者は、最小
農民 の所得・
限の労働カヘ かかる費用 で最大限の利益を得 よ うとしていたため
37、

生活水準は一般 に低 く、極 めて不安定で貧窮 していた。1900年 代 においてアン
ダル シアでは農民 の半分以上が土地な しの農業労働者 で、その多 くが各年 の ほ
ぼ半分 は仕事 がない とい う過剰人 口状態 にあ り、カ ステ ィー リャ・ビエハ では、
貧 しき小土地所有農 が典型で、ガ リシアでは農業 で生計 を立て られない人 々が
移民す るとい う状態 で、農民 の収入 は一般 に極 めて低 く、不安定 だ った。
政府・農民 。労働者関連年表38
反応

政治

1879年 PSOE(社 会労働党)結 成。労働者階級 の政

治権力確立。綱領 は階級廃絶 、私的所有 の社会的
所有へ の転化。
1881年 サガスタ政権 により労働運動活動 が 自由 に。
1895年 PNV(バ スク民族党)結 成。 王政復古体制
による地域特権 (fueros)大 幅削減へ の抵抗感、80

年代以降の ビスカヤの工業化 による移住労働者が
流入へ のバ スク保守層 の脅威や不安感か ら民族主
義へ。カタル ーニヤでも支配的 ブル ジ ョワ層の利
害を反映する地域主義 が顕在化。

PSOEカ タルーニャ連合による反モ ロッコ戦争ゼネ
ラル・ ス トライキに対 し軍が出動、戒厳令。労働
者・民衆 に約 100名 、治安勢力側 に9名 の死 者。教
会関係建物 の焼 き討ち。

1909年 7月 26日 〜31日 「悲劇 の一週 間」
1921年 7月 アンワールでアブ ド・ アルカ リニム軍に

よるスペ イ ン軍包囲。 スペ イ ン軍 に一万人以上の
死者、現地住民正規軍部隊 (regulares)の 脱走、 モ ロッコ戦争反対 の動き。
シルベ ス トレの 自殺。軍事予算が国家予算の50%
を越 える。
1922年 プ リエ ト政権成立。 モ ロッコ戦争 の見直 し、
教会 の反発、経営者 の負担増 か ら自由主義政権べ
信教 の完全 自由化。労働者 の1日 8時 間労働や退職 の
反感。
年金 の法制化
カタルーニ ャで地域主義連盟を商工業ブルジ ョワ
1923年 プ リモ ・ デ ・ リベ ラ将 軍 の 反 乱 宣 言
層、l 政 支持派、教会組織、旧保守党の多 くが支
(pronunciamientol。 軍人統治、選挙制度否定、警
持。キ リス ト教民主主義 の人民社会党、大土地所
察機能強化、国家唯一主義 による地域 ・民族 自治
有者、カ シーケ層が愛国同盟を組織。ス ローガン
否定 の政体。労働運動、社会運動 の大弾圧。
は 「祖国、王政、カ トリック」。
37楠

貞義、Tamames,R。 ,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、11頁 。

38ソ ペ ̲ニ
ャ、J"前 掲書、楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書 よ り作成。
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反応

政治

1931年 4月 総選挙による共和政樹立。共和国憲章に

おいてプ リモ体制での不正 と専横の調査、信教の
自由と個人や団体 の 自由の尊重、農地改革 の声明。
市町村領域令 と小作人追 い立て禁止令。労使 同数
委員会の設置、農業での8時 間労働制 と最低賃金制、
小作料引き下 げ要求権承認、大農場 の借地での農
業労働者組織 の優先権、雇用順番制、強制耕作令
の措置。ス トライキ権、年間7日 の有給休日
限、労災
基本法、失業対策基金を制定。宗教教育 の非強制
化、教員の増員 と給与の大幅増額、 自由教育学院
に集つた人々を中軸 とした農村教育 。文化活動組
織 の創設な どの教育改革。

農地改革 に対す る右派、保守派 の猛反対。31年 秋
に1日 8時 間労働 の実効化 を求めて、アンダル シア
を中心 に土地 占拠 を合む農場労働者 のス トライキ
が頻発。確固 とした失業保険制度が確立 されず失
業者の不満を増大。32年 11月 にアス トゥリアス炭鉱
労働者大規模 ス トライキ。ア ンダル シア、ムルシ
ア、バ レンシアに飛び火 した一連の修道院焼 き討
ち。

王政派 と右派共和派 の猛反対 によ り条項案撤 回。
共和主義者や社会主義者 が教会や修道院 を焼 き打
その財産 の国有化 とい う反教会条項が問題 に。ア
ちする暴挙。アサーニャ国防大臣「た とえマ ドリッ
ニ
「
ペ
サー ャは31年 の議会で ス イ ンは もはやカ ト
ドすべ ての教会 の価値を集めた としてもそれは一
「
リックではな くな った」そ して軍 の諸装置を 粉
共和主義者 の命 に満たない」 と発言 し、暴挙を正
砕す る」 と発言。
当化。
権 力を有する地主、 ブル ジ ョア、教会、軍隊 の保
守勢力の反発や妨害が多岐 にわたる。改革 は進ま
1931年 10月 アサーニ ャ新首相「改革 の二 年間」 (31 ず、農民や労働者 の反感が広がる。 アサーニ ャ辞
年12月 〜33年 夏)。 12月 9日 に承認 された憲法 :人 民 任。カ トリック勢力が国民行動団を創立。「宗教、
(pueblo)主 lf̲、 23歳 以上 の男女 の普通選挙権、政 家族、秩序、‐
労働、所有」をス ローガン。CEDA
教分離、地域 自治承認、カステイー リャ語を公用 は、カ トリック防衛、農地改革反対、協調組合経
語 とするが、県や地域 の言語 の使用権承認、「国の 済、憲法修正、権威、世俗婚 と離婚の不承認、「女
政策 の手段 として の」戦争 の放棄、離婚 の権利、 は家庭へ 」を掲 げる。JONS(国 民サ ンジカ リス ト
無料 の初等義務教育、学問の 自由。
攻撃団)結 成。カ トリック両王 を表す輌 と五本の
矢を党章 とし、「唯一の偉大で 自由なスペインJ「 ス
ペ イ ンよ立て」がス ローガ ン。
1931年 6月 憲法制定議会選挙。全宗教組織 の解散 と

1932年 イエ ズス会 の解散、資産没収令、世俗婚、 カ トリック形式 も認められた為大 きな抵抗 にはな
離婚、世俗墓地 も法制化。
らなか つた。

宗教組織は初等教育で全体比約20%、 中等教育で
同30%以 上の生徒 を教 えてお り、生徒は富裕階級
の子供が多 く、改革 によ り数十万 の生徒 が学校 を
1933年 宗教組織 の教育活動禁止法。成人 のための 失 うとし、公立学校 が勧 めた男女共学 にも抗議。
文化教育改革の結果教会が運営する35000ク ラスが
識字教育、農村文化運動 の促進。
宙 に浮き、教師が不足。1932年 8月 10日 サンフルホ
将軍 の クーデターがセ ビー リヤでの労働者のゼ ネ
ス トにあつて失敗。
1933年 10月 プリモ・ デ・ リベ ラの息子ホセ・ アン ト

ニオがナチスに共鳴 し、強権的国家建設 に向 けた
組織を求め、ス ペ イ ン・ファランヘ 党の創立集会
を開 く。34年 にク
灘 ONSと 合同 して、FE(ス ペイン・
ファランヘ 党)と なる。
1933年 11月 レルー政権 が成立。アサーニャの大改革

をことごとく頓挫 させる「暗い二年間」 (33年 12月 〜
)。
農地改革法により土地収用 はほとんど
な くな り、ユ ンテー ロス対象 の二年間の時限立法
だった耕作強化令 も延長 されず。サ ンフルホ反乱
参加者の土地没収の中止 と没収地 の返還、市町村
領域令、最低賃金制、雇用順番制 の廃止。
35年 12月

33年 につ くられた中小農民 の組織 である農業雇用

連盟は、賃金引下げ、労働時間延長 、機械 の 自由
使用、市町村領域令 、雇用順番制廃止、労使混成
委員会改組 を要求。農場 ロックアウ ト、播種作業
の 中止、税 の不払いで対抗。また鉱 山経営者が石
炭価格引き上げ と解雇の 自由を要求。
CEDAの ヒメネス・ フェルナ ンデス農相が、耕作
強化令 の延長、小作農 は12年 間以上借地すれば土
地購 入権 を持 つ な どの措 置 。農 民 党、 王 政 派 、
CEDAが 拒否反応 を示 し、 ヒメネス・フ ェルナ ン
デス更迭。33年 に記録 されたス トライキは32年 の
ほぼ2倍 。34年 6月 全国における農民ス トライキが
失敗 し、死者13人 、逮捕者は7000人 以上。
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反応

政治

カタル ーニ ャ地方師団司令官が戒厳令。軍を出動
させ翌7日 に「カタル ーニ ヤの反乱」は終息。革命
ペ
レルー
政権成立
リサ ン ール 内閣は辞職。4日 、新
委 員会 が アス トゥ リアス に地 域的権 力を確 立。
が発表。5日 にPSOEの 武装部隊が内務省、警察、
28000人 の労働者 のほとん どが行動に加わる。フラ
電話局、郵便局を攻撃 したが失敗。8日 に主な指導 ン コ モ
は ロ ッ コ外 人 部 隊 と現地 住 民 正規 部 隊
者が逮捕 され騒動が終息。カ タル ーニ ャはス トラ
(regЧ lares)を 動員 し、10月 19日 には労働 者の抵抗
イキ状態 とな り、6日 コンパニースはスペイ ン連邦
が終わる。10月 闘争では、公式発表で も1335人 の死
共和国のカタルーニ ヤ国家を宣言。
者、約30000人 の逮捕者。
「暗 い二年間」の開始以来、農村 での賃金低下、雇
用極めて不安定な状況。FNTT(全 国農業労働者連
1935年 新農地改革法 (農 地改革反対法)。 い くつか 盟)執 行部 は労働協約 と労働法規 の遵守、雇用順
の土地 の収用対象か らの除外、既 に作成 された収 番制 の遵守、機械使用 の制限、外国人 (主 にポル
用対象土地簿 の廃棄、 1日 貴族 の土地 の無償没収規 トガル人)雇 用 の制限、借地法 の実行、失業対策、
定の廃止 と没収 された土地 の返還、土地所有者 に 32年 農地改革法の適用で既決の農民 の耕作権承認、
有利な補償方法、34年 の恩赦法 によるサ ンフルホ 共同地 の回復な どを要求 して全国ス トライキを決
はじめ32年 反乱受刑者の釈放。
定。政府・ 農場経営者・所有者は農民の要求を認
めず、ス トライキは失敗。死者13人 、逮捕者は7000
人以上。
1936年 2月 16日 選挙 により19日 に人民戦線派政府・
収用土地 は57万 ヘ クタール、耕作地 を得た農民約
アサーニャ政権が成立。恩赦、カタルーニヤ政府・
11万 人。「スペ インのすべ ての経営者 に対する自紙
による事業再開公布。
32年農地
議会再開、
改革法
委任 の死 刑判決」 である と経営者層 の 中に不満。
ユ
ロ
ン
ー
い立て
ス
テ
小作農追
禁上、
耕作権承認 と
労働者 にもた らした解放感から参加者100万 人を超
適用地拡大、サ ンフルホ反乱参加者の土地再没収、
えるス トライキで賃上 げ と労働時間短縮 を要求。
へ
大土地所有 の課税拡大、土地 の暫定的収用を公
軍人社会、教会 と伝統的教育界、伝統的農業社会
布。失業対策 のため週44時 間労働 の導入、鉄道企
精神、国家統 一や帝国復活を唱える精神や経済界
業へ の国家の関与、三 ヶ月以上経営者が操業 しな に心理的危
機が生 じ、実際の危機 を増幅。
い鉱 山労働者 による協 同組合形態 での経営承認。
スペ イ ンを三分す る大規模な内戦へ発展。農場所
1936年 7月 17日 スペ イ ン領 モ ロ ッコで軍人による反
有者 の兄弟 は共和国支持であつて も共和国地域で
乱 (prOnunciamiel■ to)。 19日 共和主義左翼 ヒラー
農民 に殺害 され る。戦闘 と爆撃 による死者21〜 30
ル首相の政府が成立。フランコが反乱声明を出す。
万人、弾圧 と処刑11〜 15万 人、栄養不良約25000人 。
1936年 4月 1日 フランコが 内戦終了を宣言。38年 1月
国家主席 フランコの もとに内閣制政府が発足。「強
い国家」「伝統 J「 帝国復活」を約束。36年 8月 〜9
月に農地 の旧所有者への返還措置、10月 「カ トリッ 内戦での死 者13万5000人 、戦後 の処刑10〜 20万 人、
ク国家宣言」
。共和国支持者の処刑 。弾圧 。公務員・ 27万 人の収監者、収容所 と労働部隊に10万 人以上。
教員 ・法曹界 の粛清。言語は 「スペ イ ンの統 一の 30〜 40万 人が亡命。
言語」「帝国の言葉」だけであるとされバ スク語、
カタルーニャ語 が否定。9月 25日 に政治・ 労10J運 動
禁止 の布告。
1938年 〜39年 ブル ゴス 内閣。農地改革停 止、男女
別学、離婚法の廃 上、普通選挙 の凍結。
内戦前 にできた 自由な組合組織を解体。影響力の
1940年 1月 労働組合統 一法。42年 10月 労働基本法。 大きい要求を労働者が出す ことが40年 代を通 じて
事実上不可能 に。
1934年「10月 闘争」
。10月 1日 CDEAの 入閣要求によ

カ トリック教会 は、スペ イ ン最大 の地主であ り、 スペ イ ンの三分 の一 をいわ
常 に王制回復体制支持 の最有力社会・政治勢力だっ
れる金融資産所有者 だ った
39。

39斉 藤孝 『スペ イ ン戦争

ファシズム と人民戦線』中公文庫、22頁 。
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たため、
左派共和派や PSOEの 人々 にとつて制度的 に排除 されるべ きもので あ っ
た。アサ ーニ ャは改革 の二年間 で、農地改革 に着手 したが、農民 の状況 は共和
国発足時 で も大 き く変化 していなか つた。1930年 の 370万 人 の農業人 口の圧倒
的部分は農業労働者約 190万 人、小作農・分益小作農約 75万 人、 中小土地所有
者約 100万 人であ り、他 が富裕土地所有者 6〜 7万 人 とみな され うる。大土地所
有者 はこの うち 1万 人当た らずであるが、この大土地所有者層 が全有用地 の ほぼ

50%を 占めている。農業・農場規模 の点 で も大農場 (250ha以 上 の ラテイフンデイ
オ)は 、全有用地 の三分 の一 以上 を占めていた。これは南部 で顕著 であ った
40。

スペ イ ンの農業は寄生地主的大土地所有 の圧倒的な支配 によつて性格 づ けられ、
人 口の 4%が 土地 面積 を所有す るの に対 して、人 口の 65%は 土地 の 6%を 持 つ に
4。

す ぎない。広大な土地 はわず かな地主 に握 られていたので ある
31年 の農地改革法草案は、高生産性 の農場 を除いて ラテイフンデ ィオ を国家
が収用す る とした。そ の土地 を土地な し 。土地不足農民が耕作 し、農民は所有
権 を持たず定額 の借地料 を払 う。そ して大土地所有へ の累進課税 で改革遂行費
用 を捻出す るもので ある。 しか し草案 は どの勢力か らも支持 されず、右派共和
派や農民党は、所有者 の直接経営 になる土地 は収用対象 か ら除き、 旧貴族名義
の土地 の優先収用 をや め、所有者 に有利な補償、収用地 の私有化 な どを主張 し
たが退 けられ、31年 9月 に農地改革法 が成 立す る。そ の 中では大土地所有へ の
課税 は消 えた。法 は成 立 したものの、政府 にはこれ を遂行す る意 向も実力 もな
かった。

31年 末 には大土地所有層 を合めた大資産家 の連合体スペ イ ン経済同盟 は強 力
な反対運動 を展開 した。 共和党を失墜 させ るため虚偽 の報告 をし、共和国政府
は、32年 春 に小 麦輸入 を許可 した。実際夏 になる と大豊作だ つた うえに、ほぼ
輸入量 に匹敵す る分 の備蓄小麦 が 出回 つた。小麦価格 は 2割 ほ ど下落 し、200万
近 い小麦農民 を破滅 させ る措置 だつた として攻撃 された。農地改革 の成果は、
収用土地 17万 ha、 耕作地 を得た 4万 5千 人であるが、この大半 は改革法以外 の
措置 (耕 作強化令 による 2年 間の土地耕作権、サ ンフルホ反乱参加者 の土地没収)
で、共和政最大 の課題 で ある農地改革は実現 しなか つた。共和主義勢力は改革
派 と守旧派 に明確 に分 かれた 42.ァ サ ̲ニ ャは農地改革 に失敗 し辞任す る。
政治の もう一つの柱 はモ ロッコ戦争 である。1898年 12月 の米西パ リ条約 によっ
楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、73頁 。

4斉 藤孝、前掲書、23‑24頁 。
2楠 貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、75頁 。
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て、スペ イ ンが植民地 の ほ とん どを失 うことが確定 された。米西戦争 の敗北 は、
スペ ィ ン国家 の国際的地位 の完全な
体制を危機 に陥れ たわ けではなか つたが
43、

崩壊 と弱体化 と後進 を示す もので あ つた。スペ イ ンに代わ って アメ リカが有力
帝国主義 国家群 に仲間入 りす る とい う象徴的過程 で失 つた名誉 の回復 を謳 い、
しか しモ ロ ッコ戦争 の開始 はスペ イ ン国
軍部 にアフ リカニスタが形成 され る
巧
「
内では不人気 で、 悲Ellの 一週間」 と呼ばれ る流血の惨事 に至 った。PSOEは
モ ロ ッコ戦争 と帝国主義 ・植民地問題 についての理 解 が弱 く、カタルー ニ ャか
44。

らモ ロッコ反対戦争 の動 きが表れ た。そのためマ ウラ政権 も後続 のマ ウラ派首
相 の政権 も長続 きせ ず、 1922年 にガル シア・プ リエ ト政権 が成立 した。 しか し
信教 の 自由化 による教会 の反発 と経営者側 の負担増 を強 いる政策 か ら、カタルー
ニャ地方隊の司令官 だつたプ リモ ◆
デ・リベ ラ将軍 が反乱宣言 (prOnunciamiento)
を起 こす。
プ リモ はモ ロ ッコ戦争 に反対す る 「戦争放棄派」 に属 していたが、戦争続行
を決定 し、 モ ロ ッコに勝利 した。 しか し、 支持 を得 ていたカ タルー ニ ャにも弾
圧を加 え、 ブル ジ ョア層 も敵 に回 し、 さらには軍部か らもクーデターの動 きが
出 るな ど次第 に追 いつ め られ てい く。また、24年 のカタル ーニ ャ語 での説教禁
プ リモ
止は、
多 くのカ タル ー ニ ャ人 に体制忌避 の隠然 たる感情を生 じさせた
は植民地戦争勝利 の 目的 は達 したものの、大衆 の支持 を体制か ら切 り離 して し
46。

ま う。加 えて 1929年 の世界大恐慌 がお こ り、政府 は重 大な財政危機 に陥る。財
軍指導部 か らの支持 の否定 によ り 1930年 1月 30日 に辞任 し
政通貨状況 の悪化、
た。

1930年 代 の経済不振 と不安定な社会 か ら抜 け出す には、フ ァシズムの強権 に
頼 るのが得策 と考 える人 々、 マル クス主義が良 い世界 に導いて くれ ると考 える
人 々、そ してアナ ーキス トとスペ イ ンは分裂 し、烈 しい論争を繰 り広 げるよ う
になる。1931年 4月 の総選挙 で共和政樹 立が宣言 され (第 二共和政時代 1931年 一

1936年 )47、 10月 にアサ ーニ ャが新首相 とな つた。
31年 か ら32年 にか けて政治勢力 として結
共和派 の諸改革反対す る諸勢力は、
48ソ ペ ̲ニ ャ、
ペ イン思想 の流れ (1989‑1936年 )」 『上智大学外国語学部紀要』5、 53‑93
J。 ,「 現代 ス
頁、58頁 。
44深 澤安博 「20世 紀初頭 のスペ イ ンのアフ リカ ニ スモー 1898年 の「破局 Jか ら帝国の復活ヘ ー (上 )J

『人文科学論集』37、 2149頁 。
45ヵ ミロ・ ホセ・セ ラ『 パ ス クアル ・ ドウアルテの家族』講談社、1989年 。

16楠

貞義、Tamallles,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、52‑53頁 。
17楠 貞義、Tamames,R.,戸 門一 衛、深澤安博、前掲書、62‑63頁 。
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集 しつつ あ つた。まずカ トリック勢力 は国民行動 団を創 立 し、CEDA(ス ペ イ
ン右派 自治連合)は 、カ トリック防衛、農地改革反対 を掲 げた。サ ンジカ リズ
ムの グル ープは 31年 に合 同 してJONS(ス ペ イ ン伝統主義 フ ァランヘ 党 と国民
サ ンジカ リス ト青年行動隊)と な つた。 プ リモ・ デ・ リベ ラの息子ホセ ・ ア ン
トニオはナチスに共鳴 し、34年 には JONSと 合同 して、FE(ス ペ イ ン・フ ァラ
ンヘ 党)と な つた。
33年 11月 の レル ー政権 の成 立 によ り共和政 二番 目の政治的振 り子「改革 と後
進 の二年間」(33年 12月 〜 35年 12月 )を 見 る ことになる。レルー政権 において
は、予期 された通 リアサ ー ニ ャ による改革 の後退 ◆撤回が見 られた。 CEDAの
中で JAP(国 民連合 =AP青 年部 )や ヒル ・ ロブレスは次第 に行動 主義 右翼 の
姿勢 を示 し、34年 4月 JAPは エル・エ ス コ リアル修道院 の前 で大集会 を催 しヒ
ル・ ロブ レス はフ ェ リペ 2世 にあや かった。また 9月 の CEDAの 集会 は、 レコ
ンキスタでキ リス ト教軍が象徴的な勝利 を収めた コバ ドンガで催 され るな ど、
強力な国家や帝国の復活 に訴 えか けた。金融的 ◆大土地所有層や貴族層 の農業
的寡頭制、教会、軍入社会 に表れ た伝統的精神 が顕著 とな つた 48.
共和政 は植民地 の ことをほ とん ど考慮 しなか つた ので、英仏政府 はジブラル
タルや モ ロッコ植民地 の現状維持 に安堵 した。 しか し、 ファシス ト体制 のイタ
リアは、プ リモ体制や 王制 を崩壊 させた共和制 を警戒 した。TYRE(伝 統 主義
者 とスペ イ ン刷新派 )の カル リスタは、イタ リア・ ファシス ト政権 と関係 を強
め、ム ッソ リーニ の階段 でイ タ リア政府 の武器・資金援助 が約 された。PSOEの
プ リエ ト派 もカバ リェー ロ派 も CEDAに 疑似 ファシズム を見 て、CEDAが 政権
に加われば革命行動 を とることで一致 した。1930年 代は世界的な不況 と失業 の
時代 で あ り1939年 か らの世界大戦 の予兆 にヨーロ ッパやアメ リカ が脅 えていた
時代 である。その対立 も、単 なる国家間の対立ではな く、 フ ァシズ ム と人民戦
線 とい う対抗 の図式 が示 す よ うに、社会 を分断す る政治的 ・ イデオ ロギ ー的対
立を内包す る対立だ った。 しか し共和派 の再編 も起 き、改革 の二年間の復活を
求 める共和派 が崩壊 しなか つた ことは、民族 自治承認 、政教分離、教育改革、
軍隊改革な ど改革 へ の支持 と共感 が続 いていた ことを示 す。
レルー政権 での最大 の焦点 も農業 ・農民 をめ ぐるも ので、農地改革反対法 と
も呼ばれ る措置を とった。 農地改革 の反動 は、 当然労働者 と農民 の不満 を助長
お楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、33頁 。
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し、「十月闘争」とな る場。 PSOEに よる革命的行動は失敗 に終わ り、JAP(AP
青年部 )は 、「マル クス主義 をや つつ けるか、マル クス主義がスペ イ ンを滅ぼす
か、 どち らかだ」 と叫んだ。 旧スペ イ ン刷新派 を中心 に国民 ブ ロックが組織 さ
れ、強権的国家実現 を目指 した。FEの ホセ・ア ン トニオ も 「我 々の任務 は内戦
まで進む事である」 と呼号 した。 しか し 「改革 の二 年間」 の成果 をひ っ くり返
し、強 権的国家 を実現 で きる状況 には至 らなか つた。
1936年 2月 16日 選挙 によ り、19日 に人民戦線派政府・アサ ーニ ャ政権 が成立
し、農地 改革法 による事業再開公布 した。人民戦線 は軍 と教会 と大土地所有か
ら抜 け出 さない 限 リスペ イ ンの繁栄 はない とい う姿勢 をとつた。スペ イ ン軍 の
保守勢力や カ トリック教会、産業界、貴族 たちがそれ に反抗す る図式 で、1936
年 7月 17日 につい にスペ イ ン領モ ロッコで軍人 による反乱 (lronunciamiento)
が起 き、内戦 が始 まる。 ドイ ツとイタ リア はフラン コの要請 に応 え、人民戦線
政府 に対す るフラン コによる反乱軍を支援 し、1936年 7月 か ら8月 初旬 にジブラ
ルタル海峡 に 「空 の橋」 を架 け、人民戦線政府側 の艦船 を沈めた。 ここに ドイ
ツのスペ イ ン内戦 へ の関与 が始 まる。1936年 8月 15日 にはフラン コ軍によるバ
ダホス虐殺事件 が起き、バ ダホスの 闘牛場 に集 め られた共和派民兵 が銃殺 され、
モ ロ ッコ兵 によつて 1500名 以上が殺害 された。大聖堂 の祭壇階段上 での民兵 の
戦死 は、全面戦争 を恐れ てのフランス軍 のスペ イ ン派兵反対派 に衝撃 を与 えた。
フランソフ・ モー リア ックは聖母被昇天祭 に行われ た虐殺ゆ えに 「汚 された勝
し
利」と批判 し、
共犯 と化 してきた不干渉 について、フランス人 の介入を訴えた
50。

か しフ ランスはイギ リス圧 力 の もと不干渉体制 を とる。

b)ス ペ イ ン内戦 とゲル ニカ
バ スクの小邑 ドゥランゴ51と ゲル ニカ の爆撃 はスペ イ ン内戦 の 中で も最 も悲劇
的な事件 の一つで ある。 フ ラン コ と親 しい ドイ ツ諜報局長 ヴイルヘ ルム・ カナ
リス元帥 が、反乱軍 に軍事援助を与 えればスペ イ ンがフ ァシズムの牙城 として
頼 りになるとヒ トラー とその側近 たちを説得 し、ナチ スは輸送機 20機 、戦闘機
6機 を送 ると約 し、ム ッソ リー ニ は重爆機 12機 の派遣を通知 した。反乱 軍 はい
ま一つ勢 い を欠 いていたが、スペ イ ン領 モ ロッコ、カナ リア諸島、 バ レア レス
諸島、本土北部 の大半、南部 のセ ビー リャ、 コル ドバ 、グラナ ダの制圧 に成功
49楠

貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、90‑91頁 。

m渡 辺和行『 フランス人 とスペ イ ン内戦』 ミネル ヴァ書房、2003年 、298‐ 302頁 。

511937年 3月 31日 の爆撃 で 日曜 ミサ に参列 していた聖職者 と教区民百数十名が犠牲 とな った。

‑15‑

した。 しか しマ ドリッ ド攻防戦 に失敗 した。
ナチ スのフー ゴー ・ フォン・ シ ュペ ール 将軍 は失敗 の原因が、持続的な空 襲
に合わせての陸軍 の攻勢 をフラン コが学んでいないためである と報告 した。近
代戦 は空軍抜 きには戦 えない とし、迅速な再軍備 に拍車をか け るべ く、反乱軍
の支配地域 か らただちに大量 の鉄、鋼 な どの原材料 を輸 出 し、重要な鉱物資源
の豊 富なバ スク地方 52と 港湾都市 ビルバオをできるだけ早 く陥落 させ ることで合
スペ ィ ンは世界産出額 の 36%占 める水銀、28%を 占める黄鉄鋼、それ
に鉄鉱石な ど重要 な鉱物資源 を産 していた。1936年 にスペ イ ンは 263万 トンの
鉄鉱石 を産 し、 ドイツの 75万 トン と比べ ればそ の重要性 がわかる
意 した

53。

54。

フ ァラ ンヘ 党員、反 フ ラン コ派、愛国主義者、
フ
シス
共和国支持派、 ァ
トな ど多 くの主義 がみ られたが、思想信条 を異 にして
1937年 にはサ ンディカ リス ト

55、

も、正義 を確立す るには誰 もが破壊 と死 を賛美 し、また多 くのな らず者たちの
屍 を乗 り越 えない 限 り、 スペ イ ンが健全な国家 にはなれない とい う考 えが共有
され るよ うにな った
フ ラン コはアメ リカ のジャーナ リス ト、ジ エイ・ア レン
に 「どんな犠牲 を払 って も、スペ イ ンをマルクス主義 か ら救 う」つ も りだ と断
56。

言 し、「そ うなる と、国民 の半分 を撃 ち殺 さな けれ ばな りませ んね」と訊ねるの
に「も う一度 くりかえす、どんな犠牲 を払 って もだ」と応 えてお り
住民 の犠
57、

牲 が肯定 されている。 ファシス ト軍 の最前線 とバ スク地 方 の産業 の 中心 ビル バ
オ の間に最後 に残 つた戦略上 の要衝 を破壊すれば、象徴的な意味合 いが生 じる。
ビル バオ攻 略 は容易 ではな く、 た とえ成功す るにしても多大な犠牲 が予想 され
た。初 日の空襲 の犠牲者 は 120名 を越 え、そ の後 も連 日ほぼ同数 の死者が出る。
ゲル ニカ の犠牲者 を合む兵士、市民 の犠牲者 は不明ではあるが、60万 人 ともい
われてい る。
521880年 代以降、ベ ッセマー
製鋼法導入 によって黄鉄鉱石 の需要 が急増 し、 これを多 く産 出す るビ

スカヤ とその周辺 の鉄鉱石採掘量が急激 に拡大 した。90年 代 にイギ リスに70%、 ドイツに約 16%
と、90%以 上外 国に輸出 された。鉄鉱石採掘業は大部分、外国資本 の もとにな つたが、一部はス
ペ イ ン資本であ り、それ によリビルバオ製鉄鋼業 の発展 の基礎が据えられた。そ こか ら派生 して、
ビルバオは金属、造船、化学産業地域 ともなった。楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、
前掲書、12頁 。
"ラ ッセル ・マーテ イン (木 下哲夫訳)『 ピカ ソの戦争 《ゲルニカ》の真実』白水社、2003年 、22‑23
頁。
口斉藤孝、前掲書、99頁 。
"ゼ ネス トな どの直接行動で議会制民主主義を廃 し、政治の実権 を労働組合 の手 中に収 め よ うとす
る運動 の参加者。
ラッセル・マーテイン、前掲書、31頁 。
57斉
藤孝、前掲書、11頁 。 ラッセル ・マーテ イン、前掲書、37頁 。
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リヒ トフォー フ ェン中佐 は 3段 階か らなる計画 を実行 した。ロン ドンの タイム
ズ紙 のジ ョージ・L・ ステ ィアの記事 による と、攻撃は 3時 間 15分 続 き、爆発力
の強 い 500キ ロ級 を最大 とす る爆弾 による第一波 の攻撃 によって、
市街中心部 の
建物 はほぼ完 璧 に破壊 された。第 二 に、周辺 の野原 に避難 した逃 げ惑 う市民 め
がけて低空か らの機銃掃射 をした。最後 の数百発 のアル ミ製 1キ ロ弱 の焼夷弾 の
瓦礫 の上 に投下 され、グル ニカ の全ては跡形 もな く消 し去 られた
ピカ ソの「ゲル ニカ」は、反 フ ァシズムの意思 表示 として有名な作品 である。
58。

ゲル ニカは、1937年 のパ リ万博 のスペ イ ン館 の入 りロホール に描 かれた壁画で
ある。パ リ万博 では、世界 の産業 と科学 の最新 の成果 を披涯するため 59開 催 され、
花形 は航 空 館 で、 リズ ミカルな色彩 と大胆 な構成 によつて 自由 に空 間をゆきか
う未来、飛行機 の時代へ の大衆 の夢 がかきたて られて いた。それ に対 し、 ピカ
ソの 「ゲル ニカ」は、カラフルな科学技術 との対比 で 自、黒、 さま ざまな色合
いのグレー を基調 とし、やがて世 界 に死 と悲惨 をもた らす使者 としての飛行機
が透 視 され る。 この対比 は飛 行機 をシンボル としてテ クノ ロジーの発達 が現代
生活 にとって もつ二 面的 な意義 を浮かび上が らせている。 ゴヤ の 「1808年 5月
3日 の銃殺」にも顔 の ないテ クノ ロジー軍団 に個人 として立ち向か う人 々 60と ぃ
う構図を見 る ことが 出来 る。
グル ニカ の爆撃な ど象徴的な攻撃 を経 て、バ スク地域 は反乱派が支配 し、反
乱派 が軍事的展開のイニ シアテイブをとる画期 となる。4月 1日 フ ランコは内戦
の修 了を宣言 し、 10月 1日 フ ラン コが 国家主席 とされ る。 これ によ り、大土地
所有者、産業 ブルジ ョア ジーが権 力 の維持 に関わ り、Lα Cα zα の 中で無力な う
さぎたる小作人や労働者 を貪 る社会 システ ムヘ と移行 してい くので ある。

c)内 戦後 の社会
フランコは、第二次世界大戦が始まると、 中立宣 言そ して非交戦国宣言 をす
る。 ヒ ッ トラー との会見 によ リスペ イ ンは参戦 を要請 され るが、 内戦 の ためゆ
とりが全 くない としてフラン コは拒絶 し、 再 び非交戦国か ら中立へ と態度 を変
更 し、ア ウタルキー を採 る。1945年 8月 2日 広島市へ の原爆投下 の 4日 前 に、ポ
ツダム会談 で反 スペ イ ン声明 が出 され る。8月 15日 に 日本 の無条件降伏 で第二
次世界大戦 が終結 し、10月 に国際連合発足す るが、翌 1946年 にスペ イ ンの加盟
58 steer,G.,rittθ

,1937,Apri1 27.
ピカ ソが描いた不安 と予感』光文社、2008年 、20頁 。
60荒 井信一『 ゲル ニカ物語一 ピカ ソと現代史』岩波書店、1991年 。
59宮 下誠『 ゲル ニカ
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申請 が拒否 され る。 同年 3月 には、英・仏 。
米三 国政府 がフラン コ政権 を非難す
ペ
る共同声明を発表 され、12月 にス イ ン排斥決議採択 され る。各国 に対 しては、
駐 スペ イ ン大使 の本国召還 を勧告 され、 ドイツ・ イタ リア・ フ ァシズム、 日本
が戦争 に敗れた後 も唯一生 き残 った全体 主義 国家 として、スペ イ ンは国際社会
か ら締め出され、孤立 を余儀 な くされ る。また、 国内の基幹施設 の破損 は著 し
く、経済 も壊滅状態、鉄道 の車両 の半分近 く、そ して商船 の 3隻 に 1隻 は撃沈 さ
れた。家畜 と穀物 の損失 によ り、大多数 のスペ イ ン人が長期 にわたる飢餓 と苦
難 の停滞期 (1939年 〜 51年 )を 経験す ることになる。
第 二共和政 は、農地改革 とい う長年懸案 の理念 を法制化 しよ うとして、大土
地所有者 の利益 を根底か ら脅か した。 旧 くか らの貴族 の大部分 は、恐怖心 に駆
られた り資産取崩 しを余儀な くされ た りして、所有地 を金融資本・ 産業資本 ・
自由業者 (医 者 ◆弁護 士 ・公証人な ど)に 売却 した。 フ ラン コ時代 のスペ イ ン
の農業経営 は人 民戦線政府 が断行 しよ うとした農地改革が内戦 によ り頓挫 し、
内戦前 と大 して変わ らない構造 となる。また旧大土地所有層が首尾 よく産業資
本家 に転身す るな ど、 この よ うに大土地所有階層 と金融 ・産業界 が大 幅 に重な
り合 い、利害が一致す る重層構造 が 出来 上がった 徹。
工業労働者 は、1939年 には 200万 人 ほ どだ つたが、そ の後増 え続 けて約 400万
人に達 した。 内戦後工業労働者 は垂直的労働組合 の枠内 に完全 に囲い込 まれ、
1940年 代 の法整備 によ り、組合組織 は解体 され、影響力 の大 きい要求 を労働者
が 出す の を事実上不可能 にした
1960年 代 か ら、スペ イ ンは奇跡 の高度成長 が生 じ、経済面 で も改善 が可能 と
62。

な つた。1940年 代後半 の冷戦 による新 たな 国際対立 による新秩序は、スペ イ ン
を 1950年 11月 の国連総会排斥決議 の解除、1955年 12月 の 国連加 盟 の承認へ と
導 く。1950年 のアメ リカ輸出入銀行 の長期借款 の供与 の決定、1953年 の アメ リ
カ との相互援助協定、欧州諸国か らの信用 の供与 によ り、基礎的な諸工 業 もめ
ざま し く成長 した。1957年 には農業 ブル ジ ョアジーが政治的力を失 い、産業 ブ
これが Zα Cα zα の制作 された時代
ルジ ョアジーが台頭 し、
権力掌握 が始 まる
63。

である。
楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、144頁 。
の楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、149頁 。
63ソ ペ ̲ニ
ャ、J"前 掲書、153頁 。
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4.Lα

θ″αに おける うさぎ

ιαCα zα サ ウラの三番 目の長編映画 で、NCE(Nuevo

Cine Espahol)の 最

高 かつ最 も重要な作品 の一つで あ り、46年 後 の現在 もそ の評価 は代わ っていな
い。二αCα zα の手法 は、スペ イ ンのそれまでの映画 と一線 を画 し、メタフ ァー

NOuvelle Vagueの 深奥 が表現 されてい る
を用 いた現実 の漸近線 を描 くもので、
と評価 されて い る。また、 シネ・ノワール、 ウ ェスタン、特 にペ キ ンパ ー・タッ
チ との共通性 が見 られ る。サ ウラの初期 の作品 に共通す る、 リア リズムの コン
セ プ トで、窒息 しそ うな時間 の経過 の 中、現在 と追憶が個人そ して社会 との間
を交錯す る。過去は Flash― backを 用 いず に、常 に人 々の現在 に干 渉する。トラ
ウマ と緊張 を寓意 によ り要約 した傑作 で あるが、表象 の難解 さか らシネ・ クラ
ブ向きである とされ ている
通常スペ イ ンでは映画監督 になるには見習 いか ら下積みを積むか、組 合 か ら
64。

のバ ックア ップ、も し くは短編映画 の制作を始 めるか映画学校 で学ぶかである。
サ ウ ラ の 場合 は、 HEC(Instituto de lnvestigaci6n y Experiencias
Cinematograficas)で 1952年 か ら 53年 学び、同校で 1957年 ‑58年 に教鞭 をと
り、ドラマ ではな く ドキ ュメンタ リーに傾倒 した。この時期 の ドキ ュメン タ リー
EOC(Escuela Oficial de
制作者 として の 活動 が 二αCα zα につ なが る
65。

Cinematograficas)で も 1962‑65年 まで教 え、そ の後 は映画監督業 に専念す る。
サ ウラは 3本 目の長編映画 で、 内戦 の記憶 を扱 う低予算 の映画 で ある Lα C″ α
の制作 を企画 したものの、1年 か けて制作会社 をまわ り、台本を見せた 6社 に断
られ ている。
スペ イ ン内戦 を扱 うデ リケー トな内容である Zα

に対す る検閲の対応 は、
「解放的な独裁制」(una
意外 にもサ ウラに有利な ものだつた。フラン コ体制 は、
Cα zα

66の
過程 にあった。1959年
dictadura liberal(1962‐ 1969年 ))と いわれ る近代化

に経済援助 と引き換 えに米軍基地 の設立を認 めるな ど、国際的な援助 を希求す
る段階にあ り、民主的なイ メージを対外的 にア ピール す るため、文化面、特 に
映画 に配慮 され、情報観光大 臣フ ラガ と映画演劇総局長 エ スクデー ロの下、以
Hidalgo, M., ""Yo no tengo ningun respeto por los guiones", dijo Saura", La C,aza de Cailos
Saura...42afr.os despwis, Valencia, 2008, pp.143-163, p. 153.
65
Monteverde, J.E., "La modernidad tehirica de La Caza", La Caza de Carlos Sawra...42afros
despwtg Valencia, 2008, p. 35.
ffi Fern6ndez Vilches, G.,"La Cazaen Estados Unidos; itinerarios de exhibici6n y respuesta
critica", La Caza de Cailos Saura...42afios despwEs, Valencia, 2008, p. 80.
6a
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前 と比べ てか な りの 自由が認 め られた。1965年 12月 13日 の検閲 では、「攻撃性
と悪意があるが、禁 止 す る理 由 は見つ か らず、多 くの人 々に映画 の持 つ悪 しき
67と
公開が認 め られた。またサウラの方 も、
考 えは理解 されない もの と思われ る」
フラン コ期 の検
60年 代 にお ける問題 を避 け、商業的な阻害 を避 け よ うとした
68。

閲では、性的描写 と残酷 さに注意が払われ、特 にフラン コ体制 が 「平和 と就業
の 25周 年」(XXV aios de paz y de trabaio)を 祝 つたばか りの時期 において、
内戦 を街彿 させ る描写 が避 けられ た。検閲 は以下 の ような訂正 を指示 した。ま

「うさぎ
θπ″θ(う さぎ狩 り)を 「
ずオ リジナルのタイ トルであるLα Cα zα ル σ
69と
狩 り」よりも「狩 り」の方がよりよいタイ トルであることは疑いない」 coneio
を削除した。理由はcondoが 俗語で腔を意味するため、セクシュアルな響きが
あるからである。またビキニ姿や半裸の女性のグラビア雑誌とうさぎの死体の
70と 「
「胸糞 が悪 い」
シ ョッ トに配慮す ること、
小便 して こい・
」 、 「フ エレ ッ トと
η
「そいつ らは うさぎみ た い なものだ」 「毎
い うのは、ある種 の人間を指す のだ」
Z、 「
俺 にキ リス トみ た
日スペ イ ンで 12000000ペ セ タをカ エル どもが消費する」
73、

%と いった
い な面 をは りつ けた」
台詞 を削除す る ことが指示 された。また、 うさ
シーンが
ぎを殺す
ゆきす ぎにな らない よ うに注意す ること、 バ ーの名前 「スペ

イ ン (Espaia)」 を変更す ること、聖職者 を全て のシーンで扱わない こと、骸
骨 を兵士 とせず、内戦へ の言及 を排除す ることな どが指示 された。検閲期 の映
画は 「みつ ばちのささや き」の よ うにセ リフが少ない映画 が 目立つ が Lα Cttα
も同様である。Lα Cα zα が気 に入 つたブニ ュエル が台本 を読 んだ際 「なんて対
話 が少ないんだ。 しか も普通 の対話 だ !」 76と 驚 き、サ ウラ自身 も 「台本 には何
もなか った」 と述懐 している
サウラは 二αCαzα がスペ イ ン国内では限 られた知識層 もしくは大都市 で しか
77。

理解 されないだ ろ うと考 え、 国際映画祭 での成功 を期待す る。実際 スペ イ ン国
6?

FernS.ndez Vilches, G., op.cit., p. 81.
G6mez Vaquero, L., "La Caza como emblema del nuevo cine espaflol: La recepci6n critica
de la pelicula en Espafla", La Caza de Carlos Saura-.4Zafros despuAs, Valencia,2008, p.57.

68

6e

70
rr

Hidalgo, M,, op.cit., p.
"punetera

150.

'"ponlo a mear"

tt "en eso los hurones son como algunos hombres".
73 "
esos son como los conejos"
tn "doce millones de pesetas
7t "me han puesto

consumen cada dia las ratas en Espafla"
\a cara como un Cristo"
t0 "lQue pocos diAlogos!
iY ademds son diAlogos normales". Hidalgo, M., op.cit., p.
tt "en el gui6n no habia nada". Hidalgo, M., op.cit., p. 156.
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155.

内での 1965年 ‑67年 の間 で収益は 536位 であ った。 しか し国外 では成功 し、ベ
ル リン映画祭 、 ロン ドン、アカプル コ、 ニ ユー ヨー クの映画祭 で評価 され、サ
ウラの国際的名声 は Zα Cα 2α によつて確 立 した。愛国的な雑誌 1966年 6月 29日
78と
んαcα ィ
αのベル リン
の ■れ わαでは「全面的 にスペ イ ン的な映画 が勝利 した」
映画祭銀熊賞受賞 の快挙 を喜 び、映画の内容 は気 にも留 めなか った。受賞後 の
79と
発言 している。
イ ン タ ビューでサウラはスペ イ ン映画 が低開発 である
批評は Zα Cα zα の表象 に集 中 した。1966年 9月 23日 の ハワω 乃 滋 π ttθsで
は 「難解 で複雑 で退 屈」、1967年 4月 25日 の ハワω 乃 滋 η ttω では 「うさぎ狩

りは内戦 であ り、内戦 へ の怒 りの ア レゴ リーで ある と理解 され る。主要 の二人
はフアランヘ 党員 で、洞窟や 山で共和派 の兵士 を撃 った」 とす る解釈 が共通 し
たものだつた。そのため当時 の解釈 は、総 じて 60年 代 の表象 とい う映画 との同
時代性 の視点 か らの理解が欠 けたもので あ った。サウラは内戦 との連関を曖昧
にし、「自分 は気晴 らしの為 の狩猟 は反 対 である。多 くの狩人を知 っているが、
皆陽気で外交的 である。スポ ー ツ としてや つてい る分 には何 も問題 はない。一
匹 の動物 も見えない ことは しば しばで、 白い ものが動 くのが見 えるだ けだ。 し
か しヘ ミングウ ェー は最良 の狩 の ターゲ ッ トは人間だ と言 つていなかっただ ろ
うか ?似 た よ うな ことは戦争 で起 きる。全 てが意識 の外 に追い出された時、敵
80と
はな にか動 いている 白い もの以上 の もので はな くなる」 述 べ、 自身の映画 の
表象 について、スペ イ ン内戦 ではな く、全 ての戦争 とパ ラ レルで あ り、普遍的
で平和文学 としての解釈 を示唆 してい る税。

a)舞 台
Zα Cα zα

のス トー リーは簡潔 である。夏 の暑 い とある 日曜 日、50代 の男 たち

が荒廃 したカステイー リャの私有地 に うさぎ狩 りにや つて くる。特 に時代設定
66年 制作時 と同時代であると考 え られ る。撮影 は トレ ドのセセ ーニ ャ
はないが、
(Seseha)と い う農地 とエ スキ ビオス (Esquivios)と い う村 で行われ た。 潅
木 しかな く石 ころだ らけで住 む の に適 さず、人 を寄せ付 けない不毛な土地はス
ペ イ ンの貧困を表す。 また土地 を荒廃 させているのは、草 を食 い尽 くす うさぎ
たちである。冒頭 の危篤 の老女は 「動物 たちに ミル クを持 つて きたか ?動 物 た
78

Monteverde, J.E., op.cit., p. 67.
Monteverde, J.E., op.cit., p. 69.
80
Neut Yorh Times, n. 26, 1967.
81
Fern6ndez Vilches, G., op.cit., p.
7e

99.
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ちは空腹 で気が狂 つた よ うにな つてい るか ら、 ミル クを持 つて来なけれ ばな ら
82と
ない よ。何匹かは逃 げ出 して しま うだろ うよ」
言 う。病 で死 に瀕 している う
さぎ、狭 い籠 に閉 じ込 め られ て空腹 に暴れ るフ ェレ ッ トは、60年 代 に農地か ら
離れ てい くものが多 い 中、狭 い土地 に縛 り付 けられ飢 えている小作人そ の もの
である。
他方、 フ ラン コ期 は狩猟文化 が盛 んで、権力者 との繋 が りが深 い。1940年 代
か ら 50年 代 にか けて財 を成 した者 はほぼ例外 な く、そ の一部 を土地購入 に投下
した。その結果 スペ イ ンでは、 田舎 に農場 を所有す る大物企業家が多数 いた。
そ の背景 には、la Caza(狩 猟 )や 魚釣 りがフ ラ ンコ 自身 の趣味であ った点が影
響 したか ど うかは別 にして、会社 の重要事項が狩場 で決 めるとい つた、 フ ラン
コ体制 とともに登場 した一種独特 の 田園回帰 ブームがあ り、それ はそのまま 二α
C″ αの地主、産業ブル ジ ョアな ど権 力者 の集 う舞台 とな つてい る。

b)登 場人物
四名の主要登場人物ホセ 、 パ コ、ルイス、 エ ン リケ は、定義 づ け る ことはで
きず、関係性 も明 らかでない とされ る。それぞれは、人格化 されて いない人物
(no¨ persontte)で

、心理状態や性格 は不透明で あ り社会的地位 を名詞 で 明 ら
かにされることはない
また主要登場人物が共有する過去 の秘密 について説明
83。

され ることはない。ホセ とパ コ とルイスは昔 か らの知 り合 いで、様 々な秘密 を
分かち合 う。四人 目の アル トゥー ロの 自殺 も秘密 の一つで あるが、説明 はない。
しか し登場人物はステ レオタイプ的である。
ホセ は、農地 の所有者 で、管理人 フアンを見下す支配者層 である。 パ コ と共
にフ ラン コ側 で戦 った勝者 (vencedor)で あるが、60年 代 の経済発展 に取 り残
され、「金で全てが変わ つた」と嘆 く衰退 した地主層 を表 している。ホセ はパ コ
に 「戦場 で助 けてや った」 と過去 を持 ち出 しなが ら経済的な援助 を求 めるため
に狩猟 の一 日を企画す る。 これ は 60年 代 のマーシャル・プ ランを始 めとした外
国の援助 を模索す る、
他力本願 のスペ イ ンの姿勢 をも表す。そ して産 業 ブル ジ ョ
84と
アのパ コに 「数 日の うち に真面 目に君 の就職 について話 を しよ う」
言われ激
高す るところか ら、地代収入で生 きる事を誇 りとす る伝 統的なイダルギスモ を

lHas traido 1a leche para los animalitos? Se pasan el dia durmiendo y removiendo sin parar.
Tiene que traerme la leche para los bichos. Est6n como locos y alguno se va a escapar...".
s Monteverde, J.E., op.cit., p. 43.
8u 'Si quieres trabajo te lo puedo proporcionar". "dentro de unos dias hablaremos en serio
de tu trabaio".
82
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代表 してい る ともい える。元 々の家産 があるので、パ コの ように自力で上昇せ
ず、 アナ とい う年老 いた妻、す なわち見た くな い過去 を棄 て、若 いマ リベ ル と
い う若 い愛人 を得 るが 「(没 落 してい る、旧い世代 の)ホ セの相手 ではない」と
一蹴 され る。 また離婚 のため経済破綻 している返済滞納者で もある。ルイスに
85薬
を飲み続
対 して怒 つて お り、暴力的 であ る。銃弾 を受 けた時か ら腹部 が痛み
けているシーンは、内戦 の癒 えない傷 の苦 しみ を表 している。
パ コは 60年 代 の産業 ブル ジ ョアの代表例 であ り、ホセ によつて表 され る農業
の衰退 に対す る産業 の拡大 とい う対比的 な存在 である。スペ イ ンは、1953年 の
アメ リカ との相互援助協 定、欧州諸国か らの信用 の供与 によ リイギ リス・ フ ラ
ンス・ベ ルギ ーか らのプ ラン ト輸入 が可能 にな つた。 これ によリエ ネルギーや
基礎原材料 (セ メン ト、鉄鋼。非鉄金属)不 足 によるボ トル ネ ックが解消 され、
工業 生産 の伸 び率 が プ リモ・デ 。リベ ラ独裁時代 の 2倍 以上 とな り、基礎的な諸
工業 もめ ざま し く成長 した。1957年 には農業 ブルジ ョアジーが政治的な力を失
大土地所有者 と産業 資
い、産業 ブル ジ ヨアジーが台頭 し、権 力掌握 が始 まる
86。

本家 は、元 々 内戦時同 じ党派 で戦 っていたが、産業化 についてい けなかった地
主は没落 し、産業資本家 に助 けを求 め、そ して Zα Cα zα の 中で対立 を深めてゆ
87冷
く。 パ コは 「金 のためな ら何 で もす る」 淡 で良心 のない企業家で、それ故 に
88す
なわち闇取引をし
低 い素性 か らの成 り上がることがで きた。トラック運転手
へ
い
つて
の
経済的 に高 地位 を得 るが、その取
た暗 い過去 を持 ち、内戦
協力 によ

引によリアル トウー ロは 自殺 している。出世主義者 で、金持 ちの女 と財産 目当
てで結婚 をす る、古典 的な貧乏な男である。老 い を感 じ、おそ らく性的欲求不
満 もしくは性的不能者 である。40年 代前半 の 「ぜいた くさ」の代名詞は、アメ
89が
、Lα Cα zα に見 られ る支配層 は
リカ の タバ コ、フイ リップス・モ リスだ つた
ウイスキーや ジン、 コカ コー ラを水 で薄 めて飲み、アメ リカか らの輸入品をス
1

テイタス として享受 している様子が垣間見 られ る。
ルイスは、青 の旅団 に入 り、 エ ン リケ の 「なんて射撃 の腕前 だ !ど こで習 つ
二
たんだ !」 90の 台詞 と、武器 に詳 し くライ̲フ ル の 種 を用 いていることか ら内戦
で狙 撃兵 だ った ことがわ かる。妻 に棄て られ SFを 読 んで気晴 らしを している。
85̀̀tengo el dolor de estomago desde que me dieron un tiro
86ソ ペ ̲ニ ャ、J.,前 掲書、 153頁 。
87

hubiera hecho cualquier cOsa por dinero''

88 ̀̀fuiste canlienoroP''

de eso hace mucho tiempo".

89ソ ペ ̲ニ ヤ、
J.,前 掲書、91頁 。

∞ ̀̀i｀ raya que punterial̀D6nde has aprendidO tirar asi7
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仕事 もな く、 アル 中で、ホセ に取 り入 つて寄食 し、弱 い立場 か ら従順でお とな
し く、 しか し、従属 と抵抗 の複雑な関係 にある。そのためこの時期 の民衆 を表
す とい える。また、ホセ とルイスは金 と仕 事 の二項式 で、奇跡 の経済成長 とい
う公的発表 の裏 にある問題 を表 し、 内戦 の勝者 の戦後 の 自滅 を表す。ル イ スは
ホセ とパ コをつ なげ、 エ ン リケを導 く役回 りで ある。
エ ン リケ は、一 日の唯一の生 存者 で、 旧い世代 の トラウマの観察者 で ある。
パコの義弟 で、エ ン リケ以外 の登場人物 は全 員老 い を感 じて い る 中、21歳 と圧
倒的 に若 く、新 しい世代 の代表例 で ある。世代間 の乖離 は、 Snob ye― ye",

Te

Espaiola,abanicame", Tu loca joventud"と いった音楽 で線引きさ
エ
れ る。 ン リケは内戦 に関わ りのない世代 の罪 のな い無邪気 さを表す。狩 りは

verё ",

成熟 した男性 となる通過儀礼 を表す。 同 じ世代 のカル メンもツイス トを躍 り、
男性性器 を表象す る銃 な ど性 へ の好奇心を示す。 ラス トシーンの悲劇 によ り、
内戦 の恐怖 を知 ることによ り知恵 をつ け、 新 しい時代 の希望 として生き残 る。
フアンは片足 が不 自由で虐 げられ た従順 な農民で、高価 で大事なフ ェレ ッ ト
を殺 されても抗 議す る術 を知 らない。フア ンが表象する農業賃 金 労働者 は 1939
年 か らそ の数 を減 らし始 めた。 もともと生産性 の低 い農業 を基盤 にした農民層
は生活難 に陥 り S%π θ
s(根 無 し草 )"の よ うに、工 業地帯 へ移動 していつた。フ
「メル セ デスはイタ リア
ア ンの「ご存知 の よ うに兄 は ドイツに行 つて しまって」
92に
に去 って しま った」
表れ るよ うに、 国内の農村 か ら工 業地帯や大都市、 さら

に ドイツやフランスな ど外 国 にむ けて大量 の人 口が流出 し、1961年 に最高 の 11
万 2000人 に達す る。これ によ リユ ンテ ー ロスや プ ロレタ リアは壊滅状態 に陥 っ
た "。 フ ラン コに抵抗 して要求 を突 きつ けるはず の人材は失われ、1930年 に労働
者 の うち農業 45.5%、 工業 26.5%、 サー ビス 28.0%だ ったのが、1965年 には 34%、
35%、 31%と 農業人 口は 11.5%減 少 し、工 業労働者は 8.5%、 サ ー ビス業 は 3%
また農業労働者
増加 し、サ ー ビス化を伴 った工業社会 へ の変化 を示 している
94。

の うち未熟練ない し半熟練労働者が 88.6%で 、先進諸国では異例 の臨時雇 い を続
け これはスペ イ ン農業 の低開発状態 を証左 している。1962年 の農業 セ ンサ ス に
よると旧来 の大土地所有・零細土地所有 の二極分化 が依然 として存続 し、72年
段階で 200ヘ クタール を超 える大土地所 有 は農場 のわずか 1.2%で あるにもかか
"Nittes COnde,Sπ πθs 1951.農 村 を棄てた農民たちがマ ドリッ ドの下層民 とな り失業、貧困、犯

罪へ と堕ちてい く生活 を描 いた。
舵̀̀Ya sabes,Ini hemano se march6 aメ ヘlemania'',̀̀MerCedes se march6 a ltalia".
98楠
貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、145頁 。
飩
楠貞義、Tamames,R.,戸 門一衛、深澤安博、前掲書、 163頁 。
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わ らず、総面積 は 48%に 達 してい る。地主層 の最小限 の コス トで利益 を引き出
そ うとす る非妥協性 と、農民 の ウ ェー トの低下 を示す奥深 い変化 は、過疎化 し
た農村 の農地 にお け るあ りふれた光景である。 フアンは病気 の母親 をサナ トリ
ウムに入れ るために給料 の前借 もしくは借地料 の割引を頼 むが、小 作強化令 も
小作料引き下 げも撤廃 され、なにも叶え られな い。 また右派 の勝利 によ り、農
「狩猟 の変わ りに上の少 しの土
地改革が停止 し、いか なる主張 もで きな くな り、
地 を耕 させて くれれば、 いい土地 で収穫 があるの だが、彼 にとらては どうで も
95と
いいのだ」
嘆 く。農業賃金労働者 の貧 しさに身を委ね、成す術 のない様子は、
抵抗 できない声 なき うさぎ と同 じよ うに黙従 を強 い られ る衰退 した農民 フアン
として体現 され る。そ の隷属 は、20世 紀まで影響 の大 きか った ア リス トテ レス%
の 「動物 は人間 の 目的 に仕 えるために存在 し、人 間が他 の動物 を支配す る権利
はあま りにも 自明の ことである」 とす る、スペ イ ンのイ ンディアス支配 につ い
ての主要な議論 の一つであ つた 自然奴隷説 を街彿 させ る
すなわち小作人は地
97。

主 の ために存在す る人間 とは画 された動物 (う さぎ)で ある。内戦 の敗者 で あ
り、姪 のカル メンが ラジオや狩 りの道具な どを勝手 に触 っていると 「遠 く、身
然と一 喝す る。奇跡 の成長 を遂 げ る産 業 ブルジ ョアを
の文でない もの に触 るな」
尻 目に、農民 は 20世 紀 で も 16世 紀 と同様 の生活 をしていた といわれている
飢餓 、早魃、失業、乞食、幼児の死 亡、性病、 トラホ ーム、蠅、 これ らがスペ
Ю それはホセ とルイスの
イ ンの農村 を一 口で言 い表す言葉 であつた
勝者 の側 と
フアンとの コン トラス トか らも明 らかである。
99。

O。

95 ̀̀si en vez de cazar le dierapor arreglar la parte de arriba.¨

La tierra es buena.Se podria

saber una cosecha decente.Pero eso a 61 no le importa''.

96植 物は食糧 として動物 のために存 し、他 の動物 は人 間のために存 し、その うち家畜は使用や食料
のために、野獣 はその凡てではな くとも、大部分 が食糧 のために、またその他 の補給 のために、
すなわち衣服やそ の他 の道具がそれ らか ら得 られ るために存す るのである。 ピー ター・ シンガー
『動物 の解放』人院書院、2011年 、235‑236頁 。
97自 然奴隷説 は、理性が 自らを支配す るのに十分ではな く、ある人 々は支配す るよりも使 えること
の方 が適 してお り、そ のためスペ イ ン人 に占有 され えたはず、 とい うイ ンデ ィオに対するスペ イ
ン支配 の正 当性 へ とつ ながる。松森奈津子『野蛮か ら秩序ヘ イ ンデ ィアス問題 とサ ラマンカ学
派』名古屋大学出版会 、2009年 、187‑193頁 。
98

nO te toques los bienes ttenoS e inpropios de la suya''.
99斉
藤孝、前掲書、24頁 。またブラス コ・ イバニェスの『葦 と泥』では 「マ ドリッ ド州 にある村 に

もかかわ らず、 いまだかつて 自動車を見たことがな く、電灯や蓄音機 をまつた く知 らなか つた。
わずかな収入で悲惨な生活 を送 り、全ての村人が幽霊 に以上な恐怖 を抱 いていた」 とある。ブラ
ス コ・ イバニ ェス (高 橋正武訳)『 葦 と泥』岩波書店、1978年 、400頁 。
l llll斉
藤孝、前掲書、20頁 。
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これ ら主要登場 人物 の「生 きたまま ここで 閉 じ込 め られ て焼 かれてい る」Юlと
する、閉鎖的な人間関係 の ミク ロコスモス は、 ピレネ ー 山脈 の 向 こ うか らや っ
てきたマルクス主義 を拒絶す る伝統 主義者 たちであ り、 また国際社会か ら締 め
出されたフラン コ体制 の国際的孤 立 を表す。スペ イ ン国内 は、1950年 代 は開放、
自由化、正 常化 といった言葉 で表現 され、 内戦 の敗者を社会 に統合 し、それは
言説 上だ けの ものではない。 しか しなが ら包摂派 と排除派 の対立 を中心 の政治
史 が描 かれ ることが多 い Ю また、勝者側 にも矛盾 と分裂が見 られ る。1960年
代 の奇跡 の経済成長 と近代化 の過程で農村社会か ら産業社会 に転換する際、伝
統的な正統性 が危機 に陥るЮ 年配者たちはかつて同 じフ ランコ派 に一緒 にいた
2。

3。

が、現在 は成功 した り失敗 した りの人生である。成功 していない方 のス トレス
がつの り、不安定な関係性か ら緊張 をはらんでい き、関係 に亀 裂 が入 りだす。
この よ うに Zα C″ αでは、同時代 のフ ラン コ社会 の権力、隷属、衰退、腐敗 が、
登場人物 の社会階層 に換喩 されて い る。そ して、それぞれ恋 愛、社会的地位 、
経済的、実在的、性的な危機 にあ り、不十分な動機 で根拠 のない殺数 をす る。
そ のた めオープン・エ ンデ ィ ングで ある104と されてい るが、メ ンバ ーが憎 しみか
ら殺 しあっている事 が明確 で ある ことか ら当てはま らな い。

c)民 衆 としての うさぎ
%θ ttθ S(1976))、 Zα ttα ルな%θ π
サ ウラの映画 には、
『カ ラスの飼育』 (Cπ ασ
(1969)((う さぎや狐な どの)巣 穴)、 4παノあsあ bθ s(1973)(ア ナ と狼 )な
ど、表象 として動物 を扱 うものが多 い。狩 りの獲物 として値打 ちがあ つたの は、

勇猛 さか らイ ノシシで、美 しさか らシカであ ったが、Lα G%α でサウラは うさ
ぎを選ぶ。二αεαzα には、 うさぎ、 フ ェレッ ト、雌大、豚、羊、蜘蛛、 ピラニ
ア、かえる、蠍、虫が出てきて、人間 との相似 で表象 され ている。そ して身を
守 る術 の ない動物 たちは、人 間 に踏みつ け られ る。これまで Zα εα2α の うさぎ
は、共和派 の兵士で ある とされた。しか し上 層部 の殺 し合 いの文脈 に関係な く、
うさぎは大量 に撃 ち殺 され てい き、包括 して扱われ ている。登 場 人物は皆前向
きな人 間ではな く、Lα C″ αに英雄 はお らず、ホセ はラス トシーンでイグサ の
間 に うさぎのよ うに身を潜 め、借金 と没落地主 の屈辱、産業家へ の羨望 に苛ま
101

nos estamos asando vivos aqui encerrados''.
Ю
2武 藤祥 「1950年 代 にお けるフランコ体制 の岐路」『立教法学』第76号 、280‑328頁 、283‑284頁 。
Ю
3野 上和裕 「権威主義体制 とスペ イ ン歴 史研究一フランコ体制 について」
『 法学会雑誌』50、 21‑53
頁、26頁 。
4
Ю
Ⅳlonteverde,J.E.,op.cit.,p.44.
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れ怒 る。そ して うさぎ穴 に逃 げる前 に落ちてい くまで打 ち続 ける。 うさぎの表
象 はラス トシーンでホセが うさぎ と同 じよ うに死 んでい くところか らも、登場
人物全員 にも当てはまる とい える。 うさぎの死骸 にみ られ るよ うに、 うさぎは
病 気 に罹 つてお り、それは 50年 代 に流行 つた疫病 である うさぎ粘膜症 が背景 に
ある とされ る。伝染性で、動物 の皮膚、特 に頭 と生殖器 に症状が表れ、器官 を
破壊す る病気 である。 うさぎは結膜炎 に苦 しみ、失明 し、高熱 を出 し、15日 で
亡 くなる Ю 病気 の うさぎは、ル イ スの「そ して皆 うさぎ粘膜症 に罹 つてい るん
5。

じゃないのか ?」 106の 合詞 にあるよ うに、そ の まま 3人 の主要人物 の心 の病 を表
す。そ して うさぎの病 はスペ イ ン国民 全体 の トラウマ を指す ので ある。
狩猟 に来 る際乗 って きた ジープは、狩猟 と同時 に戦場 の表象 であ り、各 自所
Ю7と 共 に集 団殺人 を表す 1∞ 。
猟犬 は、1939
持 してい るビス トルや ライ フル、猟銃
コ
の一
つた
ン
だ
で
と
75年
フ
か
ま
ラ
体制支持
枚岩
軍隊 武装警察 (policia
年 ら

armada)と 治安警察隊 (guardia civil)で あ り、狩猟者 の主導 の下、うさぎ狩
りの手先 となる。狩猟者は死刑執行人 で あ り、 うさぎ狩 りは内戦 中の多 くの処
「うさぎを狩 るにはいい 日だ」
、
刑 、爆撃、散歩 (paseo)、 内戦後 の処刑 と重なる。
「殺す にはいい場所 だ」109で あ り、晴れ た 日
うさぎの穴だ らけの うさぎの都市 は、
に市や教会 に人 々の集 まる、 ドゥラン ゴ とゲル ニカ の無防備都市 で、 うさぎは
非武装 の民衆 である。 ヒ トラーの全体戦争 とい う戦争観念 は、軍隊 との戦争 で
はな く軍隊 と全住民 との戦争 と規定 され るもので あ り、ゲル ニカは容赦な く爆
撃 された最初 の無防備都市 で ある。 ドイツ空軍 によるグル ニカに対す る無差別
爆撃 は、第二次世界大戦 で本格化す る、総力戦 を支える戦時経済や国民 の戦意
に打撃 を与 えるため、工 場な ど生産 の拠点 だ けではな く民衆 の居住する市街地
に対 して加 えられ る戦略爆撃 の さきが け となる。ゲル ニカ爆撃 の新 しい特徴 は、
・
野原 に避難 し逃 げ惑 う
市民 を殺傷す る残虐性 で ある
焼夷弾 で市街地 を焼 き、
「うさぎ狩 り
民間人 に対 して、低 空か ら機銃掃射す る無差別攻撃 も肯定 された。
0。

1∞

G6mez,C.,̀̀Sangre,sudor y con● os un recOrrido porla violencia subtettanea en
α
sご ι
spzι s ll‐ alencia,2008,p 136.
ιαCα zα グ′Cα rios Sα πγ

ιr/cαzα ち

.¨

1

̲̀9a2θ

[Y si todos tuviOsemos la mixoiatosis?".
1"Berton,J.,E′ 窺π2ごθσθtts Aη 2zα s″ ιCα Zら Barcelona,1994.
llD8 Pttz Rubio,P,
Ⅳletaforas,rnetonirnias:Espaha como coto privado de caza",ι αCα2α グι
CaF10S Sα π%α .42atts Jθ sク zι tt Valencia,2008,pp.252‑274,p.273.
1∞ ̀̀ι
Aquilnuri6 rnucha gente A Inontones lnurieron aqul Ya ahora
Eso es de la guerraP''
uJeros… '' ̀̀Buen lugar para lnatar''.
solo quedan los径 〕
2009
岩波書店、
・ 0東 京大空襲戦災資料セ ンター編『東京 ・グル ニカ 。重慶一空襲か ら平和を考 える』
年、10頁 。
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は別 にお も しろ くないが」Hlは 、ゲル ニカ爆撃で最新鋭 の爆撃機 に機銃掃射 され
「 うさぎ狩 りは不平等 で非道徳的 だ」112の 台詞は、攻撃的
る民衆 の殺数 で もある。
ではな く無防備な うさぎ n3と 武装 した人 間 の不均衡な戦 いが、グル ニカ とい う無
防備都市 を ドイツの最新鋭 の爆撃機 による無差別殺数 とパ ラ レルで ある ことを
示す。
また ドイッ空軍は産業 ブル ジ ョアのパ コ と重なる。 ドイツ空軍 に とつて ゲル
ニカ爆撃 は、 ヴェル サイユ講和条約 によ り空軍 の保持 を禁 じられて いた後 の、
絶好 の実験場 とな つた。 グル ニカ爆撃で の成果 によ り、第二 次大戦 で活躍す る
ドイッ空軍 に成長す る H4。 フ ァシズムの威信 と力を内外 に誇示す るための機会 と
な り、空 軍大佐 のゲー リングは 「スペ イ ンでの空軍 の使命 は実験 であ り、開発
された資材 を実験でテス トす るチャ ンスだつた」と明言 している H5。 この「コン
ドル部隊」は、ブルジ ョアジー 116と してスペ イ ンにおいて労働 者を抑圧 し続 ける。
「コン ドル軍団の飛行士が未熟 さゆえに犯 した戦術的な誤 り」とした H7と ぃ ぅ反
乱軍 の主張 は、痛痒な く労働者 が大事 にして い るフ ェレ ッ トまでをも面 白半分
で試 しに打 ち殺す産業 ブル ジ ョアのパ コ として顕れ る。勝者 の側 で あるホセ と
「弱者 も身体障害者 も生 きる
パコの うさぎの表現は フ ァシズムそ の もので ある。
H8と ぃ
権利 はない」
ぅ台詞 は、健康 で強壮な者だ けが生 きる価値 を持 つ とす る典
型的はファシズムの発言 で、弱者 たる うさぎが 「唯一や ることといつた ら隠れ
ることだ けだ」lЮ と語 る。フアンの手足 が不 自由でそ の身体的奇形 は惨 めさのイ
メージそ の ものな ので、パ コには我慢 がな らない。うさぎの皮 を剥 ぎなが ら「手
「悪 い運 を与 える」20「 弱 き者や欠陥 の ある
足 の不 自由な人間には我慢な らない」
plと
者 は生 きて いて もしょうがない。 これは 自然 の法則 だ」 悪態 をつ く。また、
111 ̀̀la CaZa del con●
112 ̀̀La caza del con●

o nO tiene inter6s"

‐

o es injusto(inmOral)''

113 ̀̀unOs bichos inofensivos''.

コ4川 成洋、渡部哲郎『新 スペ イ ン内戦史』三省堂、1986年 、174頁 。

H5東 京大空襲戦災資料セ ンター編、前掲書、8頁 。
■6ベ ン・マ ッキンタイアー

(小 林朋則訳)『 ナチを欺 いた死体一英国 の奇策 ・ ミンス ミー ト作戦 の
真実』 中央公論社、2011年 、138頁 、207頁 。
●7ラ ッセル ・マーテイン、前lE■
書、56頁 。
118

ni10s d6biles nilos tarados tienen derecho a la vida".

119 ̀̀Para el buen cazador,la caza del con●

o no tiene ningin interOs.Un bicho inofensivo que

lo inico que intenta esconderse''.
120
nO Soporto a los tullidos''̀̀dan mala suel‐
te"
121 ̀̀nilos dObiles nilos tarados tienen nada que hacer en la、
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■da Es unaley dela naturaleza"

クメールルージュ、
フェレッ トもし くはカラスが うさぎの 目をまず襲 う様子 は
タ リバ ン、 リビアな どの独裁的政権 の、民衆 に教育 を受 けさせ 、知恵をつ けて
122、

はい けない とす る姿勢 と似て いる。そ して うさぎ狩 りを し、獲物 の うさぎを食
べつ くす様子、羊を隅 々 まで食べ 搾取す る家族たち、そ して検閲 によ り削除 さ
れた、マ タ ンサ (una matanza de un cerdo)を 聖職者 が取 り仕切 つてい る様
′
子 は、民衆へ の抑圧 と搾取、そ して 内戦 の黒幕 ともい えるカ トリック教会を現
している。
「 うさぎは無茶苦茶 に増 える。誰 かが
うさぎの繁殖力 について の表象 も多 い。
オ ース トラ リア に うさぎを持 つて行 こ うと思 いつ き、そ こに うさぎの外敵 はい
なか つた。一組 のつがいが三年 で 1500000匹 に増 えた。オ ース トラ リアには うさ
ぎが多 くい るあま り、山が動 いている よ うに見 えるもの もあるの を知 ってい る
か」と長い台詞 に表れ ているよ うに重要な トピ ックスである 23。 「 ぅさぎとかえ
るは最 も繁殖する動物 だ」24「 (ぅ さぎは)人 類 を食 べ つ くし、侵略 し、新 たな文
明を形成す るか も…そ して階級闘争 は無 くな って一で もそ のまえにかえると戦
争す るか もね125か らは子沢山な民衆、そ してなお 国内 に大勢 いる排除 されるベ
き側 の共和派 を表 してい る。

d)ミ

ソジニー
122zθ 物 1983)で
『カル メン』(Cα ′
ミソジニ ー はサウラ作品に一貫 して見 られ、

θttPか ら、また 「う
顕著 である。検閲 で女 性性 によ り指摘 され、肖1除 された ε
12,は
さぎには二つの子宮 があ り常 に準備万端 だ」 、ぅさぎの子宮 による女性性 を
示 している。 エ ン リケ は獲物である うさぎ と同 じよ うに雑誌 の扇情的な女性や
「 うさぎは素晴 らしい。特 に若 くて柔 らか くてみずみ
双眼鏡 でカル メンを見 る。
ず しけれ ば」27。 猟銃 とナイフは男根 を表 し、女性 たちを狩 るとも理解 で きる。
ミソジニ ー も主要なテ ーマで、生 きて いる女性 はカル メンしか出て こないが、
22リ チ ャー ド・ ア ダ ム ス、 前掲書 、69頁 。
1郎

̀̀Los coneios se inultiplican una barba五

dad.・

.A alguien se le ocurri6 1levar a Australia

COneiOS,y los con● os no encOntraron enellligos porque a11l no hay alimahas.Se calcula
que una sola pareia tuvo en tres ahos cerca de rllin6n y medio de individuos.No sabё
is

que en Australia algunos montes parece que se mueven de tantos coneios comO hay".
124 ̀̀1。

s coneiOS y las ratas son los anilnales mas se reproducen''.
an al gelllero humano,nos invadifmy formaral una nueva civilizacbn.¨
de clases desaparecera.¨ pero antes tendran una guerra con las ratas".

125 ̀̀se Comel‐

y la lucha

126 ̀̀tienen dos matrices y estan sielllpre dispuestos''.

127 ̀̀el Coneio eS una cosa maravillosa,sobre todo si es joven y tierno,la viveza que tiene̲''.

‑ 29 ‑

見 えな い 女性 た ち も重 要 な役 割 が あ る。 エ ン リケ以外 の登 場 人物 は全 員 女性 と
の 対立 的 関係 にあ る。 ル イ ス は妻 のル シ ア に棄 て られ た た め、 女性 を嫌 悪 し軽
蔑 してい る。 パ コの 妻 は、 バ ル で の写 真 にのみ現れ るが、型 には ま っ た、 厳格
で優 美 で はない 老 けた女 性 で あ る。老 い と旧 い 時代 の衰 え、恐 ら く性 的不能 ヘ
の不 安 と 自覚 もあ り 「ただ の そ こ ら辺 で 日向ぼ っ こ を して い る老 人 の一 人 に し
か 見 えな い 」28と 、熱 心 に数 をみ つ け、髪 を杭 き、ク リーム をつ け、強 い 男 の イ
メー ジ を演 出 したが る。 パ コの 老 い へ の不 安 は、 経 済成 長 に よ りか え つて基 盤
を切 り崩 す こ と とな っ た フ ラ ン コ体 制 とフ ラ ン コの性 的不能 の 噂 を表 す 。

ホセ は旧時代 の特権 階級だ ったので、出 自の低 いパ コの よ うに金 目当ての結
29と マ ベ
「俺 は生 身 の女 の方 がいい」
婚 をする必要 がな く、
リ ルの写 真を見 せる。
パ コは「若 い女性 はお前 のための もの じゃない」と批判す る。「女は ピラニ アの
「大 きな魚
ように貪欲 だ」BO「 ピラニ アは血 のにおい をかいで、骨 しか残 さな い」
Blと
べ
「
の
ェレ
の
は子供 を食 る」 女 貪欲 さを非難 し、 フ
ッ トは吸血鬼 よ うで、女性
「雄 が欲情 している時 に雌 が傍 にいない と死んで しま うらしい」
たちに似 ている」
と恨みを募 らせ る。
新 しい世代 のエ ン リケは「それだ つた ら人間の男 と同 じだ」B2.
と笑 う。そ して ミソジニ ーは、 マネキ ンを銃 で撃 ち、焼 き払 い、そ して女性 で
ある うさぎを殺傷す る欲へ と転移す る。離婚 が認 め られ フ ェ ミニズム第 二波 に
より女性解放 が進む こ とへ の男性側 へ の脅威 もあるのだ ろ う。

e)SFと 黙示録
ル イスの読 んでいる SF小 説 は時代性 を多分 に表現 している。地球滅 亡の物語
は、火事、疫病、洪水 の よ うに終末論的 で、フ ァンにとつては最 も恐れ られ、
期待 されたもので ある。40年 代、50年 代 の社会 問題 と人類 の政治的問題 を扱 っ
た作品 に対 して、星 を征服 で きる高貴 な能力は、冷戦 の社会問題 を正確 に描写
す るの に用い られた別 の タイプの文学 である。SFの 黙示録的な内容 は、アメ リ
カにより冷戦構造 に巻 き込 まれて い くスペ イ ンに身近 でもある。ホセ は 「何 と
r28 "Parezco
uno de esos
t2e (Yo las prifiero

viejos que toman el sol en cualquier espquina".
de carne y hueso".
r30 ccon
mujeres asi se entiende lo de las piraf,as"
I31 "El pez grande
se come al chico"
r32 "los
hurones son como vampires me refiero a los bichos, a los hurones, os hab€is fijado
qu6 cara tienen, se parecen a las mujeres" "Tienen cara de mujer, las hembras, los
machos cuando est6n calientes se mueren si no tienen una hembra a su lado...eso dicen".
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B'と
言 い、ル イ スは破滅的な トーン
言 う日だ ! 大地が燃 えて しま うよ うだ !」
「
で そ して陸地 の三 分 の一が燃 え尽 き、樹木 の三分 の一 が焼 き尽 くされて、青

84を
暗誦 し、「世
草 は残す ところな く焼 き尽 くされ て しまった」とヨハ ネ黙示録
B5と
界 の終わ りとは この よ うなもので、煉獄 の炎 に焼 かれ るのだ」 結論する。実
際 はスペ イ ン人が 匿名 で執筆 し、アング ロ・サ クソン人 にカ ム フラー ジ ュ して

いたが、ア ング ロ・サ クソン人の文化を表象す る、当時流行 の頂点 にあった SF
に人 々 はのめ りこむ。また経済成長 によ り、またおそ らく米軍基地設立 によ り、
北米 の古 い作品が入 つて くる。それ らは地球 上の生物 を破壊す るな ど終末論的
である
ルイスは熱心に
『 黒い惑星』① avid Duncan,E′ クル%θ tt π〕
ぎ o(1956))
を読む。「第 五惑星が、爆発 し、隕石 に吹き飛 ばされた。月 は爆撃 され、地球は
136。

B7と
恐 らくどこかの 1エ ーカ ーか 1マ イル平方 は破壊 を免れた」 音読 し、パ コは
ル イスの余
それ を「俺 にとつて何 だ ってい うんだ !」 と言葉少 な く軽蔑す る
138。

B9も
ある。また台詞 の 中の隕石 に吹 き飛ば され、爆
談 には裏 があ り、結末 の複線
の
70%を
だ
は、
焼失 した 1465人 が死亡 した とされ るゲル ニ
撃 された く り 市街地

カ とも重ね合わせ る ことがで きる。 マ ネキ ンを焼 き、火が燃 え広が り、窒息 し
てい く様 を、ホセ は高み の見物 を している。 フラン コは 「ゲル ニカ の破壊 は、
赤.(バ スク側 )が 爆撃 を利用 して町にガ ソ リンで火 災を発 生 させたため」フラ
ンコ側は最初 か ら調査 を拒否 し、見てみ ぬふ りを し、「フラン コの嘘」として覆
い隠す が、それはそ しらぬ顔 をす るホセ によつて表 され る。

f)骸 骨
骸骨 のシーンはサ ウラ自身 の体験 に基 づ く。 モ リスタス・デ・ヘ タフ ェ小学
1

̀̀i｀raya

dia,parece que va a arder la tierral''.

134 ̀̀Y qued6 abrasada la tercera parte de la tierra;y qued6 abrasada la tercera parte de los
arb。 les.¨

2004
Y toda hierba verde qued6 abrasado".「 ヨハ ネ の黙示録 」『新訳聖書』岩波書店 、

年 、869頁 。
鰤 Asi sera el fin del rllundo.Todos quemamos en el fuego eterno''.
B6wyndhan,Jり E′ ご ル わs払蒻あ ュ 1951:Asi叫 ov,I.,E′ ′ ル ル ι″留 J励 41955が 映 画 の 中
η
で 言 及 され てい る。̀α
137 ̀̀IIubo un quinto planeta y explotO,fue volado en pedazos,la luna fue bombardeada y lo
nlismo la tierra.Pedazos como montahas cayeron del cielo sobre la tierra y sobre la luna.

Tal vez uno que otro lugar sc salvo de la destrucci6n.Un acre o una anilla cuadrada,a
miles de rnillas de distancia".
1

IA mlqu6!

139(36mez,C.,

Sangre,sudor y coneios un recorrido porla violencia subterranea en
.¨ 42α ttθ s acsp夕 ι
7/rγα
,valencia,2008,p.139.

θs Sα
Zα Cα zα グθCaγ ′
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ιαcαzα

':

校 の地下か ら兵士 の死体が見つ か り、友人 と一緒 に見 に行 つた 自身 の記憶 によ
る 自伝的なもので ある MO。 骸骨 が共和派兵 士を表 していることについては、
検閲
「それは戦争 の ?」 でエ ン リケ
及 び公 開直後 の映画評 です で に指摘 されて いる。
「
はタブー を破 る。 ここでは多 くの、かな り多 くの人間が死 んで、今 は うさぎ穴
が残 るだ けだ」と答 えて い る。2007年 1月 13日 にはウエ スカのファゴの村長 ミ
ゲル・ グ リマの死体が絶壁 の奥 か ら表れ、 一 ヵ月後 グ リマ と常 に争 つていた森
マイナルが逮捕 されるとい う事件 もある Ml。 2007
林 と家畜 の管理人サ ンティアゴ◆
死者 の身元識別、
年 10月 にスペ イ ン歴史記憶法がフラン コ期 の迫害 を公 に認 め、
M2と
戦没者 の谷で死者を弔 うことが認 め られ て もなおフランコ側 は反対 している
い う現在 ともつ ながる。ホセ とエ ン リケ のや り取 りは、スペ イ ンはまだ埋 葬 さ
れてい ない、死者 の屈辱 に閉 じ込 め られ ていることを表 している。ガル シア・
ロルカは反乱軍 に暗殺 され る直前 に 「スペ イ ンは世界 でただ一つ 、死 を自然な
光景 とみなす国である」[ス ペ イ ンでは、世界 の どの 国の死者 よ りも、死人 が生
きている」と記 している И3が 、骸骨 は 内戦 の、今 日もなお癒 えない傷 で ある。さ
らに重要なのは洞窟 を 「原子力施設な の ?」 (refugio at6mico)と い う質問で
ある。ブニ ュエルは 内戦 当時 「人類は原爆か環境破壊 によつて破滅す る」 と予
想 し、そ の懸念は ιαCα zα にお け る原 子力へ の椰楡 と重なる。最初 のシーンに
も 「コニ ャックを飲む と頭痛 がす るし、三杯 も飲めばベ ッ ドに寝 に行 かな けれ
ばな らない」「それは原子力 の放射能 の影響 だ」14と い う複線 がある。SFの 箇所
で も上述 したが、冷戦下 での核 へ の恐怖 は、現在 よりも生 々 しい ものだった。
今 日も人 々の生活 を脅かす原子力は、 支配者層 に再び鍵 をか けられ、隠 され る
ので ある。また、 同 じ く穴 の 中 にも ぐりうさぎ とフ ェレ ッ トが戦 うのは、塾壕
戦 。白兵戦 を表 している。 そ して産業 ブル ジ ョアは傷 だ らけの フ ェレ ッ トを撃
ち、地主 のホセ は 「いつ もの よ うに汚い手 を使 ったな」145と 詰 る。フ ェ レッ トを
使 って うさぎを狩 るの は、 支配者民衆 同士で戦わせ る常套手段 で ある。 うさぎ
やフ ェレ ッ トヘ の迫害 は全て代理犯罪であ り、産業 ブル ジ ョアは 自分 のために
働 く労働者をも無残 に切 り捨 て、 無責任 に撃 ち殺す ので ある。
140 Hidalgo,A/1.,op cit.,p.146.

141 G6mez,C.,op.cit.,p.140
・ 2加 藤仲 吾 「スペ イ ン 「歴 史記 憶 法 」 の成 立 過程 (2004〜 2008年
●3ラ ッセ ル ・マ ー
テ イン、前 掲書 、58頁 。

)」

『外 務 省 調査 月報 』4,2‑28頁 。

144 de COnac me carga la cabeza,a la tercera copa me tengo que ir a dorlllir". ̀̀Eso es
extorsiona radiaci6n at6■

lica''.

H5 HaS iugadO sucio como siempre''.
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5. おわ りに
サ ウラの ιαCαzα については、その表象 の複雑 さが指摘 されてはい るものの、
うさぎ狩 りが 内戦 であ り、登場人物 が地主、60年 代か らの産業 ブル ジ ョア、そ
して戦争 を知 らない新 しい時代 の若者、 うさぎは共和派兵 士であ り、また女性
性 を表す とい う図式 が定着 してお り、そ こか らの解釈 が広 が らない ままである。
本稿 では、Lα εαzα の軸 とな つてい る うさぎの表象 を定義 し、そ してスペ イ ン
現代史を概観す る ことで、 これまで認識 されず、そ してサ ウラが説明 しないま
ま留ま っている隠喩を明 らか にした。
第 一 には うさぎは共和派兵士 のみを表わす ので はな く、内戦 の敗者 であるだ
作人 で あ り、同 じ側 で戦 い、協力 しあ ってい たはず が、
けには留ま らない。イヽ
勝者 の世代 が重層構造 を経 て分裂 し、産業 ブル ジ ョアに追 い落 とされ る地主で
もある。そ して力がな く声なき うさぎの よ うに、追い落 とされ、意 見す ること
ができな くな つた側 の人間であ り、 また無 防備 なままゲル ニカ の爆撃や バ ダホ
ス虐殺事件 の犠牲 にな つた民衆である。窒息 しそ うな、狭 い人間関係 の ミク ロ
コスモス は登 場 人物 の ア ミギスモ だ けでは な く、国際的 に孤 立す るスペ イ ンで
あ り、また 党派 的なスペ イ ン国内の互い を排除 し合 う雰囲気である。そ してス
ペ イ ンの民衆 たる うさぎ自身がスペ イ ンを荒廃 させて きたので ある。閉鎖的な
環境 の 中で緊張 が高 ま ってい き、つい に撃 ち合 い となる様子 は、19世 紀 の不安
定な世紀 か ら複数 のスペ イ ンに分 かれ、 ピレネ ー以北 か らや つて くる広 が りを
否定 し、スペ イ ン内戦 が勃発す る過程 をなぞるよ うで もある。勝者 の間での殺
し合 いは、共存 の拒否 と非妥 協性 を表すが、結局誰が勝者かわか らない。また
うさぎ粘膜 症 は、スペ イ ン国民皆 が埋 葬 で きない ままで い る内戦 の トラウマ を
表 している。老 い と衰 えを感 じる主人公たちは、基盤が弱ま りつつ あ つたフラ
ンコ体制 でもある。埋葬できない死体は今 日的な問題 であ り続 けている。 内戦
期 の死 の文化 に表れ るよ うな、そ してその後 の トラウマか らの 自滅願望 もラス
トシーンに表れ ている。そ して冷戦下 にお ける核爆弾へ の恐怖、原子力 の放射
能 を意識 しまた隠蔽する シーンは、内戦や 60年 代 に留 ま らない現代 に通 じる普
遍性がある。冷戦 の核 の脅威 の前 には地主 もブル ジ ョアも全員滅びる しかない
こともラス トシーンが示す ところである。そ して再 生す る うさぎの表象 は、若
い世代 のエ ン リケヘ の希 望 をも表す。Lα Cα zα の表象 は内戦 に限定 されず複合
的 で あ り、公開か ら46年 経 つた今 日もなおあ らゆる解釈 を可能 とす る、示唆 の
多 い、歴史学 の視点 か らも重要な作品な ので ある。
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