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摘要  

This paper compares the attempts of Marcelino Menéndez Pelayo and the members of ‘Generation of 

98’ to search ways of the revival of Spain through academism in late nineteenth and early twentieth 

century. The paper focuses on the discussion between Pelayo and ‘Generation of 98’, and the role of 

the essence of Spanish national spirit in their sense of crisis. First, the paper examines the contacts of 

Pelayo and ‘Generation of 98’ in Spanish academic circles by analyzing the epistles which the former 

exchanged with the latter and the other Spanish intellectuals. In order to explore the differences 

between their attitudes toward the spiritual and intellectual development of Spain, the author analyzes 

Pelayo’s works, La ciencia española  and Historia de los heterodoxos españoles , in addition to his 

critical biographies written by contemporaneous intellectuals. Then, the author analyzes Pelayo’s 

above-mentioned masterpieces and some works by members of ‘Generation of 98’ to distinguish their 

points of view regarding the revival of Spain, the transformation of their perception of crisis , and their 

aims in the search of revival.  

The author concludes that both Pelayo and ‘Generation of 98’ had the sense of crisis about losing the 

spiritual core ideas of Spain under the liberal and reformist atmosphere in the end of 19th century, and 

emphasized the necessity of reconciling the revival and modernization with Spanish national traits. At 

the same time, their arguments also differ because of the difference of their points of view: Pelayo paid 

attention to the weakening of the Spanish nature of national academism and education, while the 

members of ‘Generation of 98’ were concerned about  the discord between the economic development 

and spiritual idealism.  
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１．序章  

 

ナポレオンのエジプト遠征に従軍したフランスの小説家および劇作家アレクサンドル・デュ

マ・ペール（Alexandre Dumas Père、1802－1870）が「アフリカはピレネーから始まる」と述べ

たように（メネンデス・ピダル  1974: 134-135）、近代から現代にかけて、スペインは西欧の辺

境と認識されていた。この言葉は西欧とアフリカの間に位置するスペインの地政学的位置付け

や、アフリカからの文化的影響による異質性のみならず、西欧の物質文化と精神文化の発展に

おける周辺性をも想起させる。すなわち、スペイン帝国の没落から現代に至るまで拡大し続け

た、物質面と精神面における後進性を連想させるのである。  

この後進性はスペイン人の間に自国の過去に対する葛藤を生み、19 世紀初頭から 20 世紀前

半に至るまで、自国の精神的統一をめぐる保守勢力と革新勢力の長期的な政治抗争の原因とな

った。特に、1812 年に急進的な内容のカディス憲法が公布された後に、両勢力間の対立は激化

した。立憲君主制の実現と教会権力の弱体化に基づく社会制度改革を掲げる自由主義者は当憲

法に賛同していた。その一方、カトリシズムと絶対王政に基づく旧体制を擁護する伝統保守派

は反動勢力を形成し、激しく対立した。長期化した政治的対立は収束せず、1833 年から 1876

年にかけて両勢力間でカルリスタ戦争 1)が展開された。この戦争は自由主義勢力の勝利に終わ

るが、終結後も政治的対立が継続したことにより、対立する思想的立場や歴史観を相互に抑圧

する過敏な社会環境が醸成されていた（ペレス  2017: 204-207）。  

このように、社会体制をめぐり二分されていた 19 世紀後半のスペインにおいては、科学にお

けるスペインの後進性やスペイン固有の思想文化に関する学術論争が知識層の関心を集めてい

た。しかし、この論争も単に学術的なものではなく、前述した両勢力の政治的対立の場となっ

た。自由主義者は教条主義的な自国の知的潮流と学術成果が先進的な英独仏に著しく劣ると悲

観し、国外の学術成果やフランスの実証主義歴史学に傾倒していた（Farinelli 1956: 21-22）。そ

の一方、保守主義者の中でも、伝統保守派は国是であるカトリシズムに反する思想潮流や知的

潮流を排斥していた。  

19 世紀後半のスペインにおいて、自国に固有の知的体系や思想潮流、これらに根差す国民精

神が政治的党派性に曝され、危機的な状況にあった中、一部のスペイン人知識人は国際政治に

おける負け組となった自国の知的・精神的復興に関する論争を展開した。その中心にいたのが
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マルセリーノ・メネンデス・ペラーヨ（Marcelino Menéndez Pelayo、1856－1912、以下ペラー

ヨ）と「98 年の世代」の知識人である。  

文学史や文芸評論、歴史評論などの広範な分野で活躍した碩学ペラーヨは 1880 年前後に、『ス

ペインの学術 La Ciencia Española』（1876） 2)や『スペイン異端者史 Historia de los heterodoxos 

españoles』（1880－1882）などの体系的な著作を発表し、思想史家としての評価を確立した。そ

の後も多くの著書を発表し、複数の王立アカデミー（Reales Academias）の会員となるのみなら

ず、1898 年にスペイン王立図書館の館長、1911 年には王立歴史アカデミー（Real Academia de la 

Historia）の学院長に任命された。19 世紀末スペインの学界において指導的地位にあったペラ

ーヨは、上記二作品を含む膨大な著作において、カトリシズムを中心に据えながらも、スペイ

ン思想の発展に影響を与えた他の宗教思想や国内外の哲学思想を無視せず、スペイン思想史の

体系化を試みている。  

その一方、ミゲル・デ・ウナムーノ（Miguel de Unamuno、1864－1936、以下ウナムーノ）や

アントニオ・マチャード（Antonio Machado、1875－1939）をはじめとする「 98 年の世代」

（Generación del 98）の文学者や哲学者、詩人は、文学的創作や哲学的思索を通じて、スペイン

の精神的礎を模索した。「98 年の世代」は国際的影響力を失ったスペインの再興における近代

化と進歩主義の必要性について議論した（ペレス  2017: 214-215）。多くの知識人が近代化の必

要性を叫んだ当時のスペインにおいて、「98 年の世代」の著書や論文は注目を集めていた。  

スペインの再興をめぐる議論が盛んであった 19 世紀末のスペインにおいて、ペラーヨと「98

年の世代」の学術的貢献は、西欧における一文化国家の地位を回復するための指針を提示した。

この意味において大きな政治的・学術的重要性を有しており、スペインのみならず、中南米の

知識人からも注目されていた 3)。このスペインの精神的復興における「98 年の世代」の知的貢

献は、スペイン内外の歴史家によって広く評価され続けている（牛島ほか  1999: 208-228）。そ

れに対し、ペラーヨの貢献は、当時のアカデミズムの中心的存在でありながらも、今日看過さ

れている感が否めない（Mandado Gutiérrez et al 2012）。また、同時代人であるにもかかわらず、

ペラーヨの業績は「98 年の世代」の業績と比較検討されてこなかった。そのため、スペイン再

興論争における両者の主張やその背景にある危機意識の共通点と相違点も未解明なままである。 

以上を踏まえ、本稿第 2 章では初めに、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて活躍したペラー

ヨの研究活動における「98 年の世代」との接点を彼と同時代人の往復書簡に見出す。次に、ペ

ラーヨ自身の著書と同時代人の評伝を分析し、スペイン固有の思想文化や知的潮流に対するペ

ラーヨの思想的立場や思想史観が「98 年の世代」と如何に異なるのかを明らかにする。第 3 章

では、ペラーヨと「98 年の世代」の著書を別個に分析し、スペイン再興を論じる際の視点、危

機意識を抱いた具体的な対象、両者のスペイン再興論が掲げた目標に関する差異を明らかにす

る。これらの側面に着目した一連の考察を総括し、両者が如何にスペイン再興を論じ、模索し

たのかを明らかにする。  
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２．スペインの学界におけるペラーヨと「 年の世代」

 

２． ．ペラーヨと「98 年の世代」の書簡  

ペラーヨは『スペインの学術』の出版により社会的注目を得る以前から、スペインの知識層

と密接な研究交流を行ってきた。現存するペラーヨ自身の著書や書簡集（Epistolario）に記録

される限り、彼は 1868 年に 12 歳という若さでスペインの学界との接点を得、他界直前の 1912

年まで研究交流を続けた（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol.1: nº 1） 4)。思想史家や文学史家と

しての社会的評価を確立する 1876 年から 1880 年代にかけて、ペラーヨは自身の研究活動や王

立学士院、大学における業務により多忙を極めたため、研究交流は主に書簡を通して行われた。

ペラーヨが研究交流を行った知識人はスペインの知識層に限定されず、中南米諸国や他西欧国

の知識人との交流も多く確認できる 5)。その中には「98 年の世代」の知識人も確認できるが、

両者が直接交わした書簡は少なく、ペラーヨと他の知識人の往復書簡に主にウナムーノへの言

及が見られる程度である。他の知識人との往復書簡における言及は、指導的地位にあったペラ

ーヨと「98 年の世代」がスペインの精神的復興という問題意識を共有し、注目し合っていたこ

とを示唆している。  

「98 年の世代」の中でも、ペラーヨの書簡における言及頻度には顕著な差が見られ、ウナム

ーノ以外の知識人への言及は限られている。劇作家バリェ・インクラン（Valle Inclán、1866－

1936）は 1 通の書簡において言及され、詩人アントニオ・マチャード（Antonio Machado、1875

－1939）は 2 通の書簡において言及されているのみである。劇作家ハシント・ベナベンテ（ Jacinto 

Benavente、1866－1954）も 2 通の書簡において言及されるのみであり、外交官および著作家で

あるアンヘル・ガニベット（Ángel Ganivet、1865－1898、以下ガニベット）と小説家ピオ・バ

ローハ（Pío Baroja、1872－1956）に関しては、言及も確認できない（Menéndez Pelayo, Epistolario, 

vol. 1-22）。また、政治家および歴史家であるホアキン・コスタ（ Joaquín Costa、1846－1911）

への言及は 6 通の書簡において確認できるが、彼自身がペラーヨに宛てた書簡は 1 通と少なく、

後者の返事も確認できない（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol. 1-22）。その一方、ウナムーノは

25 通の書簡において言及されており、両者間の往復書簡も確認できる（Menéndez Pelayo, 

Epistolario, vol.1-22）。この言及回数の大幅な差はペラーヨが「98 年の世代」の中でも特にウナ

ムーノに注目していたことを示している。  

ウナムーノがペラーヨに送った最初の書簡は 1902 年 12 月 7 日付である。ウナムーノはイタ

リア人作家であるジュゼッペ・アルトゥーロ・フロンティーニ（Giuseppe Arturo Frontini、1874

－1962）がカスティーリャ語教育の参考本として編纂していた『スペイン・アメリカ作家選集

Antología de escritores españoles y americanos』（出版年不詳）に、ペラーヨの短編を引用する許

可を求めていると伝えている（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol. 16: nº 657）。ペラーヨは 1902
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年 12 月 16 日付の往復書簡において、この相談に応えている。ペラーヨは『カスティーリャ抒
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復興に関する両者の思想的立場が対立していたことを意味している。実際にペラーヨの思想史

関係の著作が「98 年の世代」から多くの批判を浴びたことは、それを裏付けている（メネンデ

ス・ピダル  1974: 214）。この思想的立場の差異が、ペラーヨとウナムーノ、その他の「98 年の

世代」の知識人が相互に注目しつつも、書簡を頻繁に往復する交流に至らなかったことの背景
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２．２．ウナムーノに対するペラーヨの批判  

ペラーヨとウナムーノは両者間の往復書簡においては相互に称賛し、著書を交換するなど、

穏やかな雰囲気の下で研究交流を行っている。しかし、ペラーヨは、「98 年の世代」に属さな

い同時代人との書簡においては対称的に、ウナムーノを激しく批判していた。例えば、1905 年  

2 月  19 日に詩人である弟エンリケ・メネンデス・ペラーヨ（Enrique Menéndez Pelayo、1861

－  1921）に宛てた書簡において、ペラーヨはモデルニスモの影響を受けたウナムーノの文学観
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を強く批判している（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol. 18: nº 80）。その一方、中世初期から中

期のスペインにおけるイスラームの文化的影響を含むスペイン史に自国の衰退の原因を見出し

ていた初期ウナムーノの歴史観自体は（ペレス  2017: 211-212）、その影響を肯定的に捉えるペ

ラーヨから批判されてはいない（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol.1-22）。このことはペラーヨ

が文学と歴史という二つの密接に関連し合う分野に関して異なる姿勢を取っていたことを示し

ている。  

また、歴史家ホアキン・ペレス・ビリャヌエバ（ Joaquín Pérez Villanueva、1910－1994）によ

れば、ペラーヨの弟子である歴史家および言語学者ラモン・メネンデス・ピダル（ Ramón 

Menéndez Pidal、1869－1968、以下ピダル）は、ウナムーノ同様に「98 年の世代」に属す作家

アソリン（Azorín、実名 José Martínez Ruiz、1873－1967）のペラーヨに対する批判的姿勢を「軽

い印象に基づく虚栄心しか含まれていない古代作家の批判の猿真似」（Pérez Villanueva 1991: 

227）と非難している。アソリンは、スペインまたはスペイン人の歴史を忘却から守るのみなら

ず称揚していたペラーヨの歴史観を強く批判し、初期ウナムーノと同様に 19 世紀末スペインの

後進性を憂慮した。このことはアソリンが初期ウナムーノと同様に、歴史を通じて培われたス

ペインの思想潮流や精神文化すなわちスペイン性に対して悲観的であったことを示している。

また、ガニベットも、ペラーヨがカトリシズムに深く根差すスペイン旧来の精神文化の忘却を

恐れて擁護した反啓蒙主義を支持することはなかった（Pérez Villanueva 1991: 227）。この点は

ガニベットも 19 世紀末スペインの後進性や社会状況には批判的かつ悲観的であったことを示

している。このように国際政治において劣勢にあった自国の社会や文化に関して全体的に悲観

的であった「98 年の世代」は、旧来の知的潮流を称賛し旧体制を支持していたペラーヨを同世

代の碩学というよりはむしろ、旧体制派の知識人と見なし、批判していた。それに対し、ピダ

ルはスペイン人の精神性の基盤である旧来の知的潮流や思想潮流を受け入れない一部の「 98 年

の世代」の姿勢に反発し、学術を通したスペインの知的潮流や思想潮流の維持という視点から

精神的復興を論じるペラーヨを支持したのである。  

以上を踏まえると、スペイン再興論の中でも精神的復興に関するペラーヨと初期ウナムーノ

の対立は、旧来の思想潮流や知的潮流の維持を重視する立場と、固定されたスペインの精神性

を克服しつつ未来を模索する立場の間で生じたものであると言える。スペインの学界において

指導的立場にあったペラーヨは、伝統保守派とは異なり進歩を否定していなかった反面、スペ

イン旧来の知的潮流が本来の形で継承されないことを問題視していたのである。「98 年の世代」

に対する激しい批判は、この問題意識に根差していたのである。  

 
２．３．「98 年の世代」同士の対立におけるペラーヨ  

スペインの精神的復興をめぐる対立はペラーヨと「98 年の世代」の間のみならず、「98 年の

世代」同士の間でも起きていた。ウナムーノやアソリンがスペインの精神的復興に関するペラ
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ーヨの思想的立場を激しく批判した一方、ガニベットは中庸な立場をとった。フアン・ソペー

ニャ（1986）が 19 世紀後半の思想家達の規範に関して指摘しているように、ウナムーノ等が闘

い、否定、疑いを基本的な姿勢としていた一方、ガニベットは当時の時代環境に関しては悲観

主義、過去の人間や同時代人に関しては楽観主義を信条としていた（ソペーニャ  1986: 19）。

このような姿勢を貫いたガニベットは、教会史観を否定する自由主義者に対抗するべく反啓蒙

主義や反自由主義を擁護したペラーヨの思想的立場に賛同することはなかった。しかし、スペ

イン文化に対するイスラームの影響のような精神史的文脈を放棄しなかった点はペラーヨと共

通し（Pérez Villanueva 1991: 227）、結果的に、共に「98 年の世代」でありながらも対立的な歴

史観を有する初期ウナムーノとガニベットの自著において激しい論争が展開されることとなっ

た。  

カトリック国としてのスペインを擁護し、教会中心の歴史観を重視したペラーヨに対する姿

勢を軸に比較すると明らかな、ウナムーノとガニベットの思想家としての規範の差には、反啓

蒙主義を声高に主張したペラーヨに関するウナムーノのステレオタイプな評価が垣間見える。

ペラーヨは 19 世紀後半のスペインにおける知的活動の衰退を中世から近代の異端審問と宗教

的不寛容に帰する見方を否定した（ペレス  2017: 204）。また、ペラーヨはこの歴史観を擁護し

ていた自由主義者を『スペインの学術』と『スペイン異端者史』において糾弾したため、左翼

の知識人から伝統保守主義者のレッテルを張られ、不寛容な思想史家としての政治的評価を受

けた（Lissorgues 2011: 197, 213）。つまり、1880 年前後に、ペラーヨは自身の思想的立場のみな

らず学術に関しても、カトリシズムに反する事象を尽く排斥する異端審問官のような人物と評

価されたのである。この反啓蒙主義的かつ反自由主義的な知識人としての評価は、自由主義者

のみならず、ペラーヨを旧体制として批判したウナムーノのような「98 年の世代」によっても

共有され、ステレオタイプとなった（ソペーニャ  1986: 18）。ペラーヨに対して批判的であり、

スペインの経済的再興を重視していた初期ウナムーノは、旧来の思想潮流や知的潮流、国民精

神の維持を、左翼への痛烈な批判も交えつつ強く主張するペラーヨに関して、このような印象

を抱いたのである。  

しかし、この評価は、19 世紀末から 20 世紀初頭のスペイン内外においてペラーヨがスペイ

ンの学界を代表する最上位の知識人と評価されていたことや、英仏などの近隣国のスペイン学

者から研究協力を依頼されていたこと（Clarke 2012: 296-297）と矛盾する。確かにペラーヨは、

「98 年の世代」を含む後世代の知識人が指摘したように、旧体制を支持し、スペインとその歴

史の軸足としての位置付けを教会に対して与えていた。しかし、カトリシズムと距離のある国

内外の知的潮流や学術成果を拒否してはいなかった。自身の思想史家としての評価を確立した

著書である『スペイン異端者史』においては、カトリシズムのみならず、スペインに大きな影

響を与えた異教であるユダヤやイスラーム、これら三宗教における異端、外来の哲学思想の影

響を広範に叙述している 6)。また、思想史学において特に重視していた教会史におけるプロテ
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スタントや理性主義者の学術的貢献を認めている（Menéndez Pelayo, heterodoxos, I: 4）。これら

の点はペラーヨがカトリシズムを称揚する一方、異端思想を含むその他の思想潮流をスペイン

精神史の不可欠な一部と見なす寛容な思想史観を有していたことを示している。  

また、ペラーヨは実証主義と対照的なスペイン従来の学術成果を重視するのみならず、英独

仏の実証史学も積極的に評価していた（Menéndez Pelayo, heterodoxos, I: 44）。そこから、ペラ

ーヨの歴史学が学派およびイデオロギーの対立からの脱却や、偏執の克服を目指すものであっ

たと考えられる。『スペイン異端者史』第 1 巻において、ペラーヨ自身が「史実は決してカトリ

シズムと対立することはない」（Menéndez Pelayo, heterodoxos, I: 356）と述べていることも踏ま

えると、彼は教会中心の歴史観を否定するものでない限り、国内外の思想潮流や知的潮流、学

派を精神史の一部として重視する寛容な学問的立場を有していたことが分かる。この立場に立

脚しつつ、スペイン史の様々な側面における教会の重要性を主張し、それを否定する者を批判

したのである。  

以上から、ペラーヨはスペインの思想潮流や知的潮流、カトリシズムを自国の国民精神の基

盤と見なす保守的かつ愛国主義的な思想史観を有していた一方、根底的には精神文化や学術に

おけるスペインの現代化や進歩に対しても開明的な人物であったことが明らかとなった。ペラ

ーヨはスペインまたはスペイン人が先進的な思想や知識を取り入れつつも軸を失うことなく、

未来へ進歩することを切望していたのである。この点において「スペインの精神、性格、過去

と未来に初めて解釈を加えようとした」ガニベットは（ソペーニャ  1986: 19）、歴史観と知識

人としての規範において、ペラーヨと通底していると言える。それはペラーヨとガニベットが

共通して初期ウナムーノからの激しい批判を受けていることによって裏付けられる。  

 

３．ペラーヨと「 年の世代」の危機意識  
 

３．１．ペラーヨの危機意識と『スペインの学術』・『スペイン異端者史』の執筆  

国際政治の負け組であるのみならず、国内社会が分裂していた 19 世紀末スペインの悲惨な状

況を前に、ペラーヨは当時見失われつつあったスペイン固有の知的潮流や、西欧における自国

の知的貢献の再評価および再発見を通じて、科学分野におけるスペインの尊厳の回復を試みた。

敬虔なカトリックであるペラーヨはカトリック信仰を軸にしつつ歴史を叙述したが、彼の最初

の体系的著作『スペインの学術』第 1 巻の中で、教会史を軸に据えつつ、19 世紀後半のスペイ

ンにおいて未開拓であった学術分野を体系化し、提示している（Menéndez Pelayo, Ciencia, I: 

82-83） 7)。思想史家ペラーヨが提起した学術体系は動物学や地理学、数学の項目を除き、法制

史や文学史、思想史、文献学、考古学のような人文学分野の項目から構成されている。中でも、

中世から近世のスペイン文学史やスペイン思想史が中心的である。ペラーヨは同著第 1 巻にお

いて、自身の専門性を反映する学術体系が依拠する問題意識について次のように述べている。  
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ーヨの歴史学が学派およびイデオロギーの対立からの脱却や、偏執の克服を目指すものであっ

たと考えられる。『スペイン異端者史』第 1 巻において、ペラーヨ自身が「史実は決してカトリ

シズムと対立することはない」（Menéndez Pelayo, heterodoxos, I: 356）と述べていることも踏ま

えると、彼は教会中心の歴史観を否定するものでない限り、国内外の思想潮流や知的潮流、学

派を精神史の一部として重視する寛容な学問的立場を有していたことが分かる。この立場に立

脚しつつ、スペイン史の様々な側面における教会の重要性を主張し、それを否定する者を批判

したのである。  

以上から、ペラーヨはスペインの思想潮流や知的潮流、カトリシズムを自国の国民精神の基
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共通して初期ウナムーノからの激しい批判を受けていることによって裏付けられる。  

 

３．ペラーヨと「 年の世代」の危機意識  
 

３．１．ペラーヨの危機意識と『スペインの学術』・『スペイン異端者史』の執筆  

国際政治の負け組であるのみならず、国内社会が分裂していた 19 世紀末スペインの悲惨な状

況を前に、ペラーヨは当時見失われつつあったスペイン固有の知的潮流や、西欧における自国

の知的貢献の再評価および再発見を通じて、科学分野におけるスペインの尊厳の回復を試みた。

敬虔なカトリックであるペラーヨはカトリック信仰を軸にしつつ歴史を叙述したが、彼の最初

の体系的著作『スペインの学術』第 1 巻の中で、教会史を軸に据えつつ、19 世紀後半のスペイ

ンにおいて未開拓であった学術分野を体系化し、提示している（Menéndez Pelayo, Ciencia, I: 

82-83） 7)。思想史家ペラーヨが提起した学術体系は動物学や地理学、数学の項目を除き、法制

史や文学史、思想史、文献学、考古学のような人文学分野の項目から構成されている。中でも、

中世から近世のスペイン文学史やスペイン思想史が中心的である。ペラーヨは同著第 1 巻にお

いて、自身の専門性を反映する学術体系が依拠する問題意識について次のように述べている。  
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今日におけるスペインの教育には、その名前を除いて、スペイン的要素が全くない、つ

まり、ほぼ全てにおいて、我々の学問的伝統から分断されており、何人かの賢い教授の努

力は当局の間抜けさにより剥奪された国家的性格を注ぎ込むためには不十分である［後略］

（Menéndez Pelayo, Ciencia, I: 172）。  

 

ペラーヨが述べる「当局の間抜けさ」（ las torpezas oficiales）とは、19 世紀後半に優勢であっ
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流に悲観的であった当時の自由主義者は教育内容や方法論においてもフランスを追従し、自国

の学問教育をスペインの歴史的脈絡や文化から切り離した（Menéndez Pelayo, Ciencia, I: 172）。

ペラーヨはこの状況がスペインの学術や精神文化、国民精神の忘却に拍車をかけていると問題

視し、自国の学問教育に関する自由主義者の政策を強く批判したのである。  

ペラーヨは同様の危機感を『スペイン異端者史』においても表明している。ペラーヨは同著

の序論において、自国の学術成果の軽視と国外の成果への傾倒を悲嘆するのみならず、社会制

度と学術におけるフランスの模倣を憂慮している。  

 

［前略］我々の学術計画は、1845 年に始まって以来、フランスの体系の忠実な模倣であ

ったが、その中心化の精神は既にフランス人自身によって放棄されている。私たちの間で

は、同様の体制は、我々の種族の気質に最も逆行するものであるが、完全に不毛な結果を

導き、その厄難は日を追うごとに急速に悪化していった。［後略］（ Menéndez Pelayo, 

heterodoxos, I: 19）。  

 

ペラーヨは、スペインにおいて学術が開花した 12 世紀前半から現代に至るまで開拓された人

文科学と一部の自然科学の学術的蓄積を自国の学術成果として重視していた。この旧来の学問

的蓄積の継承と発展こそが、ペラーヨが言及した「我々の学術計画」であり、中世から近世の

スペイン思想史やスペイン文学史を中心とする前述の学術体系にも反映されている。それは、

ペラーヨが、当時フランスを模倣しつつ行われていた改革志向の教育政策に強く反発し、歴史

に根差すスペインの独自性に立ち返ることを重視していたことを明確に示している。この点も

踏まえると、自由主義者による自国の学術史および学術成果の軽視と、カトリック信仰に深く

根差す自国の学問教育の非スペイン化に対するペラーヨの危機意識がより一層明らかである。

ペラーヨは学問教育における歴史的脈絡の軽視を憂慮し、「完全に不毛な結果を導き、その厄難
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は日を追うごとに急速に悪化していった」と述べたのである。  

この危機意識の下、ペラーヨはスペイン固有の知的体系や思想文化、学術的貢献に再び光を

当てつつスペイン旧来の科学的精神の存在を示した。つまり、西洋の知的発展におけるスペイ

ンの知的潮流の貢献を提示し、自国が、19 世紀後半から 20 世紀初頭に陥っていた先進国への

傾倒あるいはヨーロッパ化への固執を必要としないほどに豊かな、固有の科学的精神や精神文

化を有していると主張したのである。ペラーヨはスペイン人が歴史を通じて展開した活発な精

神活動や、それを反映する自国の知的体系や精神文化が英独仏のような先進国と比べ劣らず、

悲観する必要のないことを学術的に提示しようと試みたのである。これがスペインの精神的復

興に関するペラーヨの主張であった。ペラーヨはこの主張を劣等感に苛まれていた当時のスペ

イン人に共有することにより、自国への偏見から解放しようと試みたのである。この意図が『ス

ペインの学術』と『スペイン異端者史』を執筆した背景の一つであった。  

学術と教育の非スペイン化やそれによる国民精神の喪失に対する強い危機意識に根差す、ス

ペインの知的・精神的復興に関するペラーヨの主張は、中世から近世の知的潮流や学術成果に

固執する印象を与える。確かに、ペラーヨは中世から近世のスペインにおいて発展した知的潮

流や学問、思想をスペインの国民精神の基盤に位置付けてはいた。ペラーヨは自由主義と保守

主義双方の知識人が、自国の歴史に根差す知的潮流の継承を軽視する状況に警鐘を鳴らしたが、

右派と左派からの政治的批判を受け、結果的に国粋主義者と見なされた（Farinelli 1956: 21-22）。 

しかし、ペラーヨ自身は国外の学術成果や外来の思想潮流、学派に対しても理解があり、彼

が復興の重要性を論じたスペインの精神性は必ずしも過去に固定されたものではなかった。こ

のことは国内外の様々な知識人との深い研究交流によって裏付けられている。ペラーヨはスペ

インの知識人が自国の精神文化や知的体系、学術成果を文化的土台として継承しつつ、現代の

先進的な学術成果や知的潮流を吸収することにより、歴史的文脈を放棄することなくスペイン

の学術を現代化させ、発展させることを切望したのである。つまり、カトリック教会の教条主

義の影響を強く受けたスペインの思想文化と知的体系から成る自国の精神的基盤を科学的精神

と調和させ、現代化に直面した自国の国民精神の忘却を回避することにより、自国を知的・精

神的に復興する必要性があると説いたのである。これがスペイン再興論争においてペラーヨが

立脚した知識人としての使命感であったのである。この使命感に根差す『スペインの学術』や

『スペイン異端者史』などの著作において、ペラーヨは自国の精神的復興における旧来の精神

文化の普遍性を決定的には裏付けられず、批判された。しかし、歴史的文脈を重視しつつも現

代化にも開明的な姿勢に依拠する彼の主張は単なる過去の栄光の称揚ではなかったのである。  

以上を踏まえると、スペイン再興に関するペラーヨの論は目的と手段の双方において純粋に

学術的であったことや、彼の主張の根底にある危機意識が学術と教育の非スペイン化に向けら

れていたことが明らかである。ペラーヨはスペイン人が自国の再興と現代化を試みる中で英独

仏のような先進国の科学技術や知的潮流、精神文化に傾倒し、自国の文化的土壌や国民性を見
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インの知識人が自国の精神文化や知的体系、学術成果を文化的土台として継承しつつ、現代の

先進的な学術成果や知的潮流を吸収することにより、歴史的文脈を放棄することなくスペイン

の学術を現代化させ、発展させることを切望したのである。つまり、カトリック教会の教条主

義の影響を強く受けたスペインの思想文化と知的体系から成る自国の精神的基盤を科学的精神

と調和させ、現代化に直面した自国の国民精神の忘却を回避することにより、自国を知的・精

神的に復興する必要性があると説いたのである。これがスペイン再興論争においてペラーヨが

立脚した知識人としての使命感であったのである。この使命感に根差す『スペインの学術』や

『スペイン異端者史』などの著作において、ペラーヨは自国の精神的復興における旧来の精神

文化の普遍性を決定的には裏付けられず、批判された。しかし、歴史的文脈を重視しつつも現

代化にも開明的な姿勢に依拠する彼の主張は単なる過去の栄光の称揚ではなかったのである。  

以上を踏まえると、スペイン再興に関するペラーヨの論は目的と手段の双方において純粋に

学術的であったことや、彼の主張の根底にある危機意識が学術と教育の非スペイン化に向けら

れていたことが明らかである。ペラーヨはスペイン人が自国の再興と現代化を試みる中で英独

仏のような先進国の科学技術や知的潮流、精神文化に傾倒し、自国の文化的土壌や国民性を見
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失うことに対して強い危機意識を持っていた。この状況を前に、ペラーヨは現代の科学的精神

と旧来の学問教育を両立する必要性に立脚しつつ、自国の国民性の維持と現代化を両立するこ

との重要性を強調したのである。  

 

３．２．「98 年の世代」の危機意識  

多くの西欧国が植民地運動を展開し勢力を拡大していた 19 世紀末に、スペインの衰退は顕著

であったが、1890 年代に入ると、スペインは米西戦争（1898）に敗北し、モロッコ以外の海外

領土を喪失した。そのスペインの後進性を憂慮していた「98 年の世代」は、創作活動を通して

スペイン人の生き方や原動力を模索した。その過程においてスペインの本質について活発に議

論されたが、論争の中心にいたのはウナムーノとガニベットであり、両者はスペイン衰退の原

因について主に政治、経済、社会の観点から論じた。論争に加わって間もない初期ウナムーノ

はスペイン性を否定し、歴史に根差すスペインの精神的理想に再興の契機を見出さず、論敵で

あるガニベットが自国の精神的復興に関する自身の見解を述べた著作『スペインの理念

Idearium español』（1897）を激しく批判した。それに対し、ガニベットは翌年に論文「スペイ

ンの未来 El Porvenir de España」（1898）を『グラナダの守護者 El Defensor de Granada』（1880

－1936）に投稿し、ウナムーノの批判を咀嚼しつつ巧みに反論している。  

「スペインの未来」8)において、ガニベットは「私」、「ウナムーノ」、「我々」以外に、「貴兄」

（hermano）という呼称を用いている。この論文がウナムーノへの反論を目的としていることや、

ウナムーノの出自に言及して「ビスカヤ人の貴兄は」（メネンデス・ピダルほか  1991: 241）と

述べていることを踏まえれば、この「貴兄」とはウナムーノのことである。また、「しかし重大

なことは、貴兄が立腹しながらではあっても、スペイン独自の精神に及ぼしたその（侵略者の）

9)影響という現実を認めていることです」（メネンデス・ピダルほか  1991: 222）というように、

ガニベットは自身の見解を陳述する中でウナムーノの否定的な側面に言及するときには、常に

「貴兄」を用いている。ここでは、かつてスペインに移住したフェニキア人やユダヤ人、モー

ロ人の足跡を否定するウナムーノの排他主義的な姿勢を批判している。このような批判を展開

する際、ガニベットは「貴兄」と呼ぶことによりウナムーノへの批判の調子を和らげ、敬意を

失わなかったのである。  

ウナムーノへの反論はスペインの経済的発展とスペイン国民の精神的理想の確立のいずれを

優先するべきかという問を軸に展開されている。ガニベットは次のように、経済的利益の追求

を重視するウナムーノに反論し、精神的理想こそがスペイン人の原動力であり、19 世紀末のス

ペインにも高貴な精神や国家の理念的願望が必要であると主張している。  

 

貴兄が私に同意されない点があります。私が経済的発展を理念の発展に従属させるのに

対して、貴兄は理念の価値は経済的利益に劣っていると信じておられます。しかし、貴兄
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も物質的利益を理想主義全体の上におくほど論理的ではなく、宗教的理想のために譲歩さ

れています。［中略］利害関係をもつことで国外活動を始める国があるのは確かで、政治的

支配や知的影響はそのあとできます。しかし、スペインはそうした国ではなく、理想を前

面に掲げます。それがわれわれの自然な表現法だからです。われわれの性格はある計画を

黙って準備するのには不向きです。高貴な理念的切望が我々を動かすときは、思い立った

ら吉日です。今日、われわれが完全に敗北しているとすれば――敗北は数世紀前に始まっ

たのですが――それは利害の名において攻撃されたからで、われわれの巻き返しは、それ

ができるとしても、敵と同等の資力をもつ日にではなく、新しい理想がわれわれを駆り立

てる日に成就するでしょう。［中略］経済活動ではわれわれは個性のない模倣者に過ぎない

のですから（メネンデス・ピダルほか  1991: 247-248）。  

 

ガニベットは理想主義をスペイン人の本質的性格と見なし、19 世紀末における精神的復興も

その本質に忠実であるべきと主張している。この主張の裏付けとして、8 世紀から 15 世紀末ま

で続いた国土再征服運動や 15 世紀末から 16 世紀以降のアメリカ大陸の征服において、国家の

精神的理念や理念的願望がスペイン人を励ましたことを挙げている（メネンデス・ピダルほか  

1991: 248）。つまり、ガニベットは 19 世紀末のスペインおよびスペイン人が旧体制派と新体制

派に分断され、彼がスペイン人の本質と見なす理想主義とかけ離れた状況を特に危惧していた

のである。この危機感こそ、ガニベットが、中世末期から近世初期におけるスペインの精神的

勝利を実現させたのと同様な精神的理念を模索した背景である。  

その一方、20 世紀初頭に入ると、ウナムーノは論争初期に否定したスペイン性を肯定し、ガ

ニベットと同様の考えを取り始めた。この頃のウナムーノすなわち中期ウナムーノは、1912 年

に著作として再出版されたガニベットの「スペインの未来」に序文を提供し、その中でスペイ

ンの精神的理念の重要性を強調するガニベットの主張を称賛し、「あなたのなかに、我が友ガニ

ベットよ、一人の夢想家を見出すがために、私はあなたが、スペインにおいてそれほどまでに

必要とされている真の意味で新手なそれらの者達の一人であると信じます」（Ganivet 1940: A 

Ángel Ganivet）と述べている。ここから、当時のウナムーノがスペイン性およびスペインの精

神的理想をスペイン再興の基軸とするガニベットの主張を支持していることが分かる。ガニベ

ット自身が述べているように、ウナムーノはスペインの精神的理想を完全に切り捨ててはいな

かったのである（メネンデス・ピダルほか  1991: 247-248）。  

このようにガニベットの考えに同調していた中期ウナムーノは、19 世紀末の西洋において先

進国であったフランスの世俗的な社会体制や学問に傾倒していたスペインが歴史的個性を喪失

することを危惧していた。そのため、ヨーロッパ主義に対して懐疑的な姿勢を取り、スペイン

再興と精神的礎の回復を両立することを模索した。ウナムーノは傑出したスペイン人哲学者で

あるホセ・オルテガ・イ・ガセット（ José Ortega y Gasset、1883－1955、以下オルテガ）10)がス
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先進国を模倣し、精神的・文化的な核を喪失することに対して向けられていたのである。「98
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が陥りかけていた精神的・文化的な従属関係からの脱却であったのである。先進国に範を取り、

自国の国民性を放棄せずとも、経済的発展や社会的進歩が可能であることを西欧諸国に示すこ

とが、「98 年の世代」が意識した知識人としての使命であったのである。  

 

４．結論

本稿では、ペラーヨと「98 年の世代」の研究活動における接点や、スペイン再興論争におけ

る両者の対立関係、「98 年の世代」の間でのペラーヨの評価を確認した上で、スペイン再興に

関する両者の論の特質、その背後にある危機意識について検討した。ペラーヨが教育と学術の

非スペイン化という学術的な視点、「98 年の世代」が経済的発展と精神的理想の不和という政

治的・経済的・社会的な視点からスペイン再興について論じたように、両者の着眼点が大きく

異なった一方、共通して、自由主義的な改革志向が強かった 19 世紀末スペインにおける国民性

の喪失に危機意識を抱き、自国の再興と国民精神の維持を両立する必要性を強調したと結論し
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た。  

ウナムーノとアソリンのペラーヨ批判に見られるように、スペイン再興論争におけるペラー

ヨと「98 年の世代」の対立は、旧来の思想潮流や知的潮流の維持を重視する立場と、固定され

たスペインの精神性を克服しつつ未来を模索する立場の対立と言うべき様相を呈していた。ペ

ラーヨは、カトリック教会の影響が強いスペイン旧来の精神文化や知的体系を国民精神の基盤

として重視し、19 世紀後半に優勢であった自由主義者が自国の学術成果や知的潮流を軽視する

状況を国民性の危機と捉えていた。ペラーヨはスペイン人が、自国の再興を試みる中で、英独

仏のような先進国の科学技術や精神文化に傾倒し、自国固有の文化的土壌や国民性を喪失する

ことに強い危機意識を持っていた。フランスに範を取った改革志向が主流となる中、ペラーヨ

はカトリシズムの影響が強い旧来の学問教育を現代の科学的精神と調和する必要性に立脚しつ

つ、自国の国民性の維持とスペイン再興を両立することの重要性を強調したのである。  

それに対し、ペラーヨを旧体制の擁護者として批判した「98 年の世代」の中には、ガニベッ

トと初期ウナムーノのように、スペイン固有の文化的土壌に関する歴史観をめぐり対立した者

も見られたが、全体的に、国際政治において劣勢にあった自国の社会や文化、歴史に関して悲

観的であった。「98 年の世代」は自国の極度の衰退や、政治的・文化的な後進性、技術的・経

済的発展の必要性に直面したスペイン人が、先進国の科学技術と文化の模倣により、単に精神

的・文化的な従属関係に陥ることを危惧した。それを回避することに重要性を見出したため、

「98 年の世代」は現代西欧において後進的と見なされてきた自国の国民性に忠実でありながら

もスペインの経済的発展や社会的進歩を実現し得る新たな精神性を模索するスタンスで、スペ

イン再興論争を展開したのである。そのような経済的発展や社会的進歩が可能であることを西

欧諸国に示す試みを通して、現代西欧の先進的な精神文化や科学の盲従が、西洋と東洋の境に

位置する自国の再興においては必ずしも解決を意味しないことを主張したのである。  

このように、保守的でありながらも現代化に開明的なペラーヨは歴史的な視点から、旧来の

精神文化を維持・伝承しつつ学問教育を現代化することを重視した一方、「98 年の世代」は、

スペイン性に忠実かつ自発的な経済的・社会的進歩を実現し得る新たな精神性を模索した。こ

のように、ペラーヨと「98 年の世代」の再興論がそれぞれ掲げた理想は、その裏付けにおいて、

スペイン固有の歴史的経緯と精神文化に置く比重が大きく異なる。しかし、極度の衰退と現代

化、改革志向の政策により自国の国民性が失われつつあった 19 世紀末から 20 世紀初頭の状況

に対する問題意識は共通している。この点から、国際政治における負け組であったスペイン人

が自国固有の精神性を維持しつつ現代化を遂げ、国内の社会的分裂を克服し、精神的一体性を

回復することが、ペラーヨと「98 年の世代」という立場と世代の異なるスペイン人知識人に共

通の希望であったと言える。また、ペラーヨの精神的復興論がピダルにより支持された一方、

「98 年の世代」の再興論に共感する知識人も多かったことは、スペイン性を維持した上での再

興の必要性が、現代化という大きな転換期に自国の本質を再確認する必要性に迫られていた当

関智彦14	



14 関 智彦 

た。  

ウナムーノとアソリンのペラーヨ批判に見られるように、スペイン再興論争におけるペラー

ヨと「98 年の世代」の対立は、旧来の思想潮流や知的潮流の維持を重視する立場と、固定され

たスペインの精神性を克服しつつ未来を模索する立場の対立と言うべき様相を呈していた。ペ

ラーヨは、カトリック教会の影響が強いスペイン旧来の精神文化や知的体系を国民精神の基盤

として重視し、19 世紀後半に優勢であった自由主義者が自国の学術成果や知的潮流を軽視する

状況を国民性の危機と捉えていた。ペラーヨはスペイン人が、自国の再興を試みる中で、英独

仏のような先進国の科学技術や精神文化に傾倒し、自国固有の文化的土壌や国民性を喪失する

ことに強い危機意識を持っていた。フランスに範を取った改革志向が主流となる中、ペラーヨ

はカトリシズムの影響が強い旧来の学問教育を現代の科学的精神と調和する必要性に立脚しつ

つ、自国の国民性の維持とスペイン再興を両立することの重要性を強調したのである。  

それに対し、ペラーヨを旧体制の擁護者として批判した「98 年の世代」の中には、ガニベッ

トと初期ウナムーノのように、スペイン固有の文化的土壌に関する歴史観をめぐり対立した者

も見られたが、全体的に、国際政治において劣勢にあった自国の社会や文化、歴史に関して悲

観的であった。「98 年の世代」は自国の極度の衰退や、政治的・文化的な後進性、技術的・経

済的発展の必要性に直面したスペイン人が、先進国の科学技術と文化の模倣により、単に精神

的・文化的な従属関係に陥ることを危惧した。それを回避することに重要性を見出したため、

「98 年の世代」は現代西欧において後進的と見なされてきた自国の国民性に忠実でありながら

もスペインの経済的発展や社会的進歩を実現し得る新たな精神性を模索するスタンスで、スペ

イン再興論争を展開したのである。そのような経済的発展や社会的進歩が可能であることを西

欧諸国に示す試みを通して、現代西欧の先進的な精神文化や科学の盲従が、西洋と東洋の境に

位置する自国の再興においては必ずしも解決を意味しないことを主張したのである。  

このように、保守的でありながらも現代化に開明的なペラーヨは歴史的な視点から、旧来の

精神文化を維持・伝承しつつ学問教育を現代化することを重視した一方、「98 年の世代」は、

スペイン性に忠実かつ自発的な経済的・社会的進歩を実現し得る新たな精神性を模索した。こ

のように、ペラーヨと「98 年の世代」の再興論がそれぞれ掲げた理想は、その裏付けにおいて、

スペイン固有の歴史的経緯と精神文化に置く比重が大きく異なる。しかし、極度の衰退と現代

化、改革志向の政策により自国の国民性が失われつつあった 19 世紀末から 20 世紀初頭の状況

に対する問題意識は共通している。この点から、国際政治における負け組であったスペイン人

が自国固有の精神性を維持しつつ現代化を遂げ、国内の社会的分裂を克服し、精神的一体性を

回復することが、ペラーヨと「98 年の世代」という立場と世代の異なるスペイン人知識人に共

通の希望であったと言える。また、ペラーヨの精神的復興論がピダルにより支持された一方、

「98 年の世代」の再興論に共感する知識人も多かったことは、スペイン性を維持した上での再

興の必要性が、現代化という大きな転換期に自国の本質を再確認する必要性に迫られていた当

 スペイン再興の文脈における 19 世紀末から 20 世紀初頭のスペイン人知識人の国民性論争 15 

 
 

時のスペイン人知識人に広く認識されていたことを示している。この共通の意識および願望こ

そ、当時の多くの知識人がスペイン再興について激しい論争を展開した背景なのである。緊張

感に満ちながらも闊達な当時のスペインの知的環境は、この共通の危機意識と必要性に根差し

ていたのである。  

今後はペラーヨの弟子ピダルと「98 年の世代」のスペイン思想史学における接点や、スペイ

ン再興論争に関する両者間の議論に焦点を当て、研究を続けたい。1912 年にペラーヨが他界し

てから第一次世界大戦、スペイン内戦（1936－1939）、フランコ期（1939－1975）に至るまで、

スペイン再興の議論が辿った軌跡を把握することにより、19 世紀末から 20 世紀におけるスペ

インの知的環境をより多角的かつ正確に理解できると考える。  

 

注  

 
⑴  カルリスタ戦争という名称は、反動勢力である伝統保守派が、王権神授説を信奉するカル

ロス四世を擁護し、カルリスタと称されていたことに因む（メネンデス・ピダル  1974: 171）。 
⑵  本稿において、外国語文献の邦題は筆者訳であり、原題は最初の言及にのみ記す。また、

外国語文献からの引用は筆者訳である。  
⑶  例えば、ラテンアメリカ文学のモデルニスモ運動を代表し、「98 年の世代」にも影響を与え

たニカラグアの詩人および外交官ルベン・ダリーオ（Rubén Darío、1867－1916）が挙げら
れる。『現代スペイン España Contemporánea』にはペラーヨへの献辞も含まれている（Darío 
1901: 296-310）。  

⑷  ペラーヨの最初の学術成果は彼の出生地であるサンタンデール県の地域新聞『山地の蜜蜂
La Abeja Montañesa』に「メネンデス・ペラーヨの最初の仕事 Primer trabajo de Menéndez 
Pelayo」と題され、出版されている（Menéndez Pelayo, Epistolario, vol.1: carta nº 1）。  

⑸  中南米の知識人との往復書簡は『メネンデス・ペラーヨとイスパニダー : 書簡集 Menéndez 
Pelayo y la Hispanidad: Epistolario』として別個に再編集されている（Menéndez Pelayo 1955）。 

⑹  スペインのカトリック、ユダヤ、イスラームにおける異教に関しては、『スペイン異端者史』
第 2 版の第 1 巻から第 3 巻を参照（Menéndez Pelayo, heterodoxos, I-III）。なお、本稿におい
て、『スペイン異端者史』は実際に研究資料として使われている第 2 版を用いる。  

⑺  本稿において、『スペインの学術』は 1953 年から 1954 年にかけて出版された CSIC 版を用
いる。本著の改訂版は版により出版社が異なるが、CSIC 版は実質第 5 版に当たり、最も完
成度の高い版である。  

⑻  本稿では、『スペインの理念』の新泉社版（1991）に収録されている橋本訳を用いる。  
⑼  「侵略者の」は筆者が文脈に従って補足したものであり、原文には含まれていない。  
⑽  オルテガ（1883－1955）は「98 年の世代」以降の哲学者である。オルテガは『未脊椎のス

ペイン España Invertebrada』（1921）において、歴史を通じてスペインには選ばれた少数者
と大衆の間に媒介がなかったのみならず、「稀なスペインの天才もつねに半ば「民衆」であ
った」と述べ、自国が学問や芸術において英仏に著しく劣ると主張している（オルテガ・
イ・ガセット  1998: 336）。この認識が、ヨーロッパ主義を選択した背景である。  
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