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〔研究ノート〕

『深い川』の語り

伊藤幸子 (S I)

日本大学非常勤講師

はじめに

周知のように、ホセ・マリア・アルゲーダス

（1911-69年）はペルーの代表的な小説家で、民

族学者でもある。彼の小説『深い川』(Los rı́os

profundos, 1958)は、主人公の少年エルネスト

と父親がアンデス山岳地帯の村々をめぐる旅の

場面から始まる。物語は、やがて父と別れたエ

ルネストがアバンカイ市で送る寄宿学校生活と、

その周囲で起きるさまざまな事件とを中心に展

開しながら、主人公自身を主な語り手として、

その目を通して描かれている1。

ペルーのアンデス山岳地帯を舞台とする作品

を多く残したからこそ、アルゲーダスの小説は、

内側からアンデス世界を描いたという点で高く

評価されており、またラテンアメリカ文学史に

おいても、彼はインディオの擁護と復権の運動

と定義されるインディへニスモを代表する小説

家のひとりに位置づけられている。もともとア

ルゲーダスが創作を始めたきっかけは、アンデ

スのインディオを描いた小説を読んで不快に思

い、それでは自分の体感したアンデス世界を提

示しよう、と考えたことにあったという。この

とき大きな問題になったのは、インディオが普

1Arguedas, Jośe Maŕıa,Los rı́os profundos, Madrid, Edi-
ciones Ćatedra, S. A., 1995（杉山晃訳『深い川』現代企画
室、1993年）

段使用するケチュア語ではなくスペイン語を用

いて、どのようにアンデスの世界を表現するの

かということであった。実際、最初の短編を発

表してからずっと、アルゲーダスはアンデスの

世界を描き出す方法に悩んでいたのだが、後に

は、『深い川』において文体がひとつの完成をみ

ることができた、と述べるようになる2。

年譜によるとアルゲーダスは、最初の作品で

ある短編小説 “Wambra Kuyay”（少年の夢）を

1933年に発表し、その後も続けて短編小説を発

表している。1935年に最初の短編集 Agua(水)

を、1941年には最初の長編小説『ヤワル・フィ

エスタ』3を、それぞれ上梓した。その後しばら

くは教育者および民族学者としての活動が主と

なる。後にアルゲーダスは、最後の作品となる

El zorro de arriba y el zorro de abajo（『上の

狐と下の狐』1971年）の冒頭で、1944年 5月

に精神を患ったため作家でありながら 5年もの

間何も書くことができずにいた、と回想してい

2Arguedas, Jośe Maŕıa, “La novela y el problema de la
expresíon literaria en el Perú (1950)”, en Larco, Juan (Re-
copilador), Recopilación de textos sobre José Marı́a Ar-
guedas, La Habana, Casa de las Américas, 1976, pp. 397-
405; Arguedas, José Maŕıa, “La narrativa en el Perú con-
tempoŕaneo (1969)”, enRecopilación de textos sobre José
Marı́a Arguedas, pp. 407-430.

3Arguedas, Jośe Maŕıa, Yawar Fiesta, Lima, Editorial
Horizonte, 1986（杉山晃訳『ヤワル・フィエスタ（血の祭
り）』現代企画室、1998年）
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る4。そんな空白期間を経た 1954年に、短編集

Diamantes y pedernales（『ダイヤモンドと火打

ち石』1954年）を出版し、作家活動を本格的に

再開する 1958年にはひとつの重要な作品が発

表されている。この注目すべき作品こそが、本

稿で取り上げる小説『深い川』である。

自身はインディオでなくとも、インディオが

住むアンデス世界を体得したアルゲーダスが、

主人公を自分の分身とみなしてつづった自伝的

な小説なのである、と多くの評者が一致した解

釈をしている5。しかも、感受性の強いエルネス

トを語り手とするその物語世界の美しさゆえに、

この作品はアルゲーダスの最高傑作だとさえ評

されている。現代ペルーを代表する世界的な小

説家であるマリオ・バルガス＝リョサもまた、

そのような評者のひとりであって、アルゲーダ

スについて多くの文芸評論を書く中で、彼に対

する賛辞を惜しんではいない。『深い川』は個

人的な体験に基づいているが、単なる自伝を超

えて傑出した創作である、と6。

4Arguedas, Jośe Maŕıa, “El zorro de arriba y el zorro de
abajo”, enObras completas tomo V, Lima, Editorial Hori-
zonte, 1983, p. 17.

5『ヤワル・フィエスタ』および『深い川』の邦訳者であ
る杉山晃は、アルゲーダスの他の作品にもしばしば名を変
えて登場する少年こそがエルネストだと指摘しつつ、イン
ディオの独特な感覚を語る少年の感受性の強さに「はっとさ
せられる」、と述べている（「アルゲーダス―ふたつの文化の
狭間で」『ラテンアメリカ文学バザール』現代企画室、2000
年、92-98ページ）。また Sául Yurkievichはこう評する。
「われわれは『深い川』の強い自伝的色調に気づく。作者と
すぐ同一視できるような、主人公エルネストの一人称の語
りによって、その色調は強調されている」(Sául Yurkievich
“Realismo y tensíon ĺırica enLos rı́os profundos(1963)”, en
Recopilación de textos sobre José Marı́a Arguedas, p.243.)。

6Vargas Llosa, Mario,La utopı́a arcaica, México, D. F.,
Fondo de Cultura Económica, 1986, p.176.　アルゲーダス
の「メスティサヘ」思想を扱った論考の中で、後藤雄介は
内側からインディオを描いて従来のインディへニスモを克
服したという、アルゲーダスに対して繰り返し与えられる
評価は、バルガス＝リョサの評価から始まったと言われて
いる、と指摘している。（後藤雄介「インディへニスモか
ら「メスティサヘ」へ―ホセ・マリーア・アルゲーダスの
ペルー社会像―」『イベロアメリカ研究』第 XVI 巻第 1号、
1994年、45-58ページ）。

1.『深い川』の語り手たち

先に述べたように、この物語の主たる語り手

は主人公エルネストである。成長したエルネス

トが一人称を用いて、自分の周囲に起こるさま

ざまな出来事を回想して語る、というスタイル

がとられている。しかし、バルガス＝リョサも

指摘することだが、『深い川』の中には、エル

ネストに代わって別の語り手が物語を語るとい

う部分が出てくる。この点に関してバルガス＝

リョサは、次のように指摘する。

「…たったひとりであるかのように語り手に

ついて述べたが、実際のところこの小説の中

には、筋を語るために交代で二人の語り手が

登場する。ひとりは語り手－登場人物のエル

ネスト、孤独な若者であり、彼の不安と鋭い

感受性は挿話の大部分を占めている。そして

第二は、全知の語り手、成人、学者であり、彼

は目に見えない存在として、無人称で、いく

つかの説明を挿入するため、物語の操作を短

い間ながら引き受けるのだ。」7

そしてバルガス＝リョサは、全知の語り手と

彼が名づける語り手、つまりエルネストではな

いもうひとりの語り手が登場する箇所として、全

11章からなる小説の中で、次のような部分をあ

げている。すなわち第 6章「スンバイユー (zum-

bayllu)」8の冒頭でケチュア語の-yllu（イユー）と

いうオノマトペについて述べる長い説明の部分

と、全編に散見されるアンデス特有の動植物な

どに関する短い説明の部分、第 9章「石灰と石

ころ」の半ばの、暴動を起こしたチチャ酒場の

女性たちを追う警官隊のエピソードの部分であ

る。バルガス＝リョサの言葉を借りれば、-yllu

7La utopı́a arcaica, p.177.
8アンデスの独楽の意。胴体の上部に目のような四つの

穴が開いており、回るとうなり音をあげる。
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についての言語学的な説明とアンデスの事物に

関する説明の部分は、次のように評価される。

動詞の時制でいうと点過去形から現在形への移

行を意味しており、また物語の空間的な観点で

いえば、語りの状況下にある語り手－登場人物

から、物語外部にいる全知の語り手へと語り手

が移ることで、それらの事物についての描写が

より複雑で精緻なものになっているのである9。

そしてバルガス＝リョサは、暴動を起こした

チチャ酒場の女性たちを追う警官隊のエピソー

ドは、『深い川』における語り手の交代として

もっとも重要な部分であると指摘する。ここで

は、語り手－登場人物（エルネスト）が見聞し

ていない出来事を、全知の語り手によって語ら

せている。しかし、「その出来事はアバンカイ

で人々によって何度も語られた」というフレー

ズで結ばれることにより、あたかもエルネスト

がその出来事を語り続けているかのような感じ

が生まれ、語り手の交代に整合性を与える高度

9次に引用するように、アンデスの鳥コウテンシについて
の説明の箇所は、語り手が巧みに交代する場面のひとつだ、
とバルガス・リョサは指摘する (La utopı́a arcaica, p.177.)。
この箇所は一人称単数点過去形の語りで始まり、その後は
三人称現在形で描かれている。そして¡Tuya, tuya!という語
り手の叫びの部分から、主語は再び一人称になる。以下に
訳出してみたい。「それにもかかわらずマルカスカは、ぼく
を並木道へ連れて行った。桑畑でコウテンシがよい調子で
さえずっていた。コウテンシはよく高い枝にとまっている。
桑の木にまじって生えている数少ない柳の枝で、体を揺ら
しながら歌うこともある。土地の人はコウテンシをツーヤ
と呼ぶ。あでやかで、丈夫なくちばしをして、木の高みに
飛んでいく。ルクモやランブラやアボカドといった濃い色
の木々のてっぺんで、とりわけまっすぐで丸い形に葉を茂
らせたルクモの木の上で、ツーヤは歌う。黒い羽根のつい
たその小さな黄色い体は、青空や木の緑を背景に遠くから
もよく見える。一つの枝から、もっと高い枝や近くの木へ
と飛びかって、歌を歌う。節を変えながらさえずっている。
寒いところには行かない。その歌声には深い谷の秘密が秘
められている。ペルーのひとびとは、昔からその歌声を聞
きいては、世界のどこよりもけわしい場所であるこの地の
山並みや雲の下を、空を渡って行くその姿を見て、作曲して
きた。ツーヤ、ツーヤ！　ぼくはその歌声からできていて、
人間の中にぼくを放りこむためにそこから引きずりだされ
たのだ。ぼくがそのさえずりに聞き入っていると、並木道
に二人の女の子が現れるのに、ぼくたちは気づいた」(Los
rı́os profundos, pp. 347-8.)。

な叙述技術が駆使されている、というのである。

『深い川』に散見される語り手の交代は、小説を

書く上の優れたテクニックである、とまとめて

いる10。

確かに、アンデスのさまざまな事物について

の説明は、それほど長いものではなく、物語を

読み進むうえで違和感を覚えることもない。そ

れは時に気づかないような、一人称の語り手が

沈黙している状態をさす。また、チチャ酒場の

女性たちを追う警官隊のエピソードでは、自分

の体験しない出来事をエルネストが知りえた理

由が説明される、そう思わせる一文が挿入され

ている。こうした配慮のおかげで、一人称で語

られる小説の中で別の語り手が物語を進めてい

ても、読者が戸惑いをおぼえてしまうような事

態は、巧みに回避できているのであろう。

ところでバルガス＝リョサは、第 6章の冒頭

にある-ylluというオノマトペの解説と、他のア

ンデスの事物に関する説明部分の語りとを同列

に考察しているが、はたしてこれは適切な措置

なのであろうか。なぜなら、バルガス＝リョサ

も長い説明だと表現するように、第 5章から第

6章に入るこの部分は、一人称の語り手エルネ

ストが不在の場面であり、分量も数ページに及

んでいるからである。すでに注 9で例示したよ

うに、前後に改行もなしに一人称の語りが続く

など、巧みに語り手の変声が行われているが、

他のアンデスの事物に関する説明において語り

手－主人公の沈黙が比較的短いことに比べると、

第６章の冒頭はかなり違っている。バルガス＝

リョサの表現を借りるならば、第 6章において

小説の空間は物語世界内から外部へと移って、

1章から 5章までずっと物語を語り続けている

と読者が思ってきた／思わされてきた主人公が、

10La utopı́a arcaica, pp.177-8.
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ここで沈黙して物語からも姿を消してしまうの

だ。すると、一人称で語るエルネストに従って

それまで物語を読み進めてきた読者は、どこで

誰の声を聞いているのかが不明瞭になって、違

和感を覚えざるをえなくなる11。

もちろん、ケチュア語によるオノマトペの解

説を挿入するというこの措置、つまり、一人称

の語り手が数ページにもわたって姿を消してし

まうという状態は、場合によっては小説の流れ

を損ないかねない危険な行為というべきであろ

う。だとすれば、そんな措置がとられた意味と

その効果は、どこにあるのか。これまでの評価

によれば、それは、アンデスの事物をより正確

に描写することで、アンデス文化を読者に理解

させるためだといわれるが、はたしてそれだけ

なのであろうか12。

先に紹介したように、自分が体感したアンデ

ス世界の実感を表現するために、アルゲーダス

11デイヴィッド・ロッジは著書『小説の技巧』の中で、こ
う述べている。「もちろん、小説を書くにあたって、作者の
都合で勝手に視点を変えてはいけないなどという法や規則
があるわけではない。だが、視点が何らかの審美的な構想
や原則に従ってなされるのでなければ、作品への読者の参
与が、読者によるテクストの意味の「生成」が妨げられて
しまうだろう」（デイヴィッド・ロッジ『小説の技法』（柴田
元幸・斉藤兆史訳）白水社、1997年、47ページ。）ここで
指摘されるように、読者がその変更に何らかの意味を見出
せないような、語り手として設定された視点の変更は、小
説にとり好ましいものとは言えないだろう。『深い川』第 6
章の冒頭部分でアルゲーダスが行った語り手の変更につい
て付言すれば、訳本を読むと、エルネストの語りの部分と
文末を訳者が統一しつつ同調を試みているように思われる。
つまり、読者が一読したときに違和感を抱くことをできる
だけ回避しようとする配慮が、訳本ではなされている、と
解釈することもできる（『深い川』101-5ページ）。

12第 6章のタイトルであるアンデスの独楽「スンバイユー」
がこの物語の鍵のひとつとなっていることは、多くの評者が
一致して指摘する点である。例えばWilliam Roweは、「ス
ンバイユーは自然の魔力が具現化したものである。スンバ
イユーを介して、エルネストは外界との調和を達成するので
ある」(Rowe, William, “Mito, lenguaje e ideologı́a como es-
tructuras literarias (1972)”, enRecopilación de textos sobre
José Marı́a Arguedas, p.269)と書いて、その重要性に言及
している。評者の意見が一致する点は、Ediciones Ćatedra
版の編者 Ricardo Gonźalez Vigilも指摘するところである
(Los rı́os profundos, p.235.)。

は創作活動を始め、やがて『深い川』の中で自

分のスタイルにひとつの結論を出すことができ

た、と考えるに至った。そこで次では、数ペー

ジにわたってエルネストが不在となる前述の部

分に注目し、この記述が作品に与える効果につ

いて、より詳しく考察してみたい。

2.「もうひとりの語り手」

バルガス＝リョサが「言語学の長広舌」と評

したオノマトペの解説部分は、『深い川』が出版

される 10年前の 1948年にはすでに、“Acerca

del intenso significado de dos voces quechuas”

（ケチュア語の二つの音の強い意味について）と

いう題でエッセイとして発表されている13。そ

こには、-ylluというケチュア語の語尾はオノマ

トペであり、それは小さな羽音など、薄い物体

の運動によって生まれる音を表す、という説明

がある。そして、-ylluという語尾を持つケチュ

ア語の単語が示され、それぞれの意味とアンデ

ス世界での解釈とが紹介されている。タンカイ

ユー (tankayllu)とはブンブンと羽音を立てて飛

ぶアブのことで、花の蜜を吸いながら野原をめ

ぐるが、害はなく、その腹についた蜜をなめよ

うと子どもたちがこの虫を捕まえる。タンカイ

ユーがその内に自身以外の命を持つ、とアンデ

スのインディオたちは信じており、他の虫とは

違って神に見放された生き物ではないかと考え

ている。それからまた、アヤクーチョのハサミ

踊りの名手もタンカイユーという名前であった

ことについても言及されている14。また、ピン

13このエッセイ (Arguedas, Jośe Maŕıa, “Acerca del in-
tenso significado de dos voces quechuas,” enIndios, mesti-
sos y señores, Lima, Editorial Horizonte, 1985, pp.193-6.初
出は La Prensa, Buenos Aires, 6 de junio de 1948である。）
と『深い川』の内容との一致については、Ricardo Gonźalez
Vigil が指摘している (Los rı́os profundos, p.239)。

14このタンカイユーという名のハサミ踊りの名手は、『ヤ
ワル・フィエスタ』にも登場する (Yawar Fiesta, pp. 40-1.)。
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クイユー (pinkuyllu)とは、南のインディオたち

が共同体の祭りで吹く巨大なケーナのことをさ

す。家庭の祝いや宗教的な祭りでは使われず、

その代わり共同体の世話役の交代儀式、カーニ

バルの時に行われる若者たちの戦い、家畜に焼

印を押すとき、それに闘牛のときにも、ピンク

イユーが演奏される。インディオたちはその音

色に忘我し、興奮し、力を噴出させる。それは

人の心深くに届く音色であり、-ylluという語尾

はそういう類の音楽を表している。

「スンバイユー」と題される章の冒頭と、この

エッセイとを比較してみよう。すると、コンマ

などの位置が変更され、部分的な説明が追加な

いし削除されている点に、注目を引かれる。た

だ、内容や量からみて大幅な変更がなされてい

ないことから、推敲を経てこのエッセイの文章

が小説『深い川』に採録されたものと考えるこ

とができる。しかも、本稿の関心事である語り

手の問題からそれら二つを読み比べてみると、

次に引用する二カ所の変更部分は、たとえ細か

な点であっても、「二人目の語り手」について考

察を加えようとする際、われわれに多くの示唆

を与えてくれるにちがいない。

［第 1の引用］

＜エッセイ＝ “Acerca del…” ＞：Pero el

tankaylluno es una criatura de Dios como to-

dos los insectos comunes;（しかし、タンカイ

ユーはすべての虫たちのように神の庇護の下

にある存在ではない）

＜『深い川』＞：Pero los indios no se conside-

ran altankaylluuna criatura de Dios como to-

dos los insectos comunes;（しかし、インディ

オたちは、タンカイユーをすべての虫たちの

ように神の庇護の下にある存在とは考えてい

ない）

最初に書かれたエッセイでは、タンカイユー

について断定的に述べているが、他方『深い川』

では、「インディオたちは.......考えていない」と

いう表現が用いられており、両者を比べてみる

とアンデス住民のタンカイユー観としてより正

確な説明を与えようという配慮が、後者には強

く感じられる。

［第 2の引用］

＜エッセイ＝ “Acerca del…”＞：No lo he óıdo

en las fiestas religiosas.（わたしは宗教的な祭

りでそれ（ピンクイユーの音）を聞いたこと

がない）

＜『深い川』＞：Durante las fiestas religiosas

no se oye elpinkuylluni el wak’rapuku.（宗教

的な祭りの間は、ピンクイユーもワックラプ

ク（雄牛の角で作られた楽器）も聞こえない）

エッセイの中で一人称（わたし）が用いられ

ているのはこの一文だけであり、そこでは、ピ

ンクイユーが宗教的な祭りで演奏されないのは、

アルゲーダスが知る限りの事実であることが明

示される。これに対し後者の小説では、村々で

起こる一般的な出来事として、ピンクイユーの

説明がなされているのである。かかる変更によ

り、エッセイに顔を出していた作者は、-ylluと

いう語尾についての小説における描写では姿を

消してしまうのである。

3.「もうひとりの語り手」の意味と効果

これまで主語の変更に注目し、エッセイと小

説について二ケ所の文章を比較してきた。これ

らの比較で、次の点が明らかになったといえる。

すなわち、エッセイで使った文章を『深い川』
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の中に挿入する際には、一層の客観的な印象を

与える効果をもたらす表現に変更しているので

ある。

では、数ページにわたる前述のような-ylluの

説明は、小説全体にどのような影響を及ぼしてい

るのだろうか。第6章「スンバイユー」では、-yllu

の説明を数ページ行ってから、¡Zumbayllu!とい

う語り手の叫びによって、舞台を小説空間に戻

す15。アンテーロという生徒が学校に初めてス

ンバイユーを持ってくるところから、その挿話

は始まる。生徒たちは口々に「スンバイユー」と

叫びながら校庭に走って行く。主人公のエルネ

ストは皆の後に従いながら思う、スンバイユーっ

てなんだろう、と。だが、スンバイユーという

言葉にある語尾（イユー）は、美しくて神秘的な

物体をエルネストに連想させる。そしてタンカ

イユーという名のハサミ踊りの名手を心に浮か

べ、それから、昆虫のタンカイユーや南の村々

で聞いた白いピンクイユーの音のことも思い出

す。スンバイユーを持ったアンテーロの周りに

は人垣ができてしまい、エルネストはそれを見

ることができない。それでも、独楽の回る音を

耳にしたエルネストは、「スンバイユー！、スン

バイユー！」とその名を繰り返しながら、まる

で砂の上に囚われた数匹の大きなタンカイユー

のコーラスのようだと思い、タンカイユーと似

た音を持つ言葉（スンバイユー）を繰り返し声

に出すことに、喜びを感じる。

前述したように、客観的に描かれたケチュア

語のオノマトペについての説明から、エルネス

トが語る空間へと、再び物語は戻ってくる。オ

ノマトペに関する長い説明が読者にとって唐突

15Ricardo Gonźalez Vigilの指摘によれば、会話を表す記
号ダッシュ（―）をこの言葉につけないことで、作中人物
の誰かが発した台詞ではなく語り手自身の感動そのものが、
そこに表されている。この言葉は回想の主体であるエルネ
ストの叫びだと、彼は言う (Los rı́os profundos, p.239.)。

に始まったように、物語世界への復帰もまた突

然である。直前までの三人称を用いた説明から、

語り手自身の叫び声というきわめて主観的な表

現へと、話の内容は一転している。ただエルネ

ストはスンバイユーが何ものであるのかを知ら

ず、そのイユーという語尾の響きから、同じ語尾

を持ついくつかの事物とそれらが出す音を連想

するだけだ。ここでは、彼がまだ見知らぬスン

バイユーへの思いを募らせていく様子が、主観

的な表現を用いて鮮やかに描き出されている。

この時すでに読者は、「スンバイユー」からエ

ルネストが連想するタンカイユーについても、

またピンクイユーについても知っている。それ

に、-ylluという音を持つ言葉が「その音でイン

ディオが忘我し、興奮し、力を噴出させるよう

な、人の心深くに届く音楽」であることも知っ

ている。それゆえ読者も、エルネストと同じよ

うに、それらの事物を思い描くことができる。

あらかじめ-ylluという音についての知識を得る

ことで、読者はエルネストが高揚する所以を知

ることになり、心の高ぶりを共有するという表

現上の効果がもたらされるのである。

まとめ―二つの言説

ここで『深い川』が刊行されるまでの背景を

ふり返ってみたい。1941年に『ヤワル・フィエ

スタ』を出版した後、小説家としての長い活動停

止期に入ってから、アルゲーダスはサン・マル

コス大学にできたばかりの民族学の講座で学び

始める。Sara Castro Klaŕenとのインタビュー

の中でアルゲーダスは、民族学を修めた後に調

査に訪れたマンタロ谷のあるすばらしい村で、

『深い川』についての着想を得た、と語ってい

る16。アルゲーダスの全集に収録された年譜に

16Ortega, Julio,Texto, Comunicación y cultura: Los rı́os
profundos de José Marı́a Arguedas, Lima, CEDEP, 1987,
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よれば、このマンタロ谷の調査は 1953年に行

われている17。また『深い川』を上梓した 1958

年に、アルゲーダスはサン・マルコス大学の人

類学の教授となり、後に博士号を取得する論文

Las comunidades de España y Perú（1963年）

に備えた海外調査も実施している。

こうした経歴を考慮すると、『ヤワル・フィエ

スタ』を刊行してから本格的な作家活動を再開

するまでの十数年間に、アルゲーダスに起こっ

た重要な変化のひとつとして、民族学という科

学的な言説を手に入れた事実が特筆されよう18。

アンデス世界について豊富に持つ自身の経験的

な知識を、アルゲーダスが科学的に論述するこ

とを、民族学は可能にしてくれた。1948年に書

いたエッセイの文章を『深い川』に挿入すると

き、もとの文章をより客観的な表現に変更して

いる点からも、こうした変化の跡がうかがい知

れよう。単純な二分法を許してもらえるなら、

正確で客観的なことが自明とされる民族学の記

述とは対照的に、小説の記述はそんな前提を持

たない。とりわけ『深い川』では、主人公が一

人称を使って過去を回想するという、小説の語

りの手法でもきわめて主観的な印象を与える叙

p.110.
17Arguedas, Jośe Maŕıa, Obras completas, tomo 1, Lima,

Editorial Horizonte, 1983, p. XXII.
18民族学者としてのアルゲーダスの活動について述べる
エッセイの中で、ジョン・ムラ (Murra, John V., “Jośe Maŕıa
Arguedas: Dos iḿagenes,” enRevista Iberoamericana, Vol.
XLIX, 1983, pp.43-54)は、こう指摘する。小説『ヤワル・
フィエスタ』の内容と、その舞台になった実在のプキオ村を
アルゲーダスが調査して書いたモノグラフとを読み比べて
みることが必要性である、と。また、アルゲーダスの民族
学における記述の先駆性については、今福龍太「直覚の人類
学―ホセ・マリア・アルゲダス論」（『荒野のロマネスク』筑
摩書房、1989年、95-127ページ）の中で詳論されている。
なお、民族学者としてのアルゲーダスの仕事に関する今日
的評価については、Priscilla Archibaldの “Andean anthro-
pology in the era of development theory”(Sandoval, Ciro A.
and Sandra M. Boschetto-Sandoval (eds.),José Marı́a Ar-
guedas: Reconsiderations for Latin American cultural stud-
ies, Athens, OH: Ohio University Press, 1998, pp. 3-34.)を
参照されたい。

述が採用されている。

語り手の人称にかかわらず、作中に出てくる

ケチュア語の単語やアンデス特有の事物につい

て脚注で説明したり、ケチュア語の詩の引用で

スペイン語訳を併記するなど、確かにアルゲー

ダスは、アンデス世界特有の事物を読者に提示

するためのさまざまな手法を、それまでの小説

で用いている。『深い川』の中にも、そうした

手法で説明を加えているところがある。同様に

-yllu音の解説についても、物語の流れを妨げな

いような叙述の方法をとることは可能だったで

あろう。しかし作者は、流れを一旦中断し、舞台

を物語の外部に移す。本稿で比較考察したよう

に、全体では一人称の語りを用いている小説の

中に、論文調の一節を挿入したりする。それも、

以前に書いたエッセイの文章を精度を一層高め

るような客観的な表現に変えたうえで、使って

いるのである。そんな変更により説明の説得力

は高まっても、一人称の語りの中で、客観性が

強調された文章は同化することなく、読者に違

和感を与えてしまいかねない。小説の作法とし

ては破調とも言えるやり方であるから、それが

裏目に出る場合もあろうが、別の観点からみる

と、そうしたやり方が、破綻ゆえに深い印象を

読者に刻み込むような表現にもなりうるだろう。

「スンバイユー」の章でアルゲーダスが行った

語り手の交代を、単なる叙述上の不整合だと評

することができないのは、こうした理由のため

である。

言い換えれば、アルゲーダスが第 6章の冒頭

で試みたのは、科学的な正確さを持つ説明の直

後に一人称の語りを配置することによって、客

観的かつ正確な情報と、主人公の心の高まりと

いう感覚的なものとを、同時に表現することで

あった。明らかにそれは、異質な二つの言説を

組み合わせるという、小説の枠組みにこだわる
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者にはいささか危うさを感じさせるようなやり

方だが、他方でこのことは、『深い川』を描くま

でに会得した社会科学者としての言説と、作者

としての表現技法との二つを、アルゲーダスが

同時に用いたのだ、という形で読み込むことを

可能にしてくれる。

-yllu音について長い説明を加えたため、小説

の流れを中断しかねない危険を冒してはいるが、

それを章の冒頭に挿入することで、かえって読

者の注意を引きつけているのも確かだ。こうし

て-yllu音の説明は、変声によるさりげない説明

や脚注よりも、読者には印象深いものになる。

またその後は、エルネストの心の高鳴りに合わ

せて読者の心を揺さぶるという効果も期待でき

る。音楽や踊りなどの芸術に関する描写を読む

ときには、たとえ語り手が饒舌であっても、鮮

やかなイメージを描くことができなかったり、

重ねられたその表現に空々しさすら覚えること

がある。ましてそれが、見聞きしたことのない

事物を描写したものならば、イメージ化の手が

かりさえつかめないまま、物語から置き去りに

されたように感じるだろう。エルネストと読者

の間にできてしまいかねない距離を埋めるひと

つの手段として、アルゲーダスが、こうした長

い解説を挿入したのだ、と考えることもできる。

物語の枠組みは一時的にゆれるが、アンデス文

化を正しく描くことにつながるだけでなく、こ

の繊細な心を持つ主人公への一体感を読者に与

えるという効果も生まれよう。

「ホセ・マリア・アルゲーダスはインディオ

文化の奥底そのものをわれわれに提示した最初

の作家である。そして彼は、文学のみがなしう

る生き生きとした直接的な手法で、インディオ

のすばらしさと精神世界の複雑さを明らかにし

た」と、バルガス＝リョサは述べている19。と
19Vargas Llosa, Mario, “Pŕologo, Jośe Maŕıa Arguedas y

すれば、エルネストが長く沈黙する場面は何を

意味するのか。それは、アンデスの事物を正確

に描き出して正しい知識を読者に伝えるための

解説であるとの同時に、続く場面で一人称の語

り手の心に浮かぶさまざまな事物を読者が共有

し、語り手－主人公の心の震えや高揚感をより

直接的に感じるための、効果的な描写手法なの

である。このように、第 6章の冒頭部分が意味

するのは、物語の枠組みの中で一人称の語り手

から三人称の語り手へと語りが移行するという、

単なる叙述上のテクニックではない。つまりそ

れは、主人公の感覚的な表現から科学的正確さ

を持つ客観的な記述への移行なのであり、そこ

で舞台は、物語そのものから現実世界へと移る。

言い換えれば、社会科学者としての言説と文学

者としての表現技法とがアルゲーダスの中で実

を結んでいるのである。自分が体感したアンデ

ス世界を正しく示しながら一層豊かな意味生成

の機会を読者に提供しようと、アルゲーダスが

あみだした独自の表現技法を、そこに見い出す

ことができるであろう。 □■

el indio”, en Jośe Maŕıa Arguedas,Los rı́os profundos, La
Habana, Casa de las Américas, 1965, p. XIX.


