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ボリビア・アンデスにおけるアイマラ語口承文学の躍動 
―ラパス市周辺の渓谷部における語りから―* 
 

藤 田  護 
 
 
はじめに  
 
アイマラ語はボリビアの高原部（アルティプラノ）と、ボリビアと国境を接するペル

ーとチリで主に話されている。スペイン語とポルトガル語を除けば、ケチュア語とグア

ラニー語に続き南米第三の先住民言語であり、ボリビア国内だけでも約 153 万人の話者

をもつ1。このように話者数の多い言語であるにもかかわらず、アイマラ語の口承文学

の研究は、そのテクストの公刊とその検討・分析において、隣接するケチュア語の口承

文学の研究に比べても、依然として不十分な状況にある2。 
筆者は 2009 年度より、ボリビアの首都ラパス市から見えるイリマニ山(Illimani)の麓

に向かう幾つかの村と町でアイマラ語の口承文学の聞き取り調査を行ってきた。そこで

明らかになってきたのは、アイマラ語の口承文学が、それぞれの話が出来上がって固定

されたものとして存在するのではなく、新たな状況との関連で語り直され再び形作られ

ていくものであり、現在においてもそのような展開が続いているということである。例

えば蛇が主人公として登場する話は、現実を理解するために、そしてその変革を可能に

するために働く。また口承文学とオーラルヒストリーの境界は判然としない。 
蛇の話としてアイマラ語圏に広く知られ語られているのは、「チョケル・カミル・ウ

ィルニータ(Chuqil Qamir Wirnita)」という話である。チョケラ(chuqila)は金に関係し、カ

ミリ(qamiri)は裕福な様を表し、ウィルニータはスペイン語の人名ベルナ(Berna)に縮小辞

-ita が付いたものがアイマラ語化された語である。この話によれば、裕福な家族の一人娘

がいて、他の男と会ったりしないよう鍵で閉じ込められて育てられている。扉には小さ

な穴が開いていて、そこから蛇が入って中で男に姿を変えて、娘に語らい続ける。蛇は

自らの正体を知るためには、糸を自分の上着に縫いつけておくとよいと娘に提案する。

後から家の使用人たちがその糸が続いている先を追っていくと、別の村を過ぎて石が沢

山積み重なっている地で、蛇がとぐろを巻いて寝ていて、尻尾に糸が縫いつけてあるの

を見つける。見つけた者は両親にそれを告げ、驚いた両親は殺そうとして銃を持って行

くように使用人たちに命令するが、たどり着いてみると、もうその場所に蛇はいない。

                                                   
* 本稿の基盤を成す調査・研究は、2008年度及び2009年度の文部科学省科学研究費補助金特別研究員奨励費、

及び 2011 年度及び 2012 年度の松下幸之助記念財団国際スカラシップ、2014 年度より文部科学省科学研究
費補助金若手（B）によって可能となった。 
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やがて娘は 3 人の子を産むが、そのすべてが蛇で、娘は素焼きの鍋の中で自らの鼻血を

垂らして子供たちを育てている。気付いて怒った両親は、その蛇の子らを焼き殺してし

まう。すると、蛇が男に姿を変えて再び現れ、子どもを返せと言って最終期限を告げる。

村ではミサを開催してこれに対抗しようとするが、その前に村は蛇の力によって呪いに

かけられてしまう。（この梗概は文末の口承文学リストの【AT-02】に基づいている。） 
アイマラ語は、後述するように、人から伝承された話を忠実に語ることを文法的に重

視する。にもかかわらず、口承文学がもつそのような柔軟性と現実に対する「開け」は

いかにして可能となるのだろうか。本稿では、このようなアイマラ語の口承文学の動態

を理解することを試みる。上述の話を含めた蛇とその蛇の力を得た女性の存在は、その

アイマラ語の口承文学の動態の要を成している。 
口承文学の語りが現実に対してもつ関係を考察する際に、文法がもたらす語りの性質

の問題と、実際に語られる際の構成のされ方やそこで提示される用語の問題とに分けて

考えることにする。この分け方は便宜的なものであるが、本稿はそこを架橋しながら口

承文学を考察しようとする試みでもある。アイマラ語と並びアンデス地域で話者数の多

いもう 1 つの言語であるケチュア語は、語りにおける文法的特徴が相当程度までアイマ

ラ語に類似しており、必要に応じてケチュア語における研究成果を参照することとする。

本序論では以下に、研究のアプローチ、本稿で扱われる範囲でのアイマラ語の文法的特

徴、及び物語の語り手たちについて述べる。第 I 章では、アイマラ語の口承文学におけ

る直接話法の多用による声の伝達のされ方を検討する。第 II 章では、直接話法ととも

に証拠性(evidencialidad)や推量を表す動詞の過去時制の屈折接尾辞（活用）の体系につ

いての文法と、それらの複雑な組み合わせが構成する語りの様態とを検討する。第 III
章では、口承文学と社会及び歴史の関係について検討し、アイマラ語の口承文学におい

て蛇の話が現実へ柔軟に対応しつつ展開する様態が、アイマラ語の口承文学の語りの対

話的な構成のされ方に由来するのではないかとの見解を示す。第 IV 章では、アイマラ

語の口承の語りにおいて口承文学とオーラルヒストリーが必ずしも明確に分けられな

いことを示し、それは人々が語りを分類する際に用いる用語が、安易な現実と虚構の分

割とは異なる捉え方を示しているからではないかとの見解を示す。結論において、それ

までの議論をまとめる。 
本論考の題名に掲げた「躍動」は、藤井(2007)を参考にしている。山邊安之助の『あ

いぬ物語』を検討する中で、藤井は以下のような見解を示している。 

「語り」がどんどん自在になっていくことで、その民族の運命、歴史などについて、言

うべきことを言う。その主体性が、内側にもう 1 つ生まれるというのでしょうか。表面

的には日本の制度などを受け入れながらも、アイヌ語の世界での主体性が獲得される。

そのあたりの動態を、ちょっと危ない言葉ですが「躍動」という形で表せないかと考え

ました。（藤井 2007: 149） 

「民族」をどの程度重視するかは難しい問題であるが、「すべての言語が対等に生きる」
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（藤井 2007: 129）中で、当該言語において表現の構成の裏にはりつく主体性を見出し、自

らが置かれた現実を克明に意識しながら語りが展開されていく様態に目を向けるべきこ

とが、ここでは主張されている。同論考では人称に関する議論が重点的に検討されてい

るが、広くはそれは「個別のテクストを、1 つ 1 つ省略しない、臨床的な文化技術」（藤

井 2001: 1）であり、文学と言語学のそれぞれを手放さないという研究態度である（藤井

2001: 2）。これは以下で検討するアンデスの言語人類学の諸研究が共通に保持してきた

態度でもあるが、ここでは特に「言語態」という言葉が持つ、表現行為という「動態の

視野に立つ」ことと、言語においてその「態（わざ）」を重視することが強調される3。 
また、口承文学には一方では「お話」としてより高い自律性をもっているものもある。

しかし、具体的には第 III 章と第 IV 章でみることになるが、アイマラ語の口承文学は全

体として特定の現実に対峙し、その現実にコミットしていくという性質が強く出ており、

これをここではアイマラ語の口承文学の現実への「開け」と言うことにする。 
アイマラ語の口承の語りにおいては、動詞に過去時制を示す屈折接尾辞(sufijo verbal 

flexional)が付く場合と付かない場合があり4、また過去時制では直接体験と間接体験が

区別される。これに加え、推量を示す 2 つのタイプの動詞の屈折接尾辞が存在し、そし

て直接話法とが複雑に組み合わされている。アイマラ語の口承の語りは、話者自身の個

人的コメントが挟み込まれる場合を除いて 3 人称で語られるため、以下では主に 3 人称

の形を挙げて示し、議論の各所で提示されるテクストの理解への一助とする5。 
遠隔過去(remoto lejano)と呼ばれる時制は、話し手が直接体験していない、人から聞

いて知った過去を表し、接尾辞-tayna または-täna で表される。これと対立するのは、自

身で体験した過去を表す近接過去(remoto cercano)であり、接尾辞-:n で表される（「：」

は直前の母音が長母音化されることを表す）。この 2 つの過去の時制が積極的に示され

ない場合は、単純時制（tiempo simple、これ以外に「現在／過去(presente/pasado)」、「ア

オリスト」等の呼び名をもつ）で語尾が-i という形になり、これも話し手自身の直接体

験を表すものとして分類される。 
これと同時に、アイマラ語の口承の語りでは、話者の推量を表す動詞の屈折接尾辞が

2 種類使われ、これらの接尾辞が地の語りで話の筋を展開する中で用いられる。この動

詞の屈折接尾辞には 2 種類あり、「非関与(no involucrador)」と呼ばれる-chi は、話者が

その内容に責任を取れないという、場合によっては一種の諦めとともに用いられるとさ

れる。もう 1 種は、「推定(inferencial)」と呼ばれる-pacha であり、間接的な証拠に基づ

いて演繹的に推論される場合に用いられる。2 つのうちで口承の語りでより頻繁に用い

られるのは、非関与の-chi である6。 
また、アイマラ語の口承の語りでは、語りの中で登場人物が話す際に常に直接話法が

用いられるが、地の語りにも随所に動詞「言う(saña)」が用いられ、話の筋もそのよう

に別の人物が言った（＝語り手が聞いた）ものであることが明らかにされつつ語りが進

行する。 
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本稿で扱われる筆者の聞き取り調査に基づくアイマラ語の口承文学の語りは、3 人の

お年寄りによるものである。1 人目のアスンタ・タピア・デ・アルバレス（Asunta Tapia 
de Álvarez、1937 年 8 月 15 日生れ）は、ラパス市からチョケヤプ(Choqueyapu)川に沿っ

て下って行った温暖なリオ・アバホ(Río Abajo)地域のユーパンパ(Yupampa)村に住み、

筆者がカトリックの疑似親族（コンパドラスゴ）の関係にある家族の祖母にあたる。彼

女の夫はユーパンパのアシエンダにおけるマヨルドーモ（mayordomo、アシエンダ領主

［パトロン］の下で小作たちを統括する役割）を担っており、農地改革前にアシエンダ

が解消される際に土地の一部を譲り受けた。この夫は 2005 年に亡くなっており、筆者

は直接の面識はない。2 人目の語り手はフリアン・タピア（Julián Tapia、1947 年 2 月

17 日生れ）で、前述の谷と隣り合ってイリマニ山に向かうもう一段深い谷沿いに進ん

で行ったキリワヤ(Quilihuaya)村に住み、農業に従事しつつ、周辺地域の公共事業で人

夫として働いている。キリワヤ村は、この村に向かう道の途中にあるパルカ市(Municipio 
de Palca)の管轄下にある。彼はアスンタ・タピアの弟である。アスンタ・タピアもこの

キリワヤ村の出身で、若い頃にこの村のアシエンダで女領主（パトロナ）の手伝いをし

ていたことがある。3 人目のペドロ・サラビア・パロミーノ（Pedro Saravia Palomino、
1950 年 6 月 29 日生れ）は、リオ・アバホの谷筋の、ユーパンパ村のすぐ先のメカパカ

(Mecapaca)市に住む。先のユーパンパ村もこのメカパカ市の管轄下にあり、ボリビアの

セメント王であり政治家でもあるサムエル・ドリア・メディナ(Samuel Doria Medina)の
生まれ故郷でもある。ペドロ・サラビア自身はペルーで生まれたそうだが、まだ小さい

ときにアスンタ・タピアの夫の実家に引き取られ、それ以来現在までその家の料理の手

伝いや小間使いとして仕事をしている。この 3 人はアイマラ語とスペイン語の 2 言語話

者であるが、アイマラ語の方が流暢である。 
なお、筆者が録音してきたアイマラ語の口承文学は、スペイン語と日本語での原文対

訳の刊行に向けて準備を進めているが、この論考の中で特定の話に言及するときは、筆

者の録音整理番号を【番号】の形で付すとともに、参考文献と併せて言及した話の一覧

を掲げる。また、話の一部分を引用する場合には、アイマラ語の原文とスペイン語及び

日本語への訳をその都度示すこととする。スペイン語への翻訳は、Espejo(1994)などの

先例に倣い、アイマラ語からの直訳に近い翻訳を行う。これは、先住民言語との密接な

接触の中でアンデス地域で形成されてきたアンデス・スペイン語(castellano andino)の文

体と類似し、実際に人々によって話されているスペイン語に近い。日本語の訳は、日本

語の訳として読み易い訳よりも、本論考の議論の筋を負うためにアイマラ語が分かり易

くなるような直訳調の訳をしている。アイマラ語の聞き起こしとスペイン語訳及び日本

語訳は筆者によるものであるが、アイマラ語の聞き起こしと不明箇所の確認にあたって

は、アイマラ言語文化研究所(Instituto de Lengua y Cultura Aymara)のフアン・デ・ディオ

ス・ヤピータ(Juan de Dios Yapita)とアンデス・オーラルヒストリー工房(Taller de Historia 
Oral Andina)のフィロメーナ・ニーナ・ワルカッチョ(Filomena Nina Huarcacho)とともに
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確認をする機会を得た7。 
 
 

I. 複数の「声」の糸を手繰り寄せるのは誰か  
 
アイマラ語の口承の語りにおいては直接話法が多用され、登場人物の発話のみならず、

地の語りにおいても随所に「～と言う／言った」という表現が挟み込まれる。登場人物

の語りにおいては、動詞「言う(saña)」の現在分詞の形 sas(aw)が発話の終わりを示し、

それに動詞「言う」が時制に関する接尾辞を伴いもう一度現れる形をとるが、この現在

分詞の形は省略されることも多い。 
近年のアイマラ語の口承文学についての重要な研究成果として、デニーズ・アーノル

ド(Denise Y. Arnold)とフアン・デ・ディオス・ヤピータ(Juan de Dios Yapita)によるもの

が挙げられる。両氏は、複数の文献で、語られたアイマラ語の話の「声」についての分

析を提示しており、口承文学における語りの多声性が、アンデスの織物における複数の

糸の組み合わせと類似していることを主張している。このことを説明した 1 節を以下に

引用する。 

Within this wider context, it is not surprising that the detailed analyses of Aymara discourse, 
stylistics, and literary devices have encountered this world of woven devices, with its historical 
continuities (and ruptures). For example, the three and four linked threads of the early sprang 
textiles [...] seem to have become transposed in time to the three- and four-voice motifs in 
contemporary Aymara tales, such as this Tale of the Snake from rural Oruro in Bolivia, told by 
Doña Lucía Quispe. Here, the embedded voices of Andean reported speech [...] are layered in 
time, to let us know the ultimate source of the tale.(Arnold and Yapita 2004, p.386)（[...]は中略

を表す） 
（この広い文脈の中で、アイマラ語の言説、文体、そして文学的技巧の詳細な分析が、

それ自体が歴史的な持続性（と断絶）をもつ織物の技法の世界と出会ったことは驚くべ

きことではない。例えば、初期に織られた織物にみられる（中略）3 本か 4 本の互いに

結びついた糸は、後に現代のアイマラ語の民話における 3 声あるいは 4 声のモチーフに

移転されたかのようであり、それはルシーア・キスペによって語られたこの「蛇の話」

などにみられる。ここでは、アンデスの直接話法によって埋め込まれた声が時間に従っ

て層をなしており、我々にその話の究極の源を知らせてくれている。） 

巻末に【資料】の A.としてこのアーノルドとヤピータが提示した図式を掲げる。この

「蛇の話」は、一読しただけでは何の話なのかが分かりにくいが、ここでの蛇が若い男

に姿を変えて女の子に近づく際に、糸をたどっていくという形での自らの正体の見抜き

方を相手に教えるという内容は、上述のチョケル・カミル・ウィルニータでも話の途中

で見られるものであり、この場合はその部分が独立した話になっているのではないかと

考えられる。 
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しかしながら、この「声」の分析はどのような方法論に基づいて行われたのか、これ

までの両氏の文献では説明されておらず、誰の声に着目してその判断根拠が何であるの

かが明らかではない。また、上記引用の末尾で述べられた「話の究極の源」とは一体何

を指しているのであろうか。 
この背後にある考え方を筆者なりに推察してみると、以下のようになる。物語の筋は

語り手(N)が述べている。しかしながら、その内容を言ったのは語り手ではなく祖先(A)
の言葉によるので、動詞「言う」(saña)の主語は(A)となる。また、女の子たちの言葉は

女の子たち(G)自身によって発せられるので、引用された発話はその発話者によって、

それに付く saña はその主語によって(G)に分類される。蛇(S)についても同様である。し

かし、2 ヵ所で動詞「言う(saña)」が連続し、「と言うもんだ、と言う(siriw sika)」及び

「と言ったそうだ、と言う(sakitäwi siw)」となっている箇所では、最初の動詞の主語が

女の子たちで、次の動詞の主語が祖先と考えられるため、そのように(G)と(A)にずらし

て振り分けられる。 
なお、このように動詞「言う(saña)」の動詞屈折接尾辞を伴った形が連続する場合に、

それは最初に誰がそれを言って次に誰がそれを伝えたのかを表すのだという見解は、ア

イマラ語話者たちに共有されているようであり、ここでの図式は、アイマラ語の母語話

者であるフアン・デ・ディオス・ヤピータの見解に従っているはずであるが、かつてフ

ィロメナ・ニナ・ワルカッチョも筆者の質問に対して同じ説明をしている。 
すなわち、語り手が語る物語の筋を除くと、動詞「言う」(saña)についてはその主語

によって、引用された言葉についてはその発話者によって、アーノルドとヤピータは＜

誰の糸なのか＞を振り分けていることになる。そして、それは話の語り手の言葉も話の

登場人物の言葉もそれぞれにのみ属しているのではなく、大元では祖先の言葉として発

せられたところにその中心をもち、それぞれの糸は祖先の声に向けて回収されることに

なる。このように考えると、この図式を整合的に理解することができるであろう8。 
しかしながら、この図式には幾つか疑問が残る。語り手が語っているとされる内容、

つまりアーノルドとヤピータによって(N)に分類されている部分は、後ろの動詞「言う

(saña)」の活用された形とのつながりからも、本来は祖先が語ったことを直接話法で伝

えているだけではないかと考えられる。また、発話内容を誰が発話したかによって分類

するのはいいとして、動詞「言う(saña)」はその主語ではなく、誰がその単語（動詞 saña）
を発しているのかに基づいて振り分けた方がよいのではないかと考えられる。このよう

な捉え方をすることは、複数の層からなる語りの伝承という問題関心へとつながりうる。

これは言い換えれば、「言う」の主語は当然その埋め込まれた話の発話者だが、「言う」

と言葉を発するのはそれを聞き伝える人であり、その聞き伝える人すなわち伝承者に着

目すべきなのではないかという提案である。また、この場合、この話が語り伝えられた

のは女の子たちの誰かによって語られたからであり、蛇が誰かに語り伝えたと考えるこ

とは（不可能ではないにしても）難しい。すなわち、蛇が発話した内容が、女の子たち
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を通じて語り伝えられたものが、祖先の耳に達し、その祖先から語り手に語り伝えられ

たのだと想定するべきではないだろうか。 
また、すべての言葉が祖先へと集約されると仮定するならば、そこでは祖先の権威が

強い縛りとなって働き、現在の語り手は先祖の権威に依拠しながら語りを展開すること

になってしまう。そのような可能性を否定することはできないにしても、そこでは現実

の展開に合わせた創意工夫の可能性があまりにも狭められるのではないだろうか。 
そのような観点から語りの「声」を分析する私案を提示すると【資料】B.のようにな

る。このように整理し直すと、物語内の登場人物（動物）から登場人物（人間）へ、物

語内の登場人物（人間）から過去の誰かへ、そして過去の誰かから語り手へ、という直

接の伝承を幾重にも経ているという、伝承の多層性が見て取れると考えるべきではない

だろうか。そして祖先が語りの中心かつ権威となるのではなく、むしろ複数の層から成

る伝承経路の末端に位置する語り手が、複数の時代をたぐり寄せつつ語りを展開する役

割を担うと考えられるのではないか。すなわち、すべての話が最終的に回収される権威

が祖先にあるのではなく、先行する者たちの言葉を現在の我々がいかに受け継ぐかが問

われているのである。 
このように考えると、アイマラの人々がよく時代の層に言及することが理解できる。

この調査における語り手の 1 人であるペドロ・サラビアは、動物が登場人物となり人間

のように話しているのは「前の時代のことである」とする認識を、繰り返し筆者に語っ

ている。アーノルドとヤピータも、このような動物が人間化して登場する話を、太陽が

現れる前の暗い時代の話だと話し手たちが捉えていることを指摘している(Arnold and 
Yapita 2004: 394）。また、アイマラ出身の歴史学者カルロス・ママニ・コンドーリ(Carlos 
Mamani Condori)も、アイマラの人々が歴史を複数の時代の層として認識していること

を指摘している(Mamani Condori 1992)。アイマラ語の語りを通じて、我々は歴史の層と

複数の層からなる人々の声を伝承されていると考えられるのではないか。 
 
 
II. 動詞の屈折接尾辞と直接話法が構成するアイマラ語の語り  
 
アイマラ語の言語学研究の第一人者であったマーサ・ハードマン(Martha J. Hardman)は、

アイマラ語は幾つかの「言語学的公準(postulado lingüístico)」を持っており、話者はそれ

に従って適切な話し方をすることが要求されるという見方を提示した。ここでの公準に

は、個人的知識とそうでない知識の区別、4 つの人称における 2 人称の重視9、人間と非

人間の峻別、時間の空間としての把握10、そして人や物の動きにおける動作や向きの詳述

11があるが(Hardman et al. 2001[1974]: 19-20)、特にここで関係するのは最初の公準であり、

これは証拠性に関するものである。実際アイマラ語では、人からの伝聞によって知り得

た情報と自分の直接体験による情報を、動詞の屈折接尾辞(sufijos flexionales verbales)（活
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用）等を通して厳密に区別する必要がある（「はじめに」参照）。この「言語学的公準」

という考え方は、その言語における規範が言語の領域を越えてその言語を用いる人々の

世界観の構成に関ってもくるという意味で、大きな影響力をもつことになった。 
しかし、この考え方を強調しすぎると、アイマラ語の話者が本来もっている自由をあ

まりにも限定して捉えることにならないだろうか。アデラールは、ケチュア語で信念や

個人的証言を表す接尾辞-mi(asertivo)と、人から聞いた話であることを表す接尾辞

-si(reportativo)について、(1) 個人的に観察された事実とそうではない間接的事実を客観

性に従って区別する証拠性(evidencialidad)の軸と、(2) その個人がその伝達する事実の

真実性に責任をもつ場合とその責任を引き受けない場合を主観性によって区別する確

証(validación)の軸との、2 つの異なる軸を設定して考えるべきだとし、この主観性の軸

が話者に一定の自由を与えるのだと主張する (Adelaar 1997) 。そして、これまで証拠

性の側面のみが重視されすぎてきており、すっきりした言語の記述を求めることがその

文化についての硬直したビジョンにつながっているのだと批判している(Adelaar 1997: 
5)。その上で、-mi と-si の使用は、語り手が現実と虚構の分割線をどこに引くかの違い

であるとし、この 2 つの接尾辞の使用がそれほど予見可能な単純なものではないことを、

ペルーの農村のオーラルヒストリーを題材にとり、例えば羊をさらっていく狐について、

語り手が実際には個人的接触から見たものではないにもかかわらず（-si を使いそうな

場面で）、あたかも自分が直接狐の考えを読み取れるかのように（-mi を用いて）語っ

ているところなどを示しながら例証している。 
これは重要な指摘であるが、ただし同時にアデラールがアンデスの口承の語りの全体

像を矮小化しているようにも見えてしまうのは、ケチュア語の証拠性と確証とが接尾辞

-mi と-si のみで示されるとし、アイマラ語のそれが動詞のパラダイムに存在するとして

いる点である。それぞれの言語において、より複雑な複数の文法の組み合わせとして証

拠性と確証とは示されている。 
ここでハワード=マルベルデが、ケチュア語の証拠性に関する接尾辞に着目するだけ

でなく、時制に関する接尾辞にまで広げて検討していることは注目される

(Howard-Malverde 1988)。時制に関する接尾辞とは、動詞の屈折接尾辞（活用）のこと

であり、この屈折接尾辞も証拠性に関する情報を示す。ケチュア語はアイマラ語と同様

に、自身が直接得た知識を表す時制とそうではない伝聞に基づく知識を表す時制を区別

するが、ハワード=マルベルデは、パリアルカ(Pariarca)地域のケチュア語による伝承に

おいて、伝聞に基づく知識を示す過去の接尾辞を話し手が使い続けることはあるが、む

しろ話し手がその中に様々な推測(speculation)のコメントを挟んだり、話の冒頭と結末

のみに上の過去の接尾辞を用い残りは単純時制（ハワード=マルベルデは「物語りにお

ける現在(narrative present)」という用語を用いている）で語ったり、またパリアルカの

具体的な地名の中で生起する過去の出来事について個人的に得た知識であることを示

す過去の接尾辞で語るなど、必ずしも客観的な知識の出所だけではない要因で動詞の屈
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折接尾辞が選び取られていることを明らかにしている。それによって、話し手はその物

語をその人自身のものとしている(personalize)のであり、それが創造的な話の改変の可

能性につながっているのだとの見解を示している。 
アイマラ語の語りでは概して、前のハワード=マルベルデが検討しているケチュア語

の語りと比べて、話し手自身の経験に基づくかそうでないかの表示がより厳密に従われ

るが、筆者が聞き取った話においても例外があり、これは以下で検討する。ケチュア語

の語りは、直接話法による引用の形式と動詞のパラダイムと上述の接尾辞とが密接に絡

み合いながら展開し、アイマラ語の語りも、直接話法による引用の形式と動詞のパラダ

イムが同様に密接に絡み合い、さらには話者の推量を示す接尾辞が動詞のパラダイムの

中に位置付けられる。さらには、アイマラ語の場合は地の文の語りであっても、動詞「言

う(saña)」を使った「～と言われている」という語句が随所に挟まれていく（第 I 章）。

口承の語りを「読む」にあたっては、この複雑な語りの組み立てをどのように理解する

かを総体として問題にしなければならない。 
これらの要素の複雑な組み合わせについて、アスンタ・タピアによる語りを例にとっ

て検討する12。これはチョケル・カミル・ウィルニータの話の途中、若い男に化けた蛇

が厳重に閉じられた扉をかいくぐり若い娘ウィルニータのもとに通うようになる場面

である。 

Yast ukat uka vivurar tukusax, ist… anqanx sarxatänay. Mayamp sarask... sarxch…, mayamp 
saraskarakchi mä arumax, arumakip sarirïtayna chika ukaruw ikiri. Ukat jichhax uka arumax 
saraskarakchi ukar ikir satänaw siw. “Ukham juti mä juwinaw juti” mamapar tatapar awisatän 
siw.【AT-02】 
（スペイン語訳） 
Después ese convirtiéndose a vívora, afuera ya había ido. Una vez más está yendo..., iría..., una 
vez más estaría yendo también una noche, noche nomás pues había sabido estar yendo a la casa 
de la chica a dormir. Después ahora, en la noche estaría yendo también ahí a dormir había dicho 
dice. “Así ha venido, un joven ha venido” a su mamá y a su papá había avisado dice. 
（日本語訳） 
そしてそれは蛇に姿を変えて、外へもう出て行ったそうだ。もう 1 度再び行っている

……もう行くだろう……もう 1 度ある夜にまた行っているだろう、夜にだけ行っていた

そうなんだ、娘の家に眠るために。そして、その夜またそこに眠りに行っているだろう、

と言ったそうだ、と言う。「このように来た、1 人の青年が来た」（と）（彼女は）彼

女の母親と父親に伝えたそうだ、と言う。 

原文で、時制を表す接尾辞を太字にし、動詞「言う(saña)」が用いられる表現に下線を

引いた。ここで特徴的なのは、-täna/-tayna は、-chi/-ch と交互に現れており、過去の伝

聞として語ることと語り手が推量して語っていることが絡み合っている点である。この

ような組み合わせが用いられることを解釈するならば、話し手は伝承された物語を語り

つつも、伝承されているのは話の骨子のみであり、その間の筋をありうべきことを推量
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しつつ埋めながら語っているということになるのではないだろうか。すなわちこの場合、

接尾辞-chi を「非関与」と取ると、話者による筋を埋めていく作業の積極性が十分に捉

えきれないのではないだろうか。 
また、「～と言う」という引用を表す表現が動詞の屈折接尾辞と同時に用いられてい

る点について、satänaw siw の場合は、この動詞が伝承が複数に重なっていることを示

しているために、語り手に対して語った人もまた伝聞としてその話の筋を聞いた、とし

て解釈される。awisatän siw の場合も、語り手に語った人もまた伝聞としてその直前の

娘の言葉とそれを両親に告げたという筋を聞いた、として解釈される。このことを総合

すると、この話は複数の人を経た上で語られていることを厳密に示しながらも、途中を

話者が推量によって筋を埋めているために、柔軟に話を改変する余地がそこに存在して

いることになる。さらにいえば、そのように複数の糸をたぐり寄せる態（わざ）がここ

にあると考えるべきであり、アイマラ語の場合は動詞の屈折接尾辞（活用）だけでなく、

この様々な引用に対して用いられる動詞「言う(saña)」が活用され、時に連続する形に

対しても、その裏に表現主体が存在し、これらの鍵となる装置を通じて積極的に表現を

引き出し、語りを手繰り寄せ、構成しているのだと考えるべきなのではないだろうか。 
もう一例、ペドロ・サラビア・パロミーノが語る、チョケル・カミル・ウィルニータ

の冒頭部分には、話し手がこの話の内容に持つ態度を示す重要なヒントが含まれている。 

Asunta: Chuqil Qamir Wirnit kunjamrak yattas ukat. 
Pedro: A... ukax mä patrunan phuchhapay, mä patrunan phuchhapa, ü ukax patrunan phhuchhapa. 
Ukat istipï... janipï ukaxa, wali awkix patrun(an) phuchhapa kuyrat, janiw kawk mistsurïchipï ni 
kawkiru. Akham utanak qamasiri utana. Ukat ukhamakiy qamasiskirïpacha utan ukat jupa jani 
khitimp parlayañ munirïkänt sipï, kamsaña mä inamurayasiñ sañ, mä inamurasiñap jani(w) 
munkänt awkipa. Ukham jupax siy ukhamakiy ukan utan qamasiskirïn sipï. Ukat jichha ukham 
qamaschi ukat awkix ukhamakiw utanakiy ukham llawit ukhamakiriw siya, ukhamak qamiri.
【PS-02】 
（スペイン語訳） 
Asunta: ¿Cómo pues recuerdas el Chuqil Qamir Wirnita, de eso? 
Pedro: A... eso es pues su hija de un patrón, su hija de un patrón, sí, eso es su hija de patrón. 
Después este es pues..., no pues ese..., el padre cuidaba mucho a su hija, no saldría a ningún lado, 
así en la casa nomás sabe estar viviendo, en su casa, después así nomás pues ha debido estar 
viviendo en la casa, después él no quería que hable con nadie dice pues, ¿cómo se dice?, lo que 
se dice enamorarse, su enamoramiento no quería su padre. Así él dice pues, así nomás pues ahí 
en la casa sabe estar viviendo dice pues. Después ahora así viviría, y el padre así nomás en la 
casa nomás así encerrado con llave así nomás sabe estar dice pues, así nomás sabe vivir. 
（日本語訳） 
アスンタ―チョケル・カミル・ウィルニータをどのようにお前は覚えているか、その話を。 
ペドロ―ああ…それはある領主の娘だよ、ある領主の娘だ、うん、それは領主の娘だ。

そしてあれだ……、嫌がるんだ……、父親は娘のことをとても大切にしていて、（娘は）
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どこにも外出しないだろう、どこにも。そのように家の中でだけ暮らしている、家の中

で。そのようにだけして家の中で暮らしているのだろう、そして彼は（自分の娘が）誰

とも話すことを望まなかったと言うんだ、何て言うんだ「恋をする」という、その彼女

が恋をすることを父親は望まなかった。そのように彼は言う、そのようにだけ家の中で、

家の中でずっと暮らしていたと言うんだ。そしてそのように暮らすだろう、そして父親

はそのように家の中でだけそのように鍵で（閉じ込めて）ずっとそのようにだけしてい

ると言うんだ、そのようにだけずっと暮らしている。 

この箇所の特徴は、話し手が自身の知識であるかのような語り口で物語を語り始めた

ところにある。ウィルニータが（アシエンダ）領主の娘であることを述べる際に、伝え

聞いた話であることを明示する場合にはmä patrunan phhuchhapätayna(y)とする。しかし、

語り手は、ここではこの動詞の屈折接尾辞を付けず、あたかも自分の個人的体験に基づ

いた知識であるかのように述べている。このような語り方は、直前のアスンタ・タピア

による問いかけに応答する形で、自分がその話を知っているという点を強調するために

そのようにしているのではないかと考えられ、先述したアデラールが述べた主観に基づ

く確証を示していると考えられそうである。そして語り手は、それ以降は動詞「言う

(saña)」を挟み始め、この引用された部分の直後からは-tayna/-täna を用いた語り方へと

移行していく。相手からの問いかけにどのように応答するかという対話関係が、そこで

展開される語りの文法上の選択に影響を及ぼしているのだと考えうる。 
この場合はさらに、接尾辞-chi を非関与(no-involucurador)として取ると、語り手の態

度として、積極的に自分が話の内容を知っていると押し出す部分と、その話の内容に責

任が取れないとする消極的な部分とが交互に現れていることになり、整合性が取れなく

なる。やはり、ここは積極的に自分の推量によって話の筋を埋めていっていると解釈す

べきなのではないだろうか。 
 
 
III. 蛇の話の現実に対する適応―変革に対する畏れと希求と―  
 
アンデス研究においては、口承文学と社会や歴史との関係についても議論が重ねられ

てきた。それは、アンデスの口承文学の物語が、アンデスの先住民をめぐる社会や歴史

のどのような側面と関連をもっているのか、という問いである。 
ケチュア語に関しては、ペルー南部のクスコ地方の口承文学を調査してきたセサル・

イティエル(César Itier)が、自らが記録した物語について、それが先住民社会内部の関係

と対応しているのであり、渓谷部のトウモロコシ栽培者と高原部の牧畜民との間の緊張

や、後者が灌漑のための水源をコントロールしていることによる前者の後者への従属な

どが物語から読み取れるとの見解を提示している(Itier 2007)。イティエルのこの見解は、

20 世紀後半を通じた「インカ王(Inkarri)」の話への関心に見られるような13、植民地的
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関係とそこからの解放をめざした抵抗を読み取ろうとする動向に対する異論として提

示されたものである。 
これと類似の議論がアイマラ語の口承文学においてもなされている。カルロス・ママ

ニ・コンドーリは、チョケル・カミル・ウィルニータの話について、それは歴史におい

てアイマラの人々に力を与えるものであり、反植民地抵抗において抑圧者に対する勝利

の希求をそこに読み取ることができるとの見解を示している(Mamani Condori 1992)。こ

れに対し、アリソン・スペディング(Alison Spedding)は、ラパス県のユンガス地方にお

いて、金が欲望をかきたてるものであると同時に危険なものでもあることが、それを扱

う低い山地の人々(munti jaqi)が野蛮な格好をしていて「税金を払うものだ！」と叫ぶと

金を置いて逃げていくことと関連付けられていることを示しながら、この話は先住民社

会の中の文明と野蛮の対立を表しているのであり、高地先住民に対する低地の人々の他

者としての得体の知れなさを示しているのではないかとの見解を提示している

(Spedding 2011)。 
しかしながら、これはどちらかが正しいということではなさそうである。スペディン

グの議論はそれとして説得力を持つが、同時に 20 世紀初頭の先住民運動であるカシー

ケス・アポデラードス(caciques apoderados)の運動についてのオーラルヒストリー資料の

回復作業からは、運動の指導者サントス・マルカ・トーラ(Santos Marka T’ula)がラパス

県の北部の低地に追放された際に、そこにウィルニータが現れ、周囲に火を放ち軍人ら

を改心させ、ラパスに戻ることを可能にしたとする歴史の語りが報告されている(Nina 
Huarcacho,et al., comp. 2012)。また、右派軍政末期の 1979 年における、アイマラ先住民

による大規模な道路封鎖において、ラパス市ではあらたにウィルニータが出現し中央病

院(Hospital General)で子どもを産んだとする話が報告されている(Mamani 1992)。この例

にもとづき社会学者のシルビア・リベラ・クシカンキ(Silvia Rivera Cusicanqui)は以下の

ように述べている。 

“Así se gesta una [...] condición ideológica para una movilización rural de largo aliento: el mito 
de Chuqil Qamir Wirnita anuncia la llegada de una nueva era, en la que los centros de poder 
colonial quedarían paralizados por el ‘encanto’ y volverían a reinar los kataris” (Nina Huarcacho, 
et al. 2012: 119) 
（そのようにして農村の長期にわたる人々の動員に向けたイデオロギー状況が胚胎す

る―チョケル・カミル・ウィルニータの神話は新たな時代の到来を告知するのであり、

そこでは植民地権力の中心が「魔法(encanto)」にかけられて機能麻痺に陥り、蛇たちが

再び統治の座に就く） 

スペディングは、これに対し、話から読み取りうる多様な意味の可能性を認めつつも、

ママニ・コンドーリのような読みは先住民運動の指導者層によるものであり、普通の

人々によって共有されているものではないと主張する。これはそれ自体として重要な指

摘ではあるのだが、むしろここでは同じ話が両方の読み取られ方をする可能性をもって
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いることに注目してみたい。植民地状況からの解放を求める先住民運動につながる解釈

と、文明―野蛮の対立軸に基づく先住民社会内部の関係による解釈は両立しうるのでは

ないだろうか。前者の解釈では、若者に姿を変える蛇が「自分たち」アイマラの人々と

対応することになり、後者の解釈では、蛇はアイマラの人々にとって得体のしれない「他

者」である低地の人々と対応する。このような大きな振れ幅をもって、この物語は受け

止められ、語られてきたのではないだろうか。 
そのような多様な解釈を許容する鍵が、アイマラ語の口承文学の語られ方に存在して

いるとすれば、それは前章でも検討したように、アイマラ語の口承文学が常に対話的要

素をもって語られるからではないだろうか。ここでは、話自体が語られ終った後に、後

ろに付されるコメントの位置づけにまず着目したい。ペドロ・サラビアによるチョケ

ル・カミル・ウィルニータの語り【PS-02】においては、末尾に以下のコメントが入る。 

Ukat jichha sarnaqaskiw sipï uka... uka Chuqil Qamir Wirnita. Ü ukat wali suma siñuritaw 
sarnaqaskir sipï ukan. Ukata jichha sarnaqaskiw sipï, ukat ukax jichhax nisitiw sipï nusiy kimsä 
“Chukiyawuruw sarañ munt” sasaw six sipï ukat “janiw puyrkt sarañ” nusiy kun sis kimsä nus 
kun siw siy uk mun uk nisitirik Chukiyaw makatañatakix siw siwa. Ukat wali siñuritaw ukham 
jaqipak puwrinakaruw ukham wulsitan ukhama wark’unt’at sarnaqaskiri siw ukat wali siñurit 
quriw rigali siw, quri. Ü rigaliw siw.  
（スペイン語訳） 
Después ahora está andando dice pues ese... ese Chuqil Qamir Wirnita. Sí, y señorita bien bonita 
sabe estar andando dice pues ahí. Después ahora está andando dice pues, después ese ahora 
necesita dice pues, no sé tres, a La Paz quiero ir diciendo dice, dice pues, después no puedo ir, 
no sé ¿qué dice? tres, no sé ¿qué dice? dice pues, eso quiere, eso sabe necesitar para subir a La 
Paz, dice, dice. Después bien señorita así a algunos pobres así la bolsita así colgada sabe estar 
andando dice. Después bien señorita regala oro dice, oro. Sí, regala dice. 
（日本語訳） 
そして今（彼女は）歩きまわっていると言うんだよ、その……そのチョケル・カミル・

ウィルニータが。うん、そしてとてもきれいな若い女性がいつも歩きまわっていると言

うんだよ、そこを。そしてさて、歩きまわっていると言うんだよ、そして彼女は今必要

としていると言うんだよ、分からないけど 3 だったか、「私はラパス市に行きたい」と

言う、と言うんだよ、そして「私は行くことができない」と、何と言うのか分からない

けど 3 つの、何と言うのか分からないけど、それを欲しがっていて、ラパス市に上がる

ためにそれを必要としていると言う、と言う。そして、若い女性でそのように他の貧し

い者たちに、そのように袋の中に、そのようにぶら下げていつも歩きまわっていると言

う。そしてその若い女性が金をくれると言う、金を。うん、くれると言う。 

アイマラ語世界では、この世界を「上の世界(alaxpacha)」、「この世界(aka pacha)」、

及び「中の世界(manqhapacha)」の 3 層に分けて理解する。蛇は地表近くを這うために中

の世界の存在であるとされ、火や地震を起こす力をもち、また金を中心とした鉱物資源

を司ってもいるので、ここではこの娘が蛇の力を獲得したことになっていることが見て
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取れる。この箇所で「3」が何を指しているのかは明らかではないが14、ラパス市に上ろ

うとしているのは、ラパス市に到着すると天変地異が起きるということであるとして受

け止められている。この天変地異は一般的にパチャクティ(pachakuti)と呼ばれ、この世界

と時代の大きな転換点を指すと考えられている。アスンタ・タピアは【AT-02】において

そのようなコメントを挟んでいないが、彼女の孫たちは彼女も以前そのように語ったと

述べており、また Rivera, Nina, Álvarez y Fujita comp.(2012)で公刊された、カタリーナ・ク

ヤブレ(Catalina Cuyabre)による語りにおいても最後に同様のコメントがなされている。こ

のような物語を語り終えた後に付されるコメントが、蛇の力を得た娘がその度ごとにこ

の世界内に想起され生き返り続けることを可能にし、話を現実へと開いていくはたらき

をし、各時代と社会状況に応じて話が適応していく端緒となるのではないだろうか。 
編集の結果として一見ひとつながりの散文のように見えるケチュア語の口承文学の

テクストが、本来は語りという出来事において対話として展開しているものではないか

と指摘したのは、マンハイムとヴァン=ヴリートであった(Mannheim and Van Vleet 1998)。
これは、例えば言語学のフィールド調査において、ある言語の理解力が十分でない段階

でも、語り手が話し続けてくれる口承文学の調査から入るとされていることも含め、口

承文学についての既成概念への重要な批判になっていると考えられる。筆者の聞き取り

調査は、まとまった内容として物語を話してもらっているために同論文の批判から自由

ではないが、このような物語の末尾に付されるコメントの重要性は、アンデスの口承文

学がもつ対話的性格の重要性の一端を示しているのではないだろうか。 
このような話の最後に付されるコメントがより大きな働きをする例が、もう 1 つの蛇

の話である蛇娘の物語である【AT-01-01～04、PS-07】。この話は、物語部分は短かく、

夫のいない隙に蛇が夫そっくりの格好で忍んで来て、夫と勘違いして一夜を伴にした妻

が色の白い丸い目の女の子を生み落として死に、その女の子は叔母に育てられていると

されて終わる。しかし、アスンタ・タピアの語りでは、その後に、その叔母が物々交換

(trueque)をしにこの家に来ていて、子どもたちはその女の子と遊んでいたが、その女の

子はうっかり目を離すと蛇になったりするというくだりが長く続いていく。 
【AT-01-01】ではアスンタ・タピアの語りがアイマラ語とスペイン語を行ったり来た

りしているので分かりにくいが、改めてアイマラ語で語り直してもらった【AT-01-02】
では、母親が子どもを産み死ぬところまでは推量と直接話法による引用と遠隔過去と推

量とを組み合わせて語られてきた語りが、その子が叔母に育てられる箇所は近接過去と

非過去の組み合わせの語りに明確に転じており、自分自身の体験した知識として語られ

ている。そして、最後に話し手自身が見聞きはしていないその後の動静（をよく知らな

いこと）について話すときは、直接話法による引用の形に戻っている。 

Ukat warmix usuri uñstawayx siw, usuri. Ukat yast, ukat wawachasxchi, wawachasisin, yast usu 
wawachasxchi. Ukat jichhax wawax, walï ringa qhusiw, qhusilapiniw sipiy, ringa, ringapini. 
Ñik’utapas wilapini, wila, wawax. Ukat uñxatchi waw, wawa nasxchi ukat uñxataschi waw yast, 
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uk uñxatsay mamapax jiwt’awayx siy tayka. Jiwawayxiw siy. Wawakiy kirasiwayx siy. Mä 
tiapa utjatayn, tiapa. Uka tiapaw uka waw uywaskäna. Ukat tawaqüxänway niy, 
jiwawayxarakiw ukax, ü uka tiapax. Ukat tatapaw uywasiskäna uk, Qullanan. 
Ukhamaw. Uka kunjamäxchix. Chhaqataw sasaw sasipkän, no sé. Ukhamakiy, así nomás es eso, así. 
（スペイン語訳） 
Después la mujer se apareció embarazada dice, embarazada. Después, después daría luz (pariría). 
Dando luz, la mujer embarazada daría luz. Despues ahora la wawa, bien gringa, gringa, gringa 
siempre dice pues, gringa, gringa siempre. Hasta su cabello rojo siempre, rojo, la wawa. 
Después miraría a la wawa, la wawa nacería y después miraría a la wawa, mirándola a ella pues 
su mamá ha muerto dice, la mamá. Ya ha muerto dice. La wawa no más se ha quedado dice. 
Una tía suya había habido, su tía. Esa su tía criaba a esa wawa. Después ya era jóven ya, ella 
también ha muerto, esa su tía. Después su papá la criaba a ella, en Qullana. 
Así es. Eso ¿cómo sería? Perdida diciendo decían, no sé. Así nomás es[, así nomás es eso, así.] 
（日本語訳） 
そしてその女は妊娠して現れたと言う、妊娠して。そして、子どもを産んで、子どもを

産んで、もう妊娠して既に子どもを産んだのだろう。そして子どもは、とても白人のよ

うで、白人のようで、まったく白人のようだと言うんだよ、白人で、完全に白人だ。彼

女の髪までもがまったく赤く、髪が赤いんだ赤ん坊は。そして子どもを見るのだろう、

子どもが生まれるのだろう、そして子どもを見るのだろう、それを見て彼女の母親は死

んでしまったというんだ、母親が。もう死んでしまったというんだ。子どもだけが残さ

れると言うんだ。1 人彼女に叔母がいたそうだ、彼女の叔母が。その彼女の叔母が彼女

を育てていたんだ。そしてもう若い女性になって、彼女もまた死んだそうだ。そしてそ

の後は彼女の父親が彼女を育てたのだそうだ、コリャーナ村で。 
そういうことだ、どのようなのだろう、もう見かけないと人は言うけど私は知らない、

そこまでで終わる話だ、それはそれだけだ、そういうことだ。 

アスンタ・タピアは、【AT-01-04】でこの最後の部分だけを筆者に対してあらためて

語っており、このことから、この話の終わりにおける実体験に基づくコメントが比較的

独立したまとまりをもつと認識されていることが伺える。 
この色の白く目の丸い女の子は、この地域では有名な存在のようであり15、2012 年の

死者の日(Todos Santos)に向けた料理の準備が進む台所の中で、この女性がコリャーナ

(Qullana)村で学校の先生と結婚し、現在はアルゼンチンへと出稼ぎに行っているという

噂話を筆者は耳にしている。すなわち、現代において同時代に展開する、すなわち立ち

入って事情を聞くことが難しい、少し離れた土地の現実を理解しようとしたときに、口

承文学が躍動し、新たな話が創られていくのではないだろうか。そして物々交換や共同

作業など生活の様々な場面で、人々の話のやりとりの中で情報と物語が交換され、伝達

されていくのだと考えられる。 
このような蛇の口承文学の現代性は、2011 年 2 月の大雨によってラパス市のパンパ

ハシ(Pampahasi)地区で数度にわたって生じた土砂崩れについての語りへとつながって

いく。【AT-04】によれば、コリャーナ村（前出）からラパス市のパンパハシ地区に向
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かった娘が、夜なので泊めてほしいと地域の人たちに頼んで回る。しかし、お前は蛇な

のだろうと言われ、どこの家でも泊めてもらえない。最終的にある老婆が彼女を泊める

ことを受け入れるが、朝起こそうとした際に娘が蛇の姿で寝ている姿を目撃することに

なる。娘はその後「今に目にものを見ることになるだろう」と言って去っていき、その

後に地滑り／洪水が起きたのだと語られている16。 
この話は、現代において都市部までを含めて口承文学がまさに生きて語られる様態

（躍動）を示しているだけではなく、蛇の力をもつ娘が生きて動き回りながら改めて到

来し、前出の 2 つの話との間で物語の連なりを構成しているのでもある17。このような

外部から到来した者が冷たく扱われ、後に洪水を引き起こすという話はケチュア語圏で

も記録されており、管見の限りでは植民地時代にケチュア語で記録されたワロチリ文書

の第 6 章で、神々の 1 人のパリアカカ(Pariacaca)が、貧しい身なりで村の祭りに参列し

て、誰も彼に飲み物を与えなかったことから村に洪水を引き起こしており(Taylor 2008: 
42-3)、また、現代のクスコ地方でも、村の結婚式にパンを乞いに現れた老人が邪険に

扱われたことから洪水を引き起こした話が報告されている(Itier 1999: 10-11)。このアイ

マラ語の口承文学の場合は、話の型は類似しておりながら、蛇の力をもつ娘が主人公に

なるという点で、他のアイマラ語の物語りとの間の相互連関が形成されている。特に、

チョケル・カミル・ウィルニータの話と照合するならば、今般の地滑りは、蛇の力をも

つ娘が実際にラパス市に到達したために起きた天変地異であるとも解釈することがで

きる。 
様々な現実に対応して物語が構成され語られていく中で、その度ごとに蛇の力をもつ

娘が想起され、その娘が様々な場所の間を移動し、顔を覗かせ、忙しく働いていたこと

になる。蛇娘がもつ様々な力、そしてそれがもたらす社会と世界の変革を、人々は時に

畏怖し、そして時に希求する。 
 
 
IV. 口承文学とオーラルヒストリー―異なる時代についての語り―  
 
前章ではアイマラ語の口承文学が様々な現実に対応して語り続けられる様相を見て

きたが、本章では、通常我々が口承文学とオーラルヒストリーとして分けて考えるもの

が、語りの中では明確な境界線をもっていないことを指摘し、その相互関係を検討する。 
筆者がこれまでにアイマラ語の口承文学を聞かせてもらってきた話し手たちの中で、

フリアン・タピアは、全ての話を kuñtu であると明言している。この単語は、スペイン

語で「話・物語」を意味する cuento がアイマラ語化されたもので、アイマラ語圏では

広く使われているものである。例えば、同氏は、自分の母親から聞いたとするアシエン

ダ時代の領主による自分の祖父に対する横暴の話も kuñtuであるとして筆者に語ってい

る【JT-01】。またアスンタ・タピアの場合には、kuñtu という単語自体を使ってはいな
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いが、自分の子ども時代に日本人の家で養育されていた経験【AT-05】や、生まれ故郷

キリワヤのアシエンダ（大農園）の女性領主のもとでの日々【AT-06】について、それ

ぞれ筆者に語り伝えており、ここからは、自分の人生の特定の段階での強く印象に刻ま

れた経験をも、また 1 つのまとまりをもった話として語り伝えようとしていることが伺

える。この 2 つの話については、同氏は時間をおいてから同じ話を複数回筆者に語って

いるところからも、1 回きりの話しっぱなしとしてではなく、まとまりをもった内容と

して話し手自身の中で把握し、記憶していることが伺える。また、前章で検討したよう

に、彼女は伝承と現実の自らの体験とをまたぐ蛇の話を語ってもいる【AT-02】。これ

は我々が通常「虚構」と「現実」という形で捉えている区分が、アイマラ語の口承文学

を理解する際にそれほど有効ではないことを示している18。 
他方で、アーノルドとヤピータは、オルーロ県のカカチャカ(Qaqachaca)村では layra 

parla（オーラルヒストリー）と kuñtu（通常の「お話」）の区別がなされているとして

いる。また、筆者に物語を語り伝えた話し手たちの場合も、何の区別もしていないわけ

ではない。上述のように、アイマラ語では自らが体験した過去を語る場合と、自らの体

験ではない伝聞の過去を語る場合の区別が比較的厳密に守られており、これはこの話し

手たちの場合においても例外ではない。そして、フリアン・タピアは、【JT-01】から

【JT-05】へと語り進める際に、自らが直接関係する家族の話から始め、知人が体験を

彼に語った話へと進み、最後に動物たちが主人公の話へと進んでいる。この場合は、心

理的かつ時間的な距離の認識がここで示されていると考えうる。すなわち、この場合は

自分に最も身近な母親から伝えられた話から始め、最も昔の時代の動物たちが人間のよ

うに語り話した時代が後に来るのである。このことと、上述のようにペドロ・サラビア

が動物が人間に姿を変える話を前の時代だとして把握していることとは、第 I 章の結論

として得られた、アイマラの人々が歴史を時代の複数の層として捉えており、語り手が

その複数の時代を手繰り寄せながら語っているのだとする文法に基づいた見方が、物語

の構成と相互連関の次元においても確認できることを示唆しているように思われる。す

なわち、「文学」と「歴史」が区別されているのではなく、むしろそれぞれが異なる時

代の出来事なのだとして把握されていることが読み取れるのではないだろうか。 
なお、本論考では時代区分と層の意識を強調しているが、チョケル・カミル・ウィル

ニータが現代にも存在し続けていることや、現代に生きる女性の話として蛇が登場する

ことは、このような時代区分が単に直線的に進行するものであるとは捉えられていない

ことを示している。むしろ過去が現在に内在するような時間の捉え方をしていると考え

る方が、1 つ 1 つの話との関係を整合的に捉えられるはずで、これはハワード=マルベ

ルデが主張していたことでもあった(Howard-Malverde 1988)。 
ここで、語り手たち自身が用いている用語に着目することも、この側面の理解を深め

てくれるであろう。フリアン・タピアは上述の一連の話で【JT-03】を語り終えた後、

【JT-04】へと進む前に、以下のように述べている。 
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Wuynu uka chiqakamakiy anchhicha istisksmax chiqakamakiy ukax, kunati paski uka. Maya 
liyinda saskixa uka janiw wiräräkpachätix qamaqimp... qamaqimpi kundurumpi Lurinsyumpi 
sas. 
（スペイン語訳） 
Bueno eso es verdad nomás, ahorita te voy a ester... es verdad nomás eso, lo que ha pasado, eso. 
Otro dice leyenda, eso no debe ser verdad, con el zorro..., con el zorro y el condor y el Lorenzo 
(picaflor) diciendo. 
（日本語訳） 
さてそれはまさに本当のことなのさ、今お前にあれする……まさにほんとうのことなの

さそれは、何が起こったかそのことだ。もう 1 つのは伝説(liyinda)と言っていて、それ

はどうも本当のことではないらしい、狐やコンドルやロレンソといって。（注「ロレン

ソ」とはハチドリのことを指す） 

ここでフリアン・タピアは、kuñtu の中に chiqa=wirara（この単語はスペイン語の verdad
がアイマラ語化したもの）（本当の話）と liyinda（伝説）とを区別していることが見て

取れる。しかしながら、ここでの「本当の話」には【JT-03】に見られるような半分が

人間で残りの半分がコンドルであるような「異形の者との遭遇」も含まれているため、

chiqa と liyinda の区別が客観的な意味での現実と虚構に対応しているとは言えない。こ

の用語区分はある種の断絶を示してはいても、一連の語りの流れの中の各々の話の配置

を見ると、やはり軸になっているのは時間的距離の遠近の認識であって、そこにも語り

手の時代認識が示されていると考えるべきなのではないだろうか。 
また、ペドロ・サラビアの場合は、以下のように筆者に述べている。 

Walikiskiw, wirdadapuniw parlaña, janiw k’arisiñäkiti, k’arisisaxa juchaw. Janiw k’arisiñäkiti, 
chiqatapiniw parlañax, janiy k’arisiñäkiti.（2012 年 8 月 26 日録音、【PS-05-02】に続く部分

でこの内容を述べている） 
(Está bien, la verdad siempre hay que hablar, no hay que mentir, mentir es pecado. No hay que 
mentir, de verdad siempre hay que hablar, no hay que mentir.) 
（よし、本当のことだけを話さないといかん、嘘をついてはいけないんだ。嘘をつくと

したらそれは罪だ。嘘をついてはいけない、本当のことについて話さないといけない、

嘘をついてはいけない。） 

話し手は、メカパカ市への入り口のカーブ付近で「異形の者との遭遇」の話をした後

にこれを語っていることに注意したい。またこの前後に、話し手は筆者に対して動物が

主人公となる話を語っているので、この場合においても話し手の認識は「現実」と「虚

構」の二項対立に従っていない。すべては「本当のこと(chiqa)」について語られたもの

であるとすると、そのような現実や虚構ではない「本当のこと」を希求する表現主体が

そこに存在し、様々な文法的技巧を操り、過去の言葉たちを手繰り寄せ、そして創作を

行っていく19。 
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結論  
 
口承文学を我々研究者は伝承されつつも、それを文字化して「読む」しかない。これ

は、自らのアイマラ語がより遠くの人々に伝わってほしいと願い、また筆者に自身の記

憶を託した話し手たちの信頼から外れ、本来の口承文学の姿を歪めている可能性が多分

にあるのだが、アイマラ語の語り手たちが用いている技巧について、文字化を通じた分

析によって接近することで、人々の語りの複雑な組み立てと操りを理解する方向へと歩

を進めることはできるのではないだろうか。 
テレビが一般化し、おとしよりが子どもたちに物語を語る習慣が失われつつあるボリ

ビア社会において、口承文学も失われつつあるのではないかという懸念は日々表明され

ている。しかしながら、筆者の調査から明らかになったのは、現在もなお、人々は口承

文学によって現実を理解しようとし、様々な話が生き生きと語り続けられているという

姿であった。それは現在においても変化しゆく現実にアイマラ語の口承文学が適応しつ

つ、新たな語りを生みだす柔軟性をもっているということでもある。そのような口承文

学の持つ現実への「開け」は、時代を複数の層として捉えつつ、複数の時代の言葉を手

繰り寄せながら組み合わせて伝承し、また伝承された言葉の骨格と自らが推量して物語

を埋めていく部分を組み合わせて語りを紡ぎ、さらには対話の中で語り手が主体的に主

張したり自らのコメントを挟んだりしていく中で、実現しているものであることを本稿

は明らかにしてきた。このような語りの態（わざ）の複雑さが、様々な言語間でどこま

で共通であるかはこれからの研究課題とするほかはないが、ここで検討されたアイマラ

語の独特のありようが、より普遍的な言語の態（わざ）の問題系へと通じていることは

示唆されていると言って良いのではないだろうか。 
 
                                                   
1 この数字は 2001 年の国勢調査の結果に基づいている。隣接するペルーやチリでの話者数を含めたアイマラ
語に関する基礎的な事柄の概観については細川(1988)及び藤田(2013)を参照。 

2 アイマラ語の口承文学に関するこれまでの研究・調査状況について、1970 年代末までの状況については

Briggs(1979、1983)を、それ以降の進展と歴史を通じた全体像を提示する試みについては Arnold and 
Yapita(2004)を参照。 

3 「一面に、状（＝情）態、形態（学）、生態（学）、姿態などと言われるときの態であって、すがた、し

な（＝姿としての）、さま、かたち、ありよう、であるとともに、反面に、それらをささえる心の状態や
身体の動きと働きとをみせる「わざ」（「わざわい」のように「わざ」がみかけの主体になるときもある）
＝態度でもあって、その「態」が「言語」という「こと」とあわさって、言語態はこととい（＝言問い）、

こたえ（＝ことあえ、「こと」をあわせる、のイ）るところにはじまる、言語主体活動の一切にわたり、
全面展開する。」（藤井 2001: .5） 

4 「屈折接尾辞」とは動詞の「活用」のことであると思っていてよい。 
5 以下の 2 段落の記述は Hardman et al.2001[1974]に拠っている。 
6 ただし、この推量に関わる動詞の屈折接尾辞が用いられるかどうかは、語りによって異なるようだ。上で
検討した Arnold と Yapita が公刊しているテクストでは用いられておらず、これが地域差によるのか話者の

態度によるものなのかは、詳細な検討が必要である。 
7 もちろん、ありうべき間違いの責任は全て筆者に属する。 
8 上記のアーノルドとヤピータの引用における「源」が何を指しているかについては、それが「祖先」であ

ると捉えることもできるが、それが話の登場人物たちの言葉である可能性も排除できない。ここでは、言

葉が祖先に集約され、統括されることになることを特に取り上げて問題にしている。 
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9 アイマラ語では、話者を含み対象者を除外する 1 人称、話者を除外し対象者を含む 2 人称、その双方を除
外する 3 人称、その双方を含む 4 人称の、4 つの人称によって文法の体系が構成されている。ここでは、動

詞の屈折接尾辞（活用）の体系において 2 人称に関するマーカーが明示されることが多いことと（これは
マーカーをもたないことも多い 3 人称と比較して）、また文化的に会話の相手に対し敬意をもって扱うべ
きとされていることから、この公準が導き出されている。 

10 未来はその人の後ろにあるもので、現在と過去は目の前にある可視的なものであると考える。 
11 この具体的動作の詳述という点は分かりにくいが、「運ぶ」がその形態（指で運ぶ、取っ手の付いた物を

運ぶ、など）で細かく動詞が分かれてくることなどを指している。 
12 アイマラ語の口頭の語りを分析した先駆的な研究として、Lucy Briggs による、人の脂を抽出してしまう魔

物カリカリ(kharikhari)について、アイマラ語の母語話者が作成した教材用のダイアローグと、実際のアイ
マラ語話者による語りを比較検討したものがあるが、話の中での繰り返しの現れ方に重点が置かれており

（それ自体は重要な点である）、ここで示すような論点には触れられていない(Briggs 1998)。なお、カリ
カリの正体は教会の神父であることが多いが、筆者が聞いている話では、都市の病院においても現れ、ま
た地方を旅するバスの中等でも現れることがある。 

13 これはインカ王が復活してスペイン王を打倒するという（神話的）未来を述べる話であり、たとえばペル
ーの作家で人類学者のホセ・マリア・アルゲダス(José María Arguedas)はこの話に大きな関心を寄せていた。
Ortiz Rescaniere (1973)を参照。 

14 このチョケル・カミル・ウィルニータの話では、この「3」という数は蛇の若者との間でウィルニータが生
んだ子どもと関係して出て来るもので、【AT-02】ではその子どもが 3 匹いたことになっており、【PS-02】
では子どもが 3 つの頭をもった蛇として出て来る。アイマラ語の口承文学における数字の問題はいまだに

解明されていない。 
15 社会学者のシルビア・リベラ・クシカンキは、この女の子について染色体異常（アルビーノ）ではないか

との見方を示している(com.pers.)。実際、ラパスに暮らしていると、先住民の人々の中に色の白い人を見

かけることがある。ここでは、蛇であることが色が白いことに等置されているというよりは、色が白いと
いう理解困難な現象を前にして蛇であるからだという説明がなされていると考えるべきであろう。 

16 アスンタ・タピアは実際にこの地域に居住している娘が 1 人おり、したがってこの話に関心をもち、覚え

ていたのであろう。蛇が土砂崩れを引き起こしたという話は当時話題になり、新聞記事にもなっている(La 
Prensa 2011)。 

17 【PS-01】で、貧しい男が裕福な女主人の家でチャランゴを弾き歌い、金銀を手にし、豊かな男が真似をし

ようとしてそれに失敗する話は、Spedding(2011)ではチョケル・カミル・ウィルニータの話の後ろの部分
としてつなげて語られたものが一篇収められており、この話もその連なりの中に位置付けられるかもしれ
ない。ちなみにペドロ・サラビアは、筆者と話す中で、この女主人がウィルニータである可能性は否定し

ている。 
18  コロンビアの先住民の歴史語りが神話的要素を含みこんで展開していくことを考察した研究に

Rappaport(1998[1990])が、オーストラリアのアボリジニの社会において一見史実と食い違う出来事につい

ての語りを「神話」という範疇に安易に回収すべきでないことを主張した研究に保苅(2004)がある。 
19 奇しくも多様な言葉の伝承経路と「本当のこと」を書くことの重視は、大江健三郎による後期の作品（特

に『取り替え子
チ ェ ン ジ リ ン グ

』(2000)及び『水死』(2009)等）において扱われたものでもあった。『水死』における物の

怪を通じた言葉の伝承を検討したものとして藤田(2011)を参照。 
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【資料】 
A. アーノルドとヤピータが公刊しているルシーア・キスペ(Lucía Quispe)による狐の話 
(Arnold and Yapita 1992: p. 37 ; Arnold and Yapita 2004: pp.386-387) 
［スペイン語訳及び日本語訳は筆者（藤田）による。］ 
N: Narrator（語り手）、 A: Ancestors（祖先）、 G: Girls（女の子たち）、 S: Serpent（蛇） 

(N) Kataris jaqïriw El vívora sabe ser gente, 蛇は人間になったりするもんだ 
(A) siw. dice. と言う。 
(N) Q’alituriw uka Desnudito sabe ser ese, 裸でいるもんだ 
(A) sika*. dice. と言う。 
(G) Kawkinkarakta q’alitu ¿Dónde estás pues desnudito? 「どこにいるんだい裸のお前は？」 
 siriw. sabe decir. と言うもんだ。 
(N) Imillanakar jikjatir Sabe encontrarse con las chicas, 女の子たちと会ったりするもんだ 
(A) sika. dice. と言う。 
(N) Imillanaka parlay. Las chicas hablan. 女の子たちが話す。 
(G) Kawkinkarakta ¿Dónde estás pues? 「お前は一体どこにいるんだい？」 
(S) Nä aka manqhankta Yo estoy aquí adentro, 「僕はここだよ、中の方にいるんだ」 
 siriw sabe decir. と言うもんだ。 
 nä jutanï Yo voy a venir. 「今いくよ」 
(G) Iyaw Ya pues. 「うん分かった」 
(S) Mä ch’ankha muruq’u churasïtay Me darás una bola de hilos, 「糸玉を 1 つ私にくれるんだよ」 
 siriw sabe decir, と言うもんだ、 
(A) sika. dice. と言う。 
(N) Yast ukat ch’ankha muruq’u  Ya después una bola de hilos そして糸玉を 1 つ 
 imilla irkatasitäwi había traído la chica 女の子は持って来た 
(A) sï. dice. と言う。 
(S) Uka ch’ankhat katjitäta De ese hilo me vas a encontrar 「その糸を使って私を見つけるんだよ」 
(G) Iyaw Ya 「分かった」 
 sasaw, diciendo と、 
(N)  Yast, Después そして 
 uka ch’ankhat arkantatäwi imillanaka de ese hilo había seguido las chicas その糸から女の子たちは追跡していった 
(A) si. dice. と言う。 
(N) Ukat, Después そして 
 mä qala p’iyan en un hueco de una piedra ある石の間の穴に 
 katarikiw qhurqhuski. un vívora nomás estaba roncando. 蛇が 1 匹だけいびきをかいていた。 
 Kunas utjit No había nada (fuera de eso) それ以外何もなかった 
(G) si. dice と言う。 
(N)  Mä akan Una vez más aquí もう一度ここで 
 jikjatakirakitäw, lo habían encontrado, 彼［蛇］に彼女たちは出会ったそうだ 
(A) si. dice. と言う。 
(N) Janiw kunas utjitï katarikiskiw. No había nada, un vívora nomás 「何もなかったよ、蛇が 1 匹だけ。」 
 Ukat chachasti, Después el hombre すると男は 
(S) Ukatpï Eso soy yo pues 「私がそれなんだよ」 
 sakitäwi había dicho と言ったそうだ、 
(A) siw... dice... と言う。 
(N)  Uk isapirït nä. Eso sé escuchar yo. そのことを私はよく聞いていた。 

* フアン・デ・ディオス・ヤピータは-ka がオルーロのアイマラ語において文接尾辞(sufijo oracional)として用いられ、ラパス

では-wa を用いて siwa というところを、sika という場合があると指摘している(Yapita 1992: 47-8)。 
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B. 筆者による解釈の別案 
 
(A) Kataris jaqïriw El vívora sabe ser gente, 
(N) siw. dice. 
(A) Q’alituriw uka Desnudito sabe ser ese, 
(N) sika. dice. 
(G) Kawkinkarakta q’alitu ¿Dónde estás pues desnudito? 
(A) siriw. sabe decir. 
(A) Imillanakar jikjatir Sabe encontrarse con las chicas, 
(N) sika. dice. 
(A) Imillanaka parlay. Las chicas hablan. 
(G) Kawkinkarakta ¿Dónde estás pues? 
(S) Nä aka manqhankta Yo estoy aquí adentro, 
(A) siriw sabe decir. 
(S) nä jutanï Yo voy a venir. 
(G) Iyaw Ya pues. 
(S) Mä ch’ankha muruq’u churasïtay Me darás una bola de hilos, 
(A) siriw sabe decir, 
(N) sika. dice. 
(N) Yast ukat Ya después 
(A) ch’ankha muruq’u una bola de hilos 
(A) imilla irkatasitäwi había traído la chica 
(N) sï. dice. 
(S) Uka ch’ankhat katjitäta De ese hilo me vas a encontrar 
(G) Iyaw Ya 
(G) sasaw, diciendo 
(N)  Yast, Después 
(A) uka ch’ankhat de ese hilo  
 arkantatäwi imillanaka había seguido las chicas 
(N) si. dice. 
(N) Ukat, Después 
(A) mä qala p’iyan en un hueco de una piedra 
 katarikiw qhurqhuski. un vívora nomás estaba roncando.
 Kunas utjit No había nada (fuera de eso) 
(N) si dice 
(A)  Mä akan Una vez más aquí 
 jikjatakirakitäw, lo habían encontrado, 
 si. dice. 
(A) Janiw kunas utjitï katarikiskiw. No había nada, un vívora nomás 
 Ukat chachasti, Después el hombre 
(S) Ukatpï Eso soy yo pues 
(A) sakitäwi había dicho 
(N) siw... dice... 
(N)  Uk isapirït nä. Eso sé escuchar yo. 
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La dinámica de la literatura oral aymara en los Andes bolivianos con 
un enfoque en los valles de La Paz 

 
FUJITA Mamoru* 

 
Este artículo reflexiona sobre los posibles mecanismos, tanto gramaticales como del 

nivel de comentarios y diálogos, que posibilitan que las narraciones orales del idioma 
aymara, hablado en las zonas altiplánicas de la parte sur de los Andes, tengan flexibilidad 
para adaptarse dinámicamente a una realidad cambiante. 

Una de las características de la gramática aymara que se ha enfatizado es la 
evidencialidad. Esto es, la distinción meticulosa de las fuentes de información, a través de 
las flexiones verbales así como de una compleja utilización de citas para expresar si el dato 
se basa en las experiencias personales del narrador o si se ha obtenido por medio de alguna 
otra persona. Es cierto que en las narraciones orales en aymara se emplean extensamente 
estos recursos, también lo es que esta característica podría resultar en una excesiva rigidez 
en el contenido de la narración. Este artículo argumenta que los narradores en vez de ver la 
especificación de las fuentes como una obligación, la ven más bien como una oportunidad 
para manejar los distintos hilos de las palabras que provienen de distintas “épocas,” y así 
desde el presente creativamente heredan, combinan, y construyen el pasado. Asimismo, el 
uso extenso de un sufijo verbal flexional “no-involucrador” demuestra que los narradores 
cuentan sus historias llenando los vacíos que les dejan las palabras de los ancestros, 
asegurando así cierto espacio para la imaginación y la creación. 

En el nivel de la composición de las narraciones orales, este artículo destaca el rol de 
los comentarios al final de las narraciones, y arguye que estos comentarios logran 
establecer lazos con la realidad, tanto para interpretarla como para “abrir” los cuentos hacia 
la realidad, asegurando que estos se adapten a las diversas circunstancias vividas en las 
diversas localidades, resultando en interpretaciones casi completamente opuestas. 
Asimismo, en las secuencias de las narraciones y los términos que los narradores emplean 
se puede apreciar que no hay una línea divisoria clara entre la “realidad” y la “ficción,” y el 
artículo sugiere que más bien se trata de distintas realidades provenientes de diferentes 
temporalidades, por tanto que los cuentos de animales transformándose en seres humanos 
también son de una época de “antes”. 

                                                   
* Assistant Professor, Department of Spanish and Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo 


