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はじめに

カルロス・ベガ（Carlos Vega, 1989-1966）は、

アルゼンチンをはじめとする南米各地に伝わる

音楽・舞踊の収集・体系化という先駆的な仕事を

なしたことで知られ、「アルゼンチン音楽学の父

祖」と称される人物である1。また彼は、フォー

クロア研究の理論・方法に関する論考を積極的

に発表したことでも知られており、同国におけ

る民俗学という学問の確立に寄与した立役者の

一人ともみなされている。ベガの音楽・舞踊研

究および民俗学理論は、アルゼンチンおよびラ

テンアメリカ諸国の学者らに多大な影響を及ぼ

し、彼の門下からはイサベル・アレツ（Isabel

Aretz, 1909-2005,アルゼンチン）、ラウロ・ア

ジェスタラン（Lauro Ayestarán, 1913-1966,ウ

ルグアイ）、ルイス・フェリペ・ラモン＝イ＝リ

ベラ（Luis Felipe Ramón y Rivera, 1913-1993,

ベネズエラ）等、各国を代表する音楽学者・民

俗学者が輩出されてきた。ベガの研究業績や理

論・方法に対しては、こんにちでは様々な観点

から批判もなされているが、彼の一連の著作は、

1現在アルゼンチンに存在する 2つの主要な音楽学研究所
である、国立音楽学研究所およびアルゼンチン・カトリック大
学付属音楽学研究所の正式名称には、いずれもベガの名が冠さ
れている (Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”,
Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”)。

アルゼンチンをはじめとするラテンアメリカ地

域の民衆文化研究に従事する者にとっての基礎

文献として引用され続けている。

ベガの業績や理論・方法についての紹介や解

説は、彼の没後まもなくから多方面でおこなわれ

てきたし、それと並行して遺稿の発掘・編集・刊

行といった作業も進められてきた。また近年で

は、アルゼンチンやラテンアメリカの文化史・思

想史的な背景を踏まえて、ベガの研究の歴史的意

義を考察するような類の研究も蓄積されつつあ

る。そして 2011年にはアルゼンチン・カトリッ

ク大学においてベガに関する研究発表を中心と

する初めての学会が開催され2、2015年にはベ

ガに関する論文を集めた初めての論集 (Cámara

de Landa 2015)も刊行されたところである。ベ

ガ没後 50周年を迎える本年（2016年）以降、

彼に対する学界の関心はいっそう高まっていく

ことが期待される。本稿は、そうした「ベガ研

究」の進展に助勢せんとする一考察である。

2OctavaSemana de la Música y la Musicología: Jor-
nadas Interdisciplinarias de Investigación, 2, 3 y 4 de
noviembre de 2011.国立音楽学研究所、アルゼンチン・
カトリック大学附属音楽学研究所、同大学附属民俗学研
究センター（Centro de Estudios Folklóricos “Augusto Raúl
Cortazar”）の三者による共催。
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1.問題設定

20世紀初期のアルゼンチンにおいて、いわゆ

る「百周年世代」の知識人らを中心として展開

された「ナショナリズム思想」は、19世紀中葉

以来の「欧化」を基調とする近代化という過程

で生じていた移民・外来文化の急激な流入に警

鐘を鳴らし、ナショナル・アイデンティティの

拠所としての伝統・土着性の復権を唱えるもの

であった (遠藤 2016: 110-112)。そして、こう

した思潮の抬頭が、農村部に伝わる「フォーク

ロア」への関心を喚起し、それを研究する学問

としての民俗学の発展にとって重要な原動力に

なった。20世紀前半の同国において活動した民

俗学者の多くは、喪失の危機に瀕している「国

民的精神」を救出するという、ナショナリズム

的使命感を抱いてその研究に従事していたと言

われる (Blache 1992; Chamosa 2010)。民俗学

者マルタ・ブラーチェは、20世紀前半のアルゼ

ンチン民俗学が総じてナショナリズム的意図に

根差したものであったとして、次のように述べ

ていた。「かれらは、いまだコスモポリタニズム

による汚染を蒙っていない真正なる風習を求め

て国土の内陸部に目を向け、アルゼンチンの純

正なる伝統を保持する唯一の存在としての農村

部の人々に焦点を当てた。〔中略〕こうするこ

とで、国の急成長によって抹消されてしまう前

に、農民の文化的遺産を忘却から救出すること

ができると信じていた〔中略〕。かれらは国民

性という意識を確たるものにすることに急き立

てられていた。この焦燥感〔中略〕がアルゼン

チン民俗学のうえに非常に強く刻印されたので

あり、その重荷はこんにちなお、一部の限られ

た学者を除いては、払拭されていない」(Blache

1992: 77)。

カルロス・ベガも、そうしたナショナリズム的

民俗学者の一人として数えられることが少なく

ない。そして、ベガに思想上の影響を及ぼした

人物として、百周年世代を代表するナショナリ

ズム思想家であり先駆的な民俗学者でもあった

リカルド・ロハス（Ricardo Rojas, 1882-1957）

の存在に言及し、ロハスの継承者としてベガを

位置づけるような説明も、しばしばなされてき

た (Blache 1992: 81; Giacosa 2007: 39)。

しかし一方で、長野太郎やベルナルド・イジャ

リといった論者たちは、ベガという人物が強力

な「実証主義」的志向を有していたということ

も指摘していた。すなわち、ベガは学者として

の矜持を抱き、実証科学としての民俗学の確立

を目指すという観点から、研究にイデオロギー

的先入観を持ち込むことを戒め、「客観的事実」

を尊重するという立場を貫いていたというので

ある。曰く、ベガは「学問的厳格さ」ゆえに「巷

間の安易なナショナリズムに対しては批判的で

あり続けた」のであり (Nagano 2004: 13)、「研

究というものがナショナリズム的先入観に囚わ

れずに実践されねばならないという信念」を抱

いていたのであった (Illari 2015: 151)。ただし、

長野やイジャリとて、ベガの研究がナショナリ

ズム的意図に基づくものであったという通念を

否定したわけではなかった。長野は、「ベガがナ

ショナリズム〔的信条〕を抱いていなかったと

いうわけではない」(Nagano 2004: 13)と念を

押していたし、同様にイジャリも、「カルロス・

ベガとて例外ではない。〔中略〕彼の活動はロ

ハスのナショナリズムという先行思想を踏襲し

ていたのだ」(Illari 2015: 152)、「土着音楽や伝

統舞踊の潜在力を利用することによって、アル

ゼンチンの国民性なるものを早急に再生させる

ということ、それが、彼のキャリアの初期から

末期まで一貫していた課題だった」(Illari 2015:

159)と断定していた。要するにかれらは、ベガ

という人物のなかにナショナリズム的意図と実
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証主義的意図とが併存していたと解釈していた

ことになる。

さらにイジャリは、ベガの先達たるロハスの

フォークロア研究のなかにも、ベガの場合と同

様、「国民的精神」の救出といったナショナリズ

ム的意図と、学問的体裁（「客観的事実」等）へ

の固執といった実証主義的意図とが併存してい

たと説明し、ナショナリズム的側面のみならず

実証主義的側面においても、ベガはロハスの継

承者というべき存在であったと結論して、改め

てロハスとベガの親近性・連続性を強調してい

た (Illari 2015: 151)。

以上のような先行研究の見解に対して、筆者

はある面では賛同するが、他の面では違和感を覚

えざるを得ない。すなわち、ベガの研究にみら

れた実証主義的意図の存在を否定する余地はな

いと考えるが、他方、彼の研究の動機としてロハ

スに通じるようなナショナリズム的意図があっ

たとは言いがたいし、またロハスがベガと同様

の実証主義的意図を徹していたとも言いがたい

ように思えるのである。以下、本稿では、ベガ

の先達にあたるロハスやフアン・アルフォンソ・

カリーソ（Juan Alfonso Carrizo, 1895-1957）に

よってなされたフォークロア（口承詩）研究の

内容と、ベガがおこなった音楽・舞踊研究の内

容とを分析・比較することによって、両者間の

性質の異同を確認し、ベガの「非ナショナリス

ト」的特質を浮き彫りにする。そうした作業を

通じて、ベガの音楽・舞踊研究が従来のナショ

ナリズム的民俗学の枠組みを超えた多面性・重

層性を有していたことを明らかにしたい。

2.ロハスとカリーソの口承詩研究：ナショナリ

ズム的民俗学

百周年世代を代表するナショナリスト知識人

の一人であったリカルド・ロハスは、早い時期

からフォークロア研究の必要性を提唱し、その

実践に先鞭をつけた人物としても知られている。

彼は、文筆家としてのキャリアの最初期に発表

した著書『コスモポリス』（1908年）に収めら

れた 2点の論文（「我らのフォークロア」、「ア

メリカにおける伝統ロマンセ」）のなかで、近代

化によって失われつつある「伝統」・「国民的精

神」を「救出」すべきことを繰り返し唱え (Rojas

1908a: 35, 38; 1908b: 49)、国民的精神の宿る場

としてのフォークロアを称揚し（「民衆は、その

素朴な舞踊の身ごなしのなかに、その歌の旋律

のなかに、その詩にみられる比喩のなかに、自ら

の恒久的な性質を映し出すのだ」(Rojas 1908b:

49)）、その収集・研究活動の必要性を主張した

（「フォークロアを包括的・決定的に再構築する

ことによって、我々は我々自身を認識することが

できるようになるだろう」(Rojas 1908b: 49)）。

その後ロハスは、実際に自らの手で農村部に伝

わる口承詩（ロマンセ、コプラ等）の収集・研究

に着手し、その研究成果は大著『アルゼンチン

文学史』（1917～1922年）の第 1巻『ガウチョ

文学篇』に結実することとなった (Rojas 1924

[1917])。そして、1922年にブエノスアイレス

大学哲文学部長の職に就いてからは、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、この国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たのだった。

こうしたロハスによる一連の民俗学的活動の

後を追うようにして、1920年代より頭角を現し

てきたのが、北西部カタマルカ州出身の民俗学

者フアン・アルフォンソ・カリーソである。カ

リーソは、20～30年代に北西部諸州で口承詩

の大規模な収集活動をおこなって多くの研究書

を著し、後には、1943年に創設された「国立伝

統研究所（Instituto Nacional de la Tradición）」
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の初代所長にも任ぜられて、アルゼンチン民俗

学の巨匠としての地位を確立するに至った人物

である。そのカリーソも、やはりロハスと同様

のナショナリズム的使命感を抱いてフォークロ

ア研究に従事していたことは明らかである。彼

は、処女作となった『カタマルカ州の民衆詩歌

集』の「まえがき（Discurso preliminar）」にお

いて、ロハスをはじめとする先人たちが推進し

てきた「愛国的事業」としてのフォークロア研

究に触発されたことを告白していたし (Carrizo

1926: 9-10)、その後の著作のなかでも自らのナ

ショナリズム的信条を繰り返し表明していた。

例えば次のような記述である。「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)。「我

がアルゼンチンでは国民的伝統の学習を必修に

せねばならない。我々を記憶において結びつけ

る、確固たる共通の感情を再生させなければな

らないからである。〔中略〕我々は、前世紀半

ばまでは統一性を保持していたのだが〔中略〕、

もはやそれを失ってしまった〔中略〕。公教育

は物質的作業を偏重し、〔中略〕移民たちをアル

ゼンチン化するどころか〔中略〕、欧米に目を向

けて、国民的伝統とは無縁の新しい世代を育成

してしまっていたのだ」(Carrizo 1953: 8-9)。

このように、ロハスとカリーソという、20世

紀初期のアルゼンチン民俗学の双頭と称すべき

二人の民俗学者は、明らかにナショナリズム的

意図を共有していたと言える。

しかし一方で、かれらの著述のなかに、こう

したナショナリズム的意図を自制しようとする

かのような意図の表明が散見されたことも確か

であり、それが先述の実証主義的意図と言うべ

きものであった。すなわちかれらは、体系的な

方法に則った実証科学としての体裁を重んじ、

研究にイデオロギー的先入観を持ち込むのを戒

めるべきことを、折に触れ説いていたのである。

例えばロハスは、初期の主著『ナショナリズ

ム復権』（1909年）のなかでアルゼンチンにお

ける「近代人文学」の確立を提唱した際、歴史や

フォークロアの研究・教育といったものが愛国

心の醸成に資すると述べながらも、そのために

「事実を歪曲」することは避けなければならない

と主張していた。「道を踏み外さぬよう、我々

は、その愛国心がどこに立脚すべきものである

かを明らかにする必要がある。そして、真実〔事

実〕を裏切ったり下劣な狂信的愛国主義に陥っ

たりすることなく、歴史を愛国に役立てるには

どうすべきか、明らかにする必要がある」(Rojas

1922 [1909]: 54)。「教育における歴史の目的は

愛国であるが、これは狂信的愛国主義や軍事的

英雄の盲目的崇拝などとはまったく別物である。

〔中略〕そのために歴史が歪曲される必要はない。

出来事を真実〔事実〕のありのままの姿で提示

すれば十分だろう」(Rojas 1922 [1909]: 61-62)。

同様にカリーソも、自らの口承詩研究が素人

のフォークロア愛好家たちの活動とは一線を画

するものであることを強調して、「学問的体裁

を備え、実証主義的基準に則った」民俗学研究

の元祖を自認していた (Carrizo 1926: 11)。そ

して、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
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たりするのと同じ基準でなされなければならな

い」と力説していた (Carrizo 1963: 114)。

これらの文言をみる限り、ロハスとカリーソ

のなかにはナショナリズム的意図と実証主義的

意図とが併存していたと言えそうである。ただ

し、かれらの口承詩研究の実態をみれば、かれ

らが実質的に優先していたのは明らかにナショ

ナリズム的意図だったと言うことができる。と

いうのも、ロハスとカリーソは、各々の思想に

基づく先験的な価値判断によって特定の「アル

ゼンチン文化」像を理想化しており、その理想

像に適合するような口承詩を積極的に収集した

反面、その像にそぐわないような詩歌を捨象す

るという傾向（つまりかれら自身が批判してい

たはずの「事実の歪曲」をおこなう傾向）を有

していたからである。具体的に言えば、ロハス

はアルゼンチン文化のなかの「先住民性」の存

在を強調し、カリーソは「スペイン性」の存在

を強調する傾向を有していたと言える。

そうしたかれらの口承詩研究の実態をみるに

あたり、思想史的背景を少し振り返っておきた

い。先述の百周年世代に代表される 20世紀初

期のアルゼンチン・ナショナリズム思想のなか

には、「イスパニスモ」と「メスティシスモ」と

称されるべき 2種類の言説が併存していた (遠

藤 2016: 112-115)。

ここで言うイスパニスモ言説とは、「スペイ

ン性」を伝統・土着性の表象とみなして、それ

をナショナル・アイデンティティの拠所として

称揚するような言説である。「スペイン」を称

揚するというのは、それ自体が 19世紀来の支

配的思潮に対する反動にほかならなかった。と

いうのも、「欧化」による近代化を志向した 19

世紀の支配的知識人たちの多くは「反スペイン」

思想の持ち主だったからである。いまだ旧宗主

国に対する堅固な敵愾心を保持していたかれら

にとっては、スペインの残滓を払拭することこ

そが、脱植民地化の完遂すなわち近代国家とし

てのアルゼンチンの確立を意味するものであっ

た。また、19世紀当時のスペインが内政・経

済の両面で混迷を極め、国力の衰退を露呈する

様をまのあたりにするなかで、当時のアルゼン

チンの知識人たちはスペインを後進国とさえみ

なすようになっていた。ゆえにスペインは、か

れらが範とした「欧州」には含まれ得ない国で

あった (Devoto 2002: 1-2)。こうした19世紀来

の「欧化」＝「脱スペイン」という支配的思潮

に抗して、百周年世代のナショナリスト知識人

たちは、植民地期以来の伝統・秩序を体現する

存在（近代化による移民・外来文化の流入以前

からアルゼンチンの地に根を下ろしていた土着

的な存在）としての「スペイン」を、肯定的に

再評価したのだった3。

もう一つのメスティシスモ言説というのは、

伝統・土着性の表象としての「先住民性」をも

尊重して、「スペイン性」と「先住民性」との混

淆のなかに国民的なるものを見出そうとするよ

うな言説である。19世紀の欧化論者たちが「ス

ペイン」を嫌忌していたことは先述したが、同

時にかれらが「先住民」や「メスティソ」を野

蛮・後進性の表象とみなし、それらの要素を払

拭して、国民を「白色化」しようとしていたこ

ともよく知られている。こうした欧州至上主義

的な従来の思潮に抗して「先住民性」の復権を

唱えたのが、百周年世代のメスティシスモ言説

であったと言える。

3また、欧米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も
あった。米西戦争（1898年）を最大の契機として高揚した
「反米親西」感情（「物質主義的なアングロサクソンと崇高な
精神を有するラテン」という二項対立の図式）を、アルゼン
チンの百周年世代の思想家たちが内面化していたというこ
とは、しばしば指摘されることである (Altamirano y Sarlo
1995: 164-165)。



カルロス・ベガの音楽・舞踊研究における「非ナショナリズム」的特質に関する考察 27

このように、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批判して土

着的なるもの（スペイン性／先住民性）の復権を

謳うという点において志向を共有していた。た

だし、アルゼンチン文化とスペイン文化の同一

性を強調しようとするイスパニスモと、スペイ

ン性と先住民性の混淆によって形成された（ス

ペイン文化とは異なる）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だったことも確かである。

これを踏まえて、ロハスとカリーソの口承詩研

究の内容を観察すると、明らかに前者がメスティ

シスモ、後者がイスパニスモの言説を踏襲した

ものであったことがわかる。

ロハスは、アルゼンチン文化を構成する一要

素としての「スペイン性」は確かに尊重してい

たが、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。それゆえ彼は、ス

ペイン起源の口承詩がありのままの形で伝承さ

れているような事例にはさしたる価値を見出さ

ず、スペイン的要素と先住民的要素との混淆に

よって形成された詩歌の存在を専ら強調し、そ

れをもってアルゼンチン文化の精髄とみなそう

としていたのだった。口承詩研究の必要性を主

張した初期の論文（前掲）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、同時に先住民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

はならないのだ」。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

たのである (Rojas 1908b: 47-48)4。

これに対して、カリーソが強調したのは、あ

くまで「生粋」のスペイン性であった。彼は北

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

ある。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。他方、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「先

住民性」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。

「これまでに一部の論者たちが考えてきたこと

とは反するだろうが、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)5。

フォークロア研究におけるナショナリズム的

意図を共有していたロハスとカリーソであった

が、実のところ、かれらは一時期の書簡等での応

4その後、国民性の表象としてのメスティソ文化を称揚
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』（前掲）と
いった著作に結実した。

5カリーソの口承詩研究が先住民的要素を捨象しようと
する傾向を有していたということは、例えばオスカル・チャ
モーソによっても指摘されていた (Chamoso 2010: 98-106)。
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酬を経たのち決裂に至り、以後両者の関係が修

復することはなかった。そして、この訣別をも

たらした主要因が、ここにみたナショナル・ア

イデンティティ観の相違（イスパニスモ／メス

ティシスモ）であったと言える。ロハスは「生

粋のスペイン起源」の詩歌ばかりを収集したカ

リーソの仕事を過小評価し、逆にカリーソは、

ロハスが尊重していた「先住民性」色の濃い口

承詩の存在をほとんど黙殺していたのである6。

2.ベガの音楽・舞踊研究：国民文化観の欠如

続いて、カルロス・ベガとナショナリズム思

想との関係について考察していきたい。先述の

通り、ベガの研究の動機としてロハスやカリー

ソに通じるようなナショナリズム的意図があっ

たとみなすような見解には、説得力がないと筆

者は考えている。その理由は、第一に、ベガが

自らの著述において、近代文明の「物質主義」

を批判したり、移民・外来文化の流入を問題視

して「国民的精神」の復権を唱えたりするよう

な、いわゆるナショナリズム的主張を展開した

例は、実に寡少だったからである。

なお、寡少とはいえ、ベガがナショナリズム的

信条を表明したかのような事例も存在したこと

は確かである。そうした例としてイジャリは、ベ

ガがキャリアの最初期に発表した総合誌『ノソト

ロス』への投稿記事 (Vega 1968a [1926]; 1968b

[1926])、および、助成金の申請を目的として国

家教育審議会（Consejo Nacional de Educación）

に提出した研究計画書 (Vega 1989 [1931])に着

目し、それらのなかでベガが「移民」批判をはじ

めとする典型的なナショナリズム的主張を展開

していたことを指摘していた (Illari 2015: 153;

6ロハスとカリーソの間に生じていた対立について、詳
細は別稿 (遠藤 2015)を参照されたい。

159-160)7。だが、当時のナショナリスト知識人

の多くを読者として擁していた『ノソトロス』誌

への投稿や、国家機関に提出した助成金の申請

書8といった文書のなかで用いられていたナショ

ナリズム的レトリックは、駆け出しの研究者で

あったベガが自らの研究を売り込むために施し

た文言上の工夫の産物に過ぎなかったとの推察

も成り立つ。そして、繰り返しになるが、この

種のナショナリズム的レトリックは、ベガの著

作のなかでは実に稀にしかみられない、あくま

で例外的なものに過ぎなかったのである（その

ことはイジャリ自身も認めていた (Illari 2015:

153-154)）。

ベガをナショナリストとみなすべきではない

と判断する理由の二つ目は、彼の音楽・舞踊研

究の内容をみてみると、そこではアルゼンチン

文化の構成要素としての「欧州性」（ナショナリ

ストらの間では忌避されてきた要素）の存在が

頻繁に強調されていたからである。さらに言え

ば、ロハスやカリーソのように先験的な価値判

断（イスパニスモ／メスティシスモ）に基づい

て特定の民族的要素を国民性の表象として際立

てようとするような志向自体が、ベガにはみら

れなかったと言える。以下では、ベガの音楽・

舞踊研究の内容を分析することを通じて、欧化

7これらの文書のなかでベガは次のように述べて、移民の
流入によって生じている伝統の喪失やナショナル・アイデ
ンティティの危機に警鐘を鳴らしていた。「〔アルゼンチン〕
共和国は門戸を広く開放し、象徴的な舞踊によって〔中略〕
感情面で結束していた 30万の住人たちは、移民の流入の
なかで消失してしまった」(Vega 1968a [1926]: 88)、「我ら
の歌謡は失われつつある。〔中略〕それらの民謡と共に去り
ゆくのは民族の精神である」(Vega 1989 [1931]: 282)。あ
るいは、「ナショナリズム的価値観についての私の信念」を
強調して、「筆者〔ベガ自身〕は、〔中略〕その愛国的熱意
ゆえ、本研究の遂行に不可欠な人材だと確信している」と
も言明していた (Vega 1989 [1931]: 293-294)。

8国家教育審議会もまさにナショナリズム的意図をもっ
て運営されていた国家機関であった。1921年に同審議会が
「愛国意識」の高揚を目的に掲げて大規模な全国民俗調査を実
施したことについては、長野 (2005)および Chamosa(2010:
chap. 2)を参照。



カルロス・ベガの音楽・舞踊研究における「非ナショナリズム」的特質に関する考察 29

論にもナショナリズムにも与さない、むしろ国

民文化観の欠如とも言うべきベガの特質を浮き

彫りにしてみたい。

(i)「欧州起源」とされたフォークロア

改めて確認しておくと、本稿で言うナショナ

リズム思想とは、「欧化」を基調とする近代化に

よってもたらされた移民や外来文化の流入を憂

え、ナショナル・アイデンティティの拠所とし

ての伝統・土着性の存在を称揚するような思想

であった。そして、そのナショナリズム思想の

なかには、土着性の表象としての「スペイン性」

を称揚するイスパニスモ言説と、「先住民性」の

存在をも尊重するメスティシスモ言説とが併存

していた。つまりナショナリズム思想は、「欧

州性」と「土着性」とを対峙させたうえで、後

者を称揚するものであったと言える。

これを踏まえて、ベガ民俗学の内容を振り返

ると、そこには明白に非ナショナリズム的な傾

向を見出すことができる。何より、ベガはアル

ゼンチンの農村部に伝わるフォークロアの起源

を専ら「欧州」に見出していたのである。

ここで、ベガが提唱していた民俗学「理論」

として先行研究のなかでもたびたび言及されて

いた (Ruiz y Mendizábal 1985: 186-187; 189-

190; Nagano 2004: 6-8)、「下降説」（teoría del

“descenso”）というものを理解しておく必要が

あるだろう。下降説というのは、ガブリエル・

タルド（Gabriel Tarde, 1843-1904）をはじめと

する 19世紀末のフランス社会学にみられた「模

倣」理論等から着想を得たものであり、すなわ

ち、「上層（superiores）」の人々の文化を「下層

（inferiores）」の人々が模倣することによって文

化的事象が伝播するという認識である。この認

識ゆえにベガは、欧州（＝上層）からアメリカ大

陸（＝下層）、次いでアメリカ大陸の都市部（＝上

層）から農村部（＝下層）へと音楽・舞踊が伝播

（＝下降）した過程に最大の関心を抱いていた。

そして、都市部においてはもはや廃れて失われ

てしまった古い文化が農村部ではいまなお伝承

されているとして、その「残存（supervivencias）」

を民俗学の研究対象（＝フォークロア）とみな

していたのである。

したがって、ベガの言うフォークロアとはす

なわち欧州起源の文化（欧州からアメリカ大陸

の都市部を経て農村部へと伝播してきた「下降」

の産物）にほかならなかった。また、農村部に

残存するフォークロアというのは、すべてかつ

ての都市文化の遺物なのであり、要するにベガ

民俗学は欧州起源の都市文化の歴史を研究する

学問だったのである。そのことを彼は次のよう

に、繰り返し言明していた。「民俗学は〔中略〕

基本的に都市文化の歴史である。農村のなかに

あるその〔都市文化の〕足跡を探し出すのだ。

残存とはその〔足跡を知るための〕『資料』だ」

(Vega 1944: 28)。「こんにちの民俗音楽（música

folklórica）は、もとはと言えば、かつての上層

の音楽（música superior）なのであり、農村の音

楽はかつて都市の音楽だったものである」(Vega

1944: 78)。「つまるところ、あらゆるフォーク

ロア的要素とは、かつて、いつかどこかで、上

層の『都市』の要素だったものなのだ」(Vega

1944: 338)。

それゆえ、欧州起源の文化と接触することな

く孤立して存続してきた「原始的（primitivos）」

な人々（一部の先住民やアフロ系集団）の文化

は、ベガ民俗学の研究対象からは意図的に除外

されていた。そして彼は、それらの「原始的」

な文化は「民俗学」（Folklore）ではなく「民族

学」（ベガは Etnologíaまたは Etnografíaと表記

した）の研究対象だとみなしていた。そのこと

は、例えば次のように説明されていた。「民俗音
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楽（música folklórica）は、概して、近代都市か

らある程度近いところにあり、その〔近代都市

の〕影響を蒙った地帯にみられるものだ。これ

に対して民族音楽（música etnográfica）は、主

として、幹線道路からも離れた辺鄙な地方、す

なわち上層集団の政治・経済には関わりを持た

ないような場所で生き長らえているものである」

(Vega 1944: 65)。「先住民やアフロ系の舞踊は、

〔中略〕欧州的精神の浸透を免れてきた閉鎖的な

社会集団のなかで、こんにちに至るまで能うか

ぎり純粋な形で保存されている。〔ただし〕そ

れらの研究は民族舞踊学（Etnocoreografía）〔＝

民族学〕の領分だ。我々〔民俗学〕の関心対象

になるのは、フォークロア的状況〔欧州からア

メリカ大陸の都市部を経て農村部へという伝播

の過程〕のなかで生き長らえてきた諸種である」

(Vega 1956: 17)。このようにベガは、民俗学と

民族学との分業に固執して、欧州起源の「下降」

の産物を研究するものが前者、非欧州起源の「原

始的」な文化を扱うものが後者と規定していた

のである。

民俗学者としてのベガは、こうして研究対象

を欧州起源の文化に限定することによって、結

果的に、アルゼンチン文化の構成要素としての

「欧州性」の存在を際立てていたことになる。た

だし彼は、国民文化の理想像を欧州的なるもの

として描き出そうとするような意図（19世紀の

欧化論者たちのような意図）を持っていたわけ

では決してなかった。上述の説明から理解され

るように、彼が民俗学の研究対象（＝「フォー

クロア」の範疇）を欧州起源の文化に限定した

のは、あくまで独立した学問分野としての民俗

学を確立させるという意図をもって隣接分野と

の棲み分けを徹した帰結に過ぎなかったのであ

る。要するにベガは、第一に、「欧州性」の存在

を際立てることを躊躇しなかったという点で非

ナショナリスト的であったと言え、第二に、逆

に「欧州性」を称揚するような国民文化観を抱

いていたわけでもなかったという点で、欧化論

者とも明らかに一線を画する存在だったと言え

るのである（ベガの著述のなかにアルゼンチン

文化の「欧州性」や「白色性」を強調して賛美

するような傾向はみられなかった）9。

(ii)「高等文化の先住民」への着眼

前項において、ベガが下降説という前提ゆえ

に民俗学の研究対象（＝フォークロア）を欧州

起源の文化に限定していたことを述べた。こう

した説明を踏まえれば、当然ながら、ベガが先

住民文化（非欧州起源の文化）をいっさい研究対

象に含めていなかったという理解に至るだろう。

現に、先行研究のなかには、ベガが先住民文化

を一概に研究対象から除外していたという趣旨

の解説も散見された (Ruíz y Mendizábal 1985:

186; Nagano 2004: 8-9)。

しかし、ベガの研究の内容を広範に観察して

みると、実際の彼の研究においては先住民文化

が一概に黙殺されていたわけではないというこ

とがわかる。以下では、ベガの研究における先

住民文化の扱いについて再考してみよう。

ベガは、音楽研究の主著『アルゼンチン民衆

音楽の概観』（1944年）のなかに短い一章を設

けて、「原始的」な先住民やアフロ系集団の音楽

を自らの研究の対象外とする旨を明言し、その

理由を説明していた (Vega 1944: 111-113)。そ

の理由は、第一に、「南米の原始的な人々の音楽

は、コロンブス以後のあらゆるプロセスから完

9ベガの研究が「欧州中心主義的」(Nagano 2004: 8)と
して批判され得るとすれば、それは、あくまで彼が理論形成
のうえで欧州の学知の影響を受け、その進化論的図式（「上
層」／「下層」等）を内面化してしまっていたこと（後発
国の知識人にみられる一般的問題）ゆえであって、彼の国
民文化観とは無関係である。
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全に外れたところで存続してきたもの」だから

とされた (Vega 1944: 112-113)。これは、欧州

起源の「下降」の産物ではないがゆえに民俗学

の研究対象外にするという、先述の下降説に基

づく説明である。そして第二の理由は、「原始

的」な集団の音楽は、「明瞭に規定された音組織

を持たず、〔中略〕リズム面では、簡素なパター

ンを反復しがちで、規則的な周期を成すには至

らず、〔中略〕小規模な曲構造さえ成さない〔後

略〕」からとされていた (Vega 1944: 112)。

この第二の理由は、ベガの研究全般にみられ

た方法上の特徴に関わるものである。ベガの音

楽・舞踊研究が「形態（formas）」偏重的な傾向

を有していたということも、しばしば指摘され

ていた (Ruiz y Mendizábal 1985: 186; Nagano

2004: 7)。すなわち彼は、音楽研究においては

音階・リズム・和声といった楽理的構造、舞踊

研究においてはコレオグラフィという、外形的

特徴（＝形態）の分析に大きな関心を払ってい

た一方で、それらの音楽・舞踊が現場において

どのように演じられ、社会のなかでいかなる象

徴的意味を持っているかといった、いわゆるコ

ンテクストの問題に深入りすることはなかった

のである（つまり機能主義的視点を欠いていた

ということ）10。このように、彼が分析の拠所を

「形態」に求めていた以上、その拠所となり得

るような楽理的構造を持たない（西洋的音楽理

論の学識でもっては説明しがたい）ような音楽

は、彼の手に余るのであった11。ベガ自身の言

10こうしたベガの形態偏重的な研究手法は、20世紀初期
のドイツ語圏で隆盛を極めていた、エーリッヒ・フォン・
ホルンボステル（Erich von Hornbostel, 1877-1935）やクル
ト・ザックス（Curt Sachs, 1881-1959）らを中心とする比
較音楽学から継承したものであったとみられる。

11ベガは、非西洋音楽も含む民謡等の研究を実践するた
めには既存の西洋音楽理論だけでは不足だという認識を持
ち、独自の記譜法を考案するといった試みをもおこなって
いた (Vega 1941)。とはいえ、彼の音楽理論の大部分が西洋
のそれに負っていたことは否定できない。なお、彼の音楽

葉を用いて言えば、彼の研究対象は「計量可能

（medida/mensurable/mensural）な形態」(Vega

1944: 64-65, 92-95)を有するものに限られてい

たのである。

しかし、注目すべきは、逆に「計量可能な形態」

を有するものでありさえすれば、先住民文化（非

欧州起源の文化）であっても、ベガはそれを自ら

の研究対象として積極的に取り上げていたとい

う点である。その代表的な例が、彼の言うとこ

ろの「3音音階曲種群（cancionero Tritónico）」と

「5音音階曲種群（cancionero Pentatónico）」12、

すなわちインカ系を中心とする北西部地方の先

住民（主としてケチュアおよびアイマラ）の音

楽である。ベガによれば、これら北西部地方の

先住民は「高等文化の先住民」ということにな

り、「原始的」という範疇から除外されるので

あった。曰く、「『原始的な民族』と言う場合に

は、もちろん、高等文化の民族（pueblos de Alta

Cultura）は含まない。〔その「高等文化の民族」

というのは、〕インカ系の民族や、それ〔イン

カ系〕には劣るものの大陸の中部・東部〔チャ

コ地方等〕の集団よりは相当に高度な民族であ

る」(Vega 1944: 112)。そしてベガは、その「高

等文化の先住民」が有する音楽である上記二つ

の「曲種群」については、生涯にわたり重要な

研究対象としてたびたび取り上げていたのだっ

た (Vega 1944: 115-152; 1965: 246-270)。

こうしてベガが「高等文化の先住民」の音楽

を研究対象にし得たのは、それらが 3音音階や

研究は歌の「旋律」を重視するものであったため、「旋律」
が明確な形態を備えていないような音楽は、たとえ「伴奏」
のリズムが明確な形態を備えていたとしても、彼の研究対
象からは除外されていたのであり、その顕著な例がアフロ
系集団の音楽であったと言える。むろん、こうして「旋律」
と「伴奏」とを弁別すること自体が西洋音楽理論的発想で
あった。

12ベガは、各地で収集した音楽（歌の旋律）を、地理的分
布や形態的特徴等に基づいて複数の「曲種群（cancionero）」
に分類していた。
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「欧州起源」の音楽 「原始的」な音楽 「高等先住民」の音楽

「下降」の産物である「下降」の産物でない「下降」の産物でない

「形態」を有する 「形態」を有さない 「形態」を有する

「フォークロア」 非「フォークロア」 非「フォークロア」

表 1：ベガによる研究対象の選別

5音音階といった楽理的に分析可能な音階的特

徴等を備えていたがゆえにほかならない。つま

りベガは、非欧州起源の文化（「下降」の産物で

はないもの）を「フォークロア」（民俗学の研究

対象）とはみなさなかったものの、「計量可能な

形態」を有するものでありさえすれば、実際に

は積極的に研究対象にしていたのである。ある

いは、民俗学者（「フォークロア」研究者）とし

ての彼は先住民文化に無関心であったが、音楽

学者としての彼は先住民文化にも関心を向けて

いた、とも言うことができる（表 1参照）13。

結果的にベガは、北西部地方の先住民音楽に

関する先駆的な研究に着手し、その音楽に関す

る情報を学者・愛好家らに向けて発信し続けた

のであり、それによってアルゼンチン文化の構

成要素としての「先住民」の存在を（その一部

をではあるが）社会的に認知させる役割をも果

たしたと言える。

とはいえ、ここでもやはり確認しておくべき

は、彼の先住民（「高等文化の先住民」）音楽研究

が、ロハスのような親・先住民的思想に基づい

てなされていたわけではないという点である。

つまりベガは、やはり理論・方法上の制約に基

づいて研究対象を取捨選択した結果として、一

部の先住民文化に焦点を当てたに過ぎないので

13なお、ベガは楽器研究に関する著書を 1冊だけ残して
いるが、興味深いことに、そのなかでは北西部地方に限ら
ず（チャコ地方やパタゴニア地方等も含む）広範な先住民
の楽器を取り上げて分析していた (Vega 1946)。楽器の場
合には「原始的」な先住民のものであっても「形態」の分
析が可能だったためだろう。

あり、北西部地方のインカ系先住民をアルゼン

チンの国民性の表象として称揚するような思想

は、彼の著述からはうかがえないのである14

(iii)「スペイン偏重」のタンゴ起源論

上述のように、ベガは民俗学という学問の確

立を目指し、その学問のための理論を提唱した

のだったが、実際のベガの音楽・舞踊研究の全

体像をみてみると、彼は自身の定めるところの

民俗学の対象（＝「フォークロア」の範疇）に

は含まれないものをも研究対象として扱ってい

た。非「フォークロア」でありながらベガの主

要な研究対象として取り上げられていた事例と

して、さきほどは「高等文化の先住民」の音楽

を挙げたが、次にもう一つの事例として、首都

ブエノスアイレスの流行であった「タンゴ」に

も焦点を当ててみたい。

欧州からアメリカ大陸の都市部を経て農村部

へと伝播してきた「下降」の産物のうち、都市部に

おいてはもはや廃れてしまったが農村部におい

ては残存しているようなものを、ベガは「フォー

クロア」と称していた。逆に言えば、欧州起源

の「下降」の産物であっても、いまだ都市部に

おいて廃れることなく現存しているものは彼の

言う「フォークロア」という範疇には含まれな

いのであり、そのことを彼はたびたび強調して

14ベガによる先住民音楽研究の成果を、同時代および後
年の親・先住民的ナショナリストたちが流用するという形
で、ベガが間接的にナショナリズム的運動に寄与したとい
う例は少なからず見出せるが、そうした流用の諸相を示す
ことは本稿の主意ではないため、ここでは触れないでおく。
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いた (Vega 1944: 29-31; 1956: 32)。ただし、タ

ンゴという都市文化もまた欧州起源の「下降」

の産物であり、当然ながら「計量可能な形態」

を有するものであった以上、音楽学者としての

ベガにとっては十分に関心の対象となり得たの

である（図 1参照）15。

音楽学者パブロ・コーアンも指摘していたよ

うに、アルゼンチン・タンゴの音楽的起源をめ

ぐるベガの見解は実に「スペイン偏重」的なも

のであった (Kohan 2007; 2015)。ベガは、音楽

としてのアルゼンチン・タンゴの直系の祖先を、

スペインのアンダルシア地方で生じた民謡とし

ての「タンゴ・アンダルス」に見出していた。

そのタンゴ・アンダルスが、19世紀半ばにサル

スエラ（歌劇）のなかに取り入れられたことに

よってスペイン国内で広く流行し、同世紀末葉

にはサルスエラ劇団のブエノスアイレス公演等

を通じてアルゼンチンに伝播したというのが、

ベガの示した図式の骨子であった (Vega 1936:

233-257; 2007: 89-116)。

しかし、後年の音楽学者らの研究が明らかに

してきたところによれば、スペインのサルスエ

ラにおいて劇中歌として取り入れられた「タン

ゴ」の起源は（アンダルスではなく）アメリカ

大陸にあった。19世紀前半にハバナで形成さ

れた舞曲種ハバネラは、同世紀半ばには中南米

大西洋岸の広範に波及しており、その舞曲種を

指す呼称として「ハバネラ」と「タンゴ」が同

義で用いられていたという。そして、そのハバ

15ベガは、最初期の著書『アルゼンチンの舞踊と歌謡』
（1936年）のなかに「アルゼンチン・タンゴ」の章を設け
て、その音楽・舞踊の起源と形成過程についての考察をお
こなっていたほか (Vega 1936: 231-274)、舞踊研究の主著
『民俗舞踊の起源』のなかにも（「付録」として）「タンゴの
コレオグラフィ」という章を設け、その舞踊の起源・形成
過程を考察していた (Vega 1956: 193-204)。さらに、晩年
に再び「アルゼンチン・タンゴの起源」に関する研究に取
り組み、その成果は未完に終わってしまったものの、近年
になってその遺稿が復刻・刊行されている (Vega 2007)。

ネラ＝タンゴがスペインに伝わってサルスエラ

のなかに取り入れられたものが、ベガの着目し

ていたサルスエラの「タンゴ」だったというの

である（サルスエラにおいて定着したタンゴは

「タンゴ・アメリカノ」と呼ばれていた）(Novati

1980: 5-15; Kohan, et al. 2002: 143)。また、ア

ルゼンチン・タンゴの音楽的源泉はサルスエラ

のタンゴだけではなく、先述のハバネラ＝タン

ゴも（スペインを介さずに）直接ブエノスアイ

レスに伝わっていたし、その他、ミロンガやカ

ンドンベ等、アメリカ大陸内の諸種がタンゴの

形成に参与していたと考えられる (Novati 1980:

15-18; Kohan, et al. 2002: 143)。

ベガがアルゼンチン・タンゴの音楽的起源と

してスペインの存在を偏重し、アメリカ大陸の

各種音楽からの影響を軽視してしまったのは、

下降説という理論的前提に起因する偏向ゆえで

あったと言える。下降説のもとでは、「上層」か

ら「下層」（欧州からアメリカ大陸）という伝播

の過程に専ら着目されてしまい、他方、「下層」

集団間の交流（アメリカ大陸内部の文化混淆等）

には焦点が当てられにくかったのである。

なお、コーアンは、ベガのタンゴ起源論が「ス

ペイン偏重」的なものになっていた要因につい

て、次のように解説していた。「ベガの説〔アル

ゼンチン・タンゴのスペイン起源説〕は、20世

紀初期から着実に根づき始めていた独特の親ス

ペイン的思潮のなかに位置づけられ得るもので

ある。すなわち、百周年〔五月革命百周年（1910

年）を指す。前掲の「百周年世代」の名称の由

来〕の直前に、移民の大量流入〔に対する危機

感〕とともに生じた思潮である。そうした背景

のなかで、強固なスペイン的ルーツを有するナ

ショナル・アイデンティティというものの探求・

強化が、公的部門からも促進された。〔後略〕」

(Kohan 2015: 297)。
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図 1：ベガによる研究対象の選別

これまでの本稿の議論を踏まえれば、こうし

たコーアンの所見が誤解であることは明らかだ

ろう。再び確認しておくと、20世紀初期のアル

ゼンチンにみられたナショナリズム思想の一翼

としての親スペイン的思潮（本稿で言うイスパ

ニスモ言説）は、「反欧州」を基調とするもので

あった。この思潮において「スペイン」とはア

ルゼンチン（アメリカ大陸）の土着性の表象で

あり、「欧州的なるもの」の対極に位置する存在

だったのである。これに対して、ベガのタンゴ

起源論のなかに現れていた「スペイン」は、欧

州（「下層」たるアメリカ大陸に新しい文化を

発信する「上層」社会）の一部としてのスペイ

ンにほかならなかった。ゆえに当然ながら、ベ

ガの著述のなかに、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」を称揚する

ようなイスパニスモ（ナショナリズム）的志向

は、やはりみられなかったのである。

タンゴは、こんにちではアルゼンチン文化の

象徴のようなものとして広く認知されているが、

同国のナショナリズム的な言説のなかで、タンゴ

が常にこうした認知を得てきたわけではなかっ

た。移民・外来文化の流入という過程のなかで

育まれたコスモポリタンな都市文化であったタ

ンゴは、むしろ、アルゼンチンの土着性とは対極

に位置するものとさえみられ、大部分のナショ

ナリスト知識人の間では嫌忌すらされてきたの

である16。ゆえに、タンゴに関する先駆的な学

術研究に着手し、「アルゼンチンの舞踊と歌謡」

を論じた著書のなかで一章を割いてタンゴを論

じたベガは、当時の知識人のなかでは異色の存

在であったと言える17。ただし、ベガがタンゴ

という文化に関心を寄せたのも、やはり「欧州

起源の都市文化の歴史」に着眼するという下降

説の前提に基づいて研究対象を選別した帰結で

16例えば、百周年世代の代表的知識人であったガルベス
は、次のように述べてタンゴへの嫌悪感を露わにしていた。
「リトラル〔ブエノスアイレスを中心とする都市部〕は音楽
を忘れ去ってしまった。移民たちは、ガウチョ〔牧童＝土
着性の表象〕を放逐して、クリオージョの歌と舞踊を絶やし
てしまったのだ。〔中略〕他方、いま我々はタンゴという、
コスモポリタニズムの産物、混淆によってできた有害な音
楽を有している。アルゼンチン・タンゴほど忌々しい音楽
を私は知らない。〔中略〕そのダンスは愚鈍かつ滑稽な所作
ゆえグロテスクなものであり、国民の無作法を示す最も顕
著な指標となっている」(Gálvez 2001 [1910]: 134-135)。

17なお、ベガのタンゴ研究は、「芸術」とも「フォークロ
ア」とも異なる「都市の民衆文化」を学術研究の俎上に載
せたという点において、学史的観点からもその先駆性が評
価され得るものであった。従来の音楽学が研究対象にして
きた「芸術」とも、民俗学が扱ってきた「フォークロア」
とも異なる、都市の民衆をはじめとする「万人」が「日常
的」に消費するような音楽のことを、晩年のベガは「メソ
ムシカ（mesomúsica,中間音楽）」という名で概念化し、こ
の種の音楽の学術研究を提唱していた。ウルグアイの音楽
学者コリウン・アーロニアンは、ベガの「メソムシカ」論
が、後に英語圏で抬頭することとなった「ポピュラー音楽
研究」を先取りするものであったとして高く評価している
(Aharonián 2015)。
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しかなかった。彼は、欧化論（「欧州」称揚）的観

点から「欧州起源」の文化としてのタンゴを肯

定的に評価したわけでもなければ、ましてやイ

スパニスモ（ナショナリズム）的観点からタン

ゴの「スペイン起源」を強調したわけでも決し

てなかった。タンゴをアルゼンチンの国民文化

の象徴として認定しようとするような意図は、

ベガ自身には無縁だったのである。

おわりに

以上の分析を整理し、若干の考察を加えるこ

とで、本稿の結びとしたい。

ロハスとカリーソの口承詩研究は、近代化の

過程で喪失の危機に瀕している伝統・土着性を

救出するという、強力なナショナリズム的使命

感に根差したものであった。かれらが著述のな

かで、イデオロギー的先入観による「事実の歪

曲」に対する自戒を表明するようなことがあっ

たのは確かだが、そうした実証主義が実際のか

れらの研究のなかで徹底されていたとは決して

言えない。なぜなら、ロハスとカリーソは各々

の思想（イスパニスモ／メスティシスモ）に基

づく先験的な価値判断によって特定の「アルゼ

ンチン文化」像を理想化しており、その理想像

に適合するような事象を称揚した反面、その像

にそぐわないような事象を捨象するという傾向

（かれら自身が批判していたはずの「事実の歪

曲」をおこなう傾向）を有していたからである。

この意味で、かれらが表明していた実証主義的

意図のごときものは、実質的には脆弱なもので

あったと結論せねばならない。

逆に、ベガの音楽・舞踊研究は、ロハスやカ

リーソのようなナショナリズム的意図に基づく

ものではなかったと言わざるを得ない。なぜな

ら、第一に、ベガが著述のなかでナショナリズ

ム的主張を展開したような例は、（ごく一部の

特異な例外を除けば）ほとんど見出せないから

である。そして第二に、ベガの音楽・舞踊研究

のなかでは、アルゼンチン文化の構成要素とし

ての「欧州性」の存在が頻繁に強調されていた

からである（「欧州性」は、ナショナリスト知

識人の間では「国民的精神」の対極に位置する

ものとして捉えられてきた要素であった）。さ

らに、上記二つの理由と密接に関わるベガの顕

著な特質として指摘できるのは、「アルゼンチ

ン文化」がいかなる民族的要素（欧州性／スペ

イン性／先住民性）によって構成されるべきか

という問題に関して、彼が確固たる思想を抱い

ていなかったということである。したがって、

ベガが「欧州起源」の文化の存在を強調したと

き、その振る舞いの根底に欧化論意図（アルゼ

ンチン文化を欧州的なるものとして描き出そう

とする意図）があったわけではないし、あるい

は彼が「先住民起源」や「スペイン起源」の文

化の存在に焦点を当てたとき、それがナショナ

リズム（メスティシスモ／イスパニスモ）的意

図によって動機づけられていたわけでも決して

なかったのである。ベガが研究対象の選別をお

こなった際、その選別の基準は、ひとえに「下

降説」や「形態の偏重」といった理論・方法上

の制約だったのであり、そこに彼自身の国民文

化観は介在していなかったと結論することがで

きる。

見方を変えれば、ベガは自らが国民文化観を

欠いていたからこそ、従来の欧化論／ナショナ

リズムという二項対立の図式に囚われることな

く、新たな観点に立脚した「アルゼンチン文化」

論を展開することができたのだとも言えよう。

欧州起源の土着文化（＝ベガの言う「フォーク

ロア」）と、先住民文化（特に北西部地方の先住

民）と、ブエノスアイレスの都市民衆文化（＝

タンゴ等）とを「アルゼンチン文化」の構成要
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素として並置するような見解は、こんにちでも

一般に通用しているものと言えるが、こうして

欧州性と土着性、近代性と伝統性とを同時に包

含するような「アルゼンチン文化」像は、従来

の欧化論またはナショナリズムという枠組みの

なかでは生じ得なかったものである。こうした

多面的・重層的な「アルゼンチン文化」像の構

築に、カルロス・ベガは、図らずも寄与したと

言えるのではないだろうか。
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