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北部スペイン・カスティ

ーリャ地方 

 ブルゴスその 1 

 
野を横に馬索 (ひき )むけよ  ほととぎす  

 

 

           

ドン・ホセの故郷  

ブルゴスに向かう予定でパンプロー

ナを出たが、車を北に向けてしまった。 

ホセの故郷へ、と思い立ったのである。  

ジプシー女カルメンの色香に翻弄された  

看守が語るには《ホセは、盗みをしただけ

の話ならさいわいなのじゃが、何人という

ことはない人殺やっている。しかも、どれ

もこれも、いずれ劣らぬむごいやり方で》。

遂に捕縛され「明後日、恩赦なしの絞罪 (ガ

ロッテ )に処される身」となった。 

ホセと面会したメリメは一つの依頼をさ

れる。《「お言葉

に甘えて、もう

一つ、お骨折り

をお願いできる

でしょうか ?…

お国へお帰りに

なる時は多分ナ

ヴァーラをお通

りになるでしょう。」「さよう、きっとヴイ

ックリアを通るでしょう。が、パンプロー

ナへ行くために、まわり道をすることがな

いとも限らないし、それに、君のためなら

ば、喜んで遠まわりをしよう」「ああ、そ

うですか!パンプローナへいらっしゃれば、

おもしろいものをいろいろ御覧になれる

でしょう…きれいな町です…」死刑囚は目

を閉じて遠い故郷に想いをはせる》許可さ

れた時間が迫る。ホセは首から小さな銀の

メダルをはずし「これを故郷の老婆に渡し

てくれるよう」とメリメにたのむ。「彼は

すでに死んだと言ってほしい。でも、どう

して死んだかは言わないでほしい」と念を

押す。 (カルメン・メリメ杉捷夫訳岩波文庫 ) 

地図で探すと、ホセ故郷エリソンドはパ

ンプローナの北東 50 数キロにあった。  

 

と、軽い気持ちで走りだしたが、 20 キロ

も行かないうちに後悔し始めた。行き交う

車がないし、高速道路もだんだん細くなる。

すでに山岳地帯に入っている。 40 キロで

右に曲がって行くとバスタンの谷間で、道

は更に細くなり、右へ左へというつづら折

りの狭い山道に入って行く。 

つまり、運転者には先のカーブを曲がっ

たところに何があるかわからないので

ある。この一帯は純粋なバスク人の里で
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あるとすれば、異端者である日本人を襲

い、車、金銭の所有者名義を変更するこ

とは善であると信じているかもしれな

い。殺伐とした山肌、荒れるに任せた林

木、古来より命知らずの激戦の地であろ

う。30 分間正式な旅行車と出合わない道

路は危険である。 

芭蕉も「奥の細道」で危険の多い山越

えで述べている。《尿前 (しとまえ )・鳴

子 (なるご )の湯から尿前の関にかかっ

て、出羽の国へ越えようとする。この道

は旅人の稀なところなので、関署の番人

に怪しまれて、ようやく関を越えた。大

きな山を登って育ちに日が暮れたので、

国境を守る人の家を見かけて泊めても

らった。三日間、風雨が荒れて、見どこ

ろもない山中に逗留した。 

蚤虱馬の尿（しと）する枕もと 

主が言うには、これから出羽の国に出る

には、大きな山を隔てて道が分かりにく

いから、道案内人を頼んで越えるがよい、

と言う。ではそうしようと、案内人を頼

んだら、頼もしそうな若者が反脇差（そ

りわきざし）を腰にさし、樫の杖を携え

て、われわれの先に立って行く。「今日

こそきっと危ない目にも遭うべき日だ

ろう」と、びくびくの思いで後について

行った。あるじの言葉にたがわず、高山

はしんと静まりかえって一鳥の声も聞

こえない。木の下闇が茂り合って、夜行

くようである。「雲端 (うんたん )につち

ふる」杜甫のような気持がして、小笹を

踏み分け踏み分け、水をわたり岩にけつ

まずいたり、肌に冷汗を流しながら、最

上の庄に出た。かの案内人が言うには、

「この道はかならず不意の出来事が起

こるのですが、今日は無事にお送り出来

て、仕合せでした」と喜んで、別れて行

った。後で聞いてさえ、胸がどきどきす

るはなしである》。  

夏草や兵共 (つわものども )が夢の跡  

ホセの故郷はすぐ諦めて、トランプで有

名なビトリアの横を通り、ブルゴスを目指

す。その地はサンティアゴ巡礼でレオンや

オビエドとならんで栄えた人口 16 万強の

町で、マドリッドからはグアダラマ山脈を

挟んだ北側に位置するアルランソン川の

ほとりに広がる中世スペインの城下町あ

る。陽の高いうちに街中に入る。  

市内を 30 分間迷走して、カテドラルを目

指す。街の中央の「エル・シッド」の銅像

と町の中を通る川で位置を確認し、ホテル

「エル・シッド」に到着した。  

 

ホテルはカテドラルの正面にあった。中

世の雰囲気を残していた。  

さて、今のスペインの成立に、この町
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ブルゴスが果たした役割は大きかった。

イベリア半島ほど多くの民族そして宗

教が入り混じり主権を奪い合った地も

多くはない。  

 金をはじめとする鉱物生産で、紀元前

よりローマ帝国に重要視されたイベリ

ア半島であったが、帝国の弱体化ととも

に、民族移動を誘発させる。 

375 年、東方から襲来したフン族の圧迫

を受けた西ゴート族がドナウ川を渡っ

てローマ帝国領内に侵入。ついには 378

年アドリアノープルの戦いでローマ皇

帝ウァレンスを敗死させ、ローマ帝国内

の移動を開始する。  

これが「ゲルマン民族移動」の始まりで

ある。 

西ゴ―ト族が、410 年にはかっての帝

国首都ローマを占領する。  

帝国が西ゴ―ト族を警戒していた 409

年、手薄になったライン川の国境を越え

て、東ゲルマン系のヴァンダル族、アラ

ン族、スエヴィ族がローマ領内に侵入。

ガリア (今のフランス )を通過してヒスパ

ニアにはいった。ヒスパニアの秩序と治

安は動揺し、ローマ帝国は彼らを「同盟

者」としてむかえることで事態を収拾す

る。しかし、418 年西ゴート族がローマ

を越えてヒスパニアの侵入し、半島南部

のヴアンダル族を攻撃する。  

 

469 年の西ゴート族による征服も、ゲル

マン人の王が皇帝に代わって国家の首長

となった程度で、差し当りはスペインにお

いてほとんど何の変化ももたらさなかっ

た。ほとんどすべてのスペイン人はカソリ

ック教徒になっていく。 (レコンキスタ D.W

ローマックス著林邦夫訳刀水書房 ) 

しかし、イスラーム世界が台頭してきた。

イスラム教徒はムハンマド (570-632)が

宣布した宗教に従った。それは神の意志

への絶対服従を説き、イエスを最大の預

言者であるが神ではないとみなし、旧約

聖書を受け入れるが新約聖書は受け入

れず、割礼、一夫多妻、儀式的祈祷、酒

と豚肉の禁止を実践した。また自らがア

ブラハムの神のさらに進んだ啓示であ

り、ユダヤ教とキリスト教の誤りを正す

のだと主張した。それは布教を行う宗教

であり、異教徒に改宗か死かの選択を迫

ったが、ユダヤ教徒とキリスト教徒には

一定の条件のもとで信仰を許した。間も

なくアラブ諸部族はその宗教のもとで

団結して外部の世界の征服とイスラム

化を企てた。  

ローマもペルシャも相互の戦争で弱体

化していたので、突然の攻撃を受けて崩

壊した。  

イベリア半島も 711 年に北アフリカ

から侵入してきたイスラム教徒によっ

て、瞬く間に、ペラーヨが頑強に抵抗す

る北イベリアのアストリアス地方を除

く地が制圧された。  
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イスラム民族がヨーロッパを制圧し

なかった理由はいろいろ言われる。 

そもそも、カリフはイベリア半島への侵

入自体も乗り気でなかったし、次のカリ

フはその地を放棄しようとさえ考えて

いたといわれる。ベルベル人を主体とす

るイスラム民族の最大の望みは「都市を

略奪することだけでなく、肥沃な土地に

定住する」ことであったから、険しいピ

レネー山脈を越えて「暗い緑の森の国」

フランスに攻め込む理由がなかった。  

彼らはイベリア半島ほぼ全域で、豊か

で強力なイスラム国家を樹立した。 

しかし、宗教的には一体に見えても、

アラブ人の部族間での抗争があったし、

スペインの地でも、肥沃なアンダルシア

地方を「手にいれたアラブ人に対し、兵

士の大半を占めるベルベル人スペイン

中部の不毛な高原を割り当てられたた

めに不満が募ってきた。 

血を血で洗う内部抗争が常に見られた。 

アストゥリアスは、ひとけのないドゥ

エロ川流域平原に守られてイスラム教

徒の激しい攻撃を切りぬけ、850 年まで

に強大になっていた。以後 1 世紀半の間

に、それはアミール国の混乱を利用して

平原を占領した。  

後ウマイヤ朝は 929 年以降ますます

強大化するように見えたけれども、アス

トゥリアスはドゥエロ川沿いの新しい

国境から追い出そうとするいかなる試

みにも抵抗した。  

イスラム教は勢力圏に置いたキリスト

教に対して、徹底的弾圧を加えなかった

ために、キリスト教徒は、じっと解放さ

れる日を待つことができた。 

ヤコブ伝説  

聖ヤコブはスペインに福音をもたらし

たとされている。特にアストゥリアス地

方では特別な守護神とされていた。  

伝説の創設が入念に計画された。その伝

説とは「処刑後に使徒聖ヤコブの遺骸が

船でヤッファ (イェルサレムの外港 )から

ガリシアまで漂ってきて隠され、それか

ら奇跡的にアフォンソ 2 世の臣民に示

された」というものである。8 世紀末に

はスペインのガリシア近くに埋葬され

ていると信じられるようになった。  

ともあれ、800 年ころになって、突然に

聖ヤコブ伝説が湧き上がった。  

アフォンソ 2 世は聖ヤコブの墓の上に

石の教会を建てた。間もなく、その場所

がサンチィアゴ・デ・コンポステラと呼

ばれるようになった。聖地とされて、巡

礼者が訪れ始め、聖ヤコブはトレドの威

光よりも大きな威光を彼らに与えた。  

そのことで、アストゥリアスがキリスト

教世界であることをヨーロッパに植え

付けた。  

もともとレオ

ン王国の一伯領

だったこの地方

は 10 世紀半ば、

フェルナンド・

ゴンザレスのも

とに独立。ブル

ゴスはこの独立

のもとにカステ
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ィーリャ伯領の首都となる。11 世紀、フ

ェルナンンド 1世のもとにカスティーリ

ャ王国に発展し、この時代ブルゴスは最

盛期を迎える。 

11 世紀後半のイベリア半島は、キリスト

教徒もイスラム教徒 (モーロ人 )それぞ

れ内部抗争を繰り広げていた。 

フェルナンド 1世には二人の息子がい

た。その王の死去に伴い、長男ドン・サ

ンチョはカスティーリャを、弟はレオン

王国を受ける。しかし、兄は、国を分割

すれば国力低下するとして、兄弟の間に

闘いが起こり、負けた弟は追放される。 

レコンキスタ (国土回復運動 )の英雄

エル・シードを主人公にした物語が有名

である。彼の生地がブルゴス近郊である。

サンチョ王子はエル・シードより 4.5 歳

上であったが、勇知にひいでた彼をこと

のほか寵愛した。 

しかし、ドン・サンチョ王はサラモーサ

包囲作戦中に、謀殺される。当然、弟に

兄の暗殺の嫌疑がかかったが、空席とな

ったカスティーリャは弟ドン・アルフォ

ンソを王に迎える以外になかった。 

エル・シドの仲介により、アフォンソ

はカスティーリャの王となることがで

きた。 

しかし、ドン・アルフォンソは国民・騎

士の前で「兄王の謀殺

には全く無関係であ

った」と誓言すること

を強制された。これを

「サンタ・ガデーアの

誓い」という。 

王はこの屈辱を生涯

わすれなかった。 

1043~99。カスティーリャ王サンチョ 2

世の臣下として頭角

を現すが、サンチョに

続くアフォンソ 6世に

うとまれ、カスティー

リャを追放される。に

もかかわらず、生涯同

王に忠誠を誓い、各地

でイスラム教徒と戦

い数々の戦果を残し

た。 

エル・シドの活躍もあり、アルフォンソ

6 世王はイスラム教徒に対するキリスト

教徒のレコンキスタ (国土回復運動 )を

大きく推進し、 1085 年には、モーロ王

国トレドを奪取して、タホ河の線まで領

土を拡大した。(エル・シードの歌長南実訳

岩波文庫、レコンキスタ芝修身著 ) 

城下町への入り口は 14 世紀に建てら

れたサンタ・マリア門であり、16 世紀に

神聖ローマ皇帝に上り詰めたカルロス 5

世を迎えるために改築された。 

6 人の英雄像が刻まれ、上段中央はカル

ロス 5 世で、土地の英雄エル・シッドも

ある。 
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夜はライトアップされる。 

このカテドラルは 1221 年に着工され、

16 世紀に完成した。トレド、セビーリャ

と並ぶスペイン三大カテドラルの一つ

である。 

内部は 13 の礼拝堂があり、一番奥にあ

る コ ン デ ス タ ブ

レ礼拝堂は、金細

工 を 思 わ せ る プ

ラ テ レ ス コ 様 式

の 傑 作 と ガ イ ド

ブックにある。 

この礼拝堂奥の小部屋に、レオナルド・

ダ・ヴィンチ作と信じられているマグダ

レナのマリア画がある。 (地球の歩き方・

ダイヤモンド社 ) 

 

 旧市街の中央は

マヨール広場であ

る。 

しかし、ガイドのい

ない旅では、この広

場がなんというの

か分からない。読者

と筆者がそう思い込むだけである。 

広場は幸せそうな人々で溢れていた。  

 

スペインだけではないが、その町の中

央に広場があることが特徴である。  

日本では中心は駅である。その駅前の再

開発が「巨大なビルを建てて、ハチの巣

よろしく小部屋に区切り不動産業界の

餌食になる雑居ビルにしてしまうこと」

と考える我が国の田舎街とは異なると

ころである。  

人が集うことができる空間こそは町づ
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くりの根幹である。駅前はタクシー乗り

場のためにあるのではない。  

私は最近、中世の騎士人形を集めよう

としているので、おもちゃ屋の前を素通

りできない。ブルゴスの広場の一等地に

おもちゃ屋が多いこと気づいた。  

つまり、子どもが多い町なのだ。人類は

「親孝行の連鎖」によってのみ繁栄する

のかもしれない。親子の断裂はその国に

不幸さ判定基準といえるかも知れない。 

家族が大切にされる町には大型のレス

トランが多くないかもしれない。無駄な

出費を抑えて明日に備えることがこの

ような、自衛しかなかった街  

大人向けのレストランがほとんどであ

る。そして酒を立ち飲みするバールはと

ころどころに見られる。  

 私はそれまで、つばのある帽子を買っ

たことはなかった。二年前にザルツブル

グで買って弱点をさらし始めた頭部を

守るために向いていることに気づいた。 

何よりも雨雪から耳を守ることができ

る。また、かぶり方ではユダヤ教徒にも

変装できそうである。  

しかし、一年も経たぬうちに、いつもの

ようにどっかに行ってしまった。という

わけでブルゴスの専門店で新調した。  

 考えると野球帽は頭を日差しから守

るだけしか能力機能はない。雨雪には濡

れるのが少しだけ遅れるだけである。  

変装のために使用している向きもある

と聞くが、ほとんど効果はない。一方、

つば帽子は曲げることで別人となる。手

ぬぐいがあれば更に完璧となる。しかも、

道端に座って、前に置けば、予期せぬ収

入にもありつける。野球帽子ではそうは

いかない。落ちぶれる前は立派な紳士で

あったことを示す立派な帽子の物貰い

に、哀れを感じる通行人がいるかもしれ

ないが、野球帽では、身に降りかかった

突然の身分下落を感じさせないからだ。 

芭蕉も《薦 (こも )を着て誰人 (たれびと )いま

す花の春》と、花の下に座る乞食を見て、

「今は乞食でもひょっとしたら、かって

は栄光の日があったかも、尊ばれ貴ばれ

た身分であったかも」と咲き誇る桜の中

で一瞬幻想した瞬間の句である。  

 

子供たちが多い町は当然、広場も賑や

かになり、生き々々とする。日本なら、

ファーストフードに占拠される街の中

央におもちゃ屋が並んでいる。  
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子供が多ければ、当然、夕食は家庭で

摂ることになる。  

食卓を囲んで家族が同じものを摂る。  

40 年前の日本はそうだった。そこに

親と子の結びつきの原点がある。  

民族の継続は親孝行の継続によっての

み維持される。個人主義論を履き違えて、

親に対する恩返しが、絶対的な真理でな

いなどと子供が思ったり、最悪の場合、

途切れたりすれば、その民族は廃れてい

く。  

しかし、親が、どんなに自分の子供を猫

可愛がりしても、親がその親孝行で手抜

きをすれば、かならず、民族の全体は衰

退する。民族繁栄の根源は親孝行である。

一世代 20 年間「親孝行をしない世代」

を持ってしまった日本はもう駄目だ。  

現代の日本の壮年・老年が働き過ぎる

と言われるが、親が子供を頼りに出来な

いから働くとも言える。  

最近、「胃婁で消化管だけが生きてい

る高齢者」が急増している。「生きよう

とする精神」が本人自身の言葉で語られ

なければ、無駄な延命と言うべきではな

いか。そうした生き延びを望む者は遺言

と金を残すべきである。  

いつまで生きるべきかは難しい話で

あるが、取り合えず異国の地での空腹を

解決しなければならない。しかし、スペ

インでは夕食屋が極端に少ない。酒を出

すレストランなものだから、店主と目を

合わせないようにして、皆、長時間居座

り続ける。  

我々地理不案内の旅人はのんびりと構

えているものだから、名物レストランに

席を取ることができなくなる。特にひと

りだと簡単に断られてしまう。  

結局、座ったのは「一回転終わった」遅

い時間であった。  

  

店も、一稼ぎ

をした後であるので、ワインに続く料理

がなかなか来ない。  

顎に手を乗せているうちに、ヘミング

ウェイ文学にはワインとか名物料理の

単語が満載であることに気がついた。街

のレストラン名と地名などを取り去る

とかなり字数が減るのではないかとさ

え思う。パリのそうした固有名詞は船橋

にいる者にとれば、目くらましに過ぎな

い。よく「いらないものまで買わされて

いる」と言われる。  

渡辺淳一氏の小説での「手術場の器材

名」もくどいが、ヘミングウェイのくど

さも相当である。  

それらの固有名詞を見ていると、パリに

渡った時ヘミングウェイ夫妻は果たし

て本当に貧しかったのかという疑問に

行きあたる。  

高見浩氏は『日はまた昇る』の解説者

でもあるが、その時分は完全にヘミング

ウェイが無一文であると信じていた。し

かし、さすがに 30 数年後の『移動祝祭
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日』では「ヘミングウェイは毒のある作

家」であることを認めている。《22 歳の

ヘミングウェイと 30 歳の新妻ハドリー

はカルディナル・ルモワーヌ通りのトイ

レもないアパートメントをパリの最初

の居とした。そこはカルチェ・ラタンで

もかなり貧困層が集まっていた街区と

されていたし。「日はまた昇る」でも「移

動祝祭日」でも「パリ時代の我々は貧乏

であった」と赤貧の文学青年であったこ

とを強調する。〈貧困は〉パリ時代作品

の通奏低音となって全編に響いている》。 

しかし、実はそうではなかった。長い

間、日本の読者・出版社はそのことで騙

され続けていた。  

《一連の優れたヘミングウェイの評伝

のサクシャマイケル・レノルズデが主と

して明らかにしたところによれば、パリ

に渡った当時のヘミングウェイ夫妻の

懐は決して貧しかったわけではなく、二

人はむしろ裕福な部類に属していたと

いうのである。  

それを支えていたのはハドリーのほう

で、彼女の実家がかなり富裕な一家だっ

たらしい。ハドリーのためには早くから

彼女の祖父や母親の手で総額 5 万ドル

分の信託基金が設けられており、それが

もたらす年間の利子所得が約 3 千ドル

あったほかに、彼女は叔父の遺産 1 万ド

ルをも相続していた。当時の為替レート

でフランス・フランに換算すると、ハド

リーの得ていた年収だけでもパリの労

働者の平均的な年収の約十倍にも匹敵

していたという。  

そう、その気になれば、ヘミングウェ

イ夫妻はパリ暮らしの最初から十分に

リッチな暮らしができたのである。だが、

二人はそうしなかった。つましい日常の

暮らしぶりは移動祝祭日に書かれてい

たとおりであったという》と。  

しかし、彼は友人に貧乏であることを見

せていた半面、すぐ近くに、執筆のため

の仕事部屋を借りていたし、頻繁にオー

ストリア、スイスなどに家族旅行を繰り

返していた。また、競馬やポーカーなど

の賭けごとにも金を投じていた。  

《それらの事実を勘案してみると、当時

のヘミングウェイ夫妻は「一介の無名の

若者が異郷の地で貧困と闘いながら愛

の巣をはぐくみ、文学修業に励む」―そ

のロマンチックなイメージにひたり、そ

のイメージを生き切ること、それが当時

のヘミングウェイを駆り立てていた原

動力だったのだろう》。  

後に、フィッツジェラルドが金持ちの

女性と結婚し、その結婚が崩壊していく

ことを「キリマンジャロの雪」として書

いた。ヘミングウェイの小説で、モデル

が存在しないものはない。彼の手法は、

身近な人物を登場させ、姿や性格をその

ままに描写する。そしてその行動はヘミ

ングウェイ自身の内面を演じさせるの

である。金持ちの女性との結婚なら、最

初に上げるべきは自分であった。  

最初の妻ハドリーも資産家であったが、

二番目ポーリンも大変な資産家の娘で

あった。ハドリーと離婚し、ポーリンと

翌月結婚したが、その時の新居は大変豪

華なアパートメントであった。「日はま

た昇る」の印税はハドリーに贈ったので、

ヘミングウェイの収入は増えるはずは

なかつたのだが、貧乏のふりをしている

芝居ができなくなったのであろう。  

しかし、盛り場や社交場に潜り込み、聞
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き耳を立てることは、高校を出て、生き

るため仕事を持ったことのない、つまり

自分の人生を持ったことのないものに

は、ほかに小説のネタを探す手段を持た

なかった。当然、周囲には、それが「嘘

っぱち」であることはとっくにばれてい

た。「君は、女によって生活を支えられ

ている」と云う者もいた。  

そもそも、ヘミングウェイは米国籍を最

大限に利用していたし、アメリカ通信社

から高月給を受け取っていたから、祖国

放棄者ではなかった。  

親友フィッツジェラルドをあんなに攻

撃しながら、ハドリーそしてポーリンの

資産、それがもたらしていた収入につい

て、ヘミングウェイは生涯書き記すこと

はなかった。  

ヘミングウェイは『臆病』と言われてい

るが、貧乏どころか資産家であることを

公言して、仲間はずれにされることをな

によりも怖れたのであろう。  

嘘というものは、ひとつつけば二つ目は

楽につける、と言われる。  

 50 歳台になったヘミングウェイは、

多くの疾患と闘っていた。飛行機墜落事

故による後遺症としての頭痛、振幅の激

しい躁鬱病以外にも、全身が病に冒され

ていた。私は「ワインの飲み過ぎによる

ヘマクロマトーシス」ではないかと直感

した。 (つづく ) 


