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グラナダ、アセラ・デル・カジノ通りの自宅にて。
ピアノに腰掛ける若いロルカ（1910年代）
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平井 うらら=文
TEXTO=URARA HIRAI 

Federico.
左からサルバドール・
ダリ、モレノ・ビジャ、
ルイス・ブニュエル、
ガルシア・ロルカ、
ルビオ・サクリスタン
（1924-25年頃 / マ
ドリード学生館）

ロルカによる
「SLAVDOR ADIL
（ダリのアナグラム）」
（1927年）

フェデリコ・ガルシア・ロルカ（1898年6月5

日-1936年8月19日）は多才な芸術家で、詩

を作り劇作をし、絵も描きピアノも演奏し即興

で歌も作った、とよくいわれます。しかし彼自

身は自分のことを、あれにもこれにも手を出す

マルチな才能を持った芸術家だとは思ってい

なかったでしょう。自分が生きたいように生き

ていただけなのです。自分の心の中に湧いて

きた言葉を口に出し、ピアノがあれば思いつく

ままに弾いてみて、劇を作ってはみんなを誘っ

て演じてみる、そしてその喜びを居合わせた人

たちと共有しようとしただけでしょう。

彼はほんの小さなころから、音楽や詩の朗

読にとり囲まれて育ち、夜寝る時には毎晩、

乳母の物語を聞いて過ごしたのでした。まだ4、

5歳のころから、教会の説教を聞いてきた昼

下がりに、自分で説教を膨らませてお話を作っ

ては、同じ年頃の子どもたちと演劇ごっこに興

じていたといいます。これがロルカの初心であ

り、ロルカは終生、この初心から離れなかった

のです。私は、ロルカがさまざまな芸術活動を

通して目指していた、ただひとつのものがある

と考え、それを、「祝祭」という言葉で捉えてい

ます。彼の芸術論である「ドゥエンデの働きと、

その理論」は、祝祭論として捉えられるもので

あり、そこで明らかにされた芸術家とは、祝祭

を実現するシャーマン的役割を担う存在、とさ

れています。

ですから、彼の詩はほとんど歌といってもい

いもので、言葉がもたらすイメージだけでなく、

その調べはそれを聞く人に心地よく、朗誦す

るにふさわしいものです。彼の詩をスペイン語

で読み上げていただければ、そのことはよくわ

かるでしょう。ロルカは、自分の中で詩が生ま

れると、やもたてもたまらなくなって、たとえ詩

の制作の途中であっても、周りにいる友人や

家族にすぐ朗読したものでした。マドリードの

学生館で暮らすようになってもそんなふうだっ

たので、彼の詩はたちまち有名になって、出

版もされていないのに口づてに友人のあいだ

に広まり、愛唱されたといいます。

彼の詩集で最初に有名になったのは、『ロ

マンセーロ・ヒターノ（ジプシー歌集）』です。こ

れは、スペインに定住したジプシーであるヒター

ノの神話的物語世界を、スペインの伝統的

詩形であるロマンセの形をとって詠ったもので

す。当時社会的に差別されていたヒターノの

魂の中にスペインの魂を見いだしたこの作品

は、社会に対するロルカの姿勢を鮮明にする

ものであり、世間に物議をかもす作品でもあり

ました。

ロルカの初心

 El don de soñar
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学生劇団「バラッカ」の指揮
を執るロルカ（1932年撮影）
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ロルカは1929年にはアメリカに長期滞在

して、偶然にも世界恐慌の現場に遭遇する

ことになりました。彼は、この経験を通して欧

米型の文明の未来に失望し、アメリカの最も

底辺にいる黒人の目から当時世界の最先端

にあったアメリカを見返そうとします。これが、

『ニューヨークの詩人』という詩集に結実しま

した。欧米型文明との訣別であるこの詩集と

「ドゥエンデ論」は、それ以降のロルカの位置

を決定づけるものであり、このあとで自分の講

演が企画されると、そのたびに何度もこの二

つに触れることになります。

アメリカから途中キューバに立ち寄ったりし

てロルカがスペインへ帰ってきたのは1930

年ですが、その翌年には世界恐慌の影響で

苦しむ人々に無策だったために王政が破綻し、

第二共和制が始まります。共和政府は、当

時世界でもっとも民主的とみなされていたドイ

ツのワイマール憲法に範をとった憲法を施行し、

大胆な改革をつぎつぎに打ち出していきました。

ロルカの恩師や知人がその政府に参加した

関係から、彼自身も積極的に政府に協力しま

す。それからの5年間のロルカは、疾風怒濤

の毎日となりました。

まず、『血の婚礼』をはじめとする三大悲劇

の制作（そのうち『ベルナルダ・アルバの家』

は殺された年の6月に完成したばかりで、ロル

カが公演に立ち会う機会はありませんでした）

とその公演があります。とくに『血の婚礼』は

大衆的に大変な評判を呼び、中南米でも大

好評でした。彼は中南米で劇の公演がある

たびに、呼ばれて記念講演の旅に出かけて

います。

他方で、文科大臣になった恩師の提案を

受けて、学生を集めて「バラッカ」という劇団

を作り、スペインの田舎を公演して回りました。

演目は自分の作品ではなく、文化とは程遠い

田舎の暮らしを送る農民にも受け入れられる

ように、カルデロンなどのおもにスペインの伝

統演劇をとりあげました。演目の選定において、

単なる啓蒙的お説教的な政治劇を選ばなかっ

たことに、注目してください。ロルカが求めた

のは、田舎のありふれたおじさんおばさんとと

もに過ごす祝祭的時間だったのです。その

経験が必ず、その人たちの力になるという確

信が彼にはあったのです。また、劇の展開に

一喜一憂する観客の反応から、ロルカもおお

いに学び、それがそれ以降の彼の作劇や演

出に変化をもたらしたと思われます。そのせい

か、それまでの前衛的作風が影を潜め、登場

する庶民（『血の婚礼』の近所のおばさんや

娘たち、『イェルマ』の女妖術師、『アルバの

家』の女中など）の描き方がきめ細かく深くなっ

ています。「バラッカ」の公演のためにロルカは、

おんぼろトラックに乗り込み、大道具や衣装づ

くりに参加し、演目の決定や演出をし、自らも

出演するなど、八面六臂の活躍でした。それ

は、道もろくに整備されていない不案内なとこ

ろを、右翼からの妨害をはねのけながらの旅で

した。この活動は、共和政府を左派が失って

からも、断続的に続けられました。

展開するロルカ

トラックで移動する「バラッカ」の
劇団員たち。ロルカは右から2人目

カルデロンの戯曲『人
生は夢』でロルカは
「影」役を演じた
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劇団「バラッカ」の服を着てピアノの
前に座るロルカ（1935年 / グラナダ）

1931年からの5年間はスペイン自体も疾

風怒涛の時代となりました。共和派と、王党

派や教会などの守旧勢力とのせめぎあいが

続き、次第に深刻なものとなっていったからで

す。共和派といっても、平和的漸進的改革を

目指す人たちや、アナーキスト、共産主義者、

現在係争中の農民・労働者たちなど、多様な

人たちがいました。守旧派においても、昔なが

らの権威主義者から、単に既得権益を守りた

い人たち、新しい思想運動としてのファシズム

の信奉者たちなどがいました。33年には右翼

が政権を執り、それまでの民主的改革を反故

にして左翼への過酷な大弾圧が吹き荒れます。

その反撃として、36年に人民戦線政府ができ、

これに対する軍部の反乱をきっかけとして、内

戦が始まります。そしてロルカは、この内戦の

とば口で殺されてしまうことになります。

内戦のとば口で殺されたといっても、ロルカ

は内戦とは無縁ではありませんでした。という

のも、31年からの嵐の時代に、すでに内戦

的状況が内包されていたからです。ロルカは、

内戦を必然化する危機をスペインがはらみつ

つあることをひしひしと感じていました。その本

質をつかみ取って舞台化したものが、三つの

悲劇です。もともとスペインの演劇には、三つ

の悲劇を一体のものとして作り、作品はそれ

ぞれ独立しながら、全体が一つの世界を形作

るという伝統がありました。興行的にも、作品

を別々に公演したり、一挙に通して公演した

りしたのです。ロルカもその伝統に従って作

劇していました。そして、社会が中心を失って

漂流し、共同体（家族）が外から突き崩される

姿を『血の婚礼』において描き、その裏返した

ものとして、共同体が内から突き崩される姿を

『イェルマ』において描いたのです。『ベルナ

ルダ・アルバの家』は、三部作の三作目では

なく、ジャーナリスティックな要請のもとに現実

のパロディとして書かれたもので、別格です。

予定されていた三作目は『ソドムの破壊』とい

うタイトルのもと大部分は出来上がっていた

のですが、最初の一枚を残して、原稿はすべ

て失われてしまいました。それでも、この三作

目の原イメージは、『タマリット詩集』のいくつ

かの詩篇において提出されています。そのイ

メージは繰り返し出てくるので、詩集を用心深

く読んでいただければおわかりいただけると思

いますが、簡単にまとめてしまうと、「破滅と絶

望、犠牲になる小さきものたち、そしてそこから

の再生」ということができます。

『タマリット詩集』は、ロルカの嵐の5年間の

あいだに、忙しい合間を縫って少しずつ書き

溜められたものです。それだけに、この5年間

ロルカが何と向き合い、何と闘い、そのことを

どうとらえてきたかが、異様な緊迫感をもって

描き出されています。といってもそれは、理路

整然とした論理的な言葉で表現されてはいま

せん。彼が長年つちかってきた神話的思考に

よって、神話的な物語として提示されています。

恋人ラファエル・ロドリゲス・ラプンとマ
ドリード街道を歩くロルカ（1930年代）

内戦を内面化するロルカ
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ロルカは、ちょうど20代に入ってから、フラ

ンスを中心に勃興したシュルレアリスムに夢

中になりました。ロルカだけではなく、ロルカの

世代は誰もがこの洗礼を浴びて、シュルレア

リストでなければ芸術家ではないというくらい、

圧倒的なものでした。それは、合理主義がも

たらした破局としての第一次大戦の反省や反

発から生まれたものですが、イメージや直感に

よって本質へ一挙に到達しようとするもので

あり、心の中の無意識やものごとの深層をさ

まざまな方法によって明るみに出そうとする芸

術運動でした。ロルカは、この運動の影響を

受けながら、スペインにも17世紀にすでにこ

のような試みをしていた先駆者を見いだします。

それが、当時は文学史の片隅に追いやられ

て埋もれていたルイス・デ・ゴンゴラです。ロル

カの独特な比喩、表現方法、神話的思考は、

アンダルシアという地方の庶民がもつ感性や

表現方法につちかわれたものであると同時に、

シュルレアリスムに刺激を受け、異能の先人

ゴンゴラから学んだものでもあったのです。で

すから「神話的思考」とは、現実の世界を捉

える方法として、説明的に物事を組み立てる

やり方を排して、イメージや直感によって捉え

た像をひとつの神話として組み立てていく認

識方法といえます。西洋合理主義が世界を

席巻する前は、実はもともとこのような方法で

人々は世界を捉えてきたのです。この神話的

思考を、私は「夢見る力」と言い換えて、ロル

カの方法だと考えています。この力を発揮して、

内戦的状況を捉えたものが、『タマリット詩集』

なのです。

『タマリット詩集』の原題は、Diván del Tamarit 

です。divánは、もともと窓際に置くアラブ風

の寝椅子を意味します。そしてこの言葉が「詩

集」の意味で使われるときは、とくに「アラブ

詩の詩集」を意味します。このような体裁を

採用したのには、ロルカの目論見がありました。

学生館時代、ロルカからダリの
妹アナ・マリアに送られた手紙

1927年、バルセロナのウルキナオナ
広場にて撮影された絵葉書写真（ダ
リへ送られた）。"Urquinaona!" "Hola 
hijo! Aquí estoy!"と書き添えられてい
る。ロルカの身体に重ねられた絵は、
詩人が写真の中で聖セバスティアンの
肖像に変身することを暗示している

ロルカ、あるいは夢見る力

ロルカによるデッサン
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　かつてグラナダをアラブが支配していた

時代に書かれた、すぐれたアラブ詩をエミリオ・

ガルシア・ゴメスという若きアラブ文学者が現

代スペイン語に翻訳して出版し、当時たいへ

ん評判になりました。エミリオの友人でもあっ

たロルカは、彼の訳詩の仕事におおいに刺

激を受けて、この友人の訳詩の形を借りなが

ら、自分の詩集を出そうとしたのです。アラブ

の詩形を通して、いまのスペインの魂を描くこ

とができることを証明してみせようとしたのです。

ヒターノの物語をスペイン伝統の詩形である

ロマンセを通して描くことで、スペインの魂を

描こうとしたのと共通する大胆な方法です。そ

れはスペインの歴史を、アラブの暗黒を打ち

砕いて世界帝国を築いたキリスト教の栄光の

歴史と捉えるか、アラブから現代スペインまで

を連続したひとつのものとし、多種多様な文

化や民族が共生してきた歴史と捉えるか、と

いう当時の歴史観の対立に対する、ロルカの

明確な答えでもあったのです。

「タマリット」は、グラナダ近郊の、叔父の農

園の名前で、時間が取れる時はよくここを訪

れて、これらの詩を書いたのです。そこはまた、

ロルカの魂の故郷でもありました。彼は、「人

知れぬ死のガセーラ」で、「自己再生のために、

りんごの眠りを眠らせてくれ」と書いていますが、

その眠りを眠る場所が、タマリットだったのです。

闘牛のとき牛は、闘いのさなかに必ず立ち

返る、自分が縄張りと思い定めた場所があっ

て、それをケレンシアといいます。ケレンシア

には、何か印があるわけではなく、場所に一定

の法則があるわけでもなく、ただ牛本人にしか

わからないそうです。ロルカにもそのケレンシ

アがあったとするなら、それはタマリットだった

のです。ロルカが最後に、危険を顧みず友達

の忠告も聞かず、死地となるグラナダにあえ

て赴いたのも、そこが彼のケレンシアであった

からだと思えてなりません。

グラナダの丘に美
しく佇むアルハン
ブラ宮殿。イベリア
半島におけるイス
ラム王朝の最後の
牙城であった

左は現在のタマリット農園と管理人、
下はタマリットの森の中を通る、農園に向かう道 （撮影：平井うらら）

『タマリット詩集』の地平
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ジャスミンの と を し かれた 。
どこまでも く 。 。 。 。 け。
の は ジャスミンの になってみせるが

は うなり をあげる まみれの 。

もし が ほんの さな の だったら、
い の は ジャスミンのものだろう、

そしてジャスミンは の から を め し、
の では の を わせるだろう。

しかし は だ、
だから ジャスミンは をなくした

だから の は の

それは くてだだっ い にうち てられている。

ジャスミンと のはざま

あるいは の との または る との。
ジャスミンの にあるのは と

そして の には になった の 。

Flor de jazmín y toro degollado. 

Pavimento infinito. Mapa. Sala. Arpa. Alba. 

La niña finge un toro de jazmines 

y el toro es un sangriento crepúsculo que brama. 

Si el cielo fuera un niño pequeñito, 

los jazmines tendrían mitad de noche oscura, 

y el toro circo azul sin lidiadores, 

y un corazón al pie de una columna. 

Pero el cielo es un elefante, 

y el jazmín es un agua sin sangre 

y la niña es un ramo nocturno 

por el inmenso pavimento oscuro. 

Entre el jazmín y el toro 

o garfios de marfil o gente dormida. 

En el jazmín un elefante y nubes 

y en el toro el esqueleto de la niña.

で る のカシーダ

この詩集の中の一つ、「外で見る夢のカシー

ダ」を見てみましょう。

闘牛の牛は、自ら望んで闘牛場で闘うわけ

ではありません。闘いを強いられて、おのれの

誇りをかけて闘いに臨むのです。その牛はい

ま、首にやりを刺されて瀕死の状態にありま

す。女の子は、ジャスミンに象徴される平和な

日常を望みます。しかし願いは、かないません。

空が、無垢な魂を持つ少年のものでなく、何

物も無慈悲に踏みつぶす象のものになってい

るからです。少女は、犠牲になって打ち捨てら

れるしかありません。平和な日常（ジャスミン）は、

象の恐怖・絶望の未来をはらんでいます。闘

牛の心は、犠牲になった少女の記憶をかかえ

て、象と対峙するのです。ここで印象的なのは、

「ジャスミンと雄牛のはざま」、「ジャスミンと

象牙の鈎（テロや拷問を象徴します）のはざま」、

「ジャスミンと眠る人 （々迫る危機に気づかず

安眠をむさぼる人々）とのはざま」をあなたはど

う考えるのですか、というきびしい問いかけです。

　もう一つ、紹介します。「黒い鳩のカシー

ダ」です。

哀切としか言いようがない、詩です。

「太陽」と「月」とは、世界を支配する権威

あるものの象徴です。彼らは、通常ありえない

「黒い鳩」になったり、「白い鷲」になったり、

「裸の鳩」になったりして、少年の前に現れ

ます。しかし少年は結局、彼らにあしらわれて

いい加減な答えしかもらえません。少年が彼

らから何の返事ももらえないことより、いっそう

過酷に思えます。それは、裏切りでもあるから

です。少年はいまも、魂が眠る場所を求めて

探し続けています。恋をするはずだった少女さ

え、裸で、誰とも特定できないぬけがらになっ

てしまっていたのです。

このようなロルカの詩が、80年前に作られ

た、文学史に残る記念碑としてではなく、なま

なましいリアルとしてしか読めないのですから、

ロルカはいまも私たちの傍らにいるのです。

平井うらら 訳『対訳 タマリット詩集』影書房より

ロルカ――夢と「黒い鳩」

Casida del sueño al aire libre

8 スペイン情報誌acueducto



平井 うらら / Urara Hirai 　京都大学講師　詩人
1952年香川県高松市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。京都外国語大学大学院修士
課程修了。グラナダ大学博士課程修了。文学博士（グラナダ大学）。著書に『対訳タマリット
詩集』（単著）、『平井うらら詩集』（単著）、『マヌエルのクリスマス』（単著）、『ガルシア・ロ
ルカの世界』（共著）、『スペインの女性群像』（共著）、『スペイン文化辞典』（共著）など。

の のうえに

の のように い が えた。
は 、

もう は だった。
「お さんたち」、 は をかけた、
「 は どこに られるの？」

は った、「 のしっぽに」。
は った、「 ののどに」。

そのあと は いていった

のところまで に まりながら

そして の のように い と

の に った。
は もう と じで、
は ぬけがらだった。

「 さんたち」、 は をかけた、
「 は どこに られるの？」

は った、「 のしっぽに」。
は った、「 ののどに」。

の のほうに

の の がみえた。
は もう と じで

の とも ぬけがらだった。

Por las ramas del laurel 

vi dos palomas oscuras. 

La una era el sol, 

la otra la luna. 

«Vecinitas», les dije, 

«¿dónde está mi sepultura?» 

«En mi cola», dijo el sol. 

«En mi garganta», dijo la luna. 

Y yo que estaba caminando 

con la tierra por la cintura 

vi dos águilas de nieve 

y una muchacha desnuda. 

La una era la otra 

y la muchacha era ninguna. 

«Aguilitas», les dije, 

«¿dónde está mi sepultura?» 

«En mi cola», dijo el sol. 

«En mi garganta», dijo la luna. 

Por las ramas del laurel 

vi dos palomas desnudas. 

La una era la otra 

y las dos eran ninguna.

い のカシーダ

ロ
ル
カ
を

う
。

ジャスミンの花が白壁
に沿って咲いている、
グラナダの住宅街
（撮影：平井うらら）

平井うらら 訳『対訳 タマリット詩集』影書房より

Casida del las palomas oscuras
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スペイン内戦勃発（7月17日）のほぼ1ヵ月

後の8月19日払暁、詩人・劇作家・音楽家・

画家のフェデリコ・ガルシア・ロルカは、彼の故

郷グラナダ郊外のビスナールにある、「大いな

る泉」と呼ばれる泉近くのオリーブ畑の中で、

フランコ叛乱軍側の暗殺集団（具体的には、

5月の再選挙で落選した元国会議員ラモン・

ルイス・アロンソの率いる「黒色隊」）によって

無残にも銃殺されたのだった。前途洋々の

38歳だった。

ロルカがファシストに殺されたらしいという噂

が共和国側の新聞に載ったのは、それから3

週間後のことであった。フランコ叛乱軍に完

全に武力制圧されたグラナダから、命からがら

脱出してきた共和派の証言により、やがてロ

ルカの暗殺については単なる噂などではなくて、

確かな事実であると判明し、やがてスペイン

語圏のみならずに、ヨーロッパ諸国の新聞に

もこの驚愕すべき事件が報道された。1936

年10月13日付のグラナダ叛乱軍当局への

電報にはこう書かれている。「ロンドン・ペンク

ラブ会長H・G・ウェルズは、著名なる同僚フェ

デリコ・ガルシア・ロルカ氏の消息を是非知り

たく、ご返事をお待ち申し上げる次第です」。

それに対する返答は「グラナダ県知事よりH・

G・ウェルズ氏へ。フェデリコ・ガルシア・ロルカ

氏の消息については不明であります」であった。

1940年にグラナダ市当局が作成した正式

の死亡証明書には、ロルカは「1936年8月、

戦傷により死亡」と記されている。まるで流れ

弾による不運な死であったかのように世間に

公表されたのである。いまだロルカの遺体は

発見されていない。

昨年、ロルカが虐殺されて80周年。スペイ

ンで、あるいはグラナダで、ロルカにまつわる

なんらかの大々的な催しが行われたであろうか。

寡聞にして、よくわからないが、そのようなこと

は行われなかったであろう。ともあれ、ロルカ

虐殺の事実を隠蔽してきた陣営が、相変わら

ずスペイン観光の目玉として活用しているあさ

ましい不見識さに驚かされるが、これこそロル

カに対する冒涜であろう。

ロルカの最大の不幸はフランコ陣営に虐

殺されたという事実だけではない。スペインを

「中世の異端審問の国」に引き戻した、内戦

の勝利者フランコによる完璧な思想統制体

制（軍隊・公安警察・カトリック教会）によって、

ロルカの作品までも、スペイン国内では完全に

「封印された」のである。従って、これによっ

てもロルカ本人は、まさにグラナダ叛乱軍当

局が言明したように「1936年8月」以来名実

ともに、地上に存在していなかったことになる。

ロルカ虐殺の直後から、彼の諸作品は密

かにフランスに持ち出され、そこからソ連に送

られたといわれている。我が国で最初に翻訳

されたロルカ文学は、ロシア語版からだと聞い

たことがある。私の師匠で、長い間セビーリャ

のグアダルキビル川のほとりで毎日川を眺め

つつ、中世ジェノヴァ語とコロンブスを研究し、

セビーリャ大学日本語教授でもあった、今は

亡き永川礼二先生（実は、先生は、日本では

著名なシェイクスピア学者であり、外国語に

翻訳不可能だといわれたアイルランド・モダニ

ズム文学の旗手、ジェイムズ・ジョイスの『ユリ

シーズ』を、1960年代に、丸谷才一・高松雄

一両氏らと3人で翻訳したのだった）から、先

生が陸軍士官学校在学中に、来るべき対ソ

戦に備えてロシア語の勉強をしていて、敗戦

直後に、ロシア語版のロルカ詩集を翻訳した、

それは黒い表紙だった、と伺ったことがある。

このことに関して、現在までの私には確かめよ

うもないが、いつか真相がわかるだろう。もし

これが事実だとすれば、ロルカの再生は、日

本から始まったといえるだろう。私は、ロルカ

文学ファンのひとりとして、密かにこれを期待

しているのであるが……。

ロルカが、若い時に上梓した『歌集』（1921

年～24年）に「別れ」という短い詩が収録され

ている。

ロルカがこの「別れ」を書いたのは、なんと

20代の前半であった。これからわずか十数年

しか生きられなかったロルカにとって、当時の

スペイン社会はあまりにも残酷過ぎたのだった。

いや、もしかして、現在のスペインにおいても

同様に、ロルカの生きる場がないように思うの

は、私ひとりではあるまい。

川成 洋=文
TEXTO=YO KAWANARI 

Oda a Federico García Lorca

ロ
ル
カ
を

う
。

川成 洋 / Yo Kawanari 　
1942年札幌で生まれる。北海道大
学文学部卒業。東京都立大学大学院
修士課程修了。社会学博士（一橋大

学）。法政大学名誉教授。スペイン現代史学会会長、
武道家（合気道6段、杖道3段、居合道4段）。書評
家。主要著書：『青春のスペイン戦争』（中公新書）、
『スペインー未完の現代史』（彩流社）、『スペインー
歴史の旅』（人間社）、『ジャック白井と国際旅団ース
ペイン内戦を戦った日本人』（中公文庫）他。

フェデリコ・ガルシア・ロルカ
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小海永二訳『ロルカ詩集』世界現代史文庫より

わたしが んだら、

はあけたままにしておいて。

どもがオレンジの をたべる。

（ から、わたしはそれを るのです）。

り れ が を る。

（ から、わたしはそれの を くのです）。

わたしが んだら、

はあけたままにしておいて！

Si muero, 

dejad el balcón abierto. 

El niño come naranjas. 

(Desde mi balcón lo veo). 

El segador siega el trigo. 

(Desde mi balcón lo siento). 

¡Si muero, 

dejad el balcón abierto!

れ

Despedida
1936年のロルカ
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1898 1936フェデリコ・ガルシア・ロルカ
年表 ［年表出典：川成洋, 本田誠二, 坂東省次編『ガルシア・ロルカの世界―ガルシア・ロルカ生誕100年記念』, 行路社, 1998年, pp. 275-283.］

ガルシア・ロルカ主要著書

『ジプシー歌集』＊版元品切れ
平凡社ライブラリー(1994) 会田由 訳
ロルカとフラメンコ文化の深いつ
ながりを示す、代表的詩集の一つ。
〈ロマンセ〉というスペインの叙情
的物語詩の様式を用いながら、ヒ
ターノ（ジプシー）たちの生を詠む。

『ロルカ詩集』
世界現代詩文庫(1996）小海永二 訳
ロルカの日本への紹介・翻訳の第一
人者として知られる仏文学者、小海
永二による訳詩集。

1898
誕生

6月5日、ロルカ、グラナダ近郊のフエンテ・バケーロスに生
まれる。父は農業主フェデリコ・ガルシア・ロドリゲス、母は
元教師ビセンタ・ロルカ・ロメロ。ロルカはその長男。
幼少年時から、アンダルシアの民謡や昔話を聞いて育ち、
音楽と人形芝居に興味を示す。

1909
11歳

9月、家族とともにグラナダ市に移る。叔母のイザベルにギ
ターを、ヴェルディの弟子アントニオ・セグーラにピアノと作
曲を習い始める。

1915
17歳

グラナダ大学法学部および文学部に入学。「グラナダ芸術
センター」の会員になる。
グラナダ市の喫茶店「アラメーダ」に集まる「片隅」グループ
の一員として、文学者や芸術家への道を目ざす若者たちと
交友、ロルカはその中では音楽家としてとおっていた。
最初の作曲（「アルハンブラのセレナータ」他）を試みる。

1917
19歳

2月、最初の文学的著述「象徴的幻想」を『グラナダ芸術セ
ンター会報』に発表。
この年、マヌエル・デ・ファリャと知り合う。

1918
20歳

3、4月頃、最初の著書『印象と風景』をグラナダで自費出
版。反響まったくなし。
春、最初のマドリード滞在。ラ・アルヘンティニータと知り合う。
この年から1921年にかけて最初の詩集『詩の本』の内容
をなす多くの詩を書く。

1919
21歳

春、マドリードに来て「学生館」に住む。

1920
22歳

3月22日、最初の戯曲「蝶の呪い」がマドリードのエスラー
バ劇場で初演される。観客の非難、賛否両派に分かれて
乱闘騒ぎになる。

1921
23歳

6月15日、最初の詩集『詩の本』を出版、マドリードの文壇
に登場する。
この年、後に『カンテ・ホンドの詩』の中に収められることになる
詩の大部分と、『歌集』に収められることになる詩の何篇かを書く。

1922
24歳

2月19日、「グラナダ芸術センター」において、「カンテ・ホン
ド──アンダルシアの原始的な歌」と題して講演。
6月13日、14日、グラナダでファリャおよびロルカら芸術家・
知識人のグループによって組織された〈カンテ・ホンド祭り〉
が開かれ、アンダルシアの各地から集まった〈カンタオール〉
たちのコンクールが行われる。

1923
25歳

1月5日、ファリャの協力を得て、グラナダの自宅で〈子供た
ちのための人形劇の集い〉を開く。
春から夏にかけて、素描（デッサン）を描き始める。
夏頃、グラナダ大学で法律の学士号を取得。
秋、サルバドール・ダリが「学生館」に住みに来て、すぐにロ
ルカと知り合う。

1924
26歳

『歌集』中に収められる詩をほとんど全部書き終え、『ジプシー
歌集』中の詩を書き始める。

1925
27歳

1月8日、グラナダで「マリアナ・ピネーダ」を完成。
春、ダリの招きで、カタルーニャ地方のカダケスおよびフィゲ
ラスのダリの家に滞在。ダリの妹アナ・マリアと親しくなる。

1926
28歳

3月頃から、グラナダで前衛的な文学雑誌の発行を計画す
る。これが後に雑誌『雄鶏（ガリョ）』となる。

1927
29歳

2月、グラナダで『雄鶏（ガリョ）』の創刊に努力を傾ける。
5月前半、ダリ兄妹と共に、カダケスおよびフィゲラスのダリの
家で過ごす。
5月17日、マラガのリトラール社から第二詩集『歌集』を出版。
6月24日、バルセロナのゴヤ劇場で、マルガリータ・シルグ劇
団によって「マリアナ・ピネーダ」が初演され、成功を収める。
6月25日～7月2日、バルセロナのダルマウ画廊で、ロルカ
の素描展を開催。
12月末、イグナシオ・サンチェス・メヒーアスの仲介により、セ
ビーリャの「学芸協会」で、新世代の詩人たちの詩の朗読
会が開かれる。ロルカやホセ・ベルガミンら7人が招かれ、特
にロルカのジプシーの詩の朗読が人気を博した。

1928
30歳

2月、グラナダで、『雄鶏（ガリョ）』グループを結成。
3月9日、『雄鶏（ガリョ）』第1号を発行。2日で売り切れる。
街中が〈雄鶏派〉と〈反雄鶏派〉に分かれて、論争が行われる。
7月末、マドリードの西方評論社から、詩集『最初のジプシー
歌集』を出版。大成功を収め、ロルカの文名一時に高まる。
10月、グラナダの「学芸協会」で「想像力、霊感、詩の中へ
の逃亡」と題して講演。

1929
31歳

6月、アメリカ合衆国に向けて出発、月末にニューヨークに
到着。コロンビア大学の学生となる。
ニューヨークに滞在中、市内各所を歩き回り、美術館、劇場、
映画館、音楽会に足しげく通う。またコロンビア大学で「想
像力、霊感、詩の中への逃亡」と題して、ヴァッサー・カレッ
ジで「子守唄」と題して講演。
12月16日、ニューヨークの「スペイン協会」主催で開かれた
ラ・アルヘンティーナをたたえる会に出席、ロルカ、『カンテ・
ホンドの詩』の中から数篇を朗読。

1930
32歳

3月、「スペインキューバ協会」に招かれてキューバに渡り、
ハバナ中心に各地を回って、「ドゥエンデの働きと、その理論」、
「子守唄」、「新しい詩の力学」、「ルイス・デ・ゴンゴラの詩
的イメージ」等の講演を行う。
6月頃、ハバナを出発、ニューヨークを経て、夏頃グラナダに帰る。

1931
33歳

5月23日、マドリードのC.I.A.P社から詩集『カンテ・ホンド
の詩』を出版。
11月初め、大学生による移動集団「バラッカ」の設立を計
画し、「スペイン学生連盟」の支持と協力を取りつける。

12 スペイン情報誌acueducto



ロルカを う。

1932
34歳

2月、「バラッカ」の計画が共和政府によって、支持・承認さ
れ、補助金の支出が決定される。ロルカ、劇団の結成に着
手。
3月16日、マドリードの「女子館」で「ニューヨークの詩人」と
題して講演と詩の朗読。
3月から6月にかけて、スペイン各地を講演して歩く（「ニュー
ヨークの詩人」「カンテ・ホンド」等の題目で）。
7月10日、ソリア県のエル・ブルゴ・デ・オスマで「バラッカ」
の最初の公演。
夏、グラナダ郊外の別荘「サン・ビセンテ農園」で、『血の婚
礼』を書き上げる。
10月7日、8日、グラナダ大学400周年記念行事に、「バラッ
カ」の公演をもって参加。
10月～11月にかけて、マドリードで、大学生を対象に「バラッ
カ」の公演。
12月19日、マドリードのエスパニョール劇場で、共和国大統
領他各界名士や芸術家を招いて「バラッカ」の特別公演。

1933
35歳

3月8日、マドリードのベアトリス劇場でホセフィーナ・ディアス・
デ・アルティガス劇団により、『血の婚礼』が初演され大成
功を収める。好評のうちに4月2日まで続演される。
6月、ファリャの「恋は魔術師」の「学生館」での上演に協力。
9月、アルゼンチンのブエノスアイレスで、ローラ・メンブリベ
ス劇団によって『血の婚礼』が上演され、観客の熱狂的な
反応を獲得。これがきっかけとなって、ロルカはアルゼンチ
ンへの旅行を計画。
10月13日、ブエノスアイレスに到着。市民の歓迎の渦の中
に巻きこまれる。
10月25日から、アベニーダ劇場で、ローラ・メンブリベス劇
団によって『血の婚礼』の新たな長期公演が始まる。100
回目の公演では、ロルカが『カンテ・ホンドの詩』『ジプシー
歌集』の中から数篇の詩を選んで朗読。

1934
36歳

1月末から2月半ばまでの20日間、ウルグアイへ。モンテビデオに
滞在し、「ドゥエンデ論」、「ニューヨークの詩人」等の講演を行う。
3月25日、アベニーダ劇場でお別れ公演。人形劇が上演され
る。
3月頃、ブエノスアイレスの「ペンクラブ」にチリの詩人パブロ・
ネルーダと共に招待され、ルベン・ダリーオについて対話形
式で講演、ネルーダと知り合う。
帰国に先立って、盛大な歓送会が開かれ、スペインの文学
大使と呼ばれて、その功績をたたえられる。4月にバルセロ
ナに到着。
5月末、ネルーダ、マドリードにチリの領事として着任、ロルカ
と親交を結ぶ。
7月頃、『イェルマ』を完成。
8月11日、マンサナレスの闘牛場で、友人イグナシオ・サンチェ
ス・メヒーアスが牛の角に刺されて重傷を負い、13日、死亡。
12月29日、マドリードのエスパニョール劇場で、マルガリータ・
シルグ劇団によって『イェルマ』が初演され、ロルカとシルグ
とに敵意を持つ右翼の妨害にも拘わらず、成功裡に終わる。
この公演は論議の対象となりながら、翌年の4月2日まで続
演された。

1935
37歳

2月10日頃、ニューヨークで『血の婚礼』が上演される。
8月18日～28日例年どおり「バラッカ」と共にサンタンデー
ルへ。「バラッカ」はこの頃すでに、政府の補助金削減のた
め、地方巡回公演が不可能になっていた。
秋～冬にかけて、マルガリータ・シルグ劇団による『イェルマ』
『血の婚礼』などの公演がバルセロナを中心に行われる。
12月27日、サンティアゴ・デ・コンポステーラのノス社から『ガ
リシア語による六篇の詩』を出版。

1936
38歳

1月28日、マドリードのエロエ社から、未刊の初期詩篇を収
めた詩集『最初の歌』を出版。
2月9日、ソヴィエトから帰国したばかりのコミュニスト詩人ラファ
エル・アルベルティの祝賀会に、アントニオ・マチャード、ホセ・
ベルガミン、ルイス・ブニュエルらと共に出席。スペインの作
家たちによる《反ファシズム宣言》を読み上げる。
2月末、アントニオ・マチャード、マヌエル・アサーニャらと共に
「平和のための世界連合宣言」に署名。
5月1日、メーデーに参加する労働者たちにあてたロルカの
連帯のメッセージが、国際赤色救援会機関誌『救援』誌上
に載る。
5月22日、フランス人民戦線の代表としてマドリードを訪れ
たアンドレ・マルロー、ジャン・カスー、ルノルマンの歓迎集会
に出席。
6月10日、『太陽』紙に発表された漫画家バガリーアとの対
話の中で、ロルカ、偏狭な右翼ナショナリストたちを批判、自
分は世界中のすべての人々の兄弟だと語る。
6月19日、『ベルナルダ・アルバの家』を完成。
7月13日夜、グラナダに向けてマドリードを経つ。14日朝、グ
ラナダ着。
7月17日、スペイン内戦勃発。
8月5日頃、ルイス・ロサーレスの家に避難。
8月16日（または15日）、ロサーレスの家で、ロルカ逮捕され、
県庁舎に連行される。
8月19日朝、グラナダ近郊ビスナールの「フエンテ・グランデ
（大いなる泉）」の近くのオリーブ畑の中で、銃殺される。

『三大悲劇集 血の婚礼 他二篇』
岩波文庫(1992) 牛島信明 訳
アンダルシアを舞台とした悲劇三
部作「血の婚礼」「イェルマ」「ベルナ
ルダ・アルバの家」を収録。

『対訳 タマリット詩集』 新装版
影書房(2017） 平井うらら 訳 
最も難解といわれるロルカ最晩年
の詩集。原文と対訳文を見開きに収
め、わかりやすく詳細な解説を付す。
〈ガセーラ〉と〈カシーダ〉というア
ラブ詩の様式を用いる。

Homenaje a 
  Federico García Lorca

グラナダにあるロルカの生家、現在は記念館となっている。

撮影：平井うらら

Información

住所：C/ García Lorca 4, 
 18340 Fuente Vaqueros (Granada)
電話：+33 958 51 69 62
http://www.patronatogarcialorca.org
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