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風土 。ジ ェンダー・ テクス ト
― D.Rサ ル ミエ ン ト『ファクン ド』 にお ける
オ リエ ンタルな女体 としての トゥクマンー
行
19世 紀 アルゼンチンを代表する文筆家・ 政治家 である ドミンゴ・ ファウス

テイーノ・ サル ミエ ン ト (1811‑1888)の 主著 『ファクン ドまたは文明 と野蛮
Facundo o la Ci宙 Lzaci6n y balbarie』 は、1845年 に当時サル ミエ ン トがフアン・
マメエル・デ・ ロサス軍事独裁政権による弾圧 を逃れて亡命 していたチ リで発
表 されてから現在 に至るまで、アルゼンチンの政治 と社会を論ずる上で無視す
ることので きない重要な作品であり続けている° 特 にアルゼンチンの抱 える
1。

政治的な不安定 さを、広大な平原パンパ とい う特徴的な風土が形成する住民の
性格 に求 め、パンパで活動する牧童ガウチ ョをその典型 とした上で、ガウチ ョ
やそのリーダーである地方 ポスを支持母体 とす る連邦派 と港湾都市プエ ノスア
イ ンスを基盤 とする自由主義知識人層が支持する中央集権派 との対立に、 ヨー
ロ ッパ的 =都 市的 =自 由主義的 =文 明 とアメ リカ的 =地 方的=保 守的 =野 蛮 の
衝突を見出し、それがアルゼンチン、 ひいてはラテンアメ リカの歴史を規定 し
てきたとす る思想は、マルティネス=エ ス トラーダをはじめとする後世の思想
家 に影響を与 えたのみならず、ホセ・ エルナンデスか らレオポル ド・ ルゴーネ
ス、 ホルヘ・ルイス・ ポルヘス といったアルゼンチンの文学者 たちにも大 きな
影響 を与 えてきた。
一方近年の研究においては、サル ミエ ン トがガウチ ョに代表されるアルゼン

''「 ファク ン ド』 は様 々な版 を経 て形成 されて きたテクス トで あ り、 どれをもって決定版 と見 なす
かは、 ヨンサ ーレス ‐エチェバ リーアの言 うように、判断が難 しい (Gon7颯 e2Echcvarrla,M赫
フ cL″ a traduc n dc ⅥltllJa A聾 e Munoz MOicO D E:Fbndo de Cutura Econ6mica,20111,
p144)。 まず はlM5年 、 チ リの新間『エ ル・プログ レ ン』紙 に 「序 Jか ら13章 までが連載 され
『
た。同年単行本 にまとめ られ るに際 して、14 15章 と「党書」力S書 き加 えられる。1851年 の第 2
「序 Jと 14・ 15章 が肖」
版では、
除 され、代わ りにバ レンティン アルシーナ宛書簡 が序文 として、
また幾 つかの文章 が付録 として加え られた。 その後 も版毎 に様 々な異同があ り、現在で も完全 な
ク リティカル エ ディシ ョンが存在 しないのが、研究 者に とって頭痛の種 で ある。本論文 では、
Rャ ーニ校訂のカテ トラ版 を基 に、 アヤクーチ ョ版やポル ーア版 を参考 にした。

‑ 59 ‑

チン人の心性を形成するものとして風土決定論的 な重要性を付与 してい るパン
パ を、
「ファクン ド』執筆当時 には見 たことがなく、イギリス人旅行者などが残
した文献資料に基 づいて記述 していたこと、またバンパ とその住民の 「野蛮」
性を示すために、それ らがオ リエ ン トの風土や風俗 といかに類似 してい るかを
強調 して描 き、それによって当時英仏 で植民地支配のために強い力を発揮 して
いたオリエ ンタリズムの権威を利用 してい ることなど、 この作品が実際の観察
に基づ く分析 とい うより、むしろ極 めてブッキ ッシュな性格 を備えた作品であ
ることが指摘 されてきている。 かつてはアルゼンチンの風土や風俗 とい う「現
実」の具体的で同時代的な考察から歴史哲学を引き出 していると見 なされてい
た『ファクン ド』 だが、現在ではむしろロナス独裁政権打倒 とその後の望まし
い社会体制についてのサル ミエ ン トの考えを正当化するために、様 々な先行文
献を組み合わせて織 りなされた歴史 =物 語的 な織物 として論 じられることが一
・
般的 になっている

2。

「フ ァク ン ドJに お けるパ ンパ描写 がいかにオ リエ
筆者 は既 に他 の ところで 、
・ 本論文 で
ンタ リズムの ディス コース を利用 しているかについて論 じて い る
3。

はパ ンパ とは異 なる風 土 として描 かれ る内陸部 の農業地域 トゥクマ ンの 自然描
写やそ こで展開するエ ピソー ドが、欲望 の対象 となる土地 として トックマンを
描 き出す とい う戦略 に したがって、オ リエ ンタ リズムや性 的 なメタフ ァー を活
用 したやは り極 めて プッキ ッシ ュなテキス トとして構成 されてい ることを明 ら
かにして ゆ く。

・2バ レネチェアド、サルミエントが実際にパンパを目にしてから執筆した r大 軍における軍事遠征
La campana en el Ej̀rcito CrandeJ(1852)で
は、描写がより詳細なものとなっていることを指
摘 して い る。 Barrenechea,η %銹 あlsP´ ″ za″ %饂 Calacas:MOntc AIna Edit。 ■s,1978,p69
ンペ リンー ドングイは「大軍 における軍事遠征Jと 『フ ァクン ドJを 比較 して、前
参照。 なおアッ
者 は題材 と著者 の距離 が近 す ぎるために、後者 に見 られるようなアルゼンチンで起 きてい る歴史
的変化 についての明確 なイメージを欠 いて しまっているとしている (Halpenn Donghi, P logO″
dc Sarmentqレ
留 滋 磁 ″7励 οC協 ″ edic16n,p161ogO y notas de TunO H」 penn Donghi
M̀xico Dユ :Fondo de Cultura Econ6mica,1958,p XLV)が 、 これはむ しろ本末転倒 の解釈 とみ
るべ きだろ う。
メ3花
『 ラテンアメ リカ研究年報』 17号 (1997)、
方寿行 「Dnサ ル ミエ ン トのオ リエ ンタ リズム」
pp 108‑129 参照。
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1

それでは具体 的 に トゥク マ ンの描写 を分析 す る前 に、著者 サル ミエ ン トと
『フ ァク ン ド』 につい ての基 本的な情報 をまとめてお こ う*4。 ドミンゴ 。フ ァウ
ス ティー ノ・ サル ミエ ン トは1811年 2月 15日 、 アルゼ ンチ ンのサ ン・ フアン州
に生 まれる。両親 は共 に古 くか らのク リオ ー リョ (ア メ リカ生 まれのスペ イ ン
系住民 )の 出で、独立戦争 に従軍 して留守 がちだった父 ホセ・ ク レメ ンテには
あま り親 しみ を持 てなかったが、母 パ ウラ・ アルバ ラシンには深 い愛情 を抱 い
て育 った。 4人 の姉 の下 、初 めての男児 として生 まれたサル ミエ ン トは、父の
不在 もあ り、早 くか ら一 家の長 として振 る舞 うことを期 待 され、誇 り高 く育 っ
た。幼 い頃 か ら読書好 きだったが、家 が貧 しかったために初筆教育 しか受 けら
れず、早 くか ら働 き始 める。以後半 ば独学 で身 につ けられた彼 の教養 は、 エ ス
テバ ン・ エ チ ェベ リー アやホセ・ マルモル とい った他 のいわ ゆる1837年 世代 の
アル ゼンチ ン作家たちに比 べ て、混然 としたもの となって い る。
19世 紀前半 のアルゼ ンチ ンは、 スペ イ ンか らの独立後、 自由主義者 を中心 と

す る中央集 権派 と保守的 な連邦派 の間 で繰 り広 げられた内戦や反対勢力の弾圧
によって、混乱 した状況 にあ った。 1820年 代半 ば、時 の 自由主義的中央集権派
の大統領 リバ ダ ビア に対 して、各地 の連 邦派 カウディー リョが反乱 を起 こ した
のが、その後30年 にわたる抗争 の始 ま りだった。反乱 を起 こしたカ ウディー リョ
の中 には、後 にサル ミエ ン トの人生 に大 き く影 を落 とす こととなる、サ ン・ フ
ア ン出身の フ ァクン ド・ キ ロー ガ も含 まれて い た。初期 には両親や周囲の人 々
の影響 もあ り、連邦派 に惹 きつ けられたサル ミエ ン トだったが、ゃ がてそのフ ァ
ナティズム に疑間 を抱 くようになる。25年 、メ ン ドーサ 出身 のカウデ ィー リョ、
ホセ・フェ リックス・アルダオがサ ン・フア ンに侵攻 し、 ホセ・ ナバーロが独裁
的 な支配 を敷 くようになる と、反対勢力 の追放 が行 われ る。 この時追放 された
者 の一人 が、サ ル ミエ ン トの叔父 である司祭、ホセ・デ・オ ロであった。サ ル ミ
エ ン トはホセ と共 にサ ン・ルイスの小村 に移 り、 ホセか らラテ ン語や キ リス ト
教教義 を学 びなが ら、地元住民 に読み書 きを教 える学校 を開 く。26年 には,店

,4本 節 の記 述 は、

特 に注 記 の ない 限 り、 Anderson lmbcrt EnHqlle σαゴοy摯 鰍 ″
o
Buenos Alres:Ed"。 Ilal Un●ersltalla de BucnOs Alres 1967、 Yamの カテ ドラ版 ″ χ
…
ηあ へ の序
文、お よびアャクーチ ョ版 ル
あ の年譜 を参考 にしてい る。
̀線
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員 として働 き始 めたが、徐 々にカウデ ィー リョや、 モ ン トネ ー ラス (ガ ウチ ョ
によって構成 され る不 正 規兵 )に 対す る反 感 を強 める。 27年 、 ホセ・サ ンチ ェ
スが実権 を握 ったの を受 けてサ ン・フアンに戻 るが、 フ ァク ン ド・キ ローガがサ
ンチ ェス を倒 し、政権 を掌握する。28年 サル ミエ ン トは軍務 に服す るも、辞任。
不服従 を問題 とされ投獄 され、謝 罪 の末 解放 され るが、 これが連邦派 やカ ウ
ディー リョに対す る反感 を決定 づ ける。29年 には中央集権派軍 の一員 として戦
FIlに 加わ るも、敗北。 またも投獄 された後 一 時サ ン・フアンに蟄居

していたが、

30年 にはひとたびチ リに難 を逃れ る。同年サ ン・ フアンが再 び中央集権派 に掌

握 され る と帰国、軍務 についたが、31年 フ ァクン ド・キ ロー ガが またもこの地
を制圧 。今度 は31年 か ら36年 と長期 に渡 るチ リ亡命 を強 い られ、 この地 で教員
をはじめ とす る様 々な職業 に就 く。英語 を学 び始 めたのも、 この時期 で あ った。
1836年 、病 を得 てサ ン・ フア ン に戻 ったサル ミエ ン トは、 ヨーロ ッパ の情報
に関心 を持 つマ ヌエル・キ ローガ・ロサ ス と親交 を結 び、彼 と共 にヴィル マン、
シュレー グル、 レル ミニエー、ギ ゾー、 クーサ ン、 ルルー を読 む。地元 の若者
たちと文化活動 を行 う一方、1839年 には女学校 (Colegio de senOrit¨ )を 設立、
また 自由主義的な若手知識人 の集団 「アルゼ ンチ ンの若 き世代 」 の精神 に基 づ
き、 プエ ノス アイ ンス でフアン・ バ ウティスタ・ アル ベルデ ィが刊行 した雑誌
『 ラ・ モー ダ La Moda』 に倣 って、進歩、教育、民主主義、女性解放、 コスモ
ポ リタニ ズム、反 スペ イ ン主 義 を標榜す る雑誌 『エ ル・ソンダ El Zonda』 を発
行、 ジ ャーナ リス トとして最初 の一歩 を踏み出すが、 この雑誌 その ものは検閲
を受 け、 6週 間 しか続 かなかった。一 方29年 にブエ ノス アイ ンス州知事 の座 を
獲得 した連 邦派 の フアン・ マメエ ル・ デ・ ロサ スが、 中央集権派・ 自由主義者
に過酷 な弾圧 を加 えなが ら首都 ブエ ノスアイ ンス を拠点 に着実 に勢力 を伸 ばし、
30年 代後半 には国政 を牛耳 るようになってゆ く。 そのため1840年 には中央集権

派弾圧 が再 び激化 し、投獄 の憂 き日に遭 ったサル ミエ ン トは、 またもチ リ亡命
を余儀な くされ る。
1841年 、サ ンティア ゴに腰 を落 ち着 け、 チ リ保守党 の リー ダー の一人 である
マ ヌエ ル・モ ン トの知遇 を得 る。 チ リ保守派寄 りの立 場 で、
「エル・メルク リオ
EI Mercurio』 や 『エ ル・ナシオナル EI Nacional』 といっ た新 聞 の編集 に携 わ

り、 ジ ャー ナ リス トとして活 発 に執筆活動 を行 うようになる。特 に42年 に行 わ
れたスペ イ ン語文法 をめ ぐる論争 は、当時チ リ知識人界の大御所 で あ った ア ン
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ドレス・ ベ リョを相手 としたため、論客 としてのサル ミエ ン トの名を一躍高め
ネ
た 5。 しかし43年 、アルゼンチンでの生活に関する中傷文 が出回ったことを受
けて、最初の 自叙伝の試みである短文 「わが弁護 Mi defensa」 を発表。42年 の
論争後 「エル・メルク リオ』紙 を離 れ、
『エル・プログレソ EI PrOgresO』 紙 の責
任編集者 となっていたが、45年 同紙 に『ファクン ド』を連載 し、その文名を決
定 づける。
この間 にも、サル ミエ ン トの教育活動 は続 いた。各種の学校開設に尽力 した
ほか、1843年 にはチ リ大学人文学部の創設 メンバーの一人に選 ばれる。初代総
長は先の論争の相手であったベ リョである。45年 10月 、チ リ政府の依頼 を受け
たサル ミエ ン トは初等教育制度の海外視察旅行に出発。ヨーロッパ、アフリカ、
南北 アメ リカ大陸の各国をめ ぐり、48年 チ リに帰国する。 この旅行の途 中で、
亡命 を強い られていたバル トロメ・ミトン、フロレンシオ・バ レーラ、エステバ
ン・エチェベ リーア、ホセ・マルモル といった、37年 世代のアルゼ ンチ ン作家 と
も知 り合 う。 フランスではギゾーやティエール と会見、アメ リカではホレース
・マ ンと親交を結ぶ。帰国後の48年 にベニータ・マルティネス と結婚 したが、彼
女 とは45年 に既 に一児をもうけた仲だった。1849年 には視察旅行 の成果である
『民衆教育について De la educa n pOpular』 と F旅 行記 VitteSJを 、50年 には
代表作の一つである自伝的エ ッセイ F地 方 の思 い出 Recuerdos de prclvlrlciaJを
発表。 この間も祖国アルゼンチンを支配するロサス独裁 政権 へのベ ンによる攻
撃 は止まず、49年 には腹 を立てたロサスがチリ政府 に身柄引き渡 しを要求 した
ほ どだった。
1851年 、バル トロメ・ミトレらと共にモンテビデオに向かい、 ここで ゥルキ
サ率 いる反 ロサス軍に従軍記録者 として参加する。翌52年 遂にロサス政権は打
倒 されるが、まもなく今度 は大統領 となったウルキサ との間に反 目が生 じ、 ま

たもチリに亡命することになる。同年ッルキサ軍と行動を共にしていた時の体
験 に基 づ く F大 軍 にお ける軍事遠 征 La campana cn el E」

を発表。
̀rcitO Grande』

'5し ば しばこの論争 は、ベ リョとサル ミエ ン トの間で行 われたもの とされてい るが、ベ リョは論争

のきっかけ となった文章 を発表 しただけで、あとはベ ジョの弟子筋 の若いチ ツ知識人 との間で行
われたものである以上、 これは不正確 な解釈である。 またこの論争では、時代遅れの存在 として
ベ リョを激 しく攻撃 したサル ミエ ン トだが、その前後 にはベ ジョの詩作品や法学書 を賞賛する文
章 も発表 してお り、ベ リョとの間 に全面的な敵対関係 があったわ けではない。CarrlHa,I ″ αッ
6蒟 S赫 物 L Phta:Untcsldad NagOnal de La PL● Facultad de H― andades y ClenQas
de la Educac10■

1964 pp39‑42参 照。
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アルゼンチンに戻っては投獄を含む迫害を受け、チリにまた亡命するとい う経
緯を何度 も繰 り返 した末、1855年 遂にブエ ノスアイレスに腰 を下ろす。当時国
防相 (ministrO de Guerra y Manna)で ぁったミトレの指名 によって『エル・ナ
シオナル』紙 の編集者 とな り、 プエノスアインス大学の憲法学教授 に任命され
る。
この頃からアルゼンチンの政情 も落 ち着 きを見せ始 め、サル ミエン トは政治
家 としてのキャリアを築 き始める。1856年 にはプエ ノスアイ レス市評議会 のメ
ンパーに加わ り、教育局長 として初等教育拡充に力を注 ぎ、教育関係 の著作 の
翻訳や、公立学校 への外国語教育導入 を推進。57年 には上院議員 に、60年 には
内務及 び外務大臣に任命 され、憲法改正会議にも参加する。 しかしサ ン・ フア
ンで親友アン トニオ・ アベ ラスタインが銃殺刑 に処せ られたことに抗議 して大
臣を辞職。1862年 にはサン・ フアン州知事 に就任す ることになるが、地元のカ
ウディー リョ、チャチ ョ討伐 における行 き過 ぎを批判される。64年 州知事職を
辞任す る代わ りに、チ リ・ ペルー駐在アルゼンチン全権大使 に任命 される。65
年からはニューヨーク駐在を命 じられ、エマー ソンや ロングフェロー と知 り合
*6か
ら名誉博士号を授
う。67年 にはパ リ万博も見 にゆ く。68年 、 ミシガン大学
エ
与 される。 この年 プ ノスアイレスヘ向か う帰 りの船上 で指名を受け、帰国後
の10月 にアルゼンチン共和国大統領 に就任する。以後大統領職 にある間、以前
からの持論であった移民奨励 などの政策を実行に移す。
しかしアルゼンチンの政情不安 は収 まらず、暗殺未遂事件や各地での反乱の
末、1874年 10月 、かつての盟友 ミトレ率いるクーデターの結果、サル ミエ ン ト
は大統領職をニコラス・ アベ リャネーダに譲 る。 この後 もサル ミエ ン トの政治
活動 は止むことな く、故郷サ ン・ フアンの上院議員や プエ ノスアイ レス州 の教
育庁長官、アベ リャネーダ政権下での内務大臣など、様 々な公職に就 く。1880
年 には再度大統領選 に出馬するも、落選。84年 には関府の命 を受けてチ リに赴
き、世界の名著のスペイン語への翻訳遂行を目的 として、アルゼンチン、チリ、
ウルグアイ、 コロンビアの間で結ばれた協定に調印。 これ以降もジャーナリス
ティックな活動を続けてはいたが、健康状態の悪化 には勝 てず、パ ラグアイの
アスンシオ ンヘの転地療法 も空 しく、 この地で1888年 9月 11日 死去す る。サル
ミエ ン トが『ファクンド』 などの著作 で主張 し、政治家 として実行に移 した親
欧米・ 反先住民政策 はいまだに賛否両論の的 となっているが、 その教育関係 に
'6ア ヤクーチ ョ版年譜 ではアン・アーバ ー大学 となっているが、 ここでは他 の文献 の記述 に従 う。
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お ける尽力 は高 く評価 され、彼 の命 日はアルゼ ンチ ンでは 「教師の 日Jと され
ている。
本論文 で扱 う『 フ ァク ン ド』 は、サ ル ミエ ン トの代表作 で あ り、風土 の描写
と政治的意図が極 めて密接 に、 しかも意識的 に関連 づ け られて い るとい う点 に
おいて、 19世 紀 イスパ ノアメ リカ文学 に特異 な位置 を占めて い る。時 の ロサ ス
政権 を批判す る方 向性 は同時代 の多 くの亡命 作家 と共通 して い るが、サ ル ミエ
ン トは ロサ ス を直接主題 に選 ばず、彼 によって暗殺 された とされ るカ ウディー
・ キ ロー ガの伝記 を通 して、 ロサスの支持層 であ るガ ウチ ョ
リョ、 ファクン ド
の心 性 を批判す る道 を選んだ。 その背景 には、ナル ミエ ン トの独特 の歴史観 が
あった。

サル ミエ ン トのディスコースは、 まず彼 が高 く評価 した唯一のスペイン作家
であるマ リアーノ・ ホセ・ デ・ ララのコス ト,ム プリスモに影響を受けている。
様 々な社会集団の特徴 を、それを代表する「典型」的な個人 に集約 し、その姿
や行動を外部から視覚的・客観的に観察・描写する形で提示す るのが、 コス ト,
ムプ リスモである。
「ファクンド』第 2章 におけるガウチ ョの 4典 型の紹介は、
まさしくコス トゥムプ リスモの手法を用 いて行 われている'7。 社会集団 (を 代
表す る人物)を 視覚的 に捉え、枠組みの中に囲い込んで提示するコス トゥムプ
リスモは、18世 紀 に発達す る管理の手段 としてフーコーが注 目した 「活人画」
*8。

の文学版 である
フリオ・ラモスは、 フーコー を援用 しながらサル ミエ ン ト
の他者表象を分析 しているが、 この切 り回はコス トウムブリスモ全体の分析に
・9。
応用可能なものである
とはいえサル ミエ ン トは、第 2章 でのように典型を提示するだけにとどまら
ず、その中で も特別 な個人であるカウディー リョ、 ファクン ド・キローガに注
目して、その伝記を執筆する。 しかしこれは、 コス トゥムブリスモか らの断絶
を意味 しない。 ここでい う「特別」は、属す る社会集団に対 して「異質 である」
,7 sa10mon,R

か ,麟 妨 ?´ ノ″ι
昭″″
%α 蒻ゲ ″ ,■ S И′ msterdam:Edltlons
"″ Costumbllsmo y allleHcanisn10
"ハ en la obra de,R
RodOpi,1984,pp 91‑147 お よ びVeldevoye,・
Sanmiento・ ,S らn。 341,juno dic,1977,pp 65‑69参 照。また コス トゥムブ リスモに限定 されな

い形で ララと,ル ミエ ン トの影響関係 を論 したもの として、Lorenzo RiverO,ι α/ra夕 Sα 7771′ ク
":
ル 銘″″錫 ο″お θ ァ ι
″″θ
,Mad五 d:Cxuadarralna.1968が ある。
●8フ ̲コ ̲『
"″
̀″
監獄の誕生 」日村椒他訳、新潮社、1977、 152‑153頁 。 なお、文学作品 におけるコス
トゥムプ リスモ風の技写 を指すスペイ ン語 の表現「風俗画 cuadlo de costunlbrcJは 、 コス トゥム
′
「活人画」の連続性 をよ り明確 に示 してい る。
ブリス モ と
・ 9 RInOs Saber del otlD:Es
血ra y Orald en e1 2幽 %わ de D E Sa― cnto Rω お″力
a2
"あ
vo1 54,no 143,abrilluniO,1988,p566
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とい う意味ではない。サ ロモ ンが指摘す るように、サ ル ミエ ン トは ミシュレや
ジ ョフ ロア・サ ンティ レール の流れに従 い、 ある社会集団の精髄 とも言 えるよ
「特
うなモ デル、一般例 ではな くプロ トタイプであるような「典型」 としての、
*m。

別 な個人」 に注 目す るのである
サル ミエ ン トによれ ば、 フ ァクン ド・キ ロー ガのような歴史上の重要人物 は、
他 の者 とは異 質 な個性・能力 によって、 その地位 を獲得 したのではない。 む し
ろある地 方 の住民 の気質 を、 その 「典 型」 として長所 も短所 も十全 に発揮 して
みせたために、歴史 に足 跡 を残 したので ある。 この考 えに従 えば、歴史上 の重
要人物 の伝記 は、 ある時代の社会構造や、各集団 の利害 の衝突 を、抽象化 に陥
ることな く、かつ美的 な効果 ももたらしなが ら描 き出すのに最適 なもの となる。
バ ンネチ ェアが指摘す るように、サ ル ミエ ン トの主著 が伝記作 品 とい う形式 を
とることが多 いのは、 こ う した考 えが あ っての ことなので ある'H。
したがって フ ァク ン ド・キ ロー ガの個人史 は、 ガ ウチ ョ とい う社会集 団 の行
動様式 を、典 型的な形 で表現 した ものに他 な らない。 そ してガウチ ョは、彼 ら
が生活す る地方の 自然環境 と、 その影 響下 に発達 して きたその地 方特有 の生活
様式 の産 物 である。各地域 の 自然環境 と住民 の性格、個人 の生涯 が一体 とな り、
過去か ら未来 へ 向 けて展開 してゆ くもの として捉 え られ た歴史―― モ ン テス
キ ューや ブィーコ、 ヘルダ ーの影響下 に形成 された こ うした歴史観 が、サ ル ミ
・ 2。 サル ミエ ン トは この考 えを、
エ ン トの ものであった
「 フ ァクン ド』序文 にお

・ 10 SJomon," θ
Jょ ,p122
・ H Barenechea,"̀″ ,pp 16‑19な おボ レー ジョは、複雑 な発達過程 を辿 る個人の精神 を追跡す
るのではな く、生 まれながらにして性格や行動様式の定 まった、タイプとしての人物の生涯 を辿
るサル ミエ ン トの伝記記述 に、 プルタル コス をは じめ とす る古典作家 の影響 を見出 してい る。
BorenQ・ く
Facundo":Heterogeneidad y persuac10ば ,α ´
″認ο
s週 ゅ ´
″ ″ι
" "Os no 263‑264,
map Jtlnlq 1972,pp 295‑297参 照。 またマル ティネス ーエス トラーダは、個人の伝記 を通 して
「歴史 」を書 くとい うサル ミエ ン トの手法 を、抽象化 を苦手 とし、具体的 な人物 に即 して歴史 を
把握す ることを好む彼 の気質 に出来 するもの としてい る。Marttez Estrada,磁 笏 ″πれ Buenos
Aircs〜 gos,1946,pp 127‑132参 照。
オ″Salomon,9ρ
θ
″,pp 5‑6 およびAnderson Lllbert,。 ′ αa,pp 21‑22
・ Bカ テ ドラ版 ル α梵れ p48参 照。 とはいえサル ミエン トは風土決定論 について、必ず しも最初 か
ら一貫 した考 えを示 していたわ けではない。彼 はかな り早 くから、おそらくはキネの翻訳 によつ
て、風土の影響 に関す るヘルダーの論 を知 っていたようだが、1841年 の段 階では、あ る文章で こ
の影響 を重視 したか と思 うと、別 の文章では否定的な態度 を示 している。 しか し1844年 になる
と、 プラジルに関連 して再 び風土 の住民精神へ の影響 を強調す る文章 を書 いてお り、翌184rD年 の
「ファクン ドJで は風土の住民精神 への影響が冒頭 か ら強調 されることになる。Barrenecllea,″
″ム,pp 28‑30参 照。カ リー リャはサル ミエ ン トがキネの翻 訳のみではな く、クーサ ンやジ ョフ
ロイの著作 を通 してヘルダーの思想に接 していた可3日生を示唆 している。Callua,ヮ 磁 ,P18参 照。
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・ 13。
い て、 自ら明確 に示 して い る
一 方サ ル ミエ ン トにとってロサスは、アルゼ ンチ ンの風土 が形成 したガウチ ョ
精神 の 「自然」 な現 れではな く、 それが権謀術策 によってカモ フラー ジュされ
た 「人為的Jな 存在 である。サ ル ミエ ン トが本来 の批判 の対 象 である独裁者 ロ
・ キ ローガの分 析 を試み るのは、
サ スではな く、既 にこの世 を去 ったフ ァク ン ド
アルゼ ンチ ン社会 の抱 える問題 を考察 す るには、 まず その 「 自然」 な現 れを分
析 す る必 要 がある と考 えるか らである'14。
「 ファク ン ド』全体 の構成 は、既 に注 1で 述 べ たように断定的 に語 ることがで
きない とはい え、 おおむね 以下 の通 りである。 まず序 において、 ロサ ス政権 が
批判 され、 この独裁制 をもた らしたアルゼ ンチ ンの社会的条件 を知 る必 要 が訴
え られ る。第 1章 か ら第 3章 では これを受 け、 アルゼ ンチ ンの風土 とガ ウチ ョ
の気質・生活様式 に関す る総論 が展 開 され る。第 1章 はアル ゼ ンチ ンの地理 と、
それ が形成す る住民一― サ ル ミエ ン トはこれ をパ ンパ とその住民 ガウチ ョに単
純化 す る一― の性質 を論ず る。第 2章 では、アルゼンチン国民文学創 出 の可能
性 が述 べ られ、有 名 なガウチ ョの 4類 型が 「活人画Jと して提示 され る。第 3
章 はガ ウチ ョの社会生活 の特徴 を紹介 す る。 か くしてアルゼ ンチ ンの風土 と、
その影 響下 に形成 された住民 の心性 がまとめ られた後、 第 4章 「1810年 の革命」
では1810年 前後 のアルゼ ンチ ン独立 に絡 む歴史的状況 が整理 され る。 そ して第
5章 「フアン フ ァク ン ド・キ ロー ガの生涯 」 か ら、い よいよキ ローガの生涯 が
物語 られてゆ く。 この伝記 パー トは、 キ ローガ 暗殺 を扱 う第 13章 「バ ラ ンカ =
ヤ コ !」 で幕 を下 ろ し、第 14章 ・ 第 15章 ではその後 ロサ ス が支配体制 を固めて
ゆ く様 が描 かれ る。 ここでは ロサスの独裁恐怖政治 が直接批判 され、これに取 っ
て代わ るべ き未来 の政府 の青写真 が示 され る。
既 に述 べ たように、サ ル ミエ ン トが アル ゼ ンチ ンを代表 す る風土 として特権
『 フ ァクン ド』 ではおおむねあたかもアル
化 して扱 うの は平原部 パ ンパで あ り、
ゼ ンチ ン全土 がパ ンパで あ り、住民 はガ ウチ ョ、 主たる産 業 は牧畜 で あるかの
ように提示 す る言説が展開 される。 その中で牧畜以外の産業 に依拠 す る例外的
な都市 として挙 げ られ るのが、農業 を基幹産業 とす るサ ン・ フア ン、 メ ン ドー
サ と トックマ ン、 そ して港湾都市 で あ り様 々な産 業 を擁 す る首都 ブエ ノスアイ
′
ム′p65
'M BaFeneChca,ρ ρ ε
・ :6 Sarnliento,F2α b Clt″ 々αθ
ι
θ″
Oα ″a edeiOn de Robelto取 ●
hni Maむ id:Ediclones Catediら
̀"ノ
1993(2 ed),p65以 下本章 における『
ファクン ド』原文 か らの引用 は全 てカテ ドラ版 か らの も
の とし、煩瑣 を避 けるため引用

言及の後 に頁数 のみを記 す こととす る。
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レスで ある

この うちブエ ノスアイ レスは外側 か ら視覚的に描写 されること

な く、歴史 の主体 として擬人化 して描 かれ ることによって、 フーコー的な視覚
による国内 の他地域 へ の支配力 を付与 されてお り、サ ル ミエ ン ト自身の出身地
で あるサ ン・ フア ンは、 プエ ノス アイ レス による中央集権的 な支配 を否定す る
ことな く、 かつ被支配者 として表 象 され ることも避 けて、 この後大 きく扱 われ
ることはない。 フ ァクン ド・ キロー ガの 出身地 として 「サ ン・ ルイス とサ ン・
フア ンの町の間 entrc las ciudades dc San Luis y San Juan」 の 「広大 な荒野 un
dilatado desicrto」

が言及 されるだ けで ある

(127)。

メン ドーサについてはその

後舞台 として登 場す ることはな く、視覚的 な描写 もない。
これに対 して見 るもの と見 られ るもの、支配 =被 支配 の関係 が、性的 なメタ
フ ァー を伴 って提示 され、 それによって他 の地域 とは大 き く異 なる描 き方がさ
れてい るのが、第 7章 にお ける トゥクマンの描写 と、そこを舞台 にす るエ ピソー
ドで ある。
2
ノエル・サ ロモ ンが詳細 に分析 して い るよ うに、サ ル ミエ ン トは トックマ ン
の描写 を執筆す るに当たって、同 じ37年 世代 の作家 で あ リトックマンに住 んで
いた こともある フア ン・バ ウティスタ・アル ベル ディの Fト ックマ ジに関す る描
『フ ァク ン ド』中で言及 もされ るイギ リス人大尉 ジ ョゼ フ
写的覚書』(1834)と 、
・ア ン ドリューズ の旅行記 (1827)、 エ ピグラフで引用 して い るデンマー ク出身、
フランス在住 の地理学者 で、地理学協会創設者 の一人 で もあるマル ト=ブ ル ン
の著作 を参照 して い る・る。サ ル ミエ ン トは1845年 当時、 この章 で描 かれ る トゥ
クマ ンもア コンキハ も訪れた ことはな く、彼 の描写 は これ らの文献資料 に完全
に依拠す るもので あ った。サ ロモ ンは、故郷 サ ン・フア ン周辺 の荒野 を念 頭 に
置 い て行 うことも可能であったろ うパ ンパ の描写 と比較 して も、 トックマ ンの
描写 で利用 され る 「彼 (サ ル ミエ ン ト)の 情報 が よ り「 プッキ ッシュJで あっ
た と断ず ることも可能 だろう」 としてい る'P。
さて第 7章 では、他 の地 方 の紹介 と同 じく、 まず は トックマ ンの 自然環境 が

・ 6 Salomon,"θ ″,pp 75‑90な お、エ ピグラフの出典 については、カテ ドラ版 、アヤクーチ ョ版
の注 も、サ ロモンも明 らかにしてお らず、花方 も確認できていない。 したがって これがマル トー
ブルンの著作からのものであるとい うのは、あ くまでサル ミエン トの記述 を信用 してのことである。
̀イ ル″ ,p76括 弧内 31用 者。
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鳥敏図的に描写される。
電sTШ 血
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血
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「 トゥクマ ンは、 自然 が その最 も華 麗 な盛 装 を誇示 す る、熱帯 の地 域
で あ る。丸 い地球 上全 て を見 て も並 ぶ もの な き、 アメ リカの エ デ ンだ。 巨
大 な植 生 の 暗緑色 のマ ン トに覆 わ れ た ア ン デス 山脈 を想像 した まえ。 山 々

は この服 の裾飾 りの下か ら、十 二 の川 を流 れ出させ てい るが、 これ らは均
しい距離 を置 い て平行す る方角 に流 れてゆ き、やがて全 てが一つの方向へ
と曲が り始 め、合 わさって、 アメ リカ大陸 の心臓部 へ と乗 り込 んでゆ く、
航行可能 な運河 を形成す る。」
まず河 へ の言及 か ら記述 が始 まるところは、 ア ン ドリューズ の描写 と一致 し
てい る。 しか し旅人 の視点 か ら捉 え られたア ン ドリューズ の ピクチャ ンス クな
情景描写 とは異 な り、鳥敵図的 に トゥクマ ン を紹介す るのは、 アル ベルデ ィの
記述 に則 っている。 ア ンデス 山脈 か ら下 って くる河 の流 れ についての言及 は、
アル ベルデ ィか ら受 け継がれた ものである B。 サ ロモ ンが指摘す るように、 こ
こにも交通手段 としての河川 を重要視す るサル ミエ ン トの経済観 が反映 されて
°
い る 19。
続 いて記述 は森 の描写 へ と移行 する。 この順番 も、 ア ン ドリューズ の もの と
一致 している ta。 その導入 としてサル ミエ ン トは、
「そこ (森 )で は、イ ン ドの
豪奢 がギ リシ ャの優美 を身 に纏 っている。en ellos ias pompas de la lndia estan
reves● das de hs gracias de la Grecia」
(266・ 括弧内引用者 )と 述 べ る。サ ロモ
ンは この表現 に、 マル ト=ブ ル ンお よびシ ャ トー プ リア ンの『アタラ』序文 の
'ts

lbad., pp.78-80.

'1e Ib;d.., p.80.

.,t

lbid., p.Bt.
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・
影響を見出している
サル ミエ ン トの森の描写は、以下のようなものである。
21。

EI nogal entret● e su anchuroso ramtte con el caoba y el̀bano;el
cedro dtta crecer a su lado el cÌsicO laurel,que a su vez resguarda baJo su

folale el mirto consagrado a Venus,deJando todavia espacio para que alcen
sus varas el nardo bals,mico y la azucena de los catnpos

EI odOnfgero[sic]cedrO se ha apoderadO por ahf de una cenefa de
terreno que interrumpe el bosque;y el rosal cierra el paso en Otras con sus
tupidos y espinosos rntnbres
Los troncos anosos sirven de terreno a diversas especies de musgos
noresdentes y las hanas y moreras festonan.enredan y conttden todas estas

"(266‑267)

d市 ersas generaciones de plantぉ

「胡桃 はその幅の広 い枝葉 を、マホガ ニーや黒檀 と織 り合 わせ る。セ
ロは
ド
その傍 らに古典的な月桂 樹が生 えることを許 し、 こちらは とい えば
その茂みの下 に、 ブィーナスに捧 げられた天人花 を守 る。芳香 を放 つ甘松
と野の百合 がその茎 を伸 ぼすために、 まだ余地 を残 しなが ら。
香 しいセ ドロはか しこに、森 の 区切れ を成す フ リル状 の土地 を我 が
もの としてい る。薔 薇 の茂み力甥」のフ リル にて、 その密生 した、棘 だ らけ
の/Jヽ 枝 をもって道 を塞 いで い る。
齢 を重ねた幹 は、様 々な種類 の花咲 く苔のために地面のかわ りとなっ
てお り、蔓植物 と桑 が、 これ らのあ らゆる異 なる世 代 の植物 を、花綱で飾
り、絡 ませ 、混 じり合 わせ る。」
胡桃、セ ドロ (シ ーダー杉 )そ して蔓植物 の絡みつい た古木 は、ア ン ドリュー
ズの描写 に登 場 して い る要素 である。 一方月桂樹、天人花、百合 は、 アル ベル
ディの描写 に登場す る。サ ル ミエ ン トの描写 は、聖 書やギ リシ ャ神話、新古 典
主 義文学 か ら採 られた定型化 した表 現 を多用す ることで、サ ロモ ンの表現 を借
°
りれば、 これ らを 「文学的植物」 に変 えてい る 2。
文学的伝統 の想起 は、サ ル ミエ ン トに限 られた ことではない。 トゥクマ ンを
最初 に紹介 す るに当 たってサル ミエ ン トは、 この土地 を 「アメ リカのエ デ ン」
・ 21 ̀レ Й
晨,p89
'2̀み i′ ′pP

81‑82
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と呼 んでいた。 ア ン ドリュー ズは トックマンの森 に ミル トンの「失楽園』 を想
・23。 彼 らの連想
起 し、 アル ベルデ ィもまた この土地 を 「エ デ ンJと 呼 んでい る
の背景 に、や は り新大陸 にエ デ ン を重ね合 わせ た『アタラ』序 文 の影響 が ある
ことを、サ ロモ ンは指摘 している・24。
シ ャ トー プ リア ンの影響 は、サ ル ミエ ン トに とって も無縁 ではない。彼 の森
の描写 においては、木 々が互いに支 え合 い、調和 を保 って存在 してい る様子 が
強調 されて い る。サ ロモ ンが指摘す るように、 この共存共栄す る善 き自然 とい
うイメ ー ジは、 ア ン ドリューズや アル ベルデ ィにはな く、 む しろ「 アタ ラ』や
ベ ルナルダ ン・サ ン =ピ エールの Fポ ール とプ ィルジエ ー』 の流れ に与す るも
ので ある。サル ミエ ン トの描写 は、特 に Fア タラ』 の ミシシ ッピー河流域 の描
写か ら、強 い影響 を受 けてい る'25。
Fポ ール とブ ィル ジエ ーJや 『 アタラ』 は、アメ リカ大陸 を舞 台 に文学 を成立
させ るためのモデル として、 19世 紀 イスパ ノアメ リカ作家 に強 く意識 されてい
た。 しか しここで注 意す る必 要 が あるのは、 これ らの作 品が恋 愛小説 だ とい う
点 で ある。柳原 孝敦 が指摘す るように、
「ポール とヴィルジ ニー』 と『アタ ラ』
ヨーロ
は、共 に
ッパ植民地主義 と運動 しつつ、 ェ キ ゾチ ックな舞台背景 である
植民地 に、文化 としての恋 愛 を移植 す るデ ィス コース を作 り上 げていた。 そ し
て 19世 紀 イスパ ノアメ リカ作 家 は、 そこか ら風景描写 とい う要素 と共 に、 その
土地 固有 の文化 を形成 す る 「恋愛 ドラマ」 とい うプロ ッ トを取 り出 し、 自己領
有 のために利用 してゆ くことになる・26。 その意 味 で も、サル ミエ ン トが両作 に
関心 を持 っていて、不思議 は ない。 また繰 り返 される 「フ リル cenafa」 へ の言
及 は、 トックマ ンの森 を女性 の衣 装、 ひいて は女性 に擬 える機能 を果 た して い
る。
ここで重要 なのは、サ ル ミエ ン トが トゥクマ ンの描写 を執筆するに当たって、
'鈴

02,pp 81‑82

ぁ′
a,p82
喘 ルに
,pp83‑84 ただ しシャ トー プリアンは この描写 において、森 を建築物 に準 えて描 いてい
るよ サル ミエ ン トにはこの要素 はみ られない。一方 アン ドツューズの描写では、森 が廃墟 と重
ね合 わせ て描かれてい る (あ ″ ,pp 82‑84)。 森 を建築物 に重ね合わせてイメージす るのは、 ゴ
シ ック リバ イパル に典型的な発想である。
・ %柳 原「恋愛、植民地、小説」、中島成久編 「「植民地主義の再検討
」研究会2001年 度 フーキ ング
ペーパー』法政大学比較経済研 究所、2002,45‑49頁 。なお、恋愛小説 とナシ ョナル・
アイデ ン
ティティのコ 性 を諭 したものに、Sommer・ ル ″″励%″ ]θ 昴 ろ Berkele■ 10s Angdes,0鰤 Ord:
Unl■ ers■ Of C鋤
Inla PIess.1991が ある。 ただ しソマーは同書 の第2章 で rフ ァク ン ド』 を取
り上 げてい るのだ力ヽ トゥクマンのシー ンを扱 っていないばか りか、なぜ か恋愛 とも結 びつ けて
いない。
'あ
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一次資料 であるアン ドリューズや アル ベルデイの記述以上 に、同 じアメ リカ大
陸を舞台 にしてい るとはい え、全 く違 う地方 を扱 った これ らの恋愛小説 を利用
してい ることである。後 に改 めて確認す るように、 トゥクマ ンの描写 を恋愛小
説 の記憶 と結 びつ ける ことは、 その性 的なメタフ ァー を機能 させ て ゆ く役割 を
担 ってい るのである。
サル ミエ ン トは続 いて、蝶や鳥 の描写 に移 る。 ここでは トックマ ンの魅力 は、
宝飾品的 な幸麗 さ として強調 されて い る。
Sobre toda esta vegetaci6n que agotaria la paleta fant6stica en
combinaciones y riqueza de colorido,revolotean ettambres de mariposas

domと、 de

esmaltados pた

a■ores.Ы 」
ones

de loros∞ lor de ettrmШ し urTac¨

azules y tucanes naranJados"(267)

「色調のコンビネーションと豊かさで、幻想的なパレットをも使 い尽
くすであろうこの植生全ての上を、金色の蝶の、エナメルの蜂鳥の群れが、
数百万羽のエメラル ド色をした閣鵡、青い鵠、オ レンジ色をした鬼大嘴が
飛 び回っている。
」
ここでも資料 の逆転が行われてい る。アン ドリューズにおいては森 の静けさ
が強調 され、アルベル ディでは滝や急流の水音 と並んで、鳥の声 が言及 される
だけである・27。 鳥 の種類を列挙 しながら森 の豊かさを強調 してい るのは、やは
・23。
り「アタラ』序文なのである
この逆転は、次の段落では、いかにもサル ミエ ン トらしい誇張を伴 って行 わ
れる。サル ミエン トは、 トゥクマンの森の魅力に取 り憑かれたアン ドリューズ
「錯乱 し、彼 を支配する悦惚 に心奪
「少佐」力S、 朝 から森 の中に分 け入 っては、
de■
rando.arrebatado
por
la
enaJenaci6n
que lo dottaba」
、茂み の奥ヘ
われて
奥へ と街径 ってゆき、家に帰 り着いた時にはいつの間にか服 は破 け、体 も傷だ
らけになっていたものだつたとい うエ ピソー ドを述べ る (267)。 アン ドリュー
ズが語 つているとされるこのエ ピソー ドは、実 は彼 の旅行記 には全 く存在 しな

・ ηサル ミエ ン トは鳥の声 を、滝の音のように大 きい としている (267)。 ここにはアルベルデイの影
が認め られ るが、滝や急流 の水音や烏 の声 が聞 こえるとして るアルベル ディ とは、ニ ュア ンスは
全 く異 なる。Salomo■ ″滋 ′P85参 照。
・ 露″ ′,pp 84‑86
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・
エ ン トは続 いて、 トラクマ ンの町 を取 り囲むオ ン
い ものなのである
"。 サル ミ
ンジ林 の描写 に移 る。隣接関係 を重視すれば、 アル ベル デイは ここで柑橘類の
芳香 に酔 い騒 ぐ鳥 に言及 してお り、サ ル ミエ ン トにはこの言及がない。 しか し
サ ロモ ンも指摘す るように、芳香 に酔 った鳥 が ア ン ドリューズ 「少佐 」 の錯乱
に変化 した と見 なすのは、無理 が あ る・30。
捏造 されたエ ピソー ドは、一 体 どの よ うな機能 を担 ってい るのだろ うか。
ここでは ヨーロ ッパ人男性の心 を捕 らえ、虜 にす る、女性的 な存在 としての トゥ
「森」 の奥
クマ ン=自 然 が強調 されて い る。男性 が悦 惚 としなが ら、我 を忘れ、
へ と突入 を繰 り返す とい う記述 の露骨 なまで に性的 なメタフ ァーは、改 めて強
調す るまで もない だろう。 そしてオ レンジ林 へ の言及 を経 て、同 じ段落 の半 ば
では、 トゥク マン を代表す るもの として、遂 に人間 の女性 が現 れ る。
■os rayos de aquelsol

rrldO no han poddO mia nunca las escenas

que dcnen lugar sobre la alfombra de¨ rdura quc cubre la derra b4o aqucl
toldo inmenso iY qllこ

escenas!Los domingos van las beldades tucumanas a

pasar el dia en aquellas galerias sln hites( )"(268)

「あの熱帯地方の太陽の光は、かの巨大 なる天幕 の下で大地を覆 う緑
の絨毯 の上で起 こる情景 を、決 して見 ることができなかった。それも何 と
い テ晴景 か ! 毎 日曜日、 トゥクマンの美女 たちが、あの果て しない回廊
で一 日を過 ごしに行 くのだ (後 略)。 J
・3t
サル ミエン トのピクニ ックの描写は、マル ト=ブ ルンの記述 に依拠 している
しかしマル ト=ブ ルンの記述 では、 ピクニ ックを楽 しむのは男性複数形 (即 ち
男性のみか、男女混合 の集団)の 「 トゥクマンの住民 Les habitants de TucuminJ
であるのに対 し、サルミエン トは「 トゥクマンの美女たち las bcldades tucumanasJ
と、 はつきり女性 に限定 している。

・ "ル ″ ,p86な お、サ ル ミエ ン トはアン トリューズの階級 を大尉 か ら少佐 に格 上 げ して記述 してい
る。
・ 匈ル″ ,P86な お 、オ ンンジ林 への言及 は アン トリューズ 、アル ベル ディ、マル トーノル ン、全員
の記述 に存在 する (ル ″ ,p87)。 ア ン ドリューズ はオレンジ林 を『千夜―夜物語』 と結 びつ け
るが (ル ″ ,p88)、 サル ミエ ン トもこれを踏襲 してい る (268)。 なお、サ ロモ ンはサル ミエ ン ト
のオ レンジ林 の描写 に、シ ャ トー プリアン『キ リス ト教鋼
の影響 も見出 している (ル に ,p89)。
,31,bi′ p89
′
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ここでは「太陽の光」の視線か ら隠 された場所 で ピク ニ ックが行 われて い る
ことに なって い る。確 か に直射 日光 を避 けて木陰 で ピクニ ックを行 うことは、
アル ゼンチ ン北部 の熱帯雨林 に近 い地域 にある トックマ ンでは快適 な過 ごし方
であろ うが、 日光 が全 く当た らない

(「

太 陽 の光 は…決 して見 る ことがで きな

かったJ)と い う表現 は、そのまま受 け取 るには大 げさで ある。 これではジャン
グルの間 の奥 で ピクニ ックを して い ることになって しまう。 ここで も重要 なの
は、古典文学 にお いて アポ ロ ン とい う男性神 と結 びつ けられる太陽が、 た とえ
実現 しない としても (性 的)支 配 の欲望 をもって視線 を向ける対象 として「 トゥ
クマンの美女 たち」 力S登 場 して い ることである。 そ して彼女 たちが男性 の視線
か ら隔離 された天幕 (toldo)の 下、広大 な回廊 (galem)を そぞろ歩 きす ると
い う表現で暗示 されるのは、オ リエ ン ト風 の後官 イメ ージである。
さて、 ここで トックマ ンの紹介 は終 わ り、 フ ァク ン ド・キ ロー ガの伝記 が再
開 され る。 フ ァクン ドが トックマ ンを占領 す る と、捉 え られた兵 士 たちの命 を
救 うために、若 い娘 たちか ら成 る代表団 が派遣 され る。 フ ァク ン ドは彼女 たち
を丁重 に迎 えるが、 その要望 を聞 き入れ ることな く、銃殺刑 が執行 され る。続
いて フ ァク ン ドが若 く美 しい未亡人 に懸想 をして、 その父 親 に拒絶 され るとい
「フ ァク ン ドは何 を この婦人 に求めて いたのか ?
うエ ピソー ドが紹介 され る。
それは彼 の視線 を惹 きつ けた美 しい未亡人 で、 フ ァク ン ドは彼女 を伴侶 として
求めにやってきたのだ !̀Quё querfa Facundo∞ n sta senoraP¨ :Era um hemosa
a solicitarla!」 (274)と い う記述 に、
再 ぴ (性 的)支 配 へ の欲望 を伴 う視線 が登 場 して くる。
宙uda qllc habね a餞 耐 o sus dradas y ve壼 a

トックマ ンは宝飾品に飾 られた、魅力的 な女性 のような土地であ り、外部か
らきた ものの心 を捉 え、 その欲望の対象 となる存在 である。 その 自然 はオ リエ
ン ト風、 といって もパ ンパ描写 で 引 き合 い に出 された荒野・砂漠 としてのオ リ
エ ン トではな く、 ソロモ ンの雅歌や 『千夜 一 夜物語』 力S想 起 させ る、豊 かで官
能的 なオ リエ ン ト風 で ある。 そ こでは また、本来依拠す べ き一次資料 で あるア
ン ドリューズやアル ベル ディの記述 を蔑 ろに して までも、恋愛小説 で ある Fア
タ ラ』や Fポ ール とヴィル ジユー』 の舞台 との共通 性 が強 調 され る。 ア ン ド
リューズ 「少佐 」 のエ ピソー ドは、男性 を性 的 に誘惑す る女性 としての トゥク
マ ンを強調 し、続 いて そ こを散策 す る女性 、 ついで兵 士 の命 乞 い をす る女性 が
登場 し、最後 にはフ ァクン ドの欲望の 「 日で見 られる」女性 が登場す る。Fフ ァ
ク ン ド』一巻 を通 じて、女性 が重 要 な役割 で登 場するのが この トゥクマンのパー
トだけであるとい うことは、注 目に値す る。 トックマンを支配 しよ うとするファ
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クン ドの政治的欲望 は、 トラクマ ンの女性 を性的 に支配 しよ うとす る彼 の肉体
的欲望 と重ね合 わせ られる。第 7章 には トゥクマンの 自然環境 が形成す る住民
の性格 へ の言及 は全 くない。 トックマ ンの 「女性的」環境 は、 トックマンを「女
性 Jに よって象徴す るためだ けに描写 されて い るのだ。美 しく、優 しく、貞淑
でもあるが、抵抗す る気持 ちは あって も力 を持 たない、受 け身 の存在 としての
トックマ ン=「 女性 Jが 、 ここでは強調 されて い る。
一 方 トゥクマ ンの男性 たちは、無力 な存在 として描 かれてい る。兵士 たちは
登場 す る時点 で既 に敗北 を喫 し、 フ ァク ン ドに捕 らえ られてお り、少女 たちの
嘆願 にもかかわ らず処刑 され る。未 亡人の父 親 は、 最終的 にはフ ァクン ドの求
婚 を拒絶す るものの、恐怖 を辛 うじて誤魔化 して い る。 しか しサル ミエ ン トは、
トックマ ンの 自然環境 が彼 らを 「女性化」 した として い るわ けではない。 トゥ
クマ ンは、 その風土 の影響 を示 す典型 になるべ き 「人物 =男 性 hombre」 す ら
持 たない、男性不在 の地 方 とされて い るのである。
フ ァクン ドと未亡人 のエ ピソー ドが意味す るものは、その トゥクマ ン占領 (お
よび続 くロサ ス政権 の支配)力 ｀この地 にもた らした影響 が論 じられるところで、
明 らかになる。砂 糖黍や藍、 コチニ ールの栽培・養殖、繊維産業 の基盤整備 や
河川 を利 用 した交通網 の整備 が内戦以前 に進 め られて い た農業都市 トゥクマ ン
は、内戦 の混乱 の 中で そのイ ンフラを破壊 された。順調 に発展 していれば今頃
はこの豊 かな地方 がアルゼ ンチ ンにもた らしたであろ う莫大 な富が、か くして
失われ て しまったのだ とサル ミエ ン トは批判す る。 ここにいたって先 ほ どの性
的欲望 のメタ フ ァー の意味が明 らかになる。 フ ァク ン ドの性的欲望 の対象 とさ
れた未亡人 が、肥沃 な 自然環境 に恵 まれ た トゥクマ ンを象徴 していた ことは、
既 に述 べ た とお りであるが、 ここでは支配者 による土地の 「開発 Jと 男性 によ
｀
る女体 の性的 「開発」 が重ね られて い るのだ 32。
輩

男性 一文化 による (性 的)関 拓 を待つ女性 ―自然 とい う表象 は、イスパ ノアメ リカ文学 において
は、概 して これほど単純 な図式 をとっていない。開拓の対象である自然環境 が危険で力強 い存在
であったために、自然 を象徴す る役割 を担わされた女性登場人￨」 は、む しろ男勝 りで時には危険
です らある存在 として描かれ ることが多かつた。文 明を象徴する弱い (し ばしば傷ついた)男 性
と自然 と結 びつ けられ る強 い女性 のカ ップリングは、エ チェベ リー アの長編詩 「虜囚」や マルモ
ルの rア マ リア』、メ ラの rク マ ングJ、 ガ リェーゴスの「 ドニ ャ パルバ ラ』、 リベー ラの r大
渦 』 な どの 長 編 小 説 と、 19世 紀 か ら20世 紀 前 半 の 南 米 各 国 の文 学 作 品 に み られ る 。
ただしヘル ツによれ ,よ メキンコの19世 紀文学においては [フ ァク ン ド』同様、強 い男性 ―独立
派の保護 を必要 とする弱い女性 ―アメ リカ とい う図式が多 く見 かけられる。H6iz,Ka壼 COnciencla
nacional y hercnda coloial El orden de los sttOS"la ntgatura pau■

6●

cade Matば ,pp■ 95‑204

参照。 またプラジルのア レンカール『イラセマ」で も、アメ リカを象徴す る弱 い女性 とヨーロ ッ
パ を象徴する強い男性 がカ ップル となってい る。
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「未亡人」 で ある。 これ は一 度 は性 的・経済的
トゥクマ ン を象徴 す る女性 は、
開発 が進 んで い た トゥクマ ンが、再 び 「耕すJ者 (=男 性 )な き状態 に留 め置
かれていることを意味す る。 フ ァク ン ドは未亡人 =ト ゥクマ ンに欲望 を抱 くが、
その目的は女体 =土 地の凌辱 に過 ぎず、その 「生産性」を高 めはしない・33。 「土
地 はそれを肥沃 にす ることのよ りで きるものに属す るのだ」 と、後 にサル ミエ
ン トはアルジェ リア旅行 中、 フランス による植民地支配 を肯定す る文脈 で書 き
34。
記 してい る・
相応 しか らざる求婚者 としての フ ァク ン ド像 は、相応 しか らざ
る トゥクマ ンの支配者 とい うサ ル ミエ ン トの評価 を意味 してい るのであ り、 ロ
サ ス体制打倒 の暁 には、 プエ ノスアイ ンスか ら トゥクマ ンの開発 を促進するで
「彼女 Jを よ り「肥沃 Jに す る、理想の男性 =支 配者 な
あろう中央集権派 こそ、
のだ。
サ ロモンはサル ミエ ン トが、内陸部で1820年 代 に成 長 しつつ あ った、 プレ=
ブルジ ョフジーの利 害 を代表する立 場 で『 フ ァク ン ド』を執筆 して い ることを、
作中主張 され る経済政策や階級意識、資本重視 の姿勢 な どを通 して論証 してい
・35。 しか し実際には、植民地体制下 で発達 し めて い た、 トックマ ン
る
始
をはじ
め とする内陸各州 の産業 は、独立当時未 だ脆弱 で あ り、保護 を必要 としてい た。
サ ロモ ンが 引用 している1820年 代 の内陸部 の新聞 『 ア ンデスの声』 の論者 は、
明 らかに保護貿易 を訴 えてお り、 自由貿易 を主張するサル ミエ ン トとは立 場 を
*36。
異 にしている
もっ ともサル ミエ ン トは、 1840年 代前半 にお いては、理念 と
して支持 す る 自由貿易主義 と、産業保護 を目的 とした保護貿易主義 との間 で、
・37。 歴史的にみれば、副王領政府の保護貿易政策 を覆 し、 一気
揺れ動 いていた
に 自由貿易 へ と移行 した独立後のアルゼンチ ン中央政府 の政策 こそが、外 国製
品 との競争 に耐 える力 をまだ備 えていなかった内陸部 の産 業 を壊滅 させ る元 凶

ヴィガンロによれ ￨ま 性 と暴力に対する感受性 が18世 紀末 から19世 紀初頭 にか けて敏感 になって
ゆ くにつれて、性暴力 を「進歩 と文明化Jの 浸透 していない、都市か ら離れた 「口合 における野
蛮 さJの 表れ と見 なす考えが、 フランスでは生 じていた。ナル ミエ ン トが提示す るネガティブな
凌辱者 としての ファクン ド像 は、 このような意識の変化 を前提 として ファクン ドの「野蛮」性 を
強調 す るもの と解釈 す る こと力ゞ
で きる。 ブィガ ンロ『強姦 の歴史 』藤 口真利子訳、作 品社、
101‑103,161‑162頁 参照。
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｀
38。

サル ミエ ン トが評価 す る1820年 代 内陸部 の 「発展」 は、
時 の リバ ダ ビア政権の発表 した経済政策 へ の期待感 が イギ リス資本 を呼 び込 ん
となったのである

だために起 きたものだったが、20年 代半 ばには既 に行 き詰 ま りをみせ ていたの
・39。
である
さて、以上 の ように トックマンの表象 にお いて も、 パ ンパの場合 と同様 の論
理展 開 の逆転 がみ られ る。 トックマンが女性 として表象 されたのは、 それが政
策次第 によって富 を生み出す可能性 のある土 地 だったか らである。 しか しこの
土地 に発達 の可能性 をもた らしていた農産物 として挙 げられて い る砂 糖黍 と藍
は、 自然描写 の箇所 では全 く言及 されてい ない。砂糖黍や藍 の育 つ環境 だか ら
トウクマ ンは豊 かな土 地 なのだ とい う描 かれ方 は、 されていないのだ。 トゥク
マ ンは豊 かな土 地 で ある。 したがって それは魅力的 な、 ただ しサル ミエ ン トの
定 義す るアルゼ ンチ ンの特徴 に員Uり 、 オ リエ ン ト風 の女性 として表象 され なけ
ればならない。 だか らこそ トゥクマンの 自然環境 は、官能的 なォ リエ ン トを思
わせ るもの として描 か れなければならなかったのである。初 めに 自然環境 あ り
『フ ァクン ド』 において は一 貫
きとい うサ ル ミエ ン ト自身 のテーゼ とは裏腹 に、
して、現在 の政治状況 を説明 し、将来 に向けての政策 を正 当化す るために、遡 っ
て 「相応 しいJ自 然環境 が設定 され描写 されて い るのである。
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