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ハイチにおける声の文化と民俗学的修辞学の可能性

荒井芳廣 (Yoshihiro Arai)�

1.「デザフィ」と広場の文化

ポスト・コロニアル文学を代表する作家の一人

とみなされているハイチの小説家フランケチエ

ンヌ (Frank�etienne)の小説『デザフィ』（D�eza�

1975）はハイチ・クレオール語で書かれた最初

の小説である。題名の「デザフィ」は、「闘鶏シー

ズンの終わりを示すために行われるオルギー的

な祭礼」(Emmanuel C. Paul 1952)を意味す

るハイチ・クレオール語の語彙から採られた。

『デザフィ』を土台にほぼ同じ主題（闘鶏とデザ

フィ）の、だが「まったく新しい作品として書

かれた」小説『決闘』(Les A�aires d'un D�e�

1979)の末尾で、作者は、「かつてはあちこちでデ

ザフィがあった」と述べている。だがこの言葉

は主にハイチ中央部の高原地域 (Plateau Cen-

tral)、それもドミニカ共和国との国境地帯に位

置するHinche, Lascahobas, Cerca-la-Source,

Thomassique, Maissade, Grande Riviere du

Nord, Vallieres, Ouanaminthe, Perches, Acul-

Samediといった地域で用いられると言われて

いる (Emmanuel C. Paul Op.cit.)。この語彙

の地理的分布は、「闘鶏」をさす語 (Gaguerre)

とともに、闘鶏の風習そのものの起源が、国境

の東側、すなわちハイチ共和国がその西半分を

占めるエスパニョーラ島の東半分を占めるドミ

ニカ共和国側にあることを示している。

この言葉によってフランケチエンヌが表現し

ようとしたのはクレオール語が作り上げる多声

的世界、すなわち闘鶏場を取り囲むように集う、

屋台の飲み屋、賭け事場、音楽や辻語りなどの大

道芸などを含む群集がつくり出す口頭言語の世

界である。デザフィが行われる期間はさまざま

�大妻女子大学

で三日で終わることもあれば一ヵ月続くことも

あるという。先に述べたように闘鶏の興業主は

シーズンの締めくくりとしてデザフィを 2月か

ら 4月のあいだに行う。時期的にはカーニバル

（2月あるいは 3月）やララ (Rara)1)と重なっ

ている。それぞれ中心となる行事や目的こそ異

なっているが、これら三つの文化事象（カーニ

バル、ララ、デザフィ）の周辺部に生み出され

る世界はほぼ同質の多声的世界である。従って

この世界を文学的に再創造するために、フラン

ケチエンヌはデザフィではなくカーニバルある

いはララを選んでももよかったはずである（筆

者自身はそう解釈する）。この世界は、物売り

の口上、売り買いや駆け引きの言葉、説教、漫

談、予言や占い、果ては喧嘩の言葉まで、もっ

ぱらクレオール語しか使われないという意味で

は「統一的な世界」である、と同時にハイチの

民俗文化や大衆文化に属する上に列挙したよう

な様々な「ジャンル」が混在しているという意

味では「デザフィ」という語の本来的な意味で

の「混沌とした世界」である。そこはまさにこ

の国に住むの人々の肉声を集約的に聞くことが

できる機会であるにもかかわらず、純粋に声の

世界であって文字的なものの入る余地はほとん

どないためにハイチ人以外の人間には近づくこ

とが非常に難しい世界である。

本稿の主目的は、ハイチの社会＝言語史のう

えで「声」というものに対して与えられてきた

特別の意味とハイチ・クレオール語のなかで鍵

となるいくつかのメタ・コミュニケーション行

為のカテゴリーを検討することによって、この

国の国民の心性を知るうえに声の世界の深層に

1)カーニバルの終わる灰の水曜日に始まり復活祭の月曜
日まで続く。
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下りていく作業（Ｒ・Ｄ・エイブラハムズら合

衆国の民俗学が提唱する「民俗学的修辞学」）の

重要性を示すことにある。

2.ハイチの言語状況

ハイチの社会言語学的状況は、通常、「不均

衡的二言語併用」と特徴づけられている。ハイ

チでは植民地宗主国の言語であったフランス語

とハイチで生まれたハイチ・クレオール語の二

つが併用して用いられているが、二つの言語は

使われる行動領域や社会階層によって使い分け

られている。この状況をもう少し詳しく説明す

ると、次のようになる。

（1）使用される分野について言えば政治、外

交、教育の場で正式に道いられてきたのは「フラ

ンス語」で、「クレオール語」の使用はもっぱら

日常生活や民俗的伝統の領域に限られてきた。

（2）社会階層から言えば、中等教育以上の教育

を受けることが可能な、従って政治や外交の場

に参与できる可能性をもつ階層の出身者はもっ

ぱらフランス語を用いるか、二つの言語を行動

領域によってはっきりと使い分けることができ

る。これに対して初等教育をも不完全にしか修

めることができない階層に属する人々はフラン

ス語を習得する機会はなくもっぱらクレオール

語のみを用いることになる。それは結果として、

教育、政治、外交の領域には参与できない、あ

るいは排除されることになる。

（3）フランス語は確立した正書法があり学校

で教えられるのに対して、クレオール語の正書

法とそれを用いた教育はまだ試みの段階でしか

ないから、読み書きの能力はフランス語のでき

る人間にのみ与えられる可能性で、クレオール

語しか知らない人間には与えられない。

（4）その結果、フランス語はある種の「社会

的威光」をもつことになる。

一人の人間の言語行動に即して具体的に記述

すれば、一方では公の場面や文書の上ではフラ

ンス語を、職場での友人との私的な会話や家庭

での家族との会話ではクレオール語を、と使い

分ける（多くの場合、都市に居住する）人間が

おり、もう一方には公の生活をもたずもっぱら

クレオール語による私的な会話で終始する人間

（その多くというよりむしろ典型が農民）がい

る、ということになる。この説明は客観的状況

の記述としては正しい。しかしこの状況を「不

均衡」と形容しフランス語に「社会的威光」を

認めるという認識の仕方には主観的な価値判断

が混じっている。数量的にはフランスを読み書

きできるハイチ人は少数者であり、クレオール

語しか話せない読み書きのできないハイチ人は

多数者である。従ってフランス語に「社会的威

光」を認めることは、少数者による多数者の支

配、あるいは多数者が少数者に従属するという

状況を認めることである。

確かにハイチという国に関してこうした状況

把握は、政治的・経済的には正しいと言えるかも

しれない。しかし文化的にはどうであろうか。

クレオール語を話す多数者の視点からすれば、

フランス語の方こそ少数者の話す特殊な言語で

はなかっただろうか？ 彼らを、多数者の言語で

あるクレオール語が作り出す豊かな世界から排

除された哀れな存在として見てこなかっただろ

うか？ 階層的にはいずれも多数者側に属する

ブーキとマリスという二つの対立するキャラク

ターが主人公となってストーリーが展開するハ

イチ・クレオール語の民話では、愚鈍な（フラ

ンス語を話せもしないし理解もできない）前者

は完全に多数者側の存在であるのに対し、利発

な（フランス語を話し理解もできる）後者は少

数者（とその価値観）におもねり、そのことに

よって常に最後には失敗をする哀れな存在とし

て設定されている。むしろクレオール語の世界

がフランス語の世界を圧倒していると考えるほ

うが順当であろう。事実、少数者にによって創

造されてきたハイチ文学史は、かつての植民宗

主国フランスの文学史とクレオール語のみを話

す多数者の民俗的伝統とに対する二重ののコン

プレックスを土台としている。ハイチの知識人

の多くは、ヴォドゥを始めとするハイチの民俗
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文化を、抑圧された人々の生み出した文化とし

てそのなかに被抑圧者の抵抗の可能性を見よう

とする傾向をもっている。こうした見方も民俗

文化に対する彼らのコンプレックスの表れにす

ぎない、とも言える。

ハイチ文学史は、「独立の公告」から『デザ

フィ』にいたるまで語るべき主題と語りかける

読者に相応しい言語的表現を求める探索の試み

であった。日常会話の上でもまた文学的表現の

上でも二つの言語の混在や使い分けについて、

「純粋なクレオール語の使用」と「純粋なフラ

ンス語の使用」の間に様々な中間的な形態があ

る。そのなかからどの形態を選択するかがハイ

チ人文学者の最大の関心事であった。すべてク

レオール語で書かれた散文作品であるフランケ

チエンヌの『デザフィ』(D�eza�)はこうした長

い探求の一つの到達点であるが、と同時にクレ

オール語によって表現可能な世界の広さと深さ

を考えればまだまだ一つの出発点にすぎない。

3.ボア・カイマンの森の神話

実際のところ、ハイチ史はその出発点である

と独立の戦いから、いくつかの「声」に関するエ

ピソードによって彩られている。首都ポルトー・

プランスの大統領府に面する空間の一角にある

「名の知れぬ逃亡奴隷」の像は蜂起の合図となっ

た法螺貝を吹くポーズをしている。響き渡る法

螺貝の音は彼の肉声の延長として、遠い距離に

いる広い範囲の人々に「名の知れぬ逃亡奴隷の

声」を届けた。その声を耳を傾けるべき記号＝

メッセージとして聞き分けた人々は、ある者は

同じ法螺貝で、多くの者は「口伝え」で蜂起の

合図を伝えたという伝説を形象化したものであ

る。「口伝え」のさいに使われる言語は言うまで

もなくフランス語ではなくクレオール語であっ

た。革命の成功によって初代大統領デサリーヌ

が 1804年 1月 1日に行った独立宣言はフラン

ス語とクレオール語の両方が用意されたが、フ

ランス語の「文章」は革命の成功と新国家の成

立を対外的に告知するためのものであり、宣言

それ自体は、その大部分が昨日まで奴隷であっ

たハイチ国民を前に、クレオール語で行われた、

そののち 100年以上にわたって文字も含めたマ

ス・メディアを発達させえなかったハイチ社会

の隅々まで大統領の独立を宣言する声を伝えた

のも口頭、すなわち人の声であった。この大統

領の独立宣言に先行するのが、ボア・カイマン

の森でブークマンが行ったとされる「説教」で

ある。ボア・カイマンの森でのブークマンの説

教は決して想像的な出来事ではなく、実際に行

われたことが実証されている。しかしハイチ革

命との歴史社会学的な因果関係、すなわち革命

の成功に与えた実際の影響という視点からは議

論の余地のない出来事ではなく、神話という表

現が冠されるのが常套であることによって示さ

れるように、むしろ独立の戦いを支えた人的結

合の在り方を象徴する出来事として、その後の

歴史の中で形成され伝承されてきた。

「ボア・カイマンの森の神話」とは、独立の

ための戦争に先立つ 1791年 8月 15日の夜に

奴隷たちが行ったとされるヴォドゥの儀式に

関する伝承である。この歴史的事実が文字資

料のなかで初めて言及されたのは、1814年に

フランス人医師アントワーヌ・デルマ Antoine

Delmasがフランスで出版した『サン・ドマング

の革命史』(Histoire de la revolution de Saint-

Domingue)においてである。彼は独立戦争の

さなかに行われた白人に対する殺戮を逃れてサ

ン・ドマング島を去った白人の一人であった。

今日ボア・カイマンの儀式に関して知られてい

る事実の多くはこの彼の著作に負っている。そ

ののちいく人かの著作家がこの儀式について言

及しているが、儀式についてのハイチ人の筆に

なる最初の記述は 1824年に出版されたエーラ

ル・デュメル Herard Dumesleの『ハイチ北部

旅行記』(Voyage dans le nord d'Hayti)のな

かにある。デュメルは、ボア・カイマンの部分

を韻文の形 (Alexandrin)で描いているが、ブー

クマンの説教のあたる部分を（現実とは逆に）

まず他の部分と同様にフランス語で描写し、次
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いでこの部分に対する註というかたちで当時は

まだ正書法がなかったクレオール語による翻訳

を試みている。1906年に書かれた「逃亡奴隷と

ヴォドゥ」と題するエッセイで、小説家のＪ・

レリソンがこの詩節を評して「クレオール語の

最初のモニュメント」と述べているが、Ｃ・Ｌ・

Ｒ・ジェームズがハイチ独立戦争を描いた古典

である『ブラック・ジャコバン』(The Black

Jacobins. 1938)がブークマンの説教として引

用しているのはデュメルのフランス語（クレオー

ル語)のテキストを英訳したものである。

4.「バイ・ロヂアン」(Bay Lodian)と「テ

レヂオル」(Telediol)

「宗教的」と「政治的」という文脈の差こそあ

れ、ボア・カイマンの森でのブークマンの説教と

デサリーヌの独立宣言の二つのディスクールは

ハイチ・クレオール語のなかでは、「バイ・ロヂ

アン」Bay Lodianという伝統的メタ・コミュ

ニケーションのカテゴリー、すわち言語伝承の

ジャンルの一つとして位置づけられるようにな

る。Bayはクレオール語で「与える」の意の動

詞、Lodianはフランス語の audienceから派生

した語である。エーラル・デュメルの『ハイチ

北部旅行記』のブークマンの説教の部分を「クレ

オール語の最初のモニュメント」として評した

J・レリソンは、バイ・ロヂアンを自らの小説の

方法とした。というより自らが物語る行為をハ

イチ人に固有の語りのカテゴリーによって正当

づけようとした (La Famille des Petite-Caille

1905)。

ハイチ・クレオール語のなかには、このほか

にもいくつかの言語行為のジャンル、すなわち

メタ・コミュニケーションの伝統的カテゴリー

があるが、「バイ・ロヂアン」と深く関連してい

るのは「テレヂオル」(Telediol)である。民俗

学者のエマニュエル・Ｃ・ポールは、テレヂオ

ルを「プロパガンダ」と定義しその政治性を強

調したが、テレヂオルは、diolは「口」あるいは

「唇」を意味するクレオール語の語彙で teleとい

う接頭語と結びついて「口伝えによって遠方に

いる存在までメッセージを伝えることができる

コミュニケーションの形態」を意味する語であ

る。従ってテレヂオル自体は単にコミュニケー

ション「媒体」の一形態と解釈した方が良いと

思われる。媒体としてのテレヂオルはバイ・ロ

ヂアンという行為と結びつくことにより、さま

ざまな使い方ができる。芸能や演説のパフォー

マンスを通じて多くの人々に思想や感情を伝え

ようとするとき、バイ・ロヂアンという行為は

たとえ無意識ではあってもテレヂオルによる波

及効果を期待していると言える。それが政治的

あるいは商業的に意図的である場合には「プロ

パガンダ」であると言うことができる。しかし

ながらエマニュエル・Ｃ・ポールがテレヂオル

をあえて「プロパガンダ」と定義したのは、ハ

イチ・クレオール語の「テレヂオル」という語

にはたしかにプロパガンダあるいはデマという

言葉で置き換えることができるニュアンスがあ

るからである。

テレヂオルはしばしば「虚言癖」と結びつけて

論じられる。「虚言癖」すなわち、Ｈ・ベルグソン

によって宗教の源泉との一つとされた作り話へ

の嗜好は、外的リアリティの拒否と内的リアリ

ティへの忠誠という両面をもっている。自分の

希望や欲求を現前にある現実によってその開放

が禁じられている状況の下で、外部から自分を

抑圧する現実を拒否し自分の内部にある希望や

欲求を肯定しようという心の働きが、作り話す

る行為として表れるのである。同じ心の働きが、

他のいっさいの声を無視して自分の欲求にかな

う声のみを聞き分け伝達しようという意志とし

ても表れる。「テレヂオル」はこうした意味合い

をも有する語である。それゆえハイチ人にとっ

ては、テレヂオルは、単にコミュニケーション

の媒体であるばかりでなく、空間的に散らばっ

た不特定多数の人間の結集の手段でもあり、抵

抗の手段でもある。それゆえにこそ独立の戦い

のなかで重要な役割を果たしたのである。外敵

に対するハイチの抵抗運動として、不成功に終
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わったが独立の戦いと比較されることの多い、

アメリカ海軍によるハイチ占領 (1911-1934)に

対する抵抗運動として起きたいわゆる「カコ戦

争」においてもおそらくテレヂオルは大きな役

割を果たしたであろう。なぜならカコ (caco)、

すわなち農民ゲリラのほとんどがクレオール語

しか話せない「最貧層の農民」出身であった。広

い範囲に散在する同志に秘密裡にメッセージを

伝えるときに用いたコミュニケーションの手段

はテレヂオルだったと思われる。ハイチ人著作

家ロジェ・ガイヤールによる合衆国海軍占領時

代史のなかに「国民的戦いのための 12の戒律」

という史料が引用されている。これは 1919年

から 1920年の戦いのさいにカコたちの指導者

であったブノワ・バトラヴィルの書記役であっ

た人物（彼ら自身は「中層の農民出身」で、いず

れもある程度の読み書きができた）に対して著

者自身が 1971年に行ったインタビューのさい

に語られたものを転記したものである。これは

直接にはテレヂオルに言及したものではなく、

ゲリラ活動のための行動規則を定めたものであ

る。ロジェ・ガイヤールは「儀礼」という言葉を

用いているが、この戒律は、ブノワ・バトラヴィ

ルによって講話として作成され、カコたちに繰

り返し語られた（すなわちバイ・ロヂアンされ

た）ものがカコ戦争の残党たちのあいだで伝承

されてきたものであろう。「新聞、ラジオ、本と

いった衒学的なもののいっさいない慎ましやか

な小さな家でこれらは語られたのである」とガ

イヤールは驚いた様子で記しているが、口頭伝

承のなかに重要なディスクールが埋もれている

ことを示すほんの一例である (Gaillard 1983:

66-69)。

5.「声」の空間としてのウンフォ(hounfor)

ハイチ人以外の人間が「ハイチ人の民俗的世

界」と聞いて思い浮かべるのはもっぱらヴォドゥ

である。ヴォドゥは、考えられている以上にハ

イチ人の日常生活と深く関わり、種々の成句的

表現を通じて日常的な言語空間のなかにも入り

込んでいる。ハイチ・クレオール語が作り上げ

る世界のなかの多くの要素の一つにすぎないが、

ヴォドゥの空間もまた声の空間であり、ヴォドゥ

が行われている集会所であるウンフォーの外の

空間での多様な声、とりわけフランス語で伝え

られる宗教的な声 外国人司祭の支配するカ

トリック教会 の拒否である。物語りの冒頭

においてはカトリック教会の司祭として外国人

の大司教に忠実な存在として登場し、結末では

ヴォドゥの師であるボワ・ドルム・レーチロ老

師の導きの声に従って生きることを決意する、

J・S・アレクシーの『音楽を奏でる樹々』(Les

Arbres Musiciens. 1957)の主人公のディオ

ジェーヌ・オスマンの「カトリシズムからヴォ

ドゥへ」の回心は、知識階層に生まれたハイチ人

における「フランス語の世界からクレオール語

の世界へ」の距離を示している。始めからクレ

オール語の世界にいる者にとっても逆のヴェク

トルをもった距離として認識されている。二つ

の世界は決して矛盾なく並存することはない。

この距離あるいは差異を確かに自分のものとす

るためには努力を必要とする。それがヴォドゥ

における日常的な儀礼であり、新参者から古参

の信者にいたるまでの修行である。

ウィリー・アポロンは、ヴォドゥを「声」の文

化の側から「エクリチュール」の文化に対する

対抗する場として再解釈するヴォドゥ論を展開

している (Apollon 1976)。口頭によるコミュ

ニケーションは、流言のように広がる可能性を

もっているがそこに動員される集団はあくまで

も未組織の「群集」である場合と、もう一方では

排他的で密度の高い直接的なコミュニケーショ

ンを発展させる場合とがある。宗教の形態で言

えば、前者はメシア主義的千年王国的宗教運動、

後者はヴォドゥのような神と人との対話を演劇

化する儀礼を中心にもつアフロ・アメリカン宗

教のようなあり方と対応する。ブラジルのカン

ドンブレにせよキューバのサンテリアにせよア

フロ・アメリカン宗教は、組織された大規模な集

団ではなく、基本的には小規模の集団を単位と
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する人のつながりである。ハイチ文化の多くは、

カーニバルやララのグループ (bande)、伝統的な

協同労働の形態であるコーンビット (combite)、

市場で形成される売買関係の絆 (pratik)など、

このようなこうしたタイプの小規模の集団を核

にそれぞれが固有の言語空間を作り上げている。

6.「声の文化」のなかの修辞学をめざして

口頭伝承の世界の研究は民俗学の領域とされ

てきた。民俗学という学問は他の学問以上にそ

れぞれの国の歴史的社会的状況によって異なっ

た発展の歴史をもっている。ハイチで民俗学が

飛躍的に発展したのは、1928年に出版された

ジャン・プリス＝マルスの『オジさんはこんな

風に語ったとさ』(Ainsi parla l'oncle)の影響

と 1930年代始めに結成された文学的思想的運

動、グリオ (Griots)・グループの登場によって

であった。いずれも合衆国海軍の占領に対する

愛国的な反応の産物と言われるが，民俗的世界

への関心は、1942年、設立された民族学研究

所 (Bureau d'Ethnologie)として制度化されク

レオール語が作り上げる民俗的世界への理解は

ヴォドゥ研究以外でも少しずつ進歩してきてい

るが十分とは言えない2)。「アメリカ民俗学雑

誌」(American Journal of Folklore)や「フラ

ンス民族学」(Ethnologie fran�cais)などの学術

研究雑誌によって代表される先進諸国の民俗学

は、変貌する社会に対応すべく口頭伝承と印刷

メディアの過渡的形態への注目、「フェイクロ

ア」(Fakelore)の概念、エレクトリック・メディ

アによるフォークロア、都市社会あるいは企業

社会における伝承、マルチ・エスニック状況で

の民俗的伝統のあり方等々、新たな学問的アイ

デンティティを模索している。

そうした先進国の状況をよそ目に、文字によ

る大衆文化が未発達のまま、ラジオ、レコード、

テレビ、インターネットと新しいメディアと直

面してきたハイチでは、民俗文化ばかりでなく

2)民俗学研究が最も盛んであった民族学研究所の設立と
研究所の活動については Oriol 1952 にまとめられている。

大衆文化もまた依然として口頭性を維持してい

る。クレオール語の正書法とそれを用いた教育

が完全に確立したとは言えない現状では、「字

が読めない」ということは実際には、「フランス

語をまったく知らないあるいは書けない」とい

うことを意味する。国民の半数近くが字の読め

ないハイチ人の言語世界は、まず民俗学の研究

対象として教養層のハイチ人や外国人にも認識

されるようになったが、大衆文化も、始めは首

都ポルトー・プランスを中心に劇場や広場を舞

台に演劇やコントあるいはカーニバルの流行り

歌などのかたちで、次いでラヂオやレコードな

どのメディアが導入されるに従ってポピュラー

音楽の市場が首都および移民先の合衆国の大都

市、特にニューヨークで発展して量的にも豊か

になった。

にもかかわらず現代ハイチの大衆文化の世界

は民俗世界と同様に依然として口頭伝承の世界

であり、量的に豊かになったという事実は、ク

レオール語の駆使される表現世界へのアクセス

が（特にクレオール語を解さない人間にとって）

より容易になる結果にはならない。というのも

クレオール語の民俗文化や大衆文化は、教養層

の作家たちが用いるのに劣らない、というより

ハイチの国民の現実の生活に密着しているとい

う意味で、それら以上に入り組んだ修辞学的表

現を用いているからである。しかもそうした修

辞学的表現は、定型的な表現ばかりでなく表現

の場やコンテキストに密着した即興的表現をも

含んでいる。いずれのの場合にせよそれらを理

解するための「辞書」は存在しない。しかしこ

のクレオール語の世界を少しでも理解すること

なし、ハイチ人のものの感じ方や思考の傾向は

表層的な理解にままにとどまってしまう。例え

ば、故モーリス・シストーやランギシャットの

「漫談」あるいは「寸劇」は、今日では大衆文化の

古典とされ、そのパフォーマンスの一部は、レ

コードやヴィデオ、あるいは印刷物として残さ

れている。彼らの作品は、クレオール語によっ

てしか描けないハイチ人の社会生活の断片を切
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り取っているというばかりでなく、切り取る言

葉（語彙や成句的表現）の豊かさで、ハイチ・

クレオール語の世界を知るための貴重な資料で

ある。

しかし彼らが活躍した 1950年代から 70年代

以降、ハイチは移民や民主化あるいは文化のアメ

リカナイゼーションといった大きな社会的文化

的変動を経験し、それに伴ってハイチ・クレオー

ル語もまた新しい表現の形式を獲得した。こう

した発展は否定すべき事柄ではなく、ハイチ人

にとってむしろ喜ばしいことである。だが変化

の大きな潮流が、クレオール語がかつて創りそ

して今も創り続けている世界からの「声」を我々

の聞こえないところに押しやってしまうおそれ

がある。肉声の残響が残っているうちにしっか

りと記録と註釈を残しておくことは民俗学に

与えられた大きな急務である。こうした素材に

対する民俗学者の立場は、標準英語 (Standard

English)から逸脱した黒人英語 (Black English

Vernacular)に基づいているという理由で評価

されていなかった大都市に居住する合衆国黒人

のフォークロアを再評価し、大衆文化の中心的

ジャンルとへ引き上げたＲ・Ｄ・エイブラハム

ズら合衆国の民俗学者と同様の状況にある。彼

らが合衆国黒人のフォークロアの価値を救い上

げるのに用いた方法は、彼らの言語伝承を、形式

の完璧さや語彙の豊富さによって判断せず、ま

ず内容ではなく「パフォーマンス」の見事さを

評価し、次にこのパフォーマンスを正確に記録

して、そこから彼ら独自の修辞法とそれによっ

て伝えようとする思想や感情を明らかにするこ

とであった。このアプローチは、アメーリコ・

パレデース (Paredes 1958)らによりラテンア

メリカやラティーナのフォークロア研究、Ｒ・

Ｄ・エイブラハムズ (Abrahams 1983)やＤ・

Ｊ・クローリー (Crowley 1966)によってカリ

ブ海の英語圏地域の民俗調査に適用された。残

念ながらデュバリエ体制以降のハイチでは、民

族学研究所と国立の民族学部がその活動を継続

しているものの民俗的資料の組織だった編纂と

研究はなされていない。アメリカ合衆国、カナ

ダ、フランスといった比較的ハイチ研究の盛ん

な国においても、とりわけ民俗文化や大衆文化

についてはいくつかの個別的な研究が散見され

るのみである。それは悲観的状況であるとも言

えるが、成果の期待されている広大な研究の可

能性が与えられていると考えることもできる。

カリブ海あるいはラテンアメリカの他の地域で

はどうであろうか？
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追記

モーリス・シストーはすでに故人であるが、

彼の声はレコードの形で残されている。とい

うより彼の主に用いた媒体はレコードであっ

た。現在、筆者の手元には、(1) L�ea Kokoy�e,

(2) Choses et gens entendus (1. La Petite

Veste de Gallerie de Papa, 2. Min you Lot

Langue, 3. Le Coralin du Celibataire, 4.

Theophile, 5. Priy�e devant Cath�edrale, 6.

Pal�eonasme, 7. Ron'ma lan Expo-49, 8. Le

Jeune Agronome), (3) Choses et gens en-

tendus, Vol.2 (1. J'ai veng�e la race, 2. Ti

ste Anize), (4) Madan Sinviluce (1. Madan

Sinviluce, 2. Suite Madan Sinviluce, 3. Cap-

itaine Ti Coq), (5) Choses et gens entendus,

Vol.4 (Kite ce you'n tounin ce on lot'), (6)

Choses et gens entendus, Vol.6 (1. Madame

Jules, 2. Gro Moso)の 6枚がある。代表作は

『レア・ココイェ』(L�ea Kokoy�e)である。 □■


