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1. 序 -本稿の目的

本稿は藤子・F 不二雄の短編漫画『ヒョンヒョロ』

（初出は藤子不二雄名義で『S-F マガジン』1971 年増

刊号。My First BIG『藤子・F・不二雄短編集 SF もの

がたり エイリアン篇』2003 年他所収）と、スペイン

の作家ミゲル・デ・セルバンテスが 1605 年に前篇、

1615 年に後篇を著した『ドン・キホーテ・デ・ラ・マ

ンチャ』（以下『ドン・キホーテ』とする）との比較を

通じて、その相違点と類似点を検証することを目的と

する。

『ヒョンヒョロ』も『ドン・キホーテ』も、一般的に

常識と捉えられていることが他方では非常識になり、

またその逆もありえることを読者に突きつけてくる作

品であり、その比較対照には学術的意義があると思わ

れる。なお、両作品の比較に関する先行研究は、管見

では存在しない。

2. アウトサイダーであること -通じない常識、

非常識との境界

『ドン・キホーテ』が狂気に根差した恐怖の書であ

ることは、いくら強調してもし過ぎることはない。そ

の恐怖は、ドン・キホーテ主従がアウトサイダーであ

ること――見捨てられたものであること――と同時に、

アウトサイダーは世間の常識とかけ離れていることに

も起因する。それでは、アウトサイダーはどのように

世間の常識と乖離するのだろうか。

カミュ（Albert Camus：1913-1960）の『異邦人

（L’etranger）』では、主人公ムルソーが母親の死の後

に恋人マリイとデートに行った。ただそれだけの理由

で、彼は死刑の判決を下されることになる。母親の死

の直後にデートに行くなど、「世間の常識からは考えら

れない」というだけの理由で。かのように、世間の常

識は人々の認識や判断に影響を与える。

こうした、非常に影響力のある「常識／非常識」の

垣根と乖離を鋭くえぐった短編漫画が『ヒョンヒョロ』

である。詳しく分析する価値のある作品なので、以下、

荒筋を簡単に追おう。

 宝物「ヒョンヒョロ」を求めて地球に襲来するウサ

ギ型宇宙人が、ある家庭に姿を現す。その小さな息子

であるマーちゃんは、空から落ちてきた「お星様」（実

は「ヒョンヒョロ」）を、その価値も分からずに拾って

いた。マーちゃんはヒョンヒョロを探すウサギ型宇宙

人と仲良くなるが、彼の両親も含めて周囲の誰も、ウ

サギ型宇宙人の存在を信じようとはしない。ウサギ型

宇宙人は「ヒョンヒョロをくれないと誘拐する」とい

う手紙をマーちゃんに託す。ここに至って夫婦と刑事、

そして警察組織もウサギ型宇宙人の存在を信じるが、

肝心の「ヒョンヒョロ」とは何かが分からない。結局

ヒョンヒョロを受け取ることができなかったウサギ型

宇宙人は、「誘拐」を実行して、マーちゃんを除く全て

の街の住民を消滅させる。

 『ヒョンヒョロ』は内容がかなりシリアスな代わり

に、全篇を通してコメディタッチの作画と筆致で埋め

尽くされており、一見『ドン・キホーテ』やアウトサ

イダー論、ないしは認識論とは無縁に思える。しかし、

周囲の大人たちが実際に起こったこと、経験したこと

を信じようとせず、自分たちが勝手に作り上げた狭い

「常識」の枠にしがみつく中で、唯一ウサギ型宇宙人

と交流するマーちゃんだけが「事実」をありのままに

見ていること、そしてマーちゃんは両親から「嘘をつ
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く」「想像力豊かな」子どもと見なされている点などは、

常識とは何かを再認識する絶好の機会を読者に提供す

る。

 アウトサイダーは元々孤独であるがゆえに、彼らが

言ったり行ったりしたことは、なかなか周囲の人間に

理解されにくい。イソップの狼少年も、嘘をつき続け

るあまりに周囲から迫害視された。いざ狼少年が本当

のこと（≒事実）を伝えても、もはや心理的アウトサ

イダーとなった彼に耳を貸す酔狂な人物は、少なくと

もイソップ童話の中にはいなかった。結果、狼少年は

狼に食い殺されてしまう 1。 

 『ヒョンヒョロ』の主人公のマーちゃんも同じであ

る。マーちゃんは多感な時期で、想像力が豊かである

がゆえに、大人にとっては荒唐無稽な話を繰り返す。

例えば、「緑色の狼」「空飛ぶ大男」などの逸話は、母

親に「そんなうそ」と軽く一蹴されてしまう（p. 31）
2。その中には、事実に基づく「円盤にのったうさぎち

ゃん」と「お星さまひろった」という事実が含まれて

いるにもかかわらず。マーちゃんは虚実入り混じった

話を繰り返したせいで、周囲から狼少年と見なされて

しまい、たまらずこう叫ぶ。

いつもぼくのいうこと うそだっていうんだ。（p. 38） 

 ところが、『ヒョンヒョロ』において、事実をありの

ままに認識するのは周囲から嘘つきとみなされた件の

マーちゃんの方である。刑事やマーちゃんの両親は、

自らが勝手に線引きした「常識」と「非常識」に捉わ

れて、ウサギ型宇宙人がいることを物語の中盤まで認

めようとしない。僅か 32 ページのこの短い短編の中

に、「常識」と「非常識」という言葉が計 9 回も出てく

ることからも、いかに登場する大人たちが「世間一般

の多数決の産物によって生み出された常識」に拘泥し

ているかが分かる。

 父親は、想像力豊かなマーちゃんの話を聞いて、こ

う母親を諭す。

 こんな小さな子に 現実と空想の区別なんてつかな

いよ。（p. 32） 

 現実と空想の区別がつかないのは父親の方であるの

に、区別がつくマーちゃんに向かって父親が言い放つ

この一言は、まさに釈迦に説法である。ウサギ型宇宙

人が「ヒョンヒョロをください」という「きょうはく

状」を書いても、それを見た刑事や父親は「常識」や

「いたずら」という語彙で、それをなかったことにし

てしまう。両親が実際にウサギ型宇宙人を目の当たり

にしても、アルコールの飲み過ぎや幻覚、自身の疲れ

や風が吹いたことのせいにする。

 愚かな大人は両親だけではない。警察はウサギ型宇

宙人の誘拐脅迫のやり方を見ても、「非常識」や「異例」

「あほらし」という語をわめきちらすだけである。結

局「ヒョンヒョロ」の正体を突き止めることができな

かった父親は、一連の事件を「バカさわぎ」と形容す

る。

 更に作品の終盤で、常識に捉われているのはウサギ

型宇宙人も同様であることが判明する。ウサギ型宇宙

人は、「ヒョンヒョロ」なる宝物を「宇宙最高最大ノ価

値アル」と評するが、地球人には何の事だかさっぱり

分からない。この意味でウサギ型宇宙人もまた、自ら

の常識に捉われて、地球人の「ヒョンヒョロヲシラナ

イ」という姿勢を「非常識」と切り捨てる。

ウサギ型宇宙人は地球人の風習を良く知らない。そ

こで彼（彼女？）は誘拐犯の出てくるテレビドラマを

見るなどして、「地球ノ社会慣習ヲ尊重スルツモリデ、

研究シツクシテ」様々な手を打つが、それでもどこか

彼の意識は地球人とずれが生じている。宇宙人もまた、

「郷に入っては郷に従え」を地で行こうとするあまり

に、非常識な行動しか取れないのだ。その意味で、彼

もまた現実主義的であると同時に、常識という枠内で

物事を解決しようとする。

 結局、最後まで自己の認識を信じ、揺らぐことがな

かったのはマーちゃんただ一人であった。彼は空から

落ちてきたお星様を「ヒョンヒョロー」と呼んだが、

それを見せる相手たる大人たちは誘拐され、消滅させ

られており、マーちゃんの認識の正しさを証明する者

はいない。一見コメディタッチのこの作品は、こうし

て自我を強固に保持したマーちゃんにすら、他人に分

かってもらうという幸せの楽園を与えようとはしない。

どうして子供向けに描かれているように見せかけなが
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ら、『ヒョンヒョロ』は「常識的な」大人に喝と不安を

与える「恐怖の書」なのだ。

 こうして見ると、マーちゃんはドン・キホーテに、

ウサギ型宇宙人は象徴としての騎士道物語に、そして

両親と警察はその他の人物に真逆にシフトされうる。

ドン・キホーテは、自分が理想とする世界、即ち騎士

道物語の常識を、その常識が通じない現実世界に持ち

込んだ。そのことによって彼は周囲の人間から「狂人」

のレッテルを貼られ、部外者、アウトサイダーとして

奇異の眼で見られ、挙句の果てに嘲笑やいたずらの対

象とされる。

ここで徹底されるのは、その他の登場人物は、ドン・

キホーテを常に外部から、即ち第三者的視点で捉え、

自らのコミュニティに積極的に引き入れようとはしな

いことである。ドン・キホーテの騎士道物語的常識は

現実世界の常識には通用せず、彼の言動は周囲から見

れば「非常識」である。彼は件のマーちゃんと違って

嘘つき呼ばわりされることこそないものの、狂人とし

てことごとく非常識な人間として扱われる。即ち、弄

ばれるという娯楽の目的以外では、ドン・キホーテは

社会から真面目に取り合ってもらえない。ちょうど、

マーちゃんが「ウサギちゃんがいる」と言っても、周

囲の大人は誰もまともに取り合わなかったように。

 『ドン・キホーテ』におけるドン・キホーテは、そ

の非常識性ゆえに社会からアウトサイダーと見なされ、

疎外され、隔離された。しかし、その非常識性は彼が

騎士道物語の世界を現実世界に持ち込んだことに起因

するため、諫言すれば自業自得とも言える。ドン・キ

ホーテの「現実」は、一般社会の常識的な「現実」と

は相容れない。となれば、社会が自ら正常であるため

には、決して彼の非常識性、言うなれば遍歴の騎士の

理屈を認めてはならないのである。いったん認めたが

最後、彼らは「第二のドン・キホーテ」として扱われ、

社会から放り出されて、彼らが卑下していたドン・キ

ホーテの狂気と同じ位置、即ちアウトサイダーの立場

にまで押しやられてしまう。それは、常識人を標榜す

る社会人にとって、社会的死刑を宣告されるほどのイ

ンパクトを持つ。よって、彼らは「あの気の狂ったド

ン・キホーテ主従と一緒にされないために」気が狂っ

たように世間が恣意的に設定した、マジョリティ的に

強者・勝者である「常識」に固執する。

 マーちゃんは、自らが依拠した自己の認識を正しく

勇敢に、そして無謀にも信じた。彼はそれが「大人の

社会の一般的な常識」から外れていることを承知して

いたのかどうか、本編を読むだけでは不明である。だ

が、マーちゃんは容易く大人が設定した常識に流され

ることはなく、初志貫徹した。

マーちゃんは、刑事がウサギ型宇宙人を「宇宙人」

と認識して、狂ったように銃を乱射するのをただ眺め

て見ているだけである（p.51-52）。マーちゃんにとって

は、なぜ大人がウサギ型宇宙人を見て狂乱に陥るのか

が分からない。「そんなこと、見れば分かるのに」とい

う心境なのだ。だが、マーちゃんを取り巻く周囲の大

人たちは、両親や刑事も含めて、頑なに自らの認識を

信じようとせず、逆に誰かが恣意的に引いた「常識」

という境界の中に認識の助けを求めようとする。「常識」

が「自己の認識」に勝利したのである。

 このことを『ヒョンヒョロ』の筆致よろしく、コメ

ディとして笑い飛ばすことは容易い。むしろ、作者の

藤子・F・不二雄は、敢えて物語的に重く、陰気で不気

味な話を、イメージ的に軽いタッチで完成させた。我々

はウサギ型宇宙人などいないことを知っている。それ

は昔からそうだったし、何より周りの偉い人を含めた

大人がそう言うから、である。だからこそ我々はウサ

ギ型宇宙人の存在を自信を持って否定できる。しかし、

自己の認識と周囲の常識が対立した場合、我々が信じ

るべきなのは自分の脳味噌なのか、それとも社会の通

念的感性なのかを決定するのは容易ではない。

 『ヒョンヒョロ』が内容的に重厚なテーマを扱って

いながらコメディの様相を呈していることは、ちょう

ど『ドン・キホーテ』が認識論をテーマの 1 つに据え

ながら喜劇として書かれたのと似る。『ドン・キホーテ』

も最初は滑稽本の類と見なされた。17 世紀のスペイン

人は、風車に突撃して無様に転がる「自称遍歴の騎士」

を笑い飛ばす余裕があった。それと同様に、21 世紀に

住む我々も、宇宙最大の宝物であるヒョンヒョロを巡

るドタバタコメディを笑い飛ばすことができる。だが

この先、自己の認識を絶対的な不動の指針として信じ

ることができるのか、誰にも分からない。その意味で、

両作品はともに滑稽本の皮をかぶった悲劇的かつ挑戦
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的な書である。

3. 『ヒョンヒョロ』のマーちゃんとドン・キホ

ーテ -共にアウトサイダーにさせられた者た

ちの相違

『ヒョンヒョロ』のマーちゃんとドン・キホーテと

の相違は、彼らが認識した事物の現実性にあって、常

識性にあるのではない。マーちゃんは自分の見聞きし

たことを信じて、あくまで現実的に物事に対処したた

めに大人社会のアウトサイダーとして振る舞うことを

余儀なくされた。言わば、彼は徹底したリアリスト、

現実主義者である。彼はあまりに現実主義であるがゆ

えに、社会から嘘つきと糾弾されてアウトサイダーに

変貌させられた。

一方、ドン・キホーテはこの逆である。ドン・キホ

ーテは騎士道物語に心酔し、騎士道の理想を現実と思

い込むことで、周囲から隔絶された。彼は理想の中の

現実を生き、周囲に騎士道物語的な理想の現実を押し

つける。人々は彼をもてあまし、自分たちのテリトリ

ーに一歩も踏み込ませまいとして彼を遠ざける。そう

した（作者であるシデ・ハメーテ・ベネンヘーリも含

めて）周囲の人々が彼に対して行ったことは、彼に狂

人の烙印を押すことであった。そのことで彼は永遠に

社会の中心から外れたアウトサイダーになった。

『ヒョンヒョロ』のマーちゃんは現実を直視し過ぎ

たことで、そして『ドン・キホーテ』のドン・キホー

テは理想を取り込み過ぎたことで、共に社会のアウト

サイダーとなった。2 人は認識的に真逆の立場を取り、

行動も異なっていたが、それがあまりに多数決的な「世

間の常識」と外れていたために、結果として同じ場所

――アウトサイダーという社会的墓地――に定位する

ことになったのである。

マーちゃんとドン・キホーテにはもう 2 つの相違と

相似がある。1 つ目は、些細な点であるが、主人公の

狂気ないしは嘘つき（≒アウトサイダーであること）

の原因を、社会または作者が勝手に忖度して決定して

いることである。『ヒョンヒョロ』の両親は、我が子が

荒唐無稽なお話やごっこ遊びをするのを見て、以下の

ように述べる。

家庭教育が わるかったんじゃないのか。（中略）

怪獣映画ばっかり 見せるからよ。（p. 43-44） 

 付言しておくと、マーちゃんが怪獣映画を観るシー

ンは作中にはない。だが、両親は自らが彼を社会の周

辺に押しやっている可能性にはまるで気がつかない。

換言すれば、現実に存在するウサギ型宇宙人を信じな

いのは、自分たちが持っている凝り固まった頑固な固

定観念の賜物であるのに、彼らは「マーちゃんが怪獣

映画を観る」という理由づけによって自己を正当化す

る。そうして彼らは現実を否定し、更にはマーちゃん

自身をも否定する。

同様に、『ドン・キホーテ』でも、作者であるシデ・

ハメーテ・ベネンヘーリが前篇第 1 章で明記している

ように、哀れな田舎の郷士が「騎士道物語の読み過ぎ

で脳味噌が干からびた」と決定するのみである。郷士

が騎士道物語をむさぼるように読みふけるシーンは、

全篇を通して直接的には一度も描かれることはない

（当然のことながら、「騎士道物語を読み過ぎたために

狂気に陥った」という説明的な地の文は豊穣に見つか

る）。作者が、彼の狂気は騎士道物語に起因したもので

あると説明するだけで、作中に「読書の光景」という

具体的な描写はないのだ。このことは、『ヒョンヒョロ』

のマーちゃんの（大人が勝手にそうと判断する）嘘と

ドン・キホーテの狂気を、それぞれ「怪獣映画」と「騎

士道物語」のせいにしているのは外的な要因、即ち広

い意味での「社会」だということを示唆する。

もう 1 つの点は、マーちゃんは自己の主張（ウサギ

型宇宙人がいること）を貫き通した結果、大人から最

終的に認められることができることである。言わば、

彼は社会的地位の復権を達成する。それまで「嘘つき」

で「想像力豊か」と形容されて、大人からまともに扱

ってもらえなかったマーちゃんは、ここで初めて社会

の中心的視座に座ることができた。

ところが、これでようやくマーちゃんの言い分が認

められ、ウサギ型宇宙人が存在する「現実の」社会に

彼が飛び込もうとするやいなや、彼の父親が宇宙人に

向かってこう言う。

これ以上こどもをまきこむのは やめてくれ。（p. 52） 
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そしてこれ以後、ラストのシーンを除いて、マーち

ゃんは表舞台に姿を現すことはない。マーちゃんは、

せっかく獲得した社会の成員という地位を享受するこ

とができない。これに異を唱えるのはウサギ型宇宙人

である。その後の父親を交えた 2 人のやり取りを見よ

う。

「エッ ソレハチョットオカシイノデハ……」

「いやだというなら こっちもノーだ！」

「変則ダガ ヤクソクスルデス」（p. 52） 

 マーちゃんが話の輪に入らないことを「オカシイ」

「変則」と見なすウサギ型宇宙人。ところが、父親は

強引にマーちゃんを物語の舞台から降ろしてしまう。

それまで物語を引っ張ってきたマーちゃんは、ウサギ

型宇宙人にとっては「典型的な地球人」であり、読者

にとっても主人公であった。つまり、彼は社会的に認

められた瞬間に、物語の主人公であることをやめてし

まう。マーちゃんが外部的視点から見た物語の中心で

あるためには、物語内部で周縁にいなければならなか

った。ウサギ型宇宙人は、その矛盾を突いて「変則」

と形容するのである。

 ドン・キホーテは自己の主張を貫き通した結果、常

に社会的に変人扱いされる。騎士道物語の素晴らしさ

を信じ、その厳格なまでの規律に従っていた彼は、既

に騎士道物語が時代遅れだった社会から見れば異端児

である。騎士道物語に登場する巨人も魔法使いもいな

いことを、当時の社会は嫌というほど知っていた。そ

うした遺骸の如き書に依拠するドン・キホーテは、社

会から見ればまったくもって異質である。人は、異質

なものと交わることを極度に嫌う。そうして彼は社会

から「仲間外れ」にされる。

物語の主人公であるドン・キホーテは、こうして社

会からアウトサイダー扱いされることでしか、外部的

な物語の中心に位置することができない。『ヒョンヒョ

ロ』の主人公であるマーちゃんには、一瞬とはいえ彼

の言い分が社会に認められた瞬間があった。ところが、

ドン・キホーテの主張は、全篇を通して一切社会から

受け入れられることはない。マーちゃんは言い分を認

められた結果、物語の舞台から姿を消した。そしてド

ン・キホーテは言い分を認められなかったからこそ、

物語の主人公でい続けることができた。『ドン・キホー

テ』という物語の外部的主人公であるために、彼は『ド

ン・キホーテ』の作品内部でアウトサイダーになるし

かない。

 『ヒョンヒョロ』の最後で、大人全員はウサギ型宇

宙人に誘拐されて、消滅する。この消滅した世界に顕

然と現れるのは、主役の座を降ろされたマーちゃんで

ある。彼は誰もいない死滅した世界で、おもちゃ箱か

ら「落ちてきたお星様」であるヒョンヒョロを見つけ

出し、ママに見せようとする。だが、そのママはもう

いない。彼の論理が正当化される証拠の「ヒョンヒョ

ロ」を見せようにも、誰も彼の話に耳を傾けるものは

いない。こうして、再び登場した「主人公」たるマー

ちゃんは、再度社会の周辺地、マイノリティにまで格

下げされてしまう。「ママ！ ぼく うそつかないよ」

（p. 60）と必死に訴えても、もはや社会は彼を必要と

していない。むしろ、自身の存在を消すことで、暗黙

のうちに彼を拒絶する。こうして真実、現実を貫き通

した彼は、結局最後まで社会からはみ出し者として扱

われてしまう。

ドン・キホーテも臨終の席、後篇第 74 章で以下のよ

うな必死の弁舌を行う。

 「おかげで、わしは今や曇りのない理性を取りもど

し、あのおぞましい騎士道物語を読みふけったがため

にわしの頭にかかっていた、無知という黒々とした霧

もすっかり晴れたのじゃ。それゆえ、今ではああした

物語がいかに荒唐無稽で、まやかしに満ちていたかを

はっきり認めることができる。」（中略）

 「やあ、あなたがた、どうか喜んでくだされ、わし

はもうドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャではありま

せんからな。」（p. 403）3 

 今の今まで「正気」や「認識」の拠り所としていた

騎士道物語を「おぞましい」とまで形容するドン・キ

ホーテは、もはや「ドン・キホーテ」ではないと自己

を分析する。彼はアロンソ・キハーノという血肉を持

った人間として、前篇第 1 章で正気を失う前の状態を
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保持したまま「再登場」する。

騎士道物語という「まやかし」を「はっきり認める」

ドン・キホーテは、この瞬間に現実と事実を認識して

いると声高に周囲の人々に主張する。ところが、彼の

必死の訴えも、ちょうど『ヒョンヒョロ』のマーちゃ

んのように、周囲の人々の耳に届くことはなかった。

彼を社会の周縁に留め置こうとする友人たちの徹底ぶ

りは、残酷ですらある。

ところが、彼がこう言うのを聞いた三人は、これは

てっきり、何か新たな狂気にとらわれたに違いないと

思いこんだ。そして、サンソン・カラスコがこう言っ

た――

「ドン・キホーテ殿、われわれは今しがた、ドゥル

シネーア姫の魔法が解けたという知らせを受けたんで

すよ、それなのにあなたがそんなことをおっしゃって

どうするんですか？」（p. 404） 

正気に戻ったドン・キホーテ（≒アロンソ・キハー

ノ）を信じることなく、彼の魂を込めた「正気に返っ

た宣言」を「そんなこと」と一蹴するサンソン・カラ

スコ。サンソン・カラスコだけでなく、司祭や床屋ら

の一同は彼が正気に戻っては具合が悪いのだ。こうし

て、彼は狂気に陥っている最中も、そして狂気から醒

めて現実を直視しても、結局は周囲の社会に受け入れ

られたり、溶け込んだりすることはない。『ヒョンヒョ

ロ』のマーちゃんも、ドン・キホーテも、こうして常

にアウトサイダーであることを強いられる。いかに彼

らがその言動を変えようとも、宇宙人という現実を直

視しようが、騎士道物語という妄想の世界に入り込も

うが、少数派であることは社会の余所者なのである。

4. 『ヒョンヒョロ』のウサギ型宇宙人は何者か

-象徴としての「騎士道物語」と周囲の人々

 ここまでは『ヒョンヒョロ』の主人公であるマーち

ゃんと『ドン・キホーテ』の主人公ドン・キホーテと

の比較を検討してみたが、『ヒョンヒョロ』の第二の主

人公たるウサギ型宇宙人はどのような位置にいるだろ

うか。

『ヒョンヒョロ』でマーちゃんと行動を共にするの

は、件のウサギ型宇宙人である。ところが、周囲の大

人に非常識を突きつけるウサギ型宇宙人は、物語の中

盤になってようやく姿を現す。それまではマーちゃん

の伝聞でそれとなく存在がほのめかされるだけで、当

然のことながら大人たちは彼の存在を信じようとはし

ない。更に、その姿を大人たちに披露しても、彼らは

頑なにウサギ型宇宙人の実在を拒む。その様は以下の

ように哀れですらある。

大ウサギなんかいるわけが……わけが……。

少しアルコールをつつしもう。（中略）

こ、こんな……幻覚だわ……（p. 37） 

ウサギ型宇宙人がようやく認知されるのは、夫婦が

揃って「大ウサギがいる」ことを確認してからであり、

その夫婦が通報して駆けつけた警察も、「非常識な！」

「異例でありましゅが。」と呟いてようやく彼（？）を

受け入れる。ウサギ型宇宙人の言う通りに動く警察官

や刑事、そしてマーちゃんの父親は、宇宙人の指示も

言動も「あー あほらし」「バカさわぎの幕をおろして

もらおう。」と、まるで真面目に受け取っていない。

ウサギ型宇宙人が夫婦に認知される様も示唆的であ

る。マーちゃんの父親と母親が、それぞれ「互いにウ

サギ型宇宙人を認識していることを知らない」場面で

は、彼らは自己の認識を信じ切ることができない。ウ

サギ型宇宙人と楽しく夕食の席で会話する息子マーち

ゃんに向かって、両親は以下のように突き放す。

 マーちゃん ごはん食べながら ひとりごといっち

ゃいけません。

そう、しらないひとがきいたら おかしな人だと思

うよ。（p. 39） 

 ここで「おかしな人」なのは自分の認識を信じない

父親の方であるのに、現実を素直に受け止めるまっと

うなマーちゃんを「おかしな人」と、逆に糾弾してみ

せる。夫婦がウサギ型宇宙人を初めて信じるのは、彼

らが互いに、自分と同じくウサギ型宇宙人を認識して

いると知った瞬間（p. 46）である。それほどまでに、

人は自分が見たり聞いたりしたことに、正しい判断を
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下せない。誰かが自分と同じ事を経験していると知っ

て初めて、認識論的安住の地を手に入れることができ

るのだ。

『ドン・キホーテ』でも事情は似通っている。『贋作

ドン・キホーテ』が世に出回って、怒り心頭に達した

原作者セルバンテスは、贋作を徹底的に否定する。後

篇第 72 章では、その贋作を読んだという紳士ドン・ア

ルバロ・タルフェが、サラゴサで出会ったドン・キホ

ーテ主従が実は偽物だったという話をドン・キホーテ

から聞かされる 4。ドン・アルバロは自己の認識を信じ

ようとはせず、気の狂ったドン・キホーテの言い分を

盲目的に信じる。贋作でのドン・キホーテはサラゴサ

に向かっているが、だからこそドン・キホーテは「自

らが本物のドン・キホーテであることを示すために」

行き先をバルセロナに変更する。

「……彼（註：贋作のドン・キホーテ）が本物では

ないことを世界中に暴露せんとしてあの市に入ること

を断念し、そのまま、まっすぐバルセローナに向かっ

たというわけです。（中略）まあ要するに、ドン・アル

バロ・タルフェ殿、それがしこそ世間で名声を博して

おる正真正銘のドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャで

して、それがしの名をかたり、それがしの思想を真似

ることによって功名をあげようとした、あのみじめな

男は別人なのでござる。（中略）……あなたが今日まで

それがしに一度も会った覚えのないこと、そして、そ

れがしがあの『続篇』（註：『贋作ドン・キホーテ』）に

登場するドン・キホーテでもなければ、ここにおるそ

れがしの従士、サンチョ・パンサも、あなたがよくご

存知のあの従士でないことを、はっきりと申し立てて

くだされ。」（p. 382-383） 

ドン・アルバロが見た、偽のドン・キホーテを「み

じめな男」とこき下ろし、自分こそが本物のドン・キ

ホーテであると主張する狂人ドン・キホーテ。ところ

が、ドン・アルバロは、自分が見聞きしたことを認識

の根幹に据えるどころか、狂人の一見たわごとめいた

台詞を盲目的に信用する。ドン・キホーテの演説を聞

いて、ドン・アルバロがこう言う。

「重ねて確認しますが、わたしはこの目で見たもの

を実は見てはいなかったのだし、わたしの身のまわり

に起こったことも実は起こりはしなかったんですね。」

（p. 383） 

ここでは、紳士ドン・アルバロの認識が狂人の繰言

に敗北したのだ。かのように、自己の認識を正しく保

つことは、それが大多数から反駁されればされるほど

難しい。『ヒョンヒョロ』のマーちゃんにはそれができ

たが、いい大人で、かつ社会的な地位も高く、それゆ

え必然的に教養や知性を兼ね備えているはずの紳士ド

ン・アルバロにはそれができなかった。彼は付和雷同

的に大多数におもねって、自分の経験を放棄したので

ある。

ウサギ型宇宙人は「ごくまっとうな、常識的な大人」

が信じてはいけない対象である。もしその存在を信じ

るとすれば、それは「あほらし」と考えながら信じな

ければならないわけで、まともに正面から受け止めて

いいものではない。そうしないと、社会から白眼視さ

れるという、ただそれだけの理由で、である。

これらのことから、ウサギ型宇宙人は『ドン・キホ

ーテ』における騎士道物語を具現化したものであるこ

とが分かる。『ドン・キホーテ』において、騎士道物語

の中身や役どころ、台詞などをまともに信じていたの

はドン・キホーテ主従だけだった。司祭や床屋をはじ

めとするその他の登場人物は、騎士道物語そのものの

存在は認知していたが、その内容をまともに信じるこ

とは決してない。司祭ペロ・ペレスは当時の三流大学

であるシグエンサ大学出とセルバンテスから揶揄され

ている通り、前篇第 1 章でドン・キホーテが狂気に陥

る前の郷士と騎士道物語について議論を戦わせている

が、そんな月並みな頭脳しか持ち得ない司祭ですら、

騎士道物語の「中身そのもの」を信じたことはない。

彼がしたのは、騎士道物語を物語として、即ち「作り

話で」「嘘と知っていて敢えて」楽しむことだけである。 

逆に言えば、『ドン・キホーテ』において、騎士道物

語の中身を本物と思うものはことごとく狂人扱いされ

るということである。ドン・キホーテ主従をからかい、

慰みものにし、時に怪しげな「治療」を行う治療者た

るその他の登場人物は、騎士道物語を言わば外部から
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俯瞰し、その中に極力入り込まないようにメタ認知し

ながら、主従に寄り添う形で騎士道物語と接していた。

ところが、いったん騎士道物語をあるがままに受け入

れ、その内部にまで入り込んで、それを「現実」と捉

えることは決してない。ひとたびそうすれば、今まで

自分たちが狂人として嘲っていたアウトサイダー、即

ち社会的少数者の位置に追いやられることを知ってい

たからである。

よって、『ドン・キホーテ』の登場人物たちは、押し

並べて騎士道物語を悪し様に罵り、軽蔑の対象にする。

これはちょうど、『ヒョンヒョロ』でウサギ型宇宙人を

まともに扱わなかった両親や警察らと符合するが、や

はりここでも逆のベクトルが働いている。騎士道物語

に登場する魔法は現在の科学では否定されているし、

そもそも巨人も竜も現実世界のどこにもいない。17 世

紀のスペインで、魔法や巨人を現実の眼で認識した人

間はいない。つまり、『ドン・キホーテ』の物語内部に

竜や巨人が定位することはない。ところが、『ヒョンヒ

ョロ』のウサギ型宇宙人は物語内部で実在する。

興味深いことに、いないことにされている『ドン・

キホーテ』の竜や巨人も、いることにされている『ヒ

ョンヒョロ』のウサギ型宇宙人も、現実の 21 世紀を生

きる我々は、両者とも実在しないことを知っている。

一見狂気的な書である『ドン・キホーテ』がまともで

現実に即した認識観を持っているのに対し、子ども向

けの漫画『ヒョンヒョロ』は架空を当然のこととして

前提とするという、現実の認識観に反する思考や真理

を措定していることは注意すべきだろう。

存在しないものを信じないことで世間から「余所者」

扱いされることを避ける『ドン・キホーテ』に対し、

存在するものを信じないことで周囲の人間と同調し、

「余所者」にされないようにするのが『ヒョンヒョロ』

なのである。

このようにあるものの「実在」にこだわる姿勢は、

サルトル（Jean-Paul Sartre：1905-1980）の『嘔吐（La 

Nauseé）』における主人公アントワーヌ・ロカンタンを

髣髴とさせる。ロカンタンは自己の存在を確認するた

めに街を彷徨い、日記にただ一行「記すことなし。存

在した。」（p. 120）5と書く。しかし、彼は作中の登場

人物「独学者」とのレストランの対話において、急に

以下のように悟る。

私はでて行きたい、どこかほんとうに＜自分の場所

＞であるような、自分をすっぽりとはめこめるような

ところへ行ってしまいたい……。しかし私の場所はど

こにもない、私は余計な存在である。（p. 141） 

しかし、ロカンタンは結局いかなるものの「存在」

にも手を触れることはできなかった（p. 147）。存在に

触れるためには俗的な世界まで堕落せねばならず、彼

はそれを＜嘔気＞として感じる。そして彼は、もはや

自死によっても余計なものであることをやめられない

ことに気づく。「私は永遠に余計なものだった（p. 149）」

と独白する彼は、その瞬間に究極的なアウトサイダー

へと変貌する 6。 

『嘔吐』のロカンタンは、存在や実在にこだわりす

ぎた挙句に「余計な存在」に降格させられた。「存在」

という騎士道物語や宝物「ヒョンヒョロ」を信じよう

と放浪したために、ロカンタンは余所者にされたので

ある。

 ウサギ型宇宙人は、最後で宝物であるヒョンヒョロ

を受け取ることができずに、怒り狂って「誘拐」を実

行する。つまり、自分の力と存在を、周囲の大人たち

に無理やりに信じさせた。ここにも『ドン・キホーテ』

との符合が見られる。『ドン・キホーテ』では、治療と

称して前篇では司祭と床屋、ドロテーアなどのその他

の登場人物、そして後編ではそれに加えて学士サンソ

ン・カラスコと公爵夫妻までもが加わって、ドン・キ

ホーテ主従が心の拠り所にしている騎士道物語の世界

で戯れる。後篇第 74 章、ドン・キホーテの臨終の場面

では、件のドン・キホーテがドゥルシネーアも騎士道

物語も「奈落の底に落ちろ」と言っているのに、彼ら

はいっかなそれを信じようとはしない。むしろ信じる

のは、ドン・キホーテの狂気と騎士道物語の「妄想性」

だけである。

『ヒョンヒョロ』では、ウサギ型宇宙人が激怒して

自分の存在を押しつけた。一方、『ドン・キホーテ』で

は、ドン・キホーテが狂気から醒めることによって騎

士道物語の妄想性を周囲の人間に信じさせた。プロセ

スが真逆であり、かつ強制か自発的かの違いがあると
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はいえ、最終的に大人たちや周囲、そして社会は「ウ

サギ型宇宙人」と「騎士道物語の妄想性」を認知する

に至ったのである。

5. 『ヒョンヒョロ』のその他の登場人物 -事実

を信じず、多数決に自己を委ねる警察と両親

ここでは『ヒョンヒョロ』のその他の登場人物、具

体的には主人公マーちゃんの両親と刑事たちにスポッ

トを当てて、『ドン・キホーテ』との比較検討を行う。 

 マーちゃんの両親及び警察は、騎士道物語的な象徴

であるウサギ型宇宙人の存在を認めず、自己の認識を

否定していることから、『ドン・キホーテ』においてド

ン・キホーテ主従をからかう「その他の登場人物」の

類型であると言える。

特徴的なのは、最初にウサギ型宇宙人と遭遇する髭

をたくわえた刑事である。この刑事は、ウサギ型宇宙

人が書いた脅迫状が刑事の信じる定型通りに仕上がっ

ていないことを指摘し、自説を「常識！」と何度も決

めつける。更に、ウサギ型宇宙人が脅迫状を書いた本

人であり、「犯人予定者が被害予定者の家に……しかも

ぬけぬけと警察官の前に!!」（p. 48）いることを知ると、

「非常識」を連発して激怒する。

しかし、「常識／非常識」の建前を重んじるあまりに、

主人公の両親も警察官も現実が見えていないという点

で、彼らは明らかに『ドン・キホーテ』の第三者的治

療者たちである。自分の見たいものしか見ず、自らが

設定した枠内で物事の解決を図る彼らは、ドン・キホ

ーテ主従とは別の意味で、だが同じ程度に狂気的であ

る。このことは、先の刑事が「犯人予定者」「被害予定

者」と、頭の中で自分の都合の良いようにストーリー

とその「予定者」を作り上げていることを見れば、容

易に首肯されるであろう。

もう 1 つ特徴的なのは、この刑事が会話の端々で「で

しゅ」という幼児語を使うことである。普通に考えて、

幼児語を使う強面の刑事など「世間的、常識的には」

いない。この一点だけを見ても、件の刑事は「刑事ら

しさ」、即ち刑事のプロトタイプから著しく逸脱してい

る。

件の刑事はウサギ型宇宙人の出現に怒り心頭に達し、

「警察をぐろうすると 許しませんぞ。」（p. 49）と捨

て台詞を残して去っていこうとする。しかし、現実を

現実と受け止めず愚弄しているのは他ならぬ彼自身で

あり、いったん彼が信じた世界（＝ウサギ型宇宙人な

どいない世界）が否定されると、刑事は狂ったように

銃を乱射する（p. 51）。彼にとっては、自分が構築した

世界、予定調和の世界を乱すものはことごとく愚弄の

対象であり、かつ拳銃で射撃してその存在を抹殺せず

にはいられないものである。そうでなければ、彼自身

が狂気に陥り、ないしは世間から狂人と見なされ、自

らが最も忌み嫌う「非常識人≒アウトサイダー」にカ

テゴライズされてしまうからである。

一方、マーちゃんの両親については既に関連して論

じているのでここでは繰り返さない。ただ、刑事と同

様の「自らの常識という檻」に閉じ込められている様

は、現実を嬉しそうに話すマーちゃんを評して、

どうして あんな子に なったのかしら。（p. 43） 

 と、否定的な感情を抱いていることからも察せられ

るだろう。

 最後に、ウサギ型宇宙人が欲してやまなかった宝物

「ヒョンヒョロ」についても言及しておこう。ヒョン

ヒョロは、言わば騎士道物語の理想の最終形態のシン

ボルとして機能している。『ドン・キホーテ』が出版さ

れた 17 世紀初頭では、騎士道物語は既に落ち目であ

った。ラッセルは次のように言う。

先ず注目すべきことは、セルバンテス言うところの

騎士道ものへの懲らしめという意図が、一六〇五年当

時でさえ、すでに死にかけた馬に鞭を当てる所業に等

しかったという事実です。

Russell（1985：45） 

となれば、騎士道物語そのものだけでなく、騎士道

を体現し、弱きを助け強気を挫くという高邁な理想や

その過程、そしてその思想すらも砂上の楼閣であった

に違いないだろう。

17 世紀初頭のスペインは「黄金世紀（el Siglo de 

Oro）」と形容され、全世界の覇権を握って絶頂の極

みにいた。ところが、スペインは軍事、政治、文学、
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美術といった分野でこそ栄華を誇っていたが、新大陸

から運ばれてきた金銀はことごとく高利貸しの手に渡

っており、当時のスペイン国王フェリペ 2 世は 1557

年に最初の破産宣告（bancarrota）を行い、ついで

1595 年までに計 4 回の破産宣告を行っている。つま

り、スペインという国の内実は決して豊かではなかっ

た。このことがスペイン国民を厭世的にさせ、現実主

義的、ピカロ的な生き方を選ばせたことは間違いない

だろう。スペイン美術の評論として、以下のような記

述が見つかるのは示唆的である。

普遍的、理想的な美を至高のものとする純粋な古典

主義よりも、どこかしら歪んだもの、完璧でないもの

のもつ強い表現性に共感する気質や風土がスペインに

はあって、……（後略）

大髙他（2018：162） 

こうしたスペイン本国の「歪んだ」「完璧でない」

状況下にあって、騎士道物語の理想は、現実では決し

て手の届くことのない崇高なものであった。ウサギ型

宇宙人がヒョンヒョロを手に入れられなかったのは、

ちょうど、騎士道物語が掲げる理想を、現実の人々が

決して掴むことができなかったこととリンクする。

そして、ラストになって独りぼっちになったマーち

ゃんは、ヒョンヒョロの価値も知らずに無邪気に母親

に「お星様」を見せようとする。ドン・キホーテは騎

士道の理念を具現化するべく奮闘し、狂気に陥ってあ

ちこちで大混乱を巻き起こすが、実は登場人物の中で

ただ一人、騎士道物語が理想とするスローガンを実地

に行動に移した人であった。つまり、ドン・キホーテ

は、騎士道物語の理想たる「ヒョンヒョロ」を手に入

れながらも、決してそれと気づくことはなかったので

1 『狼少年』または『嘘をつく子供』『羊飼いと狼』などと

も呼ばれるこの寓話は、結末についていくつかの相違があ

る。狼少年が食い殺されるというエンディングの他に、村

の羊が食べられる結末などがある。
2 ページ数は「My First BIG『藤子・F・不二雄短編集

SF ものがたり エイリアン篇』2003 年」より。 
3 ページ数は牛島信明（訳）（2001）『ドン・キホーテ』全

6 巻、岩波文庫より。 
4 『贋作ドン・キホーテ』では、ドン・アルバロはドン・

キホーテ主従とサラゴサで会うことになっている。

ある。このことも、マーちゃんとドン・キホーテの類

似点が浮かび上がってくるであろう。

ところで、『ヒョンヒョロ』には『ドン・キホーテ』

のサンチョ・パンサに対応する登場人物が見当たらな

い。強いて挙げるとするならば、主人公の男の子と行

動を共にするウサギ型宇宙人が一時的にサンチョ的に

なることはあるが、『ヒョンヒョロ』にはマーちゃんに

付き従うサンチョ・パンサは存在しないと考える方が

的を射ているだろう。これは元々、『ドン・キホーテ』

が短編として想起され、前篇第 6 章辺り（即ち、サン

チョ・パンサが登場する前）で終わらせようとしてい

た残滓と見ることもできる。即ち、『ヒョンヒョロ』は

現実と妄想を逆転させた『ドン・キホーテ』の短編バ

ージョンなのだ。

6. 結語

以上、『ヒョンヒョロ』と『ドン・キホーテ』の類似

点と相違点を比較して論じたが、改めて驚かされるの

はその関連性の高さである。これはけだし、『ドン・キ

ホーテ』的な着想が、単なる文学の枠を超えて、サブ

カルチャーである漫画やアニメといった「物語を表現

する媒体」にまで押し広げられているほど普遍的であ

ることの証左と言っていいだろう。
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