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吉　中　俊　貴　訳

　ドン・キホーテは、シェリングの表現 1  を用いるならば、一つの「神話的形象」

になった。西ヨーロッパ文化に属するすべての諸国民において、哀しい姿をし

た騎士のイメージ、風変わりな愚者のイメージが、躍動している。駄馬ロシナ

ンテにまたがって風車めがけて突進し、空想の産物と格闘し、ドゥルシネアに

対しては要領をえない、しかし非常に滑稽な関係をもつ男。ドン・キホーテに

対するこのような誰もがよく知る見方は、それが発生し展開してきた歴史にお

いて、セルバンテスの小説に向けられた無数の解釈とはなんの関係もない。誰

もがよく知る見方のほうは、むしろただ小説内の印象的なシーンにのみ結びつ

いた結果、独自に形成されたのである。しかしこの伝説的なドン・キホーテ像

にも小説への一つの解釈というものは含まれていて、その解釈がとりわけ重要

であるのは、神話を形成する主体、それをここでは端的に公衆と呼ぶことにす

るけれども、この主体が、主人公に対して至極当然にも常識という地面に立脚

しているからであり、そこからこの哀れな中世スペインの下級貴族にしてとち

狂った夢想家を、大口あけて笑うからである。理性と狂気がドン・キホーテに

交互に現れるのを、セルバンテスがくりかえし頭を振りながら気の毒がってい

るところを見ると、彼もまたやはり同じ考えであるらしい。というのも、芸術

家セルバンテスは注目に値する確信をもって、常識というこの地面に踏みとど

まっているからである。彼がイロニーによる客観性なるものを見せびらかすこ

1 シェリング『芸術の哲学』を参照。『ドン・キホーテ』がゲーテの『ヴィルヘルム・

マイスター』とともに論じられている。
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とは一度としてないし、ないからこそ揺るぎない立場を手にしているので、地

に足つかず小賢しい事どもにとらわれたり、才知のひけらかしに耽ったりする

ことなくゆったりと物語できるのは、このような立場からなのである。このよ

うな立場は、一つの例を突きつけること、つまり騎士物語の読み過ぎで狂って

しまった愚者を描くのがひとえにこの小説の肝なのだ、と考えるような良識の

側にセルバンテスが党派的に属しているということを意味するものではない。

たしかに、そういう意図がセルバンテスにまったくなかったとは言い切れない

どころか、小説執筆の心理的動機を探ってゆくなら、もしかしたらそれこそが

彼にとっての（少なくとも小説第 1部の）主要事だったかもしれない。しかし、

ここで問題になっているのは、それ専用の尺度と観点を必要とするような作品

なのである。騎士物語の耽読は、セルバンテスの小説にあっては、作者が書か

ずにはおられなかった比喩に外ならない。騎士物語の耽読とは、ドン・キホー

テを文化史的に考察して沈みゆく騎士道の信奉者とするときに重要になってく

る一つの状況を表しているのだが、限りなく興味をひき、これ以上はない見事

なかたちでフォルスタッフと対をなすのは、このときのドン・キホーテである。

つまり、騎士物語に読み耽るという事態は、ドン・キホーテをスペインの極端

な英雄主義の形姿と解釈するにあたって、本質的なものなのである。だが、公

衆にとってのドン・キホーテにしてみれば、彼を狂わせたのがまさに騎士物語

だったということは、本質的な点ではないだろう。

　たしかに、公衆において支配的なドン・キホーテのイメージ、その詳細に

立ち入ることは一筋縄ではゆかぬ問題である。このイメージをしかと定める

のは困難なのだが、それは、この小説を把握できるほどの人はみな、ドン・

キホーテという形象を、自分自身にとって一番重要と思われるエレメントか

ら構成し、解釈するからである。そしてその結果、各自が一般のドン・キホー

テ像から自分のドン・キホーテを区別し、省察する人間として、もはやわれ

らが公衆には属さないからである。とはいえ、各自にとってのドン・キホー

テにしたところで、それは国民ひとりひとりへのアンケートやら聴き取り調

査によって識別されるのではなく、個別特殊なものの直観によるのである。
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タルタラン・ド・タラスコン 2  の場合、たしかに神話的形象ではないが、彼

がドン・キホーテのと非常によく似た行動をとるとき、それでも彼はその大

言壮語によって一義的な存在以上ではないし、人々は、自分がなんのことを

笑っているのか知っているだろう。ドン・キホーテにあっては、事はそれほ

ど明白ではない。「風車と戦う」という言い回しは人口に膾炙した言葉で、と

くに政治生活においては奇妙にも「ひとり相撲をとる」という表現と同じ意味

をもつにいたったようだが、この言い回しは別として、重要なことは、常識

にとってはもっとも覆しえないものに対するドン・キホーテの無頓着である。

すなわち彼が、明々白々たる現実に対する不可解なまでの軽視に行き着くよ

うな観念のとりこになっているということだ。憑かれたようなこの状態が、

彼を、じっさい機知に富んだ発言で人々の心をつかんでばかりいるティル・

オイレンシュピーゲルとは正反対の人物にしている。小説中のドン・キホー

テが、現実世界とぶつかる中で遭わされる嫌な目の数々を、魔法のせいだと

断言しているということ、このことに注目する人は少ないし、無頓着でもあ

る。魔法という、旧き騎士物語にとっての主たる小道具をそのように用いる

ことで、彼は、物事の因果関係を明らかにしたいという、自らの人間として

の欲求を満たしているのであり、この欲求が、素朴な理由づけに満足するのに、

そして彼が騎士としての身分にふさわしいことを証明するような理由づけに

満足するのに、時間がかかることはない。はたして、ドン・キホーテにとっ

ては、物事の事実上の連関への洞察が問題なのではなく、ひとえに、彼がも

つ高邁なる目的が問題なのである。それだから彼はじっさい小説のなかで時

として、真に哲学的な優位を誇るのであるし、注目すべき、かのようにの哲

学 3  を説いてみせ、ドゥルシネアが実在するかしないかはまったくどうでも

いいことだ、と宣言するのである（第 2巻 11章 4、第 9巻 15章）。もしも彼

2 アルフォンス・ドーデの三部作で知られる。南フランス出の陽気で愉快な人物、

タルタランが活躍する。

3 ファイヒンガーの主著『かのようにの哲学』（1911年）。

4 これは、「第 3巻 11章」の誤りかと思われる。
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がニーチェのごとくに輝かしいアフォリズムを書くことができたなら、次の

ように言っただろう。私は私のドゥルシネアを信ずる。なぜなら、彼女が存

在するかどうかが問題なのではないからだ、と。

　公衆がこのようにしてドン・キホーテに与えているところの解釈を、人は

それとして受け取ってよいし、思慮深い、あるいは才気あふれる解釈者たち、

退屈な、あるいはくだらない解釈者たちによる数世紀を経るうちに作品に与

えられてきた無数の解釈と、それを同列に置いてかまわない。この解釈三昧

をばかにするのは安上がりだ。結局はしかし、理解をもって芸術作品にあた

る者はみな、解釈から逃れるわけにはゆかないのである。誰しも自分自身に

とってとくに身近な関連についてはっきりさせようとするものだし、思慮分

別ある人間であるならば、芸術作品にあっさりと投げ倒されるがままであっ

たり、不明瞭な感嘆詞に満足する者などいないだろう。ドン・キホーテが公

衆を除くあらゆる解釈者たちから受けてきた解釈の数々、それらが興味を引

くのは、ドン・キホーテに接しては誰もが自分特有の愚かさに出会い、解釈

を打ち出すことでその愚かさを露呈してしまうからに外ならない。ヘーゲル

による以下のような解釈 5  は、ヘーゲルという人間を判断するのにいかに重

要であることか。すなわち彼は高貴なる騎士のうちに一人の若者の姿を見て

いるのだが、この若者たるや、自分を圧迫してくる市民社会制度めがけて悪

態をつくものの、結局最後には御多分に洩れず当の本人が小市民的俗物のひ

とりになってしまう、そういう人物なのである。はたまた、フケーの場合 6  

には何をかいわんやである。我らはみなドン・キホーテであるという受け入

れがたい結論への道すがら、フケーは不安げにこう尋ねる。正しい理性の試

金石はどこにあるのか？　それに対する彼の答えはこうである。第一に、我

らはぶちのめされるが早いか常人として目が覚めるのだし、第二に、あらゆ

5 ヘーゲル『美学講義』、„Das Romanhafte“ の項、およびその前後を参照。

6 フケーのエッセイ „Etwas über den Don Quixote des Cervantes, nebst einer Nutzanwendung“ 
を参照。なお、その出自と作品から、フケーは文学史において「ロマン主義のドン・

キホーテ」とも呼ばれるが、これは愛称でもあり蔑称でもある。
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る忘我は死に際になって消え去るのである！―およそ省察すべき立場にあ

ると感じている人間にとっては、原点たるべき常識を吟味するだけではもは

や、ものを書く動機にはならないのだと言えるだろう。かかる人間による解

釈はしかし、公衆による解釈とはひと目で区別される。公衆にとってドン・

キホーテはいつだって正真正銘の人間であり、典型的な形姿ではあるにして

も、「観念」とかそういう類のものではない。また、ナイーヴな解釈者たちに

しばしば見られる解釈を受け入れることも公衆にしてみれば思いもよらない

ので、それはつまり、あたかもドン・キホーテにおいては（身体から）自由に

なった「精神」が顕現しているかのごとく考える解釈のことである。そこでは

明らかに、「精神」ないし「魂」は肉体のうちに袋の中みたく閉じ込められてい

る、という前提から一切が考え出されていて、生とはしたがって、魂がくり

ひろげる一種のサックレースとなっている。このナイーヴな二元論は公衆の

思考回路に近しいものであるのに、それでも公衆は、ドン・キホーテを理解

するさいに断固、この二元論を回避してきた。市民生活の日常的な動機とは

べつの動機こそが意味をもつと考える人間、そういう人間が、笑いの対象な

のである。自身がそういう人間である、あるいはそういう人間だなどと称さ

ずにはいられない学者風の解釈者たちはしかし、もはや公衆のようには笑う

ことができない。彼らはドン・キホーテを別のやり方で値踏みする。彼らは

なんといっても自身「知識人」の一員であるのだから、一風変わった解釈をせ

ねばならぬと感じているのである。かくして、こういった関係図に発するもっ

とも典型的などんでん返しの例を一つ挙げるとすると、アイヒェンドルフが

次のようにいう次第とはなった 7。ドン・キホーテではなく、彼の時代が狂っ

ていたのだと。機知にあふれかえった解釈者たちは、だから飽きもせず自分

たちの注釈を手がけてみることができるし、新たに登場してくる解釈者はだ

れでも、新しいことを言う術を心得ているだろう。けれども、かような「解釈」

7 アイヒェンドルフの „Der deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in seinem Verhältnis 
zum Christentum“ を参照。
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はすべて、根本的には値踏みにつながっているのである。正しい解釈を、こ

れを限りにと見出したのは、公衆であった。公衆には、みずからの笑いの対

象が、まったく正しく見えている。問題となるのは、その笑いに正当性があ

るかどうかだけだ。セルバンテスの小説のような作品に対しては、常にただ

（本稿が理解してきたような）公衆だけが、正しい解釈を決断できるのである。

自分が打ち出した形姿についてどういう値踏みをせねばならぬかという問題

は、まったく別の問題なのであって、機知に富んではいるのかもしれないが、

しかし地に足つかない延々たるおしゃべりを犯さぬよう、この区別をはっき

り自覚することが必要である。弁のたつ人間が、物語を楽しんだり小説のな

かにすぐれたパロディを見出したりすることに満足できないでいるときに、

私たちがよく聞かされるような、あのおしゃべりを犯さないために。

　公衆の立場が、語り手セルバンテスの立場である。この書物の感銘深くも素

晴らしいところは、公衆が主人公を見る、ちょうどそのようにこの書物が主人

公を見ているということ、そしてまさしくそういう描き方の中に、公衆による

値踏みおよび公衆による笑いへの、無限の優越が存するということである。ド

ン・キホーテは、小説において、まったくもって良き、そして高貴なる人間で

ある。ドゥルシネアに対する彼の振る舞いには、それぞれのシーンがもつあら

ゆる滑稽さにも係わらず、人の心を打つような真剣さがある。そしてそれは、

この哀れな愚者に同情するからではなくて、人間の偉大なありようが、この真

剣さの中に像を結んでくるからに外ならない。このことを、公衆は知らない。

芸術家セルバンテスはしかし、それを知っていたにも係わらずありがたがらせ

ようと強調することはなかったのであり、ここにこそ、この作品の大いなるユー

モアは尋ね求められるのである。

＊
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解題

　以上は、Carl Schmitt: Don Quijote und das Publikum, in: Die Rheinlande XXII, 

Düsseldorf 1912, S.348-350. を訳出したものである。芸術と文学のための月刊

誌に掲載された。編者は、デーメルやシェーアバルトと交流のあったヴィルヘ

ルム・シェーファー。第一次大戦前、シュミット最初期の文章のうちの一つと

いうことになる。註はすべて、訳者による。

　正攻法でゆくなら、とはつまり法学的・政治学的な関心からシュミットに向

かう場合には、これはたしかに目立たないテクストであり、現に、シュミット

研究においてこれが取り上げられるのは稀である。ドン・キホーテという主題

からいっても、分量からいっても、それは自然なことだろう。シュミットを公

法学者・政治学者としてイメージするかぎり（そうイメージすること自体に疑

義があるのでは当然なく、あくまでその仕方について考えたいのだが）、この

エッセイは欄外の余白（Spielraum）と映るだろうし、本業の傍らでなされた若

き日のエチュードくらいにみなしておいても、それでとくに支障があるとは思

えない。

　しかし、文学についても語れてしまう公法学者というのがシュミットの実像

だったのだろうか。そうではないところに「公法学者」シュミットの独自性は

あるはずで、そのことをよく示すのが例えばこの「ドン・キホーテと公衆」で

はないかと考えられるのである。タイトルに注目してみよう。文学史上もっと

も名高い固有名と、古くて新しい哲学的概念とが、並列の接続詞で連結されて

いるのがわかる。ちょうどそのように「ドン・キホーテ」と「公衆」は同列にし

て同時に論じられるのであって、「公とは何か」を考察するための恰好の事例と

して「ドン・キホーテ」という文学があるのではない。

　1912年のシュミットが第一次大戦を知らなかったように、1912年の彼はま

だ、政治学者としてものを書いていたのではなかった。ところが後世の眼には

これが、「あの」シュミットの修業時代と映る。そのようなパースペクティヴは

誰にも避けがたいとはいえ、それでもやはり、何者でもない者がものを書いて
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いたそのなかに、文芸批評としか呼びようのない「ドン・キホーテと公衆」も

またあるということ、そこに立ち戻る努力をしなければ、シュミットの思考の

本質には迫れないのではないか。なぜなら、安定した枠づけの中からではなく、

それが自明ではなくなった焦燥の地点から新たな枠づけを創出するのが、およ

そシュミット思想の生命線であるはずだからである。

　では、実際問題として、1912年当時のシュミットはどのような焦燥の地点

にいたのか。彼の日記 8  および妹アウグステ宛の手紙 9  から浮かび上がって

くるのは、次のようなひとりの「書き手」の姿である（なお、シュミットの日記

は速記文字で書かれており、職業訓練のなかで身につけた技術にはちがいない

が、と同時に、これもまた彼の焦燥のあらわれ、あるいは思考の速度に見合う

ものと捉えたい）。

　上級地方裁判所（デュッセルドルフ）に試補見習として勤務していたが、こ

れは無給であった。弁護士事務所にも出入りしていたのは、なんといっても生

活費を稼ぐためである。遠いポルトガルの地で家庭教師として働く妹アウグス

テには励ましの手紙を送りつづける一方で、日記には、フロイト批判やマウ

トナー批判が書きつけられる。上流階級との交際が目立つのは、あるいは経済

的な窮地からの活路を見出すためだったか。いずれにしても確かなのは、ブル

ジョア精神に同化するには、彼の批判意識・反省能力はあまりに鋭敏すぎたと

いうことである（逆もまた然りであって、清貧に甘んずるなどという白々しさ

に落ち着くには、彼の意識はあまりに鋭敏すぎた）。消耗を強いる社交とは対

照的だったのが、仲間たち（ローゼンバウムとアイスラーは裕福なユダヤ人家

庭の出だった）との文芸創作で、彼らは一篇のダダ風長編小説を共同で執筆し

ていたらしい。が、そんなときでもやはり試補試験のことが頭を離れなかった。

自活のための足場を得るには、なるべく早急にこれに合格する必要があったか

らである。

8 Carl Schmitt: Tagebücher 1912-1915. 2., korrigierte Auflage, Berlin 2005.
9 Carl Schmitt: Jugendbriefe. Briefschaften an seine Schwester Auguste 1905-1913, Berlin 
2000.
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　たび重なる転居も目につく。現在のハインリヒ・ハイネ通りを住所としたこ

ともあった。試補試験の準備に加えて、新たな著作の構想にとりかかってもい

る。これがのちの教授資格論文、『国家の価値と個人の意味』である。めまぐる

しいという外ないが、それとて詩人ドイブラーが彼のもとに 6週間滞在する

のを妨げはしなかった。ドイブラーについて書き、パロディ風作品『影絵』の

創作をつづけるかと思えば、「鏡」という短編小説（母親像と独特のヴィジョン

がなかでも興味を引く）を発表している。ユダヤ人医師モーリッツ・ベルンシュ

タインの娘でピアニストだったヘレーネとの結婚の話は、定職をもたないシュ

ミットの経済状態が明るみに出るや、彼女の父の反対にあって流れた。その前

後に始まっているのが、謎に包まれた女性と書いてしまうとゴシップめくけれ

どもそれ以外に表現のしようがない、カーリ・フォン・ドロティチとの「大恋愛」

である。スペインの踊り子だというのはどうも仮装のようなのだが、はたして

シュミットはその場合、騙されていたのか、それともすすんで騙されたのか。

そして、ドン・キホーテとのここでの符合は偶然か。転じて、ドン・キホーテ

論とは「忘我」の概念で密接に結びつくワーグナー論を、『バイロイト新聞』に

寄稿している。このワーグナー論については以前、論じたことがあるのでそち

らの参照を請う（拙論「ハンス・ザックスという政治者」）。

　以上、1912年のカール・シュミットにしぼって記述してきたが、ざっと見

ただけでもこれだけの事どもが起こり、なおかつそれが彼自身の手によって書

きとめられているのを前にするとき、彼が文学についても語れる余裕をもった

駆け出しの学者などではありえなかったことだけは、確かなように思われる。

むしろ、学知とか専門知よりも前にまず批評意識があって、それが野心や名誉

欲や自己批判と入り交じりつつ、休みなく彼を駆り立てて出力されたのが上に

列挙したそれぞれの文章であると考えたほうがよいのであり、したがって、彼

は文学に余裕を求めたのではなかったし、逆に、文学だけを悠長にやっていら

れたのでもなかったことになる。この余裕（Spielraum）のなさ、切実さが貴重

なのではないか。

　およそシュミットの著作は、学知・専門知の虚を衝くことでその領域の更新
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を迫るような緊張感に満ちている。そしてそれは、彼の文体がもつ切断力と一

体であるはずだ。彼がもった影響力、彼の文体がもつ魅力・魔力の秘密は奈辺

にあるか。シュミットの原点にあるはずの際どい感性に肉迫することなしに、

それは解けないだろう。「ドン・キホーテと公衆」のような文章が、そのための

一つの手がかりになる。


