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思想としてのアルゼンチン民俗学
―カリーソとロハスの訣別に何を読み解くか―

遠藤健太 (Kenta Endo)

名古屋大学大学院博士後期課程

はじめに

20世紀前半にアルゼンチン北西部地方で口承

詩の大規模な収集活動をおこない、同国における

民俗学研究の先駆者となったフアン・アルフォ

ンソ・カリーソ（Juan Alfonso Carrizo, 1895～

1957年）は、初めての著書となる『カタマルカ

州の民衆詩歌集』(Carrizo 1926)（以下、『カタマ

ルカ』と略記）を刊行するにあたり、最も権威あ

る人物に「序文」の執筆を依頼した。その人物と

いうのは、同世紀初頭よりナショナリズム思想

家として頭角を現し、記念碑的大著『アルゼンチ

ン文学史』（Historia de la literatura argentina,

1917～1922年）を発表して学者としての地位

を不動のものとし、1926年当時はブエノスアイ

レス大学学長という役職に就いていた1、リカル

ド・ロハス（Ricardo Rojas, 1882～1957年）で

ある。

ロハスがフォークロアに対して多大な関心を

寄せていたことは当時からよく知られていた。

彼は、文筆家としてのキャリアの最初期に発表し

た小説『密林の国』（El país de la selva, 1907年）

において、自らが幼少期を過ごしたサンティアゴ

1 1922年から 1926年 2月まで同大学哲文学部の学部長
を務めた後、同年 3月より学長に就任し、1930年までその
職を務めた。

デルエステロ州に伝わるフォークロアのありさ

まを描いて文壇の注目を浴びていたほか、『コス

モポリス』（Cosmópolis, 1908年）、『ナショナリ

ズム復権』（La restauración nacionalista, 1909

年）といった初期の代表的論考のなかでも、国

民性の表象としてのフォークロアの価値を称揚

し、その研究・教育を促進するような提言をおこ

なっていた。そして哲文学部の学部長に就任し

てからは、同学部内に創設した「アルゼンチン文

学研究所（Instituto de Literatura Argentina）」に

「民俗学部門」を置いて、アルゼンチンにおける

体系的なフォークロア研究のための環境整備を

進めつつあった。そのロハスは、アルゼンチン

における口承詩収集活動の必要性を最も早い時

期から提唱してきた人物だったのであり (Rojas

1908b)、こうした経緯を鑑みれば、カリーソの

研究成果がロハスに歓待されないはずはなかっ

たように思える。

しかしながら、現実には、ロハスはカリーソ

の著書を痛烈に批判し、「序文」執筆という依頼

を拒絶してしまった。そして、これによって両

者の関係は決裂し、以後決して修復することは

なかったのである。一体なぜこのような結末に

なったのか。かれらを訣別に至らしめた要因は

何だったのであろうか。
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この「序文」執筆問題をめぐってかれらの間

で交わされた書簡が、1963 年にカリーソの伝

記を著したブルーノ・ジャコベラによって発見

され、その伝記の巻末に「付録」として収めら

れている (Jacovella 1963: 105-112)。ジャコベ

ラは、長年にわたりカリーソの助手として活躍

し、後にはアルゼンチンを代表する民俗学者と

して国際的にも名を知られることとなった人物

である。圧倒的にカリーソ贔屓であったジャコ

ベラは、カリーソとロハスの間に生じたすれ違

いの原因を、専らロハスの「誤解」や「非科学

的態度」といったものに帰した。すなわちジャ

コベラは、「ナショナリズム的先入観」に侵され

て「事実を歪曲」していたロハスと、「客観的事

実」を尊重した「学者」としてのカリーソとを、

対照的に描き出そうとしたのである (Jacovella

1963: 92-103)。しかし、後述するように、この

見方は不均衡なものだったと言わざるを得ない。

これに対して、1986 年にカリーソの伝記を

執筆したフアン・Ｏ・ポンフェラーダも、再び

この書簡のやり取りに着目してその内容を分析

しているが (Ponferrada 1986: 19-27)、彼は、両

者を対立に至らしめた主要因はカリーソの「非

礼」な態度にあったと捉えている。事実カリー

ソは、ロハスに「序文」を寄せてくれるよう依

頼したその著書（『カタマルカ』）のなかで、ロ

ハス当人を名指しで厳しく批判するなどしてい

たのであり、確かにその態度を「非礼」と称せ

ないこともなかろう。

だが、対立の主要因は別にあったと筆者は考

える。すなわち、かれら 2人の間には、アルゼン

チンのナショナル・アイデンティティやフォー

クロアの在り方に関わる根本的な思想・価値観の

相違が横たわっていたようにみえるのだ。近年

の研究者のなかにもカリーソとロハスの訣別と

いう問題に言及している者はいるが (Fernández

Latour 2002: 19; Chamosa 2010: 96)、両者の思

想にまで立ち入ってその訣別の要因を分析する

ような試みはほとんどみられない。

以下、本稿では、その試みの一例を成すべく、カ

リーソとロハスの間で交わされた批判の応酬に

焦点を当てて、対立の構図を捉え直してみたい。

1.　カリーソとロハスの応酬

まずは、両者の間で交わされた具体的なやり

取りの内容を確認しておこう。端緒となったの

はカリーソの『カタマルカ』であった。

(i)カリーソの『カタマルカ』前書

先述の通り、カリーソは『カタマルカ』の刊

行にあたりロハスに「序文」の執筆を依頼した。

しかし、その『カタマルカ』のなかには、ロハス

の不興を買わざるを得ないような記述が少なか

らずあったのである。とりわけロハスを憤慨さ

せたのは同書の「前書（Discurso preliminar）」

の部分であった。

この前書においてカリーソは、自らの研究が

画期的なものであるということを誇示せんがた

めに、先人たちがおこなってきたアルゼンチン口

承詩の研究を過小評価するような言明を繰り返

していた。例えば次のような記述である。「我々

の間〔アルゼンチン〕では、完結した仕事として信

頼に値するような、丹念かつ体系的に成された

〔口承詩の〕研究はほとんどない」(Carrizo 1926:

10)。「私の知る限り、現地に足を運び、学問的

体裁を備え、実証主義的基準に則るというやり

方で、民衆詩研究に取り組んできた者は〔アル

ゼンチンでは〕誰もいない」(Carrizo 1926: 11)。

このようにカリーソは、従来のフォークロア収

集家たちの活動が体系的な方法論を欠いていた

ことをあからさまに批判していたのである。そ

して、それに対して自らの研究が実証科学とし
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ての民俗学の手法に則ったものであるという点

を強調し、その点において、自らがアルゼンチ

ンの口承詩研究において「未踏の領野を発見し

た」と宣言したのであった (Carrizo 1926: 14)。

そしてカリーソは、こうした文脈のなかでロ

ハスにも言及していた。その際に彼が、〈ナショ

ナリズム思想家〉としてのロハスに対して一定の

共感と敬意を示していたことは確かである。19

世紀中葉以降の急激な近代化という過程のなか

で喪失の危機に瀕している伝統・土着性の価値

を復権する（「国民的精神の救出」(Rojas 1908a:

35)）というロハスのナショナリズム的使命感を

共有していたカリーソ2は、ロハスやポール・グ

ルーサック（Paul Groussac）といった先人たち

がフォークロア研究を「愛国的事業」と位置づ

け、その研究の必要性を早い時期から提唱して

きたことに触れて、「これらの巨匠たちによる

実に賢明な所見が私を熱狂させた」と告白して

いたのである (Carrizo 1926: 9-10)。

しかし一方で、カリーソは、〈フォークロア研

究者〉としてのロハスには明らかに不満を呈し

ていた。例えば彼は次のように述べて、ロハス

の口承詩収集が未熟なものであったと批判して

いたのである。「ロハスはアルゼンチン農村民の

抒情的精神を研究したのだが、〔中略〕我が国の

コプラ（coplas）の詳細な目録を持っていなかっ

た。ロハス氏は民衆のカンシオン（canciones）

をほとんど収集したことがなく、極めて少数の

ロマンセ（romances）しか手にしていなかった

のだ3」(Carrizo 1926: 10)。

2例えば、カリーソの別の著書には次のような記述もみ
られる。「いまやほとんど見捨てられて消失しつつあるこう
した詩の宝庫を、アルゼンチンの若い世代の人々が再び拾
い上げ、遥か昔から育まれてきた高潔なる文化的伝統が復
興することになる、そんな希望を私は抱いている。その伝
統とは、人間的な生というものの本質的意義を忘却した実
に物質主義的な文明の流入によって、突如として断ち切ら
れてしまったものである」(Carrizo 1939: 20)。

3ここで言う「コプラ」、「カンシオン」、「ロマンセ」と

そして何よりも、ロハスに対する挑発的な態度

を印象づけることとなった最大の要因は、カリー

ソがいわゆる「ガウチョ詩（poesía gauchesca）4」

の価値を徹底的に否定したことであった。ロハ

スがガウチョ詩を「国民文学」の基層とみなし、

このジャンルの最高傑作としてのホセ・エルナ

ンデスの『マルティン・フィエロ』（前篇 1872

年、後篇 1879年）をもって、『ローランの歌』や

『わがシッドの歌』と並ぶべきアルゼンチンの

「国民的叙事詩」と位置づけて称揚していたこ

とは、当時の知識人の間では周知のことであっ

た5。当然これを知りながら、カリーソは、「ガ

ウチョ詩は〔中略〕見せかけの叙事詩に過ぎず、

〔中略〕『マルティン・フィエロ』は〔中略〕『わが

シッドの歌』とは比較にならない」(Carrizo1926:

14)などと述べて、このジャンルの詩を総じて

見下したのであった。

このように、『カタマルカ』にはロハスに対す

る直接的な批判と言えるような内容が含まれて

いたのであり、これを自分に対する誹謗として

いうのはいずれも口承詩のジャンルを指す呼称。これら各
ジャンルの詩歌の性質について、カリーソは『カタマルカ』
の「前書補足（Apéndice al discurso premilinar）」において
詳述している (Carrizo 1926: 17-28)。

4ガウチョ詩というのは、都市在住の知識人たちがガウ
チョの話し言葉を模倣して創作した文学ジャンルであり、ゆ
えにパンパに住むガウチョたちの間で現実に育まれていた
フォークロアとしての「本物のガウチョの詩」とは別物で
あった。こうした性質ゆえ、カリーソはガウチョ詩を「擬
似的フォークロア」の象徴とみなしたのである（フォーク
ロアの「真正性」に対するカリーソの固執については後述
する）。

5五月革命百周年（1910年）を契機とする愛国的気運の高
まりのなかで、『マルティン・フィエロ』を「国民的叙事詩」
と位置づけて称揚するような言説を確立させた立役者とし
て、必ず挙げられるのが、レオポルド・ルゴネス（Leopoldo
Lugones）とリカルド・ロハスの 2 人である。ルゴネスは
1913年、大統領を含む多くの著名人が列席した首都の劇場
において『マルティン・フィエロ』を称える連続講演（計
6 回）をおこない、ロハスも同年、哲文学部におけるアル
ゼンチン文学講座の開講記念講演の場で、国民文学の源泉
としてのガウチョ詩を称揚した。その後、ルゴネスの講演
の内容は著書『エル・パジャドール』（El payador, 1916年）
として、ロハスのものは『ガウチョ文学篇』（『アルゼンチ
ン文学史』第 1 巻）の「序論」として刊行された。
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受け取ったロハスが、「序文」執筆の依頼を固辞

したというのは理解に難くない。

(ii)ロハス発カリーソ宛書簡

「序文」執筆の依頼を固辞する意向を伝える

にあたり、ロハスは、カリーソを痛烈に批判す

る内容の書簡をカリーソ宛に送付した。

その書簡においてロハスは、まずはカリーソ

が自分と同じく〈地方出身者〉であり6、郷土の

伝統に深い情愛を抱く人物であるということに

触れて、その点においては「親近感」を表明し

ていた (Rojas 1963: 105)。しかし、「それゆえ

に貴方の『前書』には驚かされた」(Rojas 1963:

106)として、以下はカリーソに対する叱責が続

くのである。

「貴方は、貴方に先駆けて我らの民衆詩研究

をおこなってきたほぼすべての書き手たちを、

いとも軽んじて扱っている」(Rojas 1963: 106)。

このように述べてロハスは、先行研究を過小評

価したカリーソの態度を批判した。そして、カ

リーソが自分に「序文」の執筆を依頼しておき

ながら、その著書のなかで自分を誹謗するよう

な記述をおこなっていたことについても、「貴方

が自らの作品の後ろ盾になるよう要請している

まさにその人物を、かくもぶしつけに扱ってい

ることに、私は驚いた」(Rojas 1963: 108)、「私

は教壇で、新聞で、著書で、講演で、あるいは

文化機関等において、絶えずこの〔フォークロア

の〕研究に勤しんできた。それは貴方も認める

ところだろう。こうした経緯を踏まえれば、貴

6ロハス、マヌエル・ガルベス（Manuel Gálvez）、エミリ
オ・ベチェル（Emilio Becher）等、20世紀初頭のアルゼン
チン・ナショナリズム思想を牽引した「百周年世代」の思想
家たちの多くは、ブエノスアイレス生れの人間ではなく地
方出身者であった。やがて教育を受けるため首都に上京し
たかれらは、物質主義的な近代文明の権化たるこの都市の
現状に衝撃を受け、その結果として郷土の伝統への回帰を
志向するようになったのであった (Payá y Cárdenas 1978:
20-23)。

方は、先人に対する配慮をもっと持たねばなら

なかったはずである」(Rojas 1963: 108-109)、

などと述べて強く非難した。また、「さらに貴

方は自分の著作を自分で評価する役を買って出

ており、実に感極まったような賛辞を呈してい

る」と、カリーソの自画自賛を咎めたうえ (Rojas

1963: 109)、「貴方は正書法にも、参考文献の表

示に関する初歩的な規則にも無頓着であり、書

名に引用符さえ付していないし、何らの理由も

なく著者名をイタリック体にしたりローマン体

にしたりしている」(Rojas 1963: 109)といった

書式上の不備まで指摘して、カリーソの著作は

研究書としての体を成していないと断じたので

あった。

それに加えてロハスは、『カタマルカ』に収録

されていた詩歌の内容についても批判した。「貴

方の〔『カタマルカ』に収録された〕カンシオンは、

クバスの死に捧げられたもの7を除けば、特徴の

面で新しさを示すものはないし、コプラの大部

分は、他の収集家たちによって既に刊行された

ものと重複していた」(Rojas 1963: 108)。「貴方

の著作が〔中略〕リンチ〔Ventura R. Lynch〕、バー

ジョ〔Ciro Bayo〕、フルト〔Jorge M. Furt〕等によ

る国民的詩歌集の後に出たものであるというこ

とを考慮すれば、その値打ちは減じる」(Rojas

1963: 110-111)。こうしてロハスは、『カタマル

カ』が先行研究の焼き直しでしかなく、総じて

新味を欠くという評価を下したのであった。

そして、カリーソがガウチョ詩の価値を否定

したことにも、当然ながらロハスは言及してい

た。「貴方は『マルティン・フィエロ』の論評

者たちを侮蔑し、同時にこの詩〔『マルティン・

7 1841年にロサス派の軍人により捕われて処刑されたカ
タマルカ州知事ホセ・クバス（José Cubas）の死を主題にし
た詩歌「げにクバス公は去りにけり（Ya marchaba el señor
Cubas）」を指す。『カタマルカ』のなかに「歴史物」のカン
シオンの一例として収録されている (Carrizo 1926: 39-41)。
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フィエロ』〕そのものをも侮蔑して、その叙事

詩としての重要性を否定している」。「私は『ガ

ウチョ文学篇』〔『アルゼンチン文学史』第 1 巻〕

と『植民地文学篇』〔同第 2巻〕の執筆に 10年を

費やし、これらの著書が刊行されてからまた約

10年が過ぎた。〔中略〕私はかくも多くを著し

たのであるから、怠惰な読者たちの嫌悪感に対

して、自分の主張を繰り返す義理はないと思っ

ている。これらの事柄に関心を持つ人々は、上

記の著書を手に取って、この主題に関する私の

見解を読んでくれればよい。その私の見解を、

貴方はいとも厚かましくもたったの 2行で切り

捨ててくれたのだが」(Rojas 1963: 110)。

このようにロハスは、ガウチョ詩の価値をめ

ぐってカリーソと議論することをそもそも拒絶

していたのであり、両者の応酬が不毛に終わっ

た要因はこうしたロハスの態度にもあったと言

わねばならない。

(iii)その後の応酬

ロハスから上記の書簡を受け取ったカリーソ

は、すぐさまロハス宛の返信を送付した。それ

は次のような内容の、極めて短い書簡であった。

「私がかくも辛辣な批判に相応するものではな

かったということを、やがて貴方自身も納得さ

せられる時が来るだろう。〔中略〕私は貴方を学

者として高く評価していたがゆえにこそ、貴方

のあのような書簡には驚き、幻滅した。貴方は、

私の長年にわたる地道な仕事の成果を実に安く

品評している。私の著作の後ろ盾を貴方に依頼

するという過ちを犯したことを、私は心より悔

やんでいる」(Carrizo 1963a: 112)。この書簡を

もって、両者の間の直接的な交信は途絶えたと

みられる。

他方、『カタマルカ』の刊行後、ロハスがそ

の書評を『ラ・ナシオン』紙に寄稿し、これに

対する反論をカリーソが同紙編集長宛に送付す

る、という間接的な応酬は続いた。カリーソが

『ラ・ナシオン』紙に掲載してもらうべく編集長

宛に送付したその「反論」（結局これが掲載され

ることはなかった）をみる限り、この間接的応

酬の内容は、概して上述の両者間の交信の反復

であったと言える8。

2. 思想上の隔たり

以上にみた両者の対立の要点は次の 3点にま

とめられる。

1点目は、前掲のポンフェラーダが「非礼」と

称したようなカリーソの態度に起因する対立で

ある。すなわち、カリーソは先行研究を過小評

価し、他ならぬロハスをも名指しで痛罵したう

えで、『カタマルカ』の成果を自画自賛したので

あり、これに対してロハスは、その「厚かまし

さ」を厳しく批判したのであった。

2点目は、互いの口承詩研究の内容をめぐる

対立である。カリーソは、ロハスの収集活動が

未熟なものであり、口承詩に関する彼の知識は

乏しかった（「民衆のカンシオンをほとんど収

集したことがなく、極めて少数のロマンセしか

手にしていなかった」）と批判した。これに対

しロハスは、カリーソが『カタマルカ』に収録

した口承詩のほとんどは先行研究者たちによっ

て刊行されたことがある既知のものであり、新

味に欠けると批判したのであった。

3点目は、ガウチョ詩の評価をめぐる対立で

8ロハスによる『カタマルカ』の書評が掲載された年月
日は不明。ジャコベラもポンフェラーダも、国立図書館が
所蔵する同紙のバックナンバーを探したが、この書評記事
を見つけることができなかったとしている (Jacovella 1963:
113; Ponferrada 1986: 25)。他方、カリーソ発『ラ・ナシオ
ン』紙編集長宛書簡はやはりジャコベラによって発見され、
前掲の伝記に収録されている。この書簡の日付も不明であ
るが、「本日付で掲載されたリカルド・ロハス博士の記事に
対する返答」(Carrizo 1963b: 113)との記述があるため、ロ
ハスの書評が実際に掲載されたことは確かとみられる。
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ある。ロハスが「国民的叙事詩」として称揚し

ていた『マルティン・フィエロ』をはじめとす

るガウチョ詩を、カリーソは総じて「見せかけ

の叙事詩」と評して退けたのであり、こうした

カリーソの見解は、ロハスには到底受け入れら

れないものであった9。

以下では、特に上記の 2点目と 3点目に着眼

して、対立の要因をより詳しく考察することに

より、両者の間に横たわっていた思想上の隔た

りを浮き彫りにしてみたい。

(i)イスパニスモとメスティシスモ

20 世紀初頭のアルゼンチンのナショナリズ

ム思想は、「イスパニスモ」および「メスティ

シスモ」と称されるべき 2種類の言説を内包し

ていた。前者は〈スペイン性〉をアルゼンチン

のナショナル・アイデンティティの拠所として

称揚する言説であり、後者は〈インディオ／メ

スティーソ性〉をその拠所として称揚するもの

である (Rubione 2006a; 2006b)。イスパニスモ

とメスティシスモは、近代文明の物質主義的な

側面を嫌忌して土着的なるもの（スペイン性10、

9以下の論旨とは直接的な関わりがないため本文では割
愛したが、この他にもカリーソは、1921年に国家教育審議
会（Consejo Nacional de Educación）の主導により実施さ
れた全国フォークロア調査によって収集された大量の資料
が、ロハスが所長を務めるアルゼンチン文学研究所（前掲）
に譲渡された後、全く有効活用されていないとの批判もおこ
なっていた (Carrizo 1926: 9)。これに対してロハスは、「ア
ルゼンチン文学研究所は目下その〔全国フォークロア調査
によって収集された資料を用いた〕研究をおこなっている
ところである。〔中略〕人手と資金の不足ゆえ、またそれ以
上に、私たちが拙速よりも正確さに重きを置いているがゆ
え、これ以上敏捷には事が運ばなかったのだ」と弁解してい
た (Rojas 1963: 106-107)。なお、1921 年の全国フォーク
ロア調査の内容、およびそこで収集された資料のその後の
活用状況等については、長野 (2005)および Chamosa(2010:
chap. 2) を参照。

10米国などに象徴される近代文明と土着的なるものとし
てのスペイン性とを対峙させるような言説は、20 世紀初頭
において汎ラテンアメリカ的規模で生じていたものであっ
た。米西戦争（1898 年）を最大の契機とする「反米親西」
感情の高揚を背景として、ルベン・ダリーオやホセ・エンリ
ケ・ロドーらによって定式化された、「物質主義的なアング

インディオ／メスティーソ性）の復権を謳うと

いう点において志向を共有していた。だが、ア

ルゼンチン文化とスペイン文化の
ヽ

同
ヽ

一
ヽ

性を強調

しようとするイスパニスモと、スペイン性とイ

ンディオ性の混淆によって形成された（スペイ

ン文化とは
ヽ

異
ヽ

な
ヽ

る）アルゼンチン文化の独自性

を際立てようとするメスティシスモとが、相互

に反目し得るものであったことも確かである。

カリーソとロハスの口承詩研究の内容を観察

すると、明らかに前者がイスパニスモ、後者が

メスティシスモの言説を継承したものであった

ということがわかる。

カリーソは、北西部諸州を渉猟して収集した

膨大な数の口承詩を、各種文献の記録に残され

ていた旧宗主国スペインの口承詩と照合するこ

とにより、アルゼンチン農村部で伝承されてき

た詩歌の大部分が「スペイン起源」のものであ

るということを立証していった。そして、その

事実をもって、アルゼンチン文化とスペイン文

化の親近性を強調し、アルゼンチンのナショナ

ル・アイデンティティの拠所としての〈スペイ

ン性〉を称揚したのであった。そうした彼の口

承詩研究の集大成が後年の大著『アルゼンチン

伝統詩の素性たる中世スペイン』（1945年）で

あり、その冒頭では、「我々が我々自身を知らん

と欲するならば、征服期および植民地期のスペ

イン人の精神的遺産に目を向けなければならな

い」(Carrizo 1945: 19) との宣言が掲げられて

いた。そして、彼がアルゼンチン文化とスペイ

ン文化との親近性を強調したとき、アルゼンチ

ン文化の構成要素としての〈インディオ性〉は

ほとんど認知されていなかったのである。例え

ば彼は次のようにも言明していた。「これまで

ロサクソンと崇高な精神を有するラテン」という二項対立
を基調とする親スペイン思想は、ロドーの著書名に由来し
て「アリエル主義」などと呼ばれる (Franco 1970: 52-81)。
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に一部の論者たちが考えてきたこととは反する

ことになるが、我らの国民的精神の真髄は、先

住民文化の寄与をほとんど蒙っていないのであ

る」(Carrizo 1939: 13)。

一方、ロハスは、アルゼンチン文化を構成す

る重要な
ヽ

一
ヽ

要
ヽ

素としての〈スペイン性〉は確かに

尊重しながらも、最終的には、スペイン文化と

は異なるアルゼンチン（アメリカ大陸）文化の

独自性を際立てることを志向していた。ゆえに

彼は、スペイン性とインディオ性の混淆によっ

て生じたメスティーソ文化のなかに、アルゼン

チンのナショナル・アイデンティティの拠所を

見出そうとしたのである。口承詩研究の必要性

を訴えた初期の著述のなかで、既に彼は次のよ

うな見解を鮮明に示していた。「アルゼンチン

精神のなかにカスティーリャ的伝統が存続して

いることは確かであるが、だからと言って我々

は、同時にインディオ的伝統もまた生き長らえ

ているということを忘れてはならない。さした

る検証もなしに、アメリカ大陸のあらゆる詩歌

をスペインのものとみなすようなことをしては

ならない」。このように述べてロハスは、「植民

地期のイスパノ＝インディヘナ人」（メスティー

ソ）が「純粋なるアメリカ大陸的な着想に基づ

く詩歌を生み出した」という側面を強調したの

であった (Rojas 1908b: 47-48)11。

このような、イスパニスモとメスティシスモ

という両者の思想的立脚点の相違が、互いの口

承詩研究の評価をめぐる対立の要因になってい

たとみられるのである。

先述の通り、カリーソはロハスの口承詩研究

を未熟なものと評したのであったが、その評価

の根拠をより具体的に示している箇所が、『ラ・

11その後、国民性の表象としてのメスティーソ文化を称
揚するというロハスのメスティシスモ思想は、『銀の紋章』
（Blasón de plata, 1910 年）、『ガウチョ文学篇』といった著
作に結実した。

ナシオン』紙編集長宛書簡（前掲）のなかにある。

そこでカリーソは、ロハスが『ガウチョ文学篇』

の第 8章（「我らの田園の抒情詩」）のなかで取り

上げていた幾つかのコプラに着目して、次のよ

うな批判をおこなっていた。すなわち、ロハス

はこれらの詩歌を「我らの田園」の「インディオ

やガウチョのコプラ」(Rojas 1924: 325)として

取り上げていたのであるが、こうした取り上げ

方は不適切だとカリーソは言うのである。なぜ

なら、カリーソがおこなった文献学的調査によ

れば、それらのコプラのうちの「半数以上」は、か

つてほとんど同一の形でスペイン（アンダルシ

ア）の口承詩のなかに存在していたものだった

からである (Carrizo 1963b: 116-118)。ゆえに

カリーソからみれば、それらのコプラが「スペイ

ン起源」であることを知らずに、それらを「イン

ディオやガウチョの」詩歌として提示したロハ

スの振る舞いは、「事実を歪曲すること」(Carrizo

1963b: 118)に他ならなかったのだ。そして、こ

の点をもってカリーソは、「かくも起源に無知で

ある者が国民文学について語ることなどできる

のだろうか」、「アルゼンチン文学史を研究する

者に求められ得る最低限のことは、起源につい

ての研究、すなわち、スペインの詩歌について

のいくぶんの知識である」などと述べて、ロハ

スを厳しく批判したのであった (Carrizo 1963b:

118)。

確かに、アルゼンチン農村部で伝承されてい

たコプラの〈原形〉をスペインの口承詩のなか

に発見したカリーソの文献学的調査の成果は評

価に値すると言える。だが、カリーソとて、ロ

ハスが取り上げた詩歌の（
ヽ

す
ヽ

べ
ヽ

てではなく）「半

数以上」が「スペイン起源」だと主張したに過

ぎないわけであるし、また、スペインの口承詩

がアルゼンチンに伝播して伝承されるという過

程のなかで、しばしば何らかの変形が生じてい
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るという事実を否定したわけでもない。要する

に、アルゼンチンの口承詩のなかには、スペイ

ンの古い詩歌がほとんどそのままの形で伝承さ

れ続けているようなものもあれば、「インディ

オやガウチョ」の手によって変形されたり、新

たに生み出されたりしたものもあるというのが

実態だろう。そうである以上、「スペイン起源」

の詩歌が多数存在することを強調するか、「イ

ンディオやガウチョ」の手によるアルゼンチン

（アメリカ大陸）独自の詩歌の存在を強調する

かというのは、個々の研究者の思想（イスパニ

スモかメスティシスモか）に基づく価値判断で

しかない。カリーソとロハスは、この価値判断

において物別れに終わったのであった。

同様のすれ違いは、逆にロハスがカリーソを

批判した場合においてもみられた。先に述べた

ように、ロハスは『カタマルカ』に収録された

詩歌は概して既知のものばかりで新味に欠ける

と批判したのであった。この批判に対して、カ

リーソは編集長宛書簡のなかで次のように応答

していた。「もし彼〔ロハス〕が〔『カタマルカ』の〕

前書補足の箇所を読んでいたなら、あるいは少

なくとも〔同書収録の〕カンシオンに付された脚

注の一つでも読んでくれていたならば、そこで

私が中世あるいはルネサンス期のスペイン民謡

に言及しているのを見ていたはずだ」(Carrizo

1963b: 119)。実にカリーソは、『カタマルカ』に

掲載した個々の詩歌の下に、それぞれの詩歌の

出自等に関する詳細な情報を書き込んでおり、

そのなかでしばしば、それらの詩歌の〈原形〉

に相当するものがスペインの古い詩歌集のなか

に見出せるということを指摘していた12。すな

12一例を挙げると次のような記述である。「これは 1915
年にアンバト郡ロスカスティジョスでとある老人から私が
聞き取った〔中略〕、最後の審判という普遍的な主題を持
つもの〔宗教詩〕である。〔中略〕リバデネイラ叢書〔リ
バデネイラ (Rivadeneyra)父子の編纂による「スペイ

わち、『カタマルカ』に収録された詩歌それ自

体がたとえ既知のものであったとしても、それ

らの詩歌の〈原形〉がスペイン古謡のなかに存

していたことを発見し、そうした口承詩の出自

に関する情報を詳述したのはカリーソが初めて

であり、その点にこそ『カタマルカ』の真価が

あった、と彼は自己評価していたのであった。

ここでもやはり、アルゼンチンの口承詩とス

ペインのそれとの間の親近性を提示することを

至上の目的として据えるカリーソと、その目的

に固執する意義を理解しかねていたロハスとの

間に生じていたすれ違いのさまが顕著に表れて

いたと言えよう。ロハスとしては、スペイン文

化がアルゼンチンに
ヽ

伝
ヽ

播したという話だけでは

飽き足りないのであり、アルゼンチン（アメリ

カ大陸）文化の独自性を示すような発見がなけ

れば「新味に欠ける」のであった。

(ii)ガウチョ詩の評価をめぐって

次に、カリーソとロハスとの間でガウチョ詩

に対する評価がかくも大きく異なったのはなぜ

か、その要因について考察したい。

まず、カリーソがガウチョ詩を嫌忌した背景

には、「擬似的フォークロア」全般に対する彼

の潔癖なまでの拒否反応というべきものがあっ

た。19世紀末以降、愛国心や郷土愛に駆られて

フォークロア風の詩・音楽・舞踊等を収集した

り実践したりするような好事家たちが、全国各

地に生じてきていたが13、カリーソはこの種の

ン作家叢書 (Biblioteca de Autores Españoles: B. A.
E., 1846～1880 年)」を指す〕に含まれているフスト・
デ・サンチャ (Justo de Sancha)の『宗教的ロマンセ詩歌集』
(Romancero y Cancionero Sagrados)のなかには、これに類
する禁欲的な詩歌が数多くみられる。〔中略〕また、『16・17
世紀の抒情詩人』(Poetas líricos de los siglos XVI y XVII)(B.
A. E.) の第 11 巻〔原文ママ。第 2 巻のことと思われ
る〕17 ページには、私が収集したもの〔宗教詩〕によく
似た詩歌がみられる〔後略〕」(Carrizo 1926: 62)。

13これらの好事家たちの活動をジャコベラは「フォーク
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好事家たちを蔑視していた。そして自らの口承

詩研究がこれら素人の活動とは一線を画するも

のであることを強調して、自分自身を、「学問

的体裁を備え、実証主義的基準に則った」民俗

学研究の元祖と位置づけたのであった (Carrizo

1926: 11)。彼によれば、民俗学研究というもの

は「あらゆる空想を排除」して、「実証科学の方

法」すなわち「厳格なる帰納法的方法」に基づ

かねばならず、資料（フォークロア）の収集に

あたっては、「考古学者が土器の破片を探した

り、古生物学者が化石を探したり、博物学者が草

花や昆虫を探したりするのと同じ基準でなされ

なければならない」のであった (Carrizo 1963b:

114)。

こうした志向を有していたカリーソにとって、

ガウチョ詩と本物のフォークロアとを混同する

ような風潮の蔓延は、実に忌々しき事態だった

のである。彼は「科学的」使命感を抱いて、「真

正なるフォークロア」と「擬似的フォークロア」

との弁別を徹することに苦心したのであった。

「ガウチョ詩は民衆詩（poesía popular）ではな

い。なぜならそれはアルゼンチンにおいて世代

を超えて口承伝統によって保存されてきたもの

ではないからだ。これは見せかけの叙事詩であ

り、民衆化された詩（poesía popularizada）に

過ぎない」。「一方では研究の欠如、そしてもう

一方では過度な愛国心というものが、我々がガ

ウチョ詩の文学的素性〔ガウチョ詩が都市の知識

人らによって創作された文学ジャンルであり、本物

のフォークロアではないという事実〕を明確に把

握することを、妨げてきたのだ」(Carrizo 1926:

14)。このような考えをもってカリーソは、『マ

ルティン・フィエロ』を「国民的叙事詩」とみ

なしてきたロハスらの姿勢を、「非科学的」なも

ロア道楽（diletantismo folklórico）」と総称した (Jacovella
1963: 101)。

のとして一蹴したのであった14。

しかし、実際のところ、ロハスがガウチョ詩と

フォークロアとを混同していたと断定してしま

うのは、事実に反すると言わねばならない。ガ

ウチョ詩の作者たちの詳細なバイオグラフィー

を含む大著『ガウチョ文学篇』を書き上げた人

物が、ガウチョ詩と「本物のガウチョが吟じた

詩」とを同一視するなどということは、あり得

ない話であった。彼はガウチョ詩の作者たちが

都市在住の知識人であったということを当然

ながらよく知っていたし、むしろ、「民衆」に

よってではなく「個人的才能」によって生み出さ

れた点にこそ、ガウチョ詩の真価があると考え

ていた。すなわちロハスにとってガウチョ詩と

は、口承詩を巧みに模倣しつつ、かつそれを「芸

術」へと昇華させたものだったのである。だか

らこそ彼は、バルトロメ・イダルゴ（Bartolomé

Hidalgo）（ガウチョ詩の先駆的作家）の作品の

なかでも、専ら口承詩の忠実な再現に徹した「シ

エリート（Cielito）」よりも、凡庸な民衆には持

ち得ないような芸術的創造性を付加した「ディ

アロゴ（Diálogo）」を、より高く評価したので

あった (Rojas 1924: 507-513)15。同様に『マル

ティン・フィエロ』についても、ガウチョ言葉

を巧みに再現して農村部の民衆に親しまれる作

品になったという側面のみならず、心理描写等

14ジャコベラも、こうしたカリーソのロハス評価を追認
して、次のように断じていた。「ロハスはナショナリズムに
目が眩み、どうにかしてガウチョ詩を伝統と結び付けよう
とした」(Jacovella 1963: 94)。「かのロハスも、あれだけの
才能を持つ勤勉家でありながら、この分野〔フォークロア
研究〕においては単なる趣味の域を超えていなかったのだ」
(Jacovella 1963: 101)。

15「『シエリート』は、単なるパンパの一吟遊詩人として
のイダルゴ、彼以前に歌っていた無数のパジャドール〔吟
遊詩人〕たちのうちのひとりという以上でも以下でもない
存在としてのイダルゴを、我々に提示する。〔中略〕他方、
『ディアロゴ』は、田園芸術の技巧において進化を遂げた
一詩人の作品を、我々に提示する。その作品は国民文学に
とって間違いなく『創造的』なものであった〔後略〕」(Rojas
1924: 512)。
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における高度な芸術性ゆえに「最も傑出した文

人たち」からも称賛され得る作品となったとい

う側面を、彼は強調したのであり、この点にお

いて作者エルナンデスの文学的才能を称賛した

のであった (Rojas 1924: cap. 23)。要するにロ

ハスは、ガウチョ詩をフォークロアとしてでは

なく、あくまで
ヽ

文
ヽ

学
ヽ

作
ヽ

品として評価していたの

である。

ここで想起されたいのが、後年の民俗学者ア

ウグスト・ラウル・コルタサル（Augusto Raúl

Cortazar）が用いた 2つの概念、「文学的フォー

クロア（folklore literario）」と「フォークロア

文学（literatura folklórica）」というものである。

前者はあくまで不特定多数の民衆によって生み

出され伝承される
ヽ

フ
ヽ

ォ
ヽ

ー
ヽ

ク
ヽ

ロ
ヽ

アを指す用語であ

り、舞踊や音楽等ではなく口承詩や民話等を指

すために「文学的」という形容詞が付されたも

のである。これに対して後者は、「フォークロア

的」な題材を用いた
ヽ

文
ヽ

学
ヽ

作
ヽ

品を指す用語であり、

それはあくまで特定の個人（知識人）による創作

物であるという点において、決してフォークロ

アそのものではない。当然ながらガウチョ詩は、

この「フォークロア文学」に含まれるべきもの

であった (Cortazar 1954: 85-92; 1969: 15-16)。

これらの概念を用いて述べるならば、カリー

ソは「文学的フォークロア」を尊重した一方で

「フォークロア文学」を嫌忌したのであり、これ

に対してロハスは、「文学的フォークロア」と

「フォークロア文学」の差異をよく認識したう

えで、前者のみならず後者をも肯定的に評価し

ていたということになろう。

さらに興味深いのは、文学作品として生まれ

たはずの『マルティン・フィエロ』が民衆の間

に浸透することによって、いわば「フォークロ

ア化」するという現象を、ロハスが肯定的に捉

えていたという点である。そのことを示すのが

次のような記述である。「サンティアゴ〔デルエ

ステロ〕州の密林の、サラド川の岸辺のひっそり

とした小屋のなかで、ある人が、伝統詩として

知られているいくつかの詩節を吟ずるのを聞い

たことがある。それが〔実際には「伝統詩」では

なく〕エルナンデスの詩の一部であるというこ

とを知りもせずに。このことはまさに〔『マル

ティン・フィエロ』の〕民衆的性質の証左であり、

これぞ最大の誉れだ。民衆から直接生まれたも

のではなかったにもかかわらず、民衆によって

認められ、民衆が自らのものとして育んでいた

のである」(Rojas 1924: 775-776)。

逆にカリーソは、こうした「文学作品のフォー

クロア化」というべき現象を、明らかに否定的に

捉えていた。例えば彼は、カタマルカ州で口承

詩の収集活動を開始したばかりの時分の苦労話

として、次のような回想をしていた。「家から家

へと、古謡を尋ねて回った。〔中略〕何かを知っ

ている人もいたが、何も思い出せない人もいた。

〔中略〕ある詩歌の冒頭部分だけ覚えている人も

いれば、終わりの部分だけという人もおり、わ

ずか 2行だけというような人もいた。〔中略〕あ

るときはミトレ〔Bartolomé Mitre〕の「インバリ

ド」〔“El Inválido”〕だとか、ベッケル〔Gustavo

Adolfo Bécquer〕の詩だとかを吟じてくれるよう

な人たちもいた」(Carrizo 1926: 7)。このくだ

りから明らかにわかるのは、彼が収集活動のな

かでこれらのミトレやベッケルの詩に出くわし

たとき、それらを「口承詩」とはみなさず、自

らの収集対象から除外していたということであ

る。つまりカリーソは、民衆がミトレやベッケ

ルの詩を「フォークロア化」するような現象に

は、全く価値を見出していなかったのである。
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おわりに

以上、本稿では、カリーソとロハスの間に生

じていた対立の構図を、かれらの思想・価値観

の相違に焦点を当てて素描してみた。両者の間

には、アルゼンチンのナショナル・アイデンティ

ティの捉え方をめぐる立場の相違（イスパニス

モとメスティシスモ）のほか、フォークロアと

文学の関係性（「フォークロア文学」や「文学作

品のフォークロア化」といった事象）をめぐる見

解の齟齬が、厳として存在していたのであった。

アルゼンチンに伝わる口承詩の〈原形〉をス

ペインに見出すというやり方で、アルゼンチン

文化の基層としての〈スペイン性〉の存在を実

証的に示したカリーソの民俗学的功績は多大で

あった。ゆえに、『カタマルカ』に収録された詩

歌の多くが先行研究と重複するものであったと

の理由だけで、カリーソの研究成果を一蹴して

しまったロハスの振る舞いは、評者としては正

当でなかったと言わざるを得ない。

他方、国民性の表象としての〈スペイン性〉

を際立てんがために、アルゼンチンのフォーク

ロアにおける〈インディオ性〉を捨象しようと

したカリーソの態度は、他ならぬ彼自身が糾弾

していた「事実の歪曲」にも繋がりかねないと

いう意味で、やはり難点を有していたと言わね

ばならない16。

また、ガウチョ詩を称揚したロハスの主張が、

フォークロアの真正性を蔑ろにするような好

事家たちの活動において流用されたという側面

は否めない。だがロハス自身は、ガウチョ詩と

フォークロアとの弁別を確実に認識していたの

であり、そのうえで、「フォークロア文学」や

「文学作品のフォークロア化」といった事象を

16カリーソの民俗学研究が〈インディオ性〉を捨象しよう
とする傾向を現に有していたということは、オスカル・チャ
モーサによっても指摘されている (Chamosa 2010: 98-106)。

も肯定的に評価するという、当時としては先進

的と言えるようなフォークロア観を有していた

のであった。

これに対して、民衆によって生み出され伝承

される真正なるフォークロアに固執する余り、

「フォークロア文学」や「文学作品のフォークロ

ア化」といった事象の価値を否定したカリーソ

の態度は、今日的観点からは偏狭にもみえるか

もしれない。だが、どこの国でも、最初はこの

種の「真正性」に固執することによって文学研

究とは異なる民俗学研究というものが確立した

のであったし、先述したカリーソの徹底した実

証主義的志向こそが、その後のアルゼンチン民

俗学の発展において強力な原動力になったとい

うことは否定できない。

カリーソとロハスの応酬のなかで浮上してき

た、イスパニスモとメスティシスモの対立とい

う構図や、「フォークロアの真正性」をめぐる議

論等が、その後のアルゼンチン民俗学において

どのように継承されていったかというのは、学

説史のみならず思想史的観点からみても重要な

問題であり、これは筆者の今後の研究課題とし

ておきたい。
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