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ブルキナファソの作家アンソムウィン・イニャス・イエンの
絵本『平和のハト』のメッセージ
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  村田はるせ
１．絵本の展示会『アフリカの絵本ってどんなの？』

いとも考えた。しかし開催してみると、アフリカの作

を開いて

家がどんな信念をもって絵本を書いているのか、絵本
に込められたメッセージは何かを、もっともっと探ら

筆者は 2015 年 11 月 19 日～12 月 8 日に富山県富山

なければという思いに駆られた。

市で絵本の展示会「アフリカの絵本ってどんなの？」

じつは展示絵本が出版された地域では本に触れるこ

を開催した。会場は、市内の児童書の古書専門店内の

とさえできない子どもの方が圧倒的に多い。なぜなら

小さなギャラリーであった。
展示した絵本は 40 冊で、

まず、
サハラ以南アフリカ諸国一般に言えることだが、

多くはベナン、ブルキナファソ、コートジボワールな

流通する本の９割は輸入とみられ(Pinhas 2005)、それ

どのフランス語を公用語とする旧仏領西アフリカ諸国

らはひじょうに高価だからである。そのうえ書店や図

で出版され、この地域出身の作者／挿絵画家が手がけ

書館があるのはおもに大都市である。またフランス語

た絵本である。欧米諸国で再版された作品や、作者が

はフランス語公用語圏アフリカの人々が日常的に使う

英語で書いた作品を除き、
フランス語で書かれている。

言語ではないので、十分な就学経験がなければ読書は

筆者が現地に赴いて入手したものも多い。この展示会

できない。そんななかでアフリカ人が絵本を書き、出

はこの地域の絵本に触れられる日本で初めての催しで

版するなど、いったい何の役に立つのかと多くの人は

あったと考えられる。全期間を通しての来場者はのべ

考えるだろう。しかし筆者はこの地域の作家がどんな

200 人ほどであった。

思いで、どのように題材を選んで児童書を書いてきた

展示した絵本のテーマは、①「コートジボワール人

かを探ることで、そうした児童書を少しずつでも増や

作家ヴェロニク・タジョ(Véronique Tadjo)の絵本」
、

していくことの意味を知るようになった。一言でいう

②「創作物語の絵本」
、③「家族を語る絵本」
、④「紛

と作家たちは、
「アフリカの子どもにもアフリカの価値

争を取り上げた絵本」
、⑤「伝承・教訓の絵本」
、⑥「パ

を語る本を読む権利がある」と考えて書いてきたので

ーニュ（アフリカの服地）を語る絵本」
、⑦「命と性の

ある。

絵本」
、⑧「衛生と感染症の絵本」(村田 2015)であっ

1970 年代に児童文学作品を発表しはじめたコート

た。とくにタジョを取り上げたのは、旧仏領西アフリ

ジボワール出身のジャンヌ・ドゥ・カバリ(Jeanne de

カで児童文学を手がける作家がまだごくわずかだった

Cavally)は、この地域のフランス語の児童文学のパイ

1980 年代末に創作を開始し、
この地域の児童文学創作

オニアの一人である。教師だった彼女は、
「アフリカに

を牽引してきた作家だからである。絵本の展示会は

適した児童文学がない」(Dabo1982)と感じていたとい

2016 年４月 14 日～５月 10 日には第２回目を開き、

う。児童に読書をさせようにも、ヨーロッパやフラン

さらに多様なテーマの絵本も展示する予定である。

スについて語る本しかなかったのである。そこで「ア
フリカを主題として、アフリカの子どものために」

２．アフリカの作家が書き、アフリカで出版され

(Dabo1982)書こうと考えたという。彼女の心の中には、

た絵本の意味

異国の魅力ばかりを語る本を読んで子どもが育ち、
「よ

このような展示会を開いたのは、まだ日本でほとん

その国に憧れ」(Dabo1982)ることを懸念する気持ちが

ど知られていない、おもしろくて、真剣で、不思議で

あったのである。植民地期、フランスの自民族中心主

美しい絵本を多くの人に見てもらいたかったからであ

義的な価値観が就学者に教え込まれたこの地域では、

る。同時に、アフリカの児童書が現地でもつ意味や、

独立後の教育にもその影響が残り、カバリはそれを変

出版を取り巻く多様な困難を少しでも知ってもらいた

えようとしたと考えられる。
1

その後児童文学の世界に入ったタジョも、外国で出

頼らなければ経営できないのが現状である。ERA のよ

版された本しか読めなければ、子どもは「自分たちの

うな国内出版社もその困難を抱えている。先進国で作

文化には何の価値もない」(Tervonen1999)と考えてし

品を出版する作家もいるが、そうした本はあまりに高

まうと述べた。自身の国や文化についてさえ、国外の

価で、アフリカで流通することはない。タジョはその

作家が国外で出版した本を通して知るしかないなら、

児童文学作品の多くが欧米で出版されている作家だが、

出身地に対する意識、そして自分自身に対する意識に

アフリカの子どもに自作を読んでもらえるよう、出身

も負の影響を与えるとタジョは懸念したのである。

国のコートジボワールからも出版している。しかしこ

ベナンで児童書専門出版社 Editiosn Ruisseaux

れは例外的で、どんな作家にも同じことができるわけ

d’Afrique（以下では ERA とする）を経営し、多くの

ではない。

児童書を出してきた作家のベアトリス・ラリノン・バ

少し解説しておかなければならないが、ここで取り

ド(Béatrice Lalinon Gbado)も、1990 年代まではベナ

上げている地域の出版社の経営が困難な理由は、アフ

ンを含む旧仏領アフリカ諸国の書店に並んでいたのは

リカの貧困や識字率の低さだけにあるわけではない。

フランスで出版された本ばかりで、子どもが読書をし

確実な利益をもたらすはずの教科書市場が、フランス

たければ「自動的に自分のもの以外の文化とつながる

やカナダのケベックの出版社に独占され、国内出版社

ことになった」(Beau2013)と述べた。子どもの情動の

は教科書出版からの利益の恩恵にあずかれないという

発達や人間的な成長のためには、身の回りの「人間的・

問題もあるのである(Pinhas 2005:74)。またラリノ

物質的環境が発する活力」(Beau2013)を子どもが吸い

ン・バドの経験によると、国際機関による読書促進の

上げることが必要だと考える彼女は、アフリカの子ど

ための補助金を欧米の多国籍企業が横取りするという

もにアフリカ文化の多様性や文化遺産の豊かさを語る

ことも起きている(Tervonen 2003:103)。

本を出版したいと考え、出版社を立ち上げたという。

こうしたなかでアフリカの作家たちは八方ふさがり

こうして彼女の出版社からは、彼女自身がよく知り、

になってしまう。作品を出版しようにも国内出版社の

この地域の子どもになじみがある社会や自然、人物が

状況は困難である。先進国の出版社から出版しように

描かれた本が出版されていった。
2014 年のインタヴュ

も、先進国の出版社は先進国の読者に受け入れられる

ーで筆者がこうした本を出す理由を尋ねると、
彼女は、

内容や挿絵の本しか出版しない。それでも筆者は展示

読者の子どもが人物に同化して「自分自身でいるた

会を開いてみて、国境を超えて共感を呼ぶ絵本の力の

め、自分自身になるため、自身の価値が開花するた

大きさに気がついた。その作品とは、ブルキナファソ

めである。子どもが、自分にはアイデンティティが

の作家アンソムウィン・イニャス・イエン(Ansomwin

あり、さまざまな根があり、他者とは異なると知る

Ignace Hien)が書いた『平和のハト(Les colombes de

ためである。自分にも他者にも文化があり、それは

la paix)』(2006)である。このような絵本の味わいがど

交換しあえると知るためである」と答えた。

こから生まれるのかを探り、アフリカ人作家が書く絵

以上のように、児童書に取り組んできたアフリカの

本の価値をよりよく理解したいと思ったのである。

作家たちは、アフリカの子どもたちを取り巻く社会や
自然、文化を描くことで、子どもたちに自分は誰なの

３．アンソムウィン・イニャス・イエンの『平和

かを考えさせ、これから他者と作る関係がより豊かに

のハト』

なるよう手助けできる本を生み出そうとしてきたので

筆者が開催した絵本の展示会期間中には、外国語で

ある。タジョとラリノン・バドの作品は今回の展示会

書かれた絵本の内容を知ってもらうため、拙訳を朗読

でも展示した。

して解説する「読み聞かせ会」を 14 回開いた。３歳

とはいえ、そうした本を誰が出版するのかという問

児から大人までが参加し、どの絵本の朗読にもじっと

題は残る。日本には多くの出版社があり、日本の作家

耳を傾けてもらえた貴重な時間だった。そうしたなか

の作品が国内で出版されるのは当然である。しかしこ

でもとくに参加者の関心を引いたのがイエンの『平和

こで取り上げている地域の出版社は、先進国の大手出

のハト』であった。物語の展開を追う参加者の集中力

版社からの出資、先進国政府や国際機関からの援助に

がもっとも高かったのである。この物語はコートジボ
2

ワールでの紛争を背景にしており、それに関する解説

転換点となったのは、T ・サンカラ(Thomas

が必要なので、読み聞かせは中・高生と大人に対して

Sankara)政権が打ち出した、国家的な取り組みによ

行った。参加者は主人公たちに共感し、身近な状況に

る文化活動の促進であった(Sanou2000 :39)。サン

も引きつけ、深くさまざまな事柄について考えてくれ

カラは 1983 年に軍内部のクーデタで政権を掌握し

たようである。ある参加者は後日、
「他者を受け入れ共

た。革命体制を敷き、国名をブルキナファソに変更

存していく社会の在り方について、私たちはどうある

した彼のもと、多数の社会改革が行われた。文化部

べきか。そして子どもたちの未来に希望を感じた本で

門では、1983 年に国民文化週間( Semaine Nationale

した」という感想を寄せてくれた。アフリカの現実に

de la Culture : SNC )が創設され、文学、演芸、現代

あまりに寄り添ったこの絵本は、日本では出版されな

アート、民族語での語りなどの部門でコンクールが行

いだろう。しかしこの絵本が日本人の心をこれほど動

われた。文学では詩、小説、短編、戯曲、物語といっ

かした理由は何だろうと筆者は考えた。その後イエン

た ジ ャ ン ル ご と に 国 民 芸 術 文 芸 大 賞 ( Grand

にインタヴューを申込むと快諾してくれ、その執筆姿

PrixNational des Arts et des Lettres : GPNAL )が授

勢や『平和のハト』創作過程について話を聞くことが

与され、大賞から３位までの作品は出版されることに

できた。
イエンの経歴や絵本の内容を簡単に述べた後、

なった(Sanou2000:39)。ブルキナファソ国立図書館長

イエンの受け答えを引きながら、作品に込められたメ

B・ジャロ(Boukaré Diallo)氏に筆者が 2008 年に聞き

ッセージと日本の参加者の共感の関係を考えてみたい。

取りをしたところでは、
1983 年まで国内には出版社が
なく、作家は作品原稿を国外に送って出版しようとし

	
  ３．１．イエンの経歴とブルキナファソ文学

ていたという。GPNAL はこうしたなかで多くの創作

出版史

者の意欲をかきたて、若く、才能ある作家の発掘に貢

イエンは 1952 年にブルキナファソの南西地方の

献したのである(Sanou2000 :40)。イエンもそうして見

Bougouriba 県で生まれた。ブルキナファソ国立行

出された作家の一人で、最初に出版された彼の作品は

政学院に在籍しながら言語学も学んだ彼は、商工手

1986 年に GPNAL を受けた小説であった。
彼は小説、

工業省で勤務し、文学への情熱をもちつづけてきた

短編、詩、物語などを手がけ、1990 年代末以降は児童

(Sanou2000:98-99)。

文学作品を多数発表してきた(Sanou2000:98-99)。彼

しかしイエンは作品出版までに長い間自国の政

は国内出版社を束ねるブルキナファソ出版社協会

治動乱に耐えなければならなかった。1980 年代ま

(Association des Editeurs du Faso: ASSEDIF )の

で同国では文学作品はわずかしか出版されなかっ

代表も長年務め、出版促進のための講演活動も行っ

たのである。フランス語を公用語とする他の西アフ

てきた。

リカ諸国では、植民地期にすでに文学作品を発表す

なおサンカラは1987年にクーデタで殺害されたが、

る作家が登場していたが、オートボルタと呼ばれた

国民文化週間は現在も続いている。

現在のブルキナファソ地域は、周辺植民地への労働
力供給地として三つに分割され、第二次大戦後にオ

３．２．絵本『平和のハト』の物語

ートボルタ人の要求で再統合されるという混乱を

絵本『平和のハト』は、アフリカのある国の農村ア

経験していた (Sanou2000:32)。この地域出身の作

ンベソの小学校の校庭で、村長の息子クアクと外国人

家が初めて文学作品を出版したのは、1960 年にオ

家庭の娘ポーリーヌがゲームの優勝をかけて戦う場面

ートボルタとして独立した後の 1962 年のことだっ

から始まる。盥の水を口に含み、離れたところに置い

た。その作品は、政治家としても著名だったナズ

てある瓶まで行ってその水を吐きだし、どちらが先に

ィ・ボニ(Nazi Boni)が植民地化以前の出身地を描い

いっぱいにするかを競うのである。水を慎重に瓶にあ

た小説『古の時代の黄昏(Crépuscule des temps

けたポーリーヌが勝者となるが、二人は互いを褒め称

anciens)』(1962)であった。しかしその後この国で
は 1966 年のクーデタを皮切りに、ひき続いた政治
動乱のなか、文学作品の出版は滞った。

え、友だちになる。
ところがある日、アンベソ村で外国人への排斥が始
まり、ポーリーヌは迎えに来た母親とともに大急ぎで
3

この国を出ていくことになる。じつは父親は隣村ヤン

をしようと村人に呼びかけていた男が立ち上がり「わ

カディで外国人を標的にした騒乱の犠牲になっていた

れわれは戦争の鉈を永遠に土に埋めよう」

のだが、二人はまだ知らない。

(Hien2006:23)と宣言すると、その場の緊張は一気に

いっぽう友だちが突然教室を出ていくのを見たクア

解けた。翌日小学校では、校長先生がポーリーヌとク

クはこっそり追いかけてきて、鉈を振り回す男たちに

アクを「平和のハト」(Hien2006:23)と呼んで称えた。

行く手を阻まれたポーリーヌたちを村長である父の家
３．３．『平和のハト』が書かれた背景

にかくまう。ちょうどそのとき、
「アンベソの村人二人
が昨日、ヤンカディで外国人に殺された。アンベソの

	
  イエンが筆者に送ってくれた私信によると、この物

地元民は仕返しをしたい」(Hien2006:14)という申し

語はコートジボワールで起きた外国人排斥を背景に書

出が、村人の代表によって村長に届けられる。村長は

かれた。同国では、独立以来 30 年以上大統領を務め

翌朝話し合いをすると言ってその場をおさめる。

た F・ウフエ＝ボワニ(Félix Houphouët Boigny)が

この様子をそっと見ていたクアクとポーリーヌは、

1993 年に死去すると、激しい後継者争いが起きた。ウ

戦争をしたい村人たちを村長は一人で押しとどめよう

フエ＝ボワニの死の直後に政権をとった、独立以来の

としていることを見てとり、子どもにできることは何

与党 PDCI（コートジボワール民主党）の H・K・ベ

かと考えをめぐらす。ポーリーヌは、子どもは大人に

ディエ(Henri Konan Bédié)は、次の大統領選の有力

は相手にされないが、
「子どもは子どもの話をきく」

候補で野党 RDR（共和連合）の党首 A・D・ワタラ

(Hien2006:17)と言い、小学校の仲間を誘い、
「平和な

( Alassane Dramane Ouattara)を追い落とすための

抵抗によって」(Hien2006:17)戦争を止めることを思

さまざまな方策をとった。おもなものはまず選挙法改

いつく。さっそく学校にもどった二人は、まず同学年

正だった。その内容は被選挙権の付与を親の代まで遡

の数人の子どもたちに現状を説明し、意見をきいた。

って判断するもので、それは国の北部に出自があり、

親や先生を恐れて行動をためらう子、賛成する子がい

そのため北部に隣接するブルキナファソとの結びつき

たが、子どもたちは何らかの行動をすることにして、

も知られていたワタラを立候補させないための改正で

手分けして情報を他の学年にも伝えた。そして夕方に

あった(佐藤 2015:173-174)。しかしこれは実質的に外

はすべての子どもたちが校庭で小さなグループに分か

国出自の国民の被選挙権を制限するものであった。ま

れて意見を出し合った。
クアクとポーリーヌは説明し、

たこの改正を正当化するために知識人が動員され、
「イ

行動を励ます役割を果たした。すると大多数の子ども

ヴォワリテ（コートジボワール人性）
」という概念に象

が、戦争を止める行動に賛成した。

徴されるような、
「生粋の」コートジボワール人を中核
とした国家建設という政治理念が繰り返し宣伝された

翌日、話し合いに集まった村人たちに向かって、村

という(佐藤 2015:173)。

長はこう語りかける。
「少し考えてみるのだ。多くの移
民たちは長い間私たちといっしょに暮らしてきて、こ

こうした反ワタラ・キャンペーンの結果、約 60 の

こに愛着をもっているんだ。自分がほかの国から、同

民族と、全人口の４分の１を占めるブルキナファソを

じようにして追い出されそうになったらと想像してみ

中心にした近隣諸国出身外国人という多彩な構成のこ

るんだ。どう感じるだろう。それに、ここから外国人

の国で、ベディエの民族的出自がある南部〈対〉ワタ

を追い出したら、私たちの不幸がへるとでも思ってい

ラの支持基盤がある北部、コートジボワール人〈対〉

るのかね」(Hien2006:20)。しかし人々は黙って互い

外国人という
「単純化された対立表象」
(佐藤 2015:175)

の顔を見合わせているだけだった。するとそのとき、

が急速に社会に広まってしまったという。上述のよう

大人たちの目には遠くから静かに行進してくる子ども

にブルキナファソは植民地期から隣接する植民地への

たちの姿が飛び込んできた。掲げた大きな段ボール紙

労働力供給地とされ、コートジボワールにはココア生

には、拙い文字で「アンベソで戦争するのは反対。戦

産の労働者としてブルキナファソ地域出身者が流れ込

争するなら私たちはぜったいに学校には行きません」

んでいた。独立後もコートジボワールはブルキナファ

(Hien2006:21)とあった。大人たちは呆然とし、なか

ソ、マリ、ギニア、セネガルなどからの移民を引きつ

には何も言わずに姿を消す者もいた。外国人に仕返し

けながら世界一のカカオ生産国となったのである。し
4

かしウフエ＝ボワニ死去後のこの国の政治対立が激し

「本の中で子どもの戦士について語るのはよくない。

く、暴力的になるなか、外国人は「ワタラ支持者」と

物静かで、平和を作りだし、平和を求める子どもにつ

単純に決めつけられ(佐藤 2015:175)、迫害を受けてい

いて語るべきだ」というのである。
『平和のハト』での

った。また数十年暮らした土地を追われ、ブルキナフ

子どもたちの行動もこうした考え方から構想されたこ

ァソへの帰還を余儀なくされる人々も続出したのであ

とがわかる。この本で「戦争を起こしたのは大人たち

る。イエンはこうした状況をみつめながら『平和のハ

で、
平和をもたらすのは子どもだ」
と述べたイエンは、

ト』を書いたのである。

たとえ戦争を終わらせるためであっても、子どもを暴
力の主体として描くことを拒否しているのである。
いっぽうでコートジボワールでのブルキナファソ人

	
  ３．４．イエンの執筆姿勢と絵本に込めたメッ
セージ

の迫害という出来事を背景としたこの物語では、暴力

	
  イエンの『平和のハト』がなぜ日本人の心にも訴え

を描かずにすますことはできない。イエンは暴力を描

かけたのか。筆者は 2016 年２月に行ったインタヴュ

く困難をどのように乗り越えたのだろうか。絵本を読

ーでその手がかりをえたいと思った。まずは本が子ど

むと、イエンがとった対応は、直接的な暴力を書かな

もに果たす役割を尋ねてみた。するとイエンは、とく

いというものとなっている。たとえばポーリーヌの父

に現在アフリカとその他の地域で暴力が蔓延している

の死について、本文では、
「
（…）となり村のヤンカデ

状況に対して、
「本は現状をひっくり返せる」
と述べた。

ィでは、
村人たちが外国人を殺しはじめているのです。

彼の作家としての信念がわかる一言であり、
『平和のハ

そしてまさにポーリーヌのお父さんもそこで犠牲にな

ト』がなぜあのような物語になったかがよくわかる言

ったのですが、お母さんもポーリーヌもまだ知りませ

葉である。この絵本は、子どもでも、そして特別な能

んでした」(Hien2006:9)というように、さらりと触れ

力がなくても、平和をもたらし、現状を変えられると

るのみである。こうした描写について尋ねるとイエン

語り、その具体的方法を示しているのである。絵本の

は、子どもはたいていの場合、こうした記述を読んで

このようなメッセージは、日本の未来や子どもを取り

すぐに理解するわけではない。時間がたってから気が

巻く現状に不安や疑問を抱く人々に受け止められたの

ついて、怒りがわいたり、殺害に気がつきはじめたり

ではないだろうか。

すると答えた。イエンは、その場の感情に身を任せる

イエンはインタヴューのなかで作家としての自らの

のではない、起きたことを時間をかけて解釈できるよ

姿勢をも明らかにしてくれた。それはおおよそこのよ

うな方法で出来事を提示しているのである。子どもを

うなものであった。

暴力の主体としないというイエンの考え方や、衝撃的
な描写ではない方法で暴力を表現するイエンの技法も、

〈子どもは成長して、未来の世界を建設する人間に
も、破壊する人間にもなりうる。児童文学作家はその

日本人の共感を呼び、物語をじっくり受け止める助け

ことを心に留め、将来の世界の建設について考えなが

にもなったのではないだろうか。

ら書くべきである。そうした理想をもつ作家であるな

展示会を訪れた人々の、
『平和のハト』に対する反応

ら、何を書くかはおのずと見えてくる。書くべきこと

を受けて、筆者はこの作品についてあらためて考え、

はあくまで「よい行い」
、
「平和」
、
「生きる喜び」
、つま

イエンの思いに触れることができた。信念をもち、書

りは建設的なことすべてや美徳である。私は子どもを

くべきことを明確に語るアフリカの作家の作品をこれ

ほんとうに教育する本、私たちに未来を準備する本、

からも追い求め、その存在を伝えていきたいと励まさ

よりよい世界の建設を準備する本を書きたい。一銭の

れたのであった。

儲けもなくても。
〉

（この文章では、煩雑さを避けるため、インタヴュー

このようなイエンが書きたくないのは、虚栄心やう

に答えてくださった作家諸氏への敬称を省略させてい

まく立ち回る生き方、自分を守るために暴力に訴える

ただきました。
失礼をお詫びするとともに、
読者の方々

ことを語る本である。彼はむき出しの暴力を垂れ流す

にはご理解をお願いしたいと思います。
）

テレビや映画、雑誌に対してひじょうに批判的であっ
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ス ワ ヒ リ 詩 の 変 容 と 展 開	
  ―定型詩、ターラブ、自由詩―
大阪大学言語文化研究科言語社会専攻	
 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  小野田風子
0．はじめに

泳いだり水で遊んだりすることは楽しい
こと

本研究の主な動機となっているのは、2014 年の

水の中に潜ってみると、生き物たちが美

夏にタンザニアのザンジバルに赴いた時の出来事

しさを見せつける

である。スワヒリ文化の中心地、ザンジバル島に

じっとしている生き物、急に襲ってくる

滞在中、漁師の見習いをしていたアフマド・アリ

生き物がいる

（Ahmad Ali）1という青年と出会った。私がスワ

生き物たちを怒らせてはいけない、さも

ヒリ語を学ぶ日本人であることがわかると、彼は

ないとあなたを殺しに来るだろうから

スワヒリ語会話の優秀な教師となってくれた。
ある日海を見ながら彼は「詩が思い浮かんだか

アフマドとの出会いは、私にスワヒリ文学にお

ら聞いてくれ」と言い、
「夜が訪れ、太陽が身を隠

ける詩の重要性について気づかせてくれた。タン

し…」（Usiku umeingia, jua limeshakimbia…）

ザニアに赴いた当初の私は、購入しようと思って

と韻と音節数のそろった定型詩を披露した。私は

いた研究対象の小説のほとんどが手に入らず、本

驚いて「書きとめるからもう一度！」と頼むと、

屋も非常に少ないことにやや失望し、タンザニア

「もう忘れたよ」と澄ました顔をしている。その

では文学は人気がないのだろうかと疑い始めてい

時の私は、自分と同じ世代の若者が自然な様子で

た。そんなとき、即興で詩をつむぐ青年と出会っ

自作の詩を朗読する姿に驚きを隠せなかった。そ

たことで私は、本棚に並ぶ小説よりももっと生き

の後、彼の詩をいくつか書きとめさせてもらい、

生きした文学の在り方を知ったのである。自作の

辞書を手に読み解いてみた。暑さの和らぐ夜の訪

詩を誰かに披露されるという経験は、日本ではあ

れを喜ぶ詩や、海の危険性を説く詩、私の名前を

まりできるものではない。アフマドがあまりに自

使った言葉遊びもあった。以下はアフマドによる

然に詩を朗読する姿を見て、私はそこに自分には

「海について」Kuhusu Bahari という詩の一節で

なじみのない異文化を感じた。スワヒリ語圏にお

ある。朗読すると、規則正しい押韻と音節数の一

いては、詩という文学ジャンルのもつ価値や受容

致が耳に心地よい。

のされ方が日本とはまったく異なるのではないか
と気づいたのである。

Ni raha kuogelea, na maji kuyachezea

帰国後、図書館に通いスワヒリ語の詩について

Na utakapozamia, viumbe hujionea

調べた。そしてすぐに、スワヒリ語による文献量

Wako wanaotulia, na wanaovamia

の偏りに気づいた。詩についてのスワヒリ語文献

Usizifanye hasira, watakuja kukuua

が、小説についてよりも圧倒的に豊富だったので
ある。スワヒリ語小説についての文献は英語で書

1

かれたものが多いという傾向と対象的であった。

本稿では敬称を省略し、以後アフマドと呼ぶ。
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ザンジバルの詩人との出会い、そして詩関連の文

文献は 18 世紀まで待たねばならない。日付が残さ

献の豊富さによって、私はスワヒリ文学界におい

れている最古のものとしては、1728 年のアラビア

て詩がいかに大きな存在であるかを強く実感する

語で書かれた古典詩の写本『タブクの戦いの書』

に至った。そこでスワヒリ詩にまつわる諸問題を

Utendi wa Tambuka がある（宮本 2009）。植民

整理し、今後の研究の道筋を探ることを目標に、

地時代までに書かれたスワヒリ詩として、外部世

本研究に着手するに至った。

界にもその芸術性が高く評価されているサイー

一章では、歴史的背景を考慮しながらスワヒリ

ド・アブダッラー（Sayyid Abdallah）による宗教

定型詩の形成の過程を追う。また定型詩の具体的

的叙事詩『魂の覚醒』Al-Inkishafi（1810-1820）、

な規則と最も知られている型式を一つ紹介する。

イスラームの教義に基づき理想の妻の在り方を説

二章では実際にスワヒリ定型詩が受容される場に

くムヮナ・クポナ（Mwana Kupona）による『ム

ついて考える。スワヒリ定型詩は書かれたテキス

ヮナ・クポナの訓戒』Utenzi wa Mwana Kupona

トを読むという形だけではなく、歌われ耳を傾け

（1858）、イスラームの影響が比較的少ないとさ

ることによっても受容される芸術であり、口承文

れる英雄譚『フモ・リヨンゴの叙事詩』Utenzi wa

芸の要素が強い。本稿ではスワヒリ定型詩の受容

Fumo Liyongo （193?）などがある（Kezilahabi

の形として、定型詩の朗唱とポピュラー音楽のタ

1983）。

ーラブを取り上げる。三章では、自由詩の誕生と

	
  西洋による植民地時代以前の最も著名な詩人の

その波紋をみる。特に自由詩がスワヒリ文学界に

一人に、ムヤカ・ビン・ハジ（Muyaka bin Haji

引き起こした詩型式についての論争に焦点を当て、

al-Ghassany）がいる。ムヤカはスワヒリ詩を「モ

その論点をまとめ、論争の背景にある地域間や世

スクから市場へ持ち出した」詩人といわれ、スワ

代間の差を指摘する。四章では論争がスワヒリ詩

ヒリ詩の大衆化に大きく貢献したとされている。

界に何をもたらしたと言えるのかを考える。

その根拠は、彼が用いたことで広く普及すること

なお本稿は 2015 年 11 月 28 日に大阪大学箕面

になった「シャイリ」
（shairi）と呼ばれる詩型式

キャンパスで開催された「アフリカ文学研究会」

にある。植民地化以前の詩集として挙げた上記の

での発表をもとにしている。

作品はいずれも「ウテンジ」
（utenzi）と呼ばれる
叙事詩の型式で書かれた長い詩であったが、
「シャ

1．スワヒリ詩とは何か―歴史的背景と

イリ」型式は比較的短く局所的な話題を扱うのに

その特徴―

適しており、詩作が容易になったのである

1.1． ス ワ ヒ リ 語 と ス ワ ヒ リ 定 型 詩

（Abdulaziz 1979）。
	
  ムヤカは自作の詩を書き残すことはしなかった

	
  東アフリカの海岸地方は紀元前からインドやア

が、彼の死後 40 年を経て、スワヒリ詩人のムワリ

ラビア、そして地中海諸国との交易で栄えていた。

ム・シクジュア（Mwalimu Sikujua）が彼の詩を

アフリカ文学研究者の宮本正興によると、13 世紀

収集してアラビア文字化し、ムヤカを調査協力者

の中ごろにはイスラームを信仰しスワヒリ語を話

として雇っていたイギリス人スワヒリ語研究者テ

す「スワヒリ人」
（Waswahili）たちが形成されて

イラー（W. E. Taylor）が、アラビア文字のテキ

いた（宮本 2009）。しかし現存するスワヒリ語の

ストをローマ字化した。これにより、1810～1840
8

年の間に作られたと思われる 150 以上のムヤカの
詩が残され、後のスワヒリ定型詩人たちに非常に

「かつてスワヒリ語による詩作は（略）

大 き な 影 響 を 与 え る こ と に な っ た （ Abdulaziz

スワヒリ人たちがアラビア文字を用いて

1979）。

行う芸術だった。
（略）最近は本や雑誌の

	
  交易用言語として海岸部だけでなく内陸部にも

普及により、多くの人が詩を作ろうとす

浸透したスワヒリ語は、19 世紀末になると植民地

るようになった。現在の多くの詩は十分

統治やキリスト教宣教師らの活動によってさらに

な知識のないまま作られており、他言語

広がることになった。1928 年にはイギリスが植民

による詩の目の前でスワヒリ詩の価値を

地とする東アフリカ諸国の言語的統一を図るため、

下げる結果になっている」
（Abedi 1954: 1）

ザンジバル都市部方言を土台として標準スワヒリ
語を制定し、1930 年にはローマ字を用いた正書法

	
  この記述から、標準スワヒリ語とローマ字によ

が定められた（宮本 2009）。

る正書法の制定がスワヒリ詩に及ぼした影響を推

	
  東アフリカがドイツ領下となった 1885 年から

測することができる。標準語と正書法の制定によ

第二次世界大戦終結の 1945 年までは、植民地化

り、スワヒリ語はタンザニア人のものになったと

の激化や世界大戦の影響、そして書記法の転換に

言うことができるが、同時にスワヒリ詩もスワヒ

よりスワヒリ詩は衰退したと言われている

リ人の独占所有物ではなくなり、より多様な人々

（Kezilahabi 1983）。正書法と標準語の制定によ

がスワヒリ詩を作り始めたと考えられる。そのた

って具体的にどのようにスワヒリ詩は衰退したの

めにスワヒリ人にとって、スワヒリ詩の規則を尊

かという問題については、さらなる研究が必要で

重しない「乱れた」詩が出回り始めたのではない

ある。しかし第二次世界大戦後の 1945 年ごろか

だろうか。すなわち、その時期にスワヒリ詩は衰

ら、スワヒリ詩の伝統の消滅を恐れた数人のスワ

退したのではなく、逆に多様な人々に解放され豊

ヒリ詩人たちが積極的にローマ字を用いて詩集や

かになったということが想像できるのである。

詩論を執筆し出版することで、過去の伝統との架

	
  アベディはスワヒリ詩の規則を以下のように四

け橋を担ったとされている（Kezilahabi 1983）。

つ挙げている。

1.2． ス ワ ヒ リ 詩 作 法 の 記 述 と 厳 格 化

①それぞれの節の行数が同じであること
②それぞれの行の音節数が同じであること

	
  第二次世界大戦後にスワヒリ詩人たちによって

③行末と行の途中の韻がそろっていること

書かれた詩論の中で最も影響があると言われてい

④それぞれの節における意味が完結している

たのは、アムリ・アベディ（Amri Abedi）がスワ

こと

ヒリ詩の規則をわかりやすく説明した『スワヒリ
詩 作 法 と ア ム リ の 詩 』 Sheria ya Kutunga

アベディは押韻の位置や音節数、節の数の異なる

Mashairi na Diwani ya Amri （1954）である

様々な詩型式に言及しているが、これらの規則だ

（Kezilahabi 1976）。本作の執筆の動機について

けはいずれの型式においても厳守されなければな

アベディは以下のように書いている。

らないとしている（Abedi 1954: 16-20）。
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  この時期に多くの詩集や詩論を発表した著名な

	
  この詩の押韻は「cho, ni／cho, ni／cho, ni／ni,

詩人には、アベディ以外にもマシアス・ムニャン

cho」となっており、母音だけではなく音節を単位

パラ（Mathias Mnyampala）、シャアバン･ロバー

とした韻が踏まれているため、朗読された際にさ

ト（Shaaban Robert）、アフメド・ナシル（Ahmed

らに韻の存在感を強める効果がある。

Nassir）などがいる。この時代のスワヒリ詩人た

	
  このようなシャイリ型式が好まれた理由につい

ちの多くは、かつてムヤカが好んで用いた「シャ

ては、一定の音調での朗誦が当時ラジオで流行し

イリ」型式を「最も知られている詩」
（Abedi 1954:

ていたため、あるいはムヤカ作以外の過去の詩が

16）として重要視したとされる（Kezilahabi 1983,

当時あまり知られていなかったためなどと言われ

Senkoro 1988）。シャイリとは一行 16 音節の四行

ている（Kezilahabi 1983）。実際にアベディは自

詩で、8 音節目と 16 音節目に押韻し、節の最終行

身の詩集のほとんどすべてをシャイリ型式で書い

を特別視するという型式である。一行の 8 音節目

ている2。また同時代の詩人ムニャンパラも、以下

の韻を a、16 音節目の韻を b とし、スラッシュで

のように述べている。

改行を表すと、「a, b／a, b／a, b／b, a（x）」とな
る。すなわち最終行の四行目で 8 音節目と 16 音節

私たちスワヒリ詩人の中には行の途中も

目の韻が入れ替わるのである。最終行の 16 音節目

行末もすべて同じ韻で揃えた詩を作る者

の韻は、a ではなく別の音 x でも良い（Abedi 1954:

がいる。このような種類の詩はどんなに

19）。シャイリ型式の例として、アベディによる短

美しく作られていても、特に節の最終行

い詩を以下に紹介する（Abedi 1954: 19）。

において水の泡になってしまう。良い詩
とは別々の韻を持つ詩である。行の途中

Mtu

chake

apendacho,

hakina

ila

の韻と行末の韻がそれぞれ異なる詩こそ

machoni

が、朗唱された際に耳を楽しませるのだ。

Huridhika kuwa nacho, japo hakina

そのような詩は節の最終行において行末

thamani

の韻が行の途中に置かれることで体裁が

Mapenzi

hayana

kicho,

yaamkapo

美しく飾られるのである（Mnyampala
1965a: viii）

moyoni
Mwenye mapenzi haoni, ingawa anapo

既述のように、8 音節目と 16 音節目の韻を統一

macho.

するのではなく別々に設定し、最終行で逆転させ
恋する人の目には	
  欠点は見えず

るという様式はシャイリ型式の特徴である。ムニ

つまらぬものに	
  満たされる

ャンパラも自身の詩集の中のほぼすべての詩をシ

恋が心に芽生えると	
  不安さえも消え失

ャ イ リ 型 式 で 書 い て い る （ Mnyampala 1965a,

せる
2

たとえ目が見えても	
  恋する人は盲目な

『スワヒリ詩作法とアムリの詩』に収められた
74 の詩のうち、68 の詩が「シャイリ」型式で書
かれている。残りの 6 つの詩はウテンジと呼ばれ
る詩型である（Abedi 1954）。

のだ
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1965b）。ムヤカの研究書を書いているモハメド・

続が保障され、肯定的にせよ批判的にせよ、その

アブドゥルアジズ（Mohamed Abdulaziz）もこの

文化が確実に現代に受け継がれることとなったの

シャイリ型式が現在に至るまでスワヒリ詩の最も

である。

知られた型式と見なされているとして、ムヤカの
影響力の大きさを強調している（Abdulaziz 1979）。
	
  一方でオランダ人のスワヒリ語研究者ジャン・

2. 口承文芸としての定型詩

クナッパート（Jan Knappert）は『スワヒリ語の

2.1. 定 型 詩 の 朗 唱

歌詞研究と英訳』A Survey of Swahili Songs with

English Translations（2004）において、スワヒ

一章ではスワヒリ定型詩の成り立ちを見たが、

リ詩の様々な詩型式を平等に解説しており、シャ

材料として用いたのはすべて書かれたテキストで

イリ型式を特別には扱っていない。クナッパート

あった。しかし多くのスワヒリ文学研究者が指摘

が紹介しているスワヒリ詩の種類には以下のもの

しているように、スワヒリ定型詩は本来、朗唱と

がある。utenzi、gungu、kisarambe、wimbo、

いう形で発表され受容されるものである。例えば

utumbuizi、ukawafi、tahamisa、tarabu、そし

アベディは、
「四行詩や叙事詩は歌である。よって

て shairi である3。クナッパートは他にもこれらの

歌うことのできない詩は無意味である」（Abedi

変形に加えた型式があると付け加えている

1954: 1）と述べており、アブドゥルアジズは「全

（Knappert 2004: 33）。

てのスワヒリ詩の型式は昔も、そして現在もほとん

また、ムヤカの跡を継いでスワヒリ詩のさらな

どが歌われるために構成されている」（Abdulaziz

る大衆化に貢献したとされるシャアバン・ロバー

1979: 49）と述べている。宮本も「スワヒリ詩は、

トはシャイリ型式への固着を嫌い、様々な伝統的

ヨーロッパの詩のように、たんに読まれるだけで

な型式を好んで用いてスワヒリ詩界に革新をもた

なく、朗唱されるものであることにも注意しなけ

ら そ う と し て い た と さ れ る （ Abdulaziz 1979,

ればならない」（宮本 2009: 81）と指摘している。

Kezilahabi 1983, Senkoro 1988）。彼は他のスワ

しかし定型詩の朗唱について詳細に説明した文

ヒリ定型詩人たちによって「欠陥のある詩」とさ

献がまだ見つからず、具体的にどのような場でど

れるような型式の詩も書いており、スワヒリ詩の

のような形で発表されてきたのかがわからない。

型式がシャイリ型式に単一化されることは好まし

また、
「詩会」のような集まりが存在したのか、詩

く 思 っ て い な か っ た よ う で あ る （ Mulokozi &

人たちがいかに生計を立てていたのかといった疑

Kahigi 1983）。

問も浮かぶ。朗唱の際は詩人みずからが詩を朗唱

	
  シャイリ型式への固着はスワヒリ詩の多様性を

していたのか、そしてそのメロディはどのような

失わせることになったのかもしれない。しかしア

ものなのかについても知る必要がある。

ベディらスワヒリ詩人たちがローマ字で書いたス

そのために参考になるのが、以下のアベディに

ワヒリ詩を出版し、同時にスワヒリ詩の規則を明

よる記述である。「私が詩作を始めたのは 13 歳の

確に記述したことで、スワヒリ定型詩の文化の存

ころで、私はそれらの詩を美しい声でふさわしく

それぞれの型式については Knappert（2004: 33）
を参照のこと。

3
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歌うことができ、そのことで私は音節数の規則を
操ることができるようになった」
（Abedi 1954: 2）。

さらにアベディ自身が自作の詩を朗唱した音源を
手に入れることができた。CD「Songs the Swahili

我らが神の美しさの根源はその慈悲深さなの

Sing」
（1983）に収められている「Mahaba（Shairi）」

だ

という楽曲である。この歌詞のもととなったと思

すべての徳を持つ神はあらゆる美しさを持っ

われる詩が、アベディの『スワヒリ詩作法とアム

ている

リの詩』の中に「神を愛する者は浅はかではない」

神を愛するならば愛の中で永久に生きるだろ

（Hapendi kiafkani, ampendaye Karima）とい

う

うタイトルで収められている（Abedi 1954）。ここ

神を愛する者は浅はかではないのだから

では、CD 内の楽曲から聞き取った歌詞のうち最
初の三節目までを、書かれた詩を参考にしつつ記

彼女たちの美貌を創りたもうたのは神である

述し、和訳した。

女たちの豊満な美しさは目を愉しませてくれ
る

Kiamshacho mahaba, ni uzuri na hisani,

しかし彼女らの幸せと祝福とに心が浮かれた

Iguswapo ile haba, inayokaa moyoni,

ときも

Tamu ya ajabu huba, iunguzapo moyoni,

すべては神の恩恵であり、まず愛すべきは神

Hapendi kiafkani, ampendaye Karima.

である

Chanzo

cha

uzuri

Yeye,

Mola

	
  この詩でも「a, b／a, b／a, b／b, a（x）」とい

wetu

Rahmani,

う「シャイリ」型式の押韻の規則が見事に守られ

Wema wote una Yeye, Yu mzuri kila fani,

ている。歌われる節は全部で十四あり、伴奏はな

Utapompenda Yeye, utadumu mahabani,

くアカペラである。節は一行ずつ微妙に音程を変

Hapendi kiafkani, ampendaye Karima.

化させながら歌われ、四行目のメロディはすべて
の節で同じである。声はやや鼻にかかった甲高い

Nyuso na urembo wao, mwumbaji ni

声で、感情的ではないが、こぶし（メリスマ）や

Manani,

ビブラートを多用した独特の歌唱法で歌われてい

Chema cha kutuna kwao, kipendezacho

る。

machoni,

アベディによる記述とこの音源から以下のこと

Raha na pongezi zao, ufurahipo moyoni,

がうかがえる。まず定型詩人は自分の詩をみずか

Ni

ら朗唱することによって発表していたであろうこ

neemaze

Manani,

pendo

mpende

Karima.

とである。また、詩が韻と音節数の一致を守らな
ければならないのは、朗唱されることが大前提と

愛を目覚めさせるものは美しさと善き心

なっているためであるという仮説も生じる。つま

心の中に眠っていた愛が触れられるとき

り朗唱という受容の場に合わせる形で、定型詩は

驚くほど甘い想いが心を焦がす

作られてきたのではないだろうか。いずれにして

神を愛する者は浅はかではない

もスワヒリ定型詩は、口承文芸という性格が非常
12

に強い文学形態としてとらえるべきである。

ったものが多く、特に古い歌では、メタファーや
なぞなぞ（mafumbo）が多用される。（Fargion

2.2. タ ー ラ ブ

1998, Khamis 2004）。多くのメタファーを含み謎
めいた歌詞をもつターラブの曲の例として、
「ジャ

	
  口承文芸としてのスワヒリ定型詩の形態の中で

ンゴンベのキャッサバ」
（Muhogo wa Jang’ombe）

最も人気があると考えられるのは、「ターラブ」

という楽曲の歌詞を紹介する。作者不詳の古き良

（taarab）と呼ばれる音楽ジャンルであろう。タ

き名曲だが、その歌詞は隠喩や暗示、婉曲表現、

ーラブとは、アラビア語で「音楽で楽しむこと」

ことわざからの借用などで成り立っており、完全

を意味する「」ﻁطﺭرﺏبに由来する語で、東アフリカ

に意味を理解できる人は多くはないようである 5。

海岸部で生まれ、現在では人種や民族、地理的境

また、この曲はコーラスとソロのパートに分かれ

界を越えて東アフリカ一帯で聴かれるポピュラー

ており、コーラス部の歌詞は一定だが、ソロ部の

音楽である（Khamis 2004）。

歌詞は演奏されるたびに異なっている。ここでは

	
  スワヒリ語で歌われる音楽ジャンルは多く存在

「ターラブの女王」という称号で通っている著名

するが、ターラブと他のジャンルとの最大の差異

な歌手で、来日公演も行ったことのあるビ・キド

はスワヒリ定型詩との強固な結びつきであると言

ゥデ（Bi Kidude）の CD「Zanzibar」
（1998）の

わ れ る （ Fargion 1998, Khamis 2004, Askew

中で彼女が歌っている歌詞を引用する。

2000）。歌詞は押韻や音節数の一致という定型詩
の規則に則っており、多くは「ウィンボ」型式

Muhogo wa Jang'ombe, sijauramba mwiko

（wimbo）で歌われている。この型式は一行 12

Usitukane wakunga, na uzazi ungaliko

音節（あるいは 16 音節）の三から四行詩で、6 音
節目（あるいは 8 音節目）に区切りがあり、押韻

Mungu akitaka kupa, hakuletei barua

は「a, b／a, b／a, b」である（Fargion 1998）。

Hukupa usingizini, pasi mwenyewe kujua
Kwenda mbio si kupata, bure unajisumbua

ターラブの楽曲における歌詞の重要性について、
1950～60 年代のモンバサで最も人気のあったタ
ーラブ歌手、ヤシーン・モハメド・トフェリ

Mkato wake matege, wakati anapokuja

（Yaseen Mohamed Tofeli）4は「うまく詩を完成

Naliiweka dhamiri, ya kumvulia koja

させることができない歌手は良い歌手とは言えず、

Wallahi nimeghairi, kiumbe hana mmoja

観客にも好まれない」
（Roberts 1983）と述べてい
る。楽曲の評価には、歌詞の詩としての完成度が

Kamfunge kamfunge, beberu wa Athumani

関係していることがわかる。

Umfunge umfunge, pahala panapo jani
Endaye tezi na omo, atarejea ngamani

歌詞の内容は恋愛をはじめとする人間模様を歌
4

中性的な歌声と恍惚とした歌い方が魅力のヤシ
ーン・モハメドはタシュコタ（注釈 13 を参照）の
名 手 と し て も 知 ら れ る 。 彼 に よ る 楽 曲 は CD
「Songs the Swahili Sing」や「Zanzibara Vol. 2」、
「Africa Dances」で聞くことができる。
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5

タンザニア人のスワヒリ語研究者ザイナブ・カ
ッス・イサク氏によると、有名で誰もが口ずさめ
る曲だが、彼女自身詳しい意味を知らなかったと
いう。

私は確信していた、彼がきれいな服を着せる
Sina ngoa sina ngoa, kuhadaiwa sitaki

相手を

Ni mwerevu ni mwerevu, wala sihadaiki

でももう気が変わってしまった、相手は一人

Pambanua pambanua, viwili havipendeki

ではなかったのだから

コーラス：
ジャンゴンベのキャッサバ、私はまだスプー

早くつかまえて、アスマニという名の雄ヤギ

ンをなめていない6

を

産婆たちをからかわないで、出産はまだ終わ

ほら、縛り付けて、草の生えている場所に

ってはいないのだから7

船尾に行っても、船首に行っても、どうせ中
間部に戻ってくるのだから10

神が何かをお与えになるときは、先に手紙を
よこしたりしない

私は嫉妬しているわけではない、騙されるの

あなたが眠っていて、気づかないうちにお与

もいや

えになるのだ

私は賢い、決して騙されたりはしない

速く行ったって手に入れることにはならない

比較して選びなさい、二人を愛することはで

8、悩んでも無駄

きないのだから

あの人がやって来るとき、その足は曲がって

	
  原文をみると、一行 16 音節の三行詩で「a, b／

いる9

a, b／a, b」という押韻がゆるやかに守られており、
ウィンボ型式になっている。歌詞の大まかなテー

6

繰り返されるこのコーラス部の一節は、この曲
の歌詞で最も謎めいている。ジャンゴンベとはザ
ンジバル島の中の地名である。キャッサバとはジ
ャンゴンベで作られていた密造酒を意味するよう
だが（CD「Zanzibara Vol. 4」のライナーノーツ
より）、同時にキャッサバとスプーンは男性を暗
示しており、ダブルミーニングが用いられている
（ザイナブ・カッス・イサク氏私信）。また、ザ
ンジバルで出会った青年アフマドによると、キャ
ッサバとは男性で、「スプーンをなめていない」
とはその男性がとても美しいことを意味すると言
う 。 こ の 曲 が 複 数 の 意 味 を も つ こ と は 、 CD
「Zanzibara Vol. 4」のライナーノーツでも指摘さ
れている。
7 将来助けられるかもしれない人は大切にせよと
いう意味のことわざだが（Wamitila 2011）、一
行目との意味関係は不明である。
8 ことわざ Kwenda mbio si kufika「速く行くこ
とは到着することではない」
（Wamitila 2011）と
同じタイプの表現だろう。
9 「足が曲がっている」とは行いが正義に反して
いることを指すと考えられる（ザイナブ・カッ

マは、移り気な男性への女性のいらだちや嫉妬心
であろうか。しかし歌手のビ・キドゥデはこの曲
の歌詞の一部を別のタイトルの曲でも用いている。
ターラブの歌詞は定型詩であるため、同じ歌詞を
異なる曲で使いまわすことが容易なのである。特
に古い曲の場合は、それぞれ個性のある完成した
一曲としてではなく、時と場合によって変化する
メロディや歌詞の組み合わせとしてとらえるべき

ス・イサク氏私信）。
10 あちこち旅しても最後には出発した場所ある
いは故郷に戻ってくるものだという意味のことわ
ざ Mwenda tezi na omo marejeo ni ngamani
（Wamitila 2011）の変形である。ここではあち
こちで女遊びをする男に対する、妻あるいは恋人
による戒めであると考えられる（ザイナブ・カッ
ス・イサク氏私信）。
14

なのかもしれない。

ザンジバルのターラブが「正統」であって、他

	
  ターラブの起源についてははっきりとはわかっ

の地域のターラブはザンジバル・ターラブの変形

ていない。しかし広く信じられている伝説による

であるという考え方は、ザンジバル文化中心主義

と、ターラブの誕生は 1870 年から 1888 年のサイ

的な見方のようである。実際、ザンジバル・ター

イド・バルガシュ王（Sayyid Barghash）のザン

ラブの宮廷内での成立と同時期に、より庶民的で

ジバル統治時代にまで遡る。彼の父、サイイド・

日常的な場でアラブ文化やインド文化との接触が

サイード（Sayyid Said）はオマーンのスルタンで、

行われていたと考えられる。例えばケニアのラム

1832 年にザンジバルに王宮ストーンタウンを建

島では、港湾労働者と船乗りの交流によりアラビ

設した。父の死後、兄マジドとの抗争に敗れたバ

ア音楽が伝播したことがわかっている。1930 年代、

ルガシュは 2 年間インドに逃亡し、そこで宮廷文

クウェート人の船乗りが演奏するウードに魅かれ

化に感銘を受けた。そして兄の死後、1870 年にザ

た現地人港湾労働者が、弾き方を教わってモンバ

ンジバルに帰郷し王位に就くと、独自の宮廷文化

サで演奏し、やがてその音楽がターラブとみなさ

を作り上げるため、ザンジバル人をカイロに遣り、

れたことでモンバサ・ターラブが誕生したという

アラビア音楽を学ばせた。これにより、アラブか

（Askew 2000）。ターラブの起源については、イ

ら取り寄せた楽器 11 とアラビア語の歌詞によるザ

ンド洋貿易において、東アフリカ沿岸の港（ラム、

ンジバル宮廷文化としての「エリート的」ターラ

モンバサ、タンガ、ダルエスサラーム、ザンジバ

ブが誕生したという（Askew 2000）。
「理想の」あ

ル）にやってきたアラブ人やインド人貿易商人た

るいは「正しい」ターラブと呼ばれることもある

ちが楽器や音楽を持ち込み、現地人と交流する過

宮廷風ターラブは、演奏者と聴衆の区別があり、

程で生まれ、それぞれの地域で独自に発達してい

聴衆はダンスをせずに座って耳を傾けるというス

ったという観方が妥当のようである（Askew 2000）

タイルで受容されていた（Khamis 2004）。

12。

	
  しかし大衆はエリートの慣習に改変を加え、み

1940 から 50 年代にかけて、ターラブはアラビ

ずからの文化に取り入れるものである。ザンジバ

ア音楽だけではなく、インド映画音楽をはじめ、

ルの宮廷風ターラブの大衆化に貢献したのは、

ヨーロッパ、ラテンアメリカの音楽も取り入れて

1920 年代に出現した最も偉大なターラブ歌手と

いく。また楽器も、フィドラ、アコーディオン、

されるシティ・ビンティ・サアド（Siti Binti Saad）

ハルモニウム、タブラ、マンドリン、クラリネッ

である。彼女はターラブをスワヒリ語で歌い、タ

ト、タシュコタ（tashkota）13 など、様々な文化

ーラブを宮廷から庶民のスワヒリ語話者たちにも

由来のものが使用されるようになる。そしてレコ

たらしたのである。彼女の活躍以降、ターラブ音
楽界には多くの女性歌手が誕生し、流行を先導し

12

多くのターラブの楽曲は、同じメロディによ
って歌われる節（mabeti）と、その合間に挿入さ
れるコーラス（kibwagizo, kiitikio）や楽器演奏に
よって構成されている（Fargion 1998, Askew
2000）。リズムは 8 分の 6 拍子であることが多い
（Fargion 1998）。
13 日本から持ち込まれた大正琴のことである（檜
垣 2015）。

ていくこととなった（Askew 2000）。

ud（ウード）、nai（フルート）、dumbak（太
鼓）、daf（タンバリン）、kamanja（一弦のバイ
オリン風の楽器）、qanun（78 弦のアラブ風ツィ
ター）など（Askew 2000）。

11

15

ードに録音され商業主義の波に乗ることで、ター

造語である masivina、規則に妨げられることなく

ラブはスワヒリ語が話される東アフリカ一帯に拡

感情の流れによって詩の形が決まることから、
「途

大する（Askew 2000）。1990 年代以降は従来のタ

切れのない流れ」を意味する mtiririko などの語

ーラブに対し、より直接的な歌詞とダンスをとも

が用いられた（Mulokozi & Kahigi 1983: 1, 57,

なう「モダン・ターラブ」、そしてディスコ風のタ

Ranne 2006: 79）。その中でも guni と masivina

ーラブ「ルシャ・ロホ」
（rusha roho）が人気を博

という語は、そのような詩に何らかの欠陥がある

し始めた（檜垣 2015）。ターラブは時代に合わせ

ものとする視点を含むため、蔑称であると考えら

て大きく変化するポピュラー音楽として現在も成

れる（Gaudioso 2014）。本稿ではこれらの訳語と

長を続けており、その歌詞研究はスワヒリ語によ

して一貫して「自由詩」という語を用いることと

る言語芸術の研究の一環として欠かせない分野と

する。

言えるだろう。

	
  ケ ジ ラ ハ ビ は 自 身 の 一 作 目 の 詩 集 『 激 痛 』

Kichomi の「はじめに」において、自分のスワヒ

3. ス ワ ヒ リ 自 由 詩 の 登 場 と 詩 型 式 の 論

リ自由詩は英語で書いた詩をスワヒリ語に訳すと

争

いう作業によって生まれたことを告白している

3.1． ス ワ ヒ リ 自 由 詩 の 登 場

（Kezilahabi 1974: xiv）。定型詩の規則から解放
されるためには英語という段階を経る必要があっ

	
  一章と二章ではスワヒリ定型詩の成り立ちと、

たことがわかり、スワヒリ定型詩の権威がいかに

その口承文芸への強い親和性について述べた。ア

強固なものであったかがうかがえる。

ムリ・アベディらによってスワヒリ定型詩の規則

	
  スワヒリ自由詩として初めて発表されたのは、

が明確に記述され、その規則に則った「名詩」が

1971 年にスワヒリ語研究所「TUKI」
（Taasisi ya

数多く生み出されたことで定型詩に権威が生じる

Uchunguzi wa Kiswahili）の学術誌に掲載された

と、その権威に反抗し乗り越えようとする動きも

ケジラハビによる詩、
「鼠」Vipanya とされている

生まれることとなった。

（Ranne 2006）。1973 年にはダルエスサラーム大

スワヒリ詩の規則をすべて無視した詩を最初に

学において詩型式についてのシンポジウムが開か

作り出したのは、タンザニア人の小説家で詩人の

れ 、 ケ ジ ラ ハ ビ は 革 新 派 （ Wanamapinduzi,

ユーフレイズ・ケジラハビ（Euphrase Kezilahabi）

Wanamabadiliko）として伝統派（Wanamapokeo,

であるというのが、スワヒリ文学研究者たちの共

Wanajadi）と議論を交わした。伝統派の柱となっ

通の認識である（Mulokozi 1974, Ranne 2006,

ていたのは、スワヒリ語とスワヒリ文化の保持と

Indede 2008, Bertoncini 2009, Gaudioso 2014）。

伝播を目的として 1959 年にムニャンパラによっ

そのような詩は登場した当時、さまざまな名称で

て 設 立 さ れ た ス ワ ヒ リ 詩 人 連 合 「 UKUTA 」

呼ばれていた。「現代詩」（mashairi ya kisasa）

（Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania）

あるいは「自由詩」（mashairi huru）だけではな

であり、さらに著名なスワヒリ詩人アブディラテ

く、
「欠陥のある詩、規則に従わない詩」
（Wamitila

ィフ・アブダラ（Abdilatif Abdalla）が中心とな

2006）を意味する guni、
「韻」を意味する vina に

って、サアダニ・カンドロ（Saadani A. Kandoro）、

6 クラスの名詞接頭辞 ma、否定辞の si をつけた

モハメド・スレイマン（Mohamed Suleiman）な
16

Lini na wapi mwisho sijui:

どの詩人や作家たちによっても支えられていた
（Kezilahabi 1983）。
	
  スワヒリ詩型式の論争はシンポジウムの後もラ

Mbele chui mweusi, nyuma mwanga

ジオや新聞（Uhuru 紙、Mzalendo 紙、Ngurumo

Nionako kwa huzuni vifurushi maelfu vya

紙）、スワヒリ詩会を舞台に続けられ、様々な詩人

dhambi.

がみずからの意見を表明したが、その多くは革新

Kisu, maisha kafiri haya

派に対する非難だった（Mulokozi & Kahigi 1983）。

Kama kutazama nyuma au mbele

革新派として当時ケジラハビに賛同していたスワ

Ni kufa moyo mzima!

ヒリ文学者の中には、ムギャブソ・ムロコジ
（Mugyabuso M. Mulokozi）、クリコイェラ・カ

Sasa kama Simba-Mtu shauri nimekata.

ヒギ（Kulikoyela K. Kahigi）、エブラヒム・フセ

Ya nyuma sana nisijali, ya mbele sana

イン（Ebrahim Hussein）、ジャレド・アンギラ

niyakabili.

（Jared Angira）、ファルク・トパン（Farouk

Kwa ujasiri na uangalifu nitazunguka

Topan）、クリスピン・ハウリ（Crispin Hauli）

Nikifuata

らがいる（Senkoro 1988, Ranne 2006）。

aliyefungwa,

	
  激しい論争の最中の 1974 年に発表されたのが、

Kila mpigo wa moyo wangu

ケジラハビの初の詩集『激痛』であり、この詩集

Huu mpigo muziki wa maisha.

kamba

kama

ng’ombe

は多くのスワヒリ文学研究者らによって最初のス
ワヒリ自由詩の詩集とされている（Ranne 2006,

一年、また一年と時が奪い去られていくのに

Indede 2008, Bertoncini 2009, Gaudioso 2014）14。

後戻りも、立ち止まることも、速度をゆるめ

この詩集の中から、ケジラハビの代表作とも言え

ることも

る詩「ナイフを手に」
（Kisu Mkononi）
（Kezilahabi

私にはできずに、車輪のように回転するばか

1974: 13）を自由詩の例として挙げる。

り。
すさまじいこの落下。

Wakati miaka inaibwa mmoja mmoja,

いつ、どこで終わりがくるのかさえ、分から

Kurudi

ない…

nyuma,

kusimama,

kupunguza

mwendo
Siwezi, kama gurudumu nitajiviringisha.

前には黒ヒョウ、後ろには光

Mteremko mkali huu.

光の中から私をさいなむ幾千もの罪。
ナイフよ、この神を信じない生き方において

14

実際にはムロコジとカヒギが共同執筆した『現
代詩』Mashairi ya Kisasa の方が一年早く、1973
年出版であり、この事実が忘れられている理由は
定かではない。おそらくこの詩集に収められてい
る詩がある程度韻律を守っているため、自由詩の
詩集とは認められていないことが原因と考えられ
るが、詳しい事情についてはこれからの課題とし
たい。

は
後ろを見ても前を見ても
命取りになるのだ！

今や半獣のごとく私は決意した。
17

後ろはあまり気にしまい、前をしっかり向く

く知っている人であれば、欠陥のある詩を書いて

のだと。

おきながらそれを「詩」と呼び自慢するようなこ

勇気をもって、慎重に、私はぐるぐる回るだ

とはできないはずだ。そのような自分の尊厳を貶

ろう

めることをあえてするはずはない」16。

つながれた牛のようにロープに沿って

	
  また、ある定型詩の詩集の「編者のまえおき」

心臓の鼓動のひとつひとつ

においてシハブッディン・チラグディン

それを人生の伴奏にして。

（Shihabuddin Chiraghdin）は自由詩について、
「このような書き物が詩と認められるならば、ス

	
  原文を見ると明らかなように、この詩では押韻

ワヒリ詩の質は地に落ちることになるだろう」

や音節数の一致の規則が一切顧みられていない。

（Chiraghdin 1974: 14）と述べている。ジュマン

またこの詩は、定型詩と自由詩は型式だけではな

ネ・マヨカ（Jumanne Mayoka）は、「韻律と音

く内容にも大きな隔たりがあるということを教え

節数の一致はスワヒリ詩の命であり、魂であり、

てくれる。定型詩とは、すでに共有されている価

背骨である。これらが無視され、軽んじられるな

値観や教えをいかに型式に則って上手に表現する

らば、我々は何が詩で何が詩ではないのかを認識

かを問うものであると考えられる。しかしこの詩

することはできなくなる」 17としてスワヒリ詩に

は詩人の個人的な心情のみに焦点を当てたもので

とっての規則の重要性を強調しつつ、みずからの

あり、特に二連目では自殺願望に触れられている

詩集について「この本では、ケジラハビ、カヒギ、

と思われ（Topan 1974, Senkoro 1988, Ranne

ムロコジやその他の者たちによる芸術性を全く持

2006）、当時の読者に衝撃を与えたようである

たないたくさんの作品は脇に置いておく…この本

（Wamitila 2008）。定型詩と自由詩の主題の比較

の中の詩の型式はすべて、バントゥを起源とする

研究については今後の課題としたい。

ものである18」と宣言している19。これらの批判が

3.2. 詩 型 式 の 論 争 の 論 点

Mashairi ya Kiswahili. Longman Tanzania,
42-43. Gaudiso（2014: 80）より引用。筆者は原
典にはあたっていない。
16 Kandoro, Saadani A.（1978） Ushahidi wa
Mashairi ya Kiswahili. Longman Tanzania,
43-44. Mulokozi & Kahigi（1983: 16）より引用。
筆者は原典にはあたっていない。
17 Mayoka, Jumanne （ 1986 ） Mgogoro wa
Ushairi na Diwani ya Mayoka. Tanzania
Publishing House. Senkoro（1988: 11）より引用。
筆者は原典にはあたっていない。
18 定型詩を支持する者がみずからの型式をバン
トゥ起源と強調する理由は、彼らが自由詩を「白
人」
（Kizungu）起源のものと考えていたからであ
る（Mulokozi & Kahigi 1983）。この認識に対し
自由詩支持者は、自由詩こそが真にバントゥ起源
であり、定型詩の型式はアラビア詩由来であるこ
とを、それぞれ例示して証明を試みている。自由
詩支持者を支えていた思想の一つに、スワヒリ詩

	
  詩型式の論争の場で、伝統派と革新派が主張し
たそれぞれの論点について整理する。まず、自由
詩を新たなスワヒリ詩の分野として掲げた革新派
たちに対する、伝統派たちの批判を挙げておきた
い。UKUTA にも関わって数冊の詩集も出版して
いるカンドロは、以下のように述べている。
「自由
詩を作ることは、何の長所もない無意味な汚点あ
るいは欠陥を、スワヒリ詩の詩作に持ちこむこと
である」15。
「自由詩という「詩」はない。詩をよ

15

Kandoro, Saadani A.（1978） Ushahidi wa
18

革新派に対する当時の主流な意見であった。

Kezilahabi 1983, Mulokozi & Kahigi 1983）。最

	
  伝統派の革新派への批判は以下の四点にまとめ

後の論点に対してムロコジは、定型詩こそがアラ

られる。第一に彼らは自由詩という概念そのもの

ビア詩に端を発しているのであり、アラブによる

を否定する。自由詩という詩の分野は存在せず、

文化的な植民地化以前の真のバントゥ起源の詩は

能力がなく規則に従うことができない詩人が書い

自由であったことを、1890 年に収集されたスワヒ

た欠陥のある詩を自由詩と呼んでいるだけである

リ語の子守唄やタンザニア内陸部の民族語である

という。第二に詩の芸術性について言及し、欠陥

ハヤ語による叙事詩などの資料を用いて論証しよ

のある詩がまかり通れば、他の言語による詩の前

うとしている（Mulokozi & Kahigi 1983）。

でスワヒリ詩のレベルを下げることになるという。

	
  これらの他に、革新派にはもう一つの重要な論

第三に、詩の定義についても、韻律と音節数の一

点があった。それは、スワヒリ語は今やスワヒリ

致が詩の定義でないならば、詩とそれ以外のテキ

人だけのものではなく東アフリカ全土の共通語と

ストとの違いがなくなるとして危惧を表明する。

なったのであり、様々な社会や文化の現実を表現

そして最後に、スワヒリ詩の起源についての議論

するためには規則は障害となってしまうという主

がある。彼らによると、自由詩とは西洋に影響を

張である（Topan 1974, Kezilahabi 1983）。この

受けた文化であり、バントゥ起源の定型詩を重ん

論点は、詩型式の論争が単なる詩作法の違いによ

じるべきであると主張する。

る対立の裏に、別の種類の対立を背負っていたこ

	
  これらに対するケジラハビら革新派の主張は、

とを示唆している。次節ではこの論点について検

以下の通りである。第一の論点に対しては、自由

討する。

詩詩人ははじめから定型詩を書こうとしていない
ため、自由詩は欠陥のある詩ではないと反論する。

3.3. 詩 型 式 の 論 争 の 背 景

第二の詩の芸術性については、規則は詩を縛り、

3.3.1. ス ワ ヒ リ 詩 に 対 す る 態 度 の 地 域 間 の 差

詩人は内容を重視せず規則の奴隷となることで、

異

芸術は腐敗すると危機感を表明する。また第三の
詩の定義については、詩は音節数や韻律などの規

	
  革新派の最後の論点は、詩人の出身地域と、そ

則ではなく才能によって評価されるべきという価

の詩人のスワヒリ詩との関わり方が関係している

値基準を示す（Kezilahabi 1974, Topan 1974,

可能性を示している。スワヒリ語はタンザニアの
ほぼ全国民が習得しているが、スワヒリ語に対す

のアラブ支配からの解放を目指す文化的脱植民地
化という概念があった（Mazrui 2007: 52）。ただ、
自由詩の先駆者とされるケジラハビは、最初の自
由詩を英語で書き始めたと告白しており
（Kezilahabi 1974）、どちらの立場が真に「バン
トゥ的」なのかという議論は不毛なものにならざ
るを得ないと言える。
19 Mayoka, Jumanne （ 1986 ） Mgogoro wa
Ushairi na Diwani ya Mayoka. Tanzania
Publishing House. Senkoro（1988: 5）より引用。
筆者は原典にはあたっていない。
19

る親近性は、地域間で異なっている。同じような
現象がスワヒリ語を用いた芸術であるスワヒリ詩
にもみられるのではないだろうか。
	
  実際に伝統派と革新派の詩人たちの出身地域に
は、ある偏りがみられる。伝統派詩人たちの多く
は、モンバサ、タンガ、ザンジバルなどスワヒリ
文化が早くから形成されていたタンザニアやケニ
アの海岸部出身者や、ウジジ、ドドマなど植民地

時代以前から交易の拠点となり、交易用言語のス

のように海岸地方の言語ではなく、東アフ

ワヒリ語が普及しイスラーム化されていた地域の

リカ全土の文化のための道具なのである。

出身者である。つまり彼らはスワヒリ人なのであ

今日の「スワヒリ文学」あるいは「スワヒ

る 20。彼らの多くはムスリムで、詩の中に信仰心

リ詩」という概念は、海岸地方の文学や詩

が表現されることが多いという特徴がある。

を意味するのではなく、東アフリカの人々

	
  一方の革新派詩人の中で最も精力的に詩集を発

が真の現実をスワヒリ語によって表現し

表したケジラハビ、ムロコジ、カヒギの三名は、

た文学であり、詩を指すのである」

植民地化とスワヒリ語の標準語化以降にスワヒリ

（Mulokozi & Kahigi 1983: 3）。

語を習得した内陸部出身者である。ケジラハビは
ヴィクトリア湖に浮かぶ島ウケレウェ（Ukerewe）

	
  以上のことを考慮すると、新しい詩型式の主張

出身であり、同時期に自由詩の詩集を出版してい

とは、非スワヒリ人たちがスワヒリ語とその文化

るムロコジとカヒギはそれぞれタンザニア北西端

を自分たちのものにしようとする過程の試みの一

のブコバ（Bukoba）、ヴィクトリア湖南西部のビ

つとしてもとらえうる。彼らが目指していたのは、

ハラムロ（Biharamulo）の出身である。それ以外

少数派の特権であったスワヒリ詩を底辺へと引き

の革新派の賛同者は彼らに影響を受けたダルエス

下ろし、特に内陸の人々の間に広めることだった

サラーム大学の学生、あるいは講師であった21。

のである（Mulokozi & Kahigi 1973, Kezilahabi

	
  スワヒリ語を植民地化以降に習得した内陸部出

1974）。

身者にとっては、スワヒリ語は国語として当然身

3.3.2. 詩 型 式 と 近 代 化 の 関 係

に付ける言語ではあっても母語ではなく、イスラ
ームを基盤としたスワヒリ文化とも馴染みが薄い。
しかし地方出身のエリートたちにとっては、民族

	
  革新派たちの最後の論点からうかがえるもう一

語と比べより広い世界との繋がりを可能にするス

つの問題が、詩型式と社会の近代化との関係であ

ワヒリ語は、自分たちの思いを表現する道具とし

る。彼らは、複雑な問題を抱えた社会の中で生き

て肯定的に捉えられている。ムロコジとカヒギは

る個人の感情や思考と、定型詩は相容れないとい

スワヒリ語の価値を以下のように言い表している。

う主張を行なっている。例えばケジラハビは『激
痛』のまえおきで「私がスワヒリ詩にもたらした

「現代ではスワヒリ語はもはや二世紀前

かったのは普通の言葉、つまり人々が毎日の日常
会話で使う言葉の使用である。それこそが我々の

20

海岸のスワヒリ人で著名な詩人に、モンバサ
出身のアブディラティフ・アブダラ、ザンジバル
出身のモハメド・スレイマン、タンガ出身のシャ
アバン・ロバートなどがいる。内陸のスワヒリ人
で著名な詩人としては、ドドマ出身の M・ムニャ
ンパラ、ウジジ出身のサアダニ・カンドロやアム
リ・アベディがいる。
21 キルワ出身のエブラヒム・フセイン、ゴンジ
ャ出身の F・センコロ、ザンジバル出身の F・ト
パンなどがいる。

現実の人生なのである」と述べている（Kezilahabi
1974: xiii-xiv）。F・トパンは『激痛』によせた解
説において、より具体的に以下のように述べてい
る。

「現代詩の詩人は、（定型詩の詩人とは）
異なる環境で育てられ成長してきた若者
20

たちである。政治面では、彼らは母国の独

以上の議論より、詩型式の論争は単なる詩作法

立以降に書き始めており、教育面では大学

や詩観をめぐる対立というだけではなく、出身地

教育を受け、異なる国や言語の文学を理解

域の抱える背景の違いの対立でもあり、さらに世

し、社会面では様々な文化や習慣の混じり

代や教育による世界観の違い等の要素がからみあ

合った現代の環境で生きてきた。（略）彼

った複合的な問題として捉える必要があることが

らは我々に新しい型式をもたらし、新しい

わかる。

思いや考えによって自己表現を始めたの
だ」（Topan 1974: xii, 括弧は筆者挿入）

4．結論—自由詩のその後
	
  複雑化する現代の現実と定型詩は相容れないと
いう価値観は、戦後の日本でも表明された。終戦

	
  ここまで、スワヒリ定型詩の生成とその権威化、

から一年後の 1946 年にフランス文学研究者の桑

それに反抗する形でのスワヒリ自由詩の誕生とい

原武夫が雑誌『世界』に発表した論文「第二芸術

う流れを追い、詩型式をめぐる論争の内容を紹介

—現代俳句について—」である。この論において

してきた。詩型式の論争が最も激しく行われてい

桑原は俳句を徹底的に批判し、当時の俳壇に大き

たのは、1960 年代後半から 70 年代にかけてのこ

な衝撃を与えた。その二ヶ月後には同じ論調で短

とである。ではこの論争はスワヒリ詩にどのよう

歌を批判した「短歌の運命」も発表した。旧来の

な影響を残したと言えるのだろうか。ケジラハビ

日本文化の象徴としての伝統詩である俳句と短歌

は 1983 年に発表された評論「スワヒリ詩に関す

を否定する桑原の「第二芸術論」に対してはおび

る研究」 22において、この論争を振り返り以下の

ただしい反論が寄せられたという（桑原 1976）。

ように述べている。

	
  桑原の論には、革新派の論と共通する論点がみ
られる。例えば桑原は俳句が芭蕉の形式を守り続

勝利はまだ得られていない。
（略）文学の

け、芸術に停滞を招いていることについて、
「かく

世界では、保守派と革新派が芸術につい

するとき精神は形式に乗ったものとして受けとら

て争うことは避けられず、対立は何度も

れ、精神そのものも形式化するのは必然である。

繰り返される。歴史の新たな流れや、人

これをアカデミズム、マンネリズムという」
（桑原

間の新しい考え方と必要性にともなって

1976: 26）と述べている。革新派の、詩人は規則

新しい形式が試され、新しい哲学が出現

の奴隷となり芸術は腐敗するという論と同調して

するのである。我々がどこから来たのか

いる。そして近代化との関係についても桑原は、

を知ることは大切だが、新しい方法を探

「人生そのものが近代化しつつある以上、いまの

そうとはしないまま、祖父たちが置いて

現実的人生は俳句には入りえない」
（桑原 1976: 28）

いった斧を使って現代の問題に立ち向か

と述べているのである。社会の近代化にともない

うことができると期待するのは間違いで

定型詩の伝統への反逆や超克が試みられるという

ある。文学はよどんだ水ではない。生き

現象が、他の言語文化圏でもみられるのかという

評論内の記述から、実際に書かれたのは 1978
年であることがわかる（Kezilahabi 1983: 158）。
22

問題については、さらなる研究が必要である。
21

た水なのだ。

人も多くはない。書かれた文学を享受できる層が

スワヒリ詩においてもこの論争は昔から

不足しているのである。そのような社会において

続いているが、文学作品や新聞の手綱を

は、詩は読むことによってではなく、朗読され、

握ってきたのは伝統派であったため（悲

歌われることによって楽しまれている。そのため、

しいかな、現在でも彼らは手綱を握って

韻や音節数の一致はある程度重要になってくるの

いる）、革新派は黙らされ、「欠陥のある

である。昨年私がザンジバルで出会った詩人のア

詩」というレッテルを貼られ、葬り去ら

フマドも、自作の詩を書きとめてはいなかった。

れてきた。（Kezilahabi 1983: 144）

彼にとって詩とは、ただその瞬間を共にする人を
楽しませ、そしてそのまま消えていくものだった

	
  ケジラハビのこの記述から、論争後も自由詩は

のである。

革新派たちの期待通りには浸透しなかったことが

	
  しかし詩の論争がスワヒリ詩界に何の変化もも

読み取れる。特に、庶民が日常の言葉で自由詩を

たらさなかったわけではもちろんない。ケジラハ

作るという、ケジラハビが思い描いていた理想は

ビは、多くはないものの現在に至るまで定期的に

実現してはいないようである。読者によって新聞

自由詩を収めた詩集を発表し続けている。また、

に投稿される詩は定型詩が多く、またタンザニア

1970 年代の詩型式の論争の場に直接関わってい

人のスワヒリ語研究者ザイナブ・カッス・イサク

ないにも関わらず、自由詩を書き始めた作家もい

氏によると、人々は現在も韻や音節数の一致を「良

る。その一人であるケニア人のキザカ・ワ・ンベ

い詩」の条件と考えている。さらに定型詩で歌わ

リア（Kithaka wa Mberia）は、詩行によって図

れるターラブをラジオやテレビなどで耳にする機

柄を描く「パターン・ポエトリー」あるいは「コ

会は多く、人々は日常的に定型詩に親しんでいる

ンクリート・ポエトリー」と呼ばれる技法に挑戦

と考えられる。一方で論争後に自由詩を発表して

しており（Mberia 1997, 2001, 2005, 2007）、スワ

いる詩人は全員が大学関係者のエリートであり、

ヒリ詩の規則からの解放と発展を示す例として取

少数派にとどまっている23。

り 上 げ ら れ て い る （ Indede 2008, Bertoncini
2010）。

定型詩が人気であり続ける背景には、書かれた
文学に対する口承文芸の力の強さがあると考えら

ここでは、詩型式の論争以降に現れた自由詩の

れる。現在でもアフリカの多くの地域では出版自

詩人として、ケニア人の言語学者のアラミン・マ

体が盛んとは言えず、出版物を買うことのできる

ズルイ（Alamin Mazrui）による一編の詩を紹介
する。彼は 1980 年代、ケニアのモイ政権下で政

1980 年代以降に自由詩の詩集を出版している
詩人と詩集は以下の通りである。ケジラハビによ
る『ようこそ中へ』Karibu Ndani と『祝宴』Dhifa、
ムロコジとカヒギによる『詩の秘訣と我々の詩集』
Kunga za Ushairi na Diwani Yetu 、キザカ・
ワ・ンベリアによる『カルタ遊び』 Mchezo wa
Karata、『もう一つの大陸』Bara Jingine、『月
とラジオ』 Redio na Mwezi、『9 つ目の季節』
Msimu wa Tisa、アラミン・マズルイによる『心
のひとかけら』Chembe cha Moyo。
23

22

権に批判的として投獄され、釈放後 1984 年にア
メリカに亡命した。1988 年に発表された唯一の詩
集『心のひとかけら』の中には、投獄経験が色濃
い詩が多く収められていると言われる（Indede
2009）。以下の詩「言葉を切り捨てて」Mkata wa
Maneno（Mazrui 1988: 5）は、幸福感になじめ
ず、苦しみしか表現できなくなった詩人の、書く

という行為そのものへのむなしさが読者に強い印

心の中の葛藤のような

象を与える。原文は改行に工夫が凝らされている

奥深くに隠された戦いに打ち勝つための言葉
を。

のだが、残念ながら誌面の都合上、左揃えにして
いる。

私の使う単語は痛みだけだ、あるいは疑いだ
だから私は古き時代のやり方を好む…

私が笑っている	
  私自身を笑っている

考えるだけで書かないというやり方を。

楽しげに笑っている
私は何とも思わない	
  今はまだ早すぎて

	
  1970 年代の詩型式の論争が残した功績とは、ス

意識が目覚めていないのだ・・・

ワヒリ詩の表現の可能性を広げ、多様なスワヒリ
詩が生まれる土台を整えたことであろう。庶民が

そろそろ朝が
頭をもたげた頃だろうか

気楽に書ける詩という革新派の当初の思惑とは反

心がやっと

対に、スワヒリ自由詩はハイカルチャーとしての

何かを考えられる状態になり

活路を見出した。ハイカルチャーから大衆文化ま

そしてこの心地よい

で様々なレベルの発展こそが、ある文化を豊かに

杵をつく音が辺りにこだましているというこ

することを考えると、自由詩の誕生と詩の論争は

とは

スワヒリ文学の発展にとって避けては通れない道
私は自分をおかしく思う…よくわかっている

だったと言えるだろう。

から

	
  アフマドによる詩の朗読から始まって、定型詩、

笑顔を浮かべたくなるような気分に、自分は

ターラブ、自由詩という順にスワヒリ詩の世界を

慣れていないということを

概観してきたが、改めてその世界の広大さ、奥の

それは詩を口ずさみ、ステップを踏んで歩き

深さに圧倒される。その世界を前にして、本稿で

ながら
ちょっかいをかけてくる…誘惑してくる	
  夫

はあまりに多くの謎や仮定を未解決、未検証のま

婦のように

まにしてしまった。しかし本研究は、今後このよ

いつの時代も恋人たちがするように

うに多層的なスワヒリ詩を研究していく上でのス
タート地点となってくれた。またアフリカのどの

私は慣れていないのだ	
  このような喜びと情

地域であれ、現地語による文化や芸術を考慮しな

熱に

ければ、どれほど多くの文化的、社会的要素が見

それは私の気を惹こうとして昼も夜も
毎日のように道化師の物真似をしてくる

えなくなるのかということを、今回改めて思い知

…この世の歓楽の真似をする

ることができた。今後は、広大なスワヒリ語によ
る言語芸術の海の中を、もう少し深くまで潜って

だから私は切り捨て始めたのだ…

行くつもりである。

喜びや平穏を表す言葉を
愛や宗教についての言葉を
虐げられし者の復讐心をなだめるような言葉

謝辞

を

	
  自身の詩を本稿で引用することを快諾してくだ

この世の人生を言い表す言葉を

さったアフマド・アリ氏に感謝の意を表する。
23

Malenga wa Mvita –Diwani ya Ustadh
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日本のアジア主義者のアフリカ認識
−日本エチオピア交流とアメリカ黒人問題の事例から−
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 

	
  今泉 奏

＊1本稿におけるアジアのアジア主義者は、日本人を除くアジア人のアジア主義者を指す。また、日本のアジア主義者は日
本人のアジア主義者を指す..

	
 

アフリカ人とアフリカン・ディアスポラ（とりわけ、ア

はじめに	
 

メリカ黒人）の関係性をどれほど意識していたのだろう

	
  日本人と黒人の関係史は主に二つに分けられる。一つ

か。アフリカ人とアフリカン・ディアスポラを完全に異

は「日本人とアフリカ人の関係史」であり、もう一つは

なるものとしてとらえたのだろうか。それとも両者の共

「日本人とアフリカン・ディアスポラの関係史」
である。

通性を見出したのだろうか。見出したとすれば、どのよ

前者は日本アフリカ関係史の一部、後者は主に日米関係

うな問題意識から共通性を見出したのだろうか。そして

史の一部に分類されてきた。
こうした歴史の分類により、

両者の共通性とはいったい何なのだろうか。

「日本人とアフリカ人の関係史」と「日本人とアフリカ

	
  アジア主義という枠組みは、これらの疑問を解決する

ン・ディアスポラの関係史」は、相関性や連続性がなく

ための糸口になるかもしれない。なぜなら、アジア主義

断絶したものとして描かれてきた。

思想をもった人々が、
「アフリカの人々が直面していた問

	
  本稿の目的は、このような歴史の分類を見直し、
「日本

題」と「アメリカ黒人が直面していた問題」との関連性

人とアフリカ人の関係史」と「日本人とアフリカン・デ

を見出していた可能性があるからだ。例えば、北一輝や

ィアスポラの関係史」の相関性や連続性を再考すること

大川周明らとともに猶存社を結成した満川亀太郎が著し

である。そのために、本稿では 1920 年代から 1940 年代

た『黒人問題』では、アメリカ黒人問題とアフリカの植

に生じた二つの事例をとりあげる。一つめは「日本人と

民地問題との関連性が描かれた。また、大政翼賛会興亜

アフリカ人の関係史」の事例として、日本エチオピア交

本部長を務めた宮田光雄は「黒人の民族運動」として、

流をとりあげる。二つめは「日本人とアフリカン・ディ

エチオピア問題とリベリアの特徴、および北米の黒人運

アスポラの関係史」の事例として、日本人のアメリカ黒

動を並べて記述している。こうした記述では、
「アフリカ

人問題へのかかわりについてとりあげる。これら二つの

の人々が直面していた問題」と「アメリカ黒人が直面し

事例の相関性や連続性を検討することで、既存の歴史分

ていた問題」との関連性が示された。これらの記述が、

類にとらわれない日本人と黒人の関係史を描くことを試

公民権運動やアフリカ諸国の独立運動が活発になる 30

みたい。

年ほど前からことは注目されるべきだ。

	
  本稿でとりあつかう 1920 年代から 1940 年代には、
環

	
  ここで、アジア主義研究の動向について触れておく必

大西洋地域で暮らす黒人どうしを結ぶいくつかの動きが

要があるだろう。アジア主義研究において, 日本エチオ

あった。1920 年代においてはアメリカでハーレム・ルネ

ピア交流やアメリカ黒人問題について議論したものはほ

サンスが起こり、
1930 年代においてはフランスを中心に

とんどない24。近年で最も大きなアジア主義研究の成果

ネグリチュードが起こった。そして、1940 年代において

である松浦（2013）
『アジア主義は何を語るのか：記憶・

はパン・アフリカニズムの本格化が見られた。ギルロイ

権力・価値』25では、北はロシア、南はオーストラリア、

（2008）は、これらの運動がアフリカ、アメリカ、カリ

西はトルコ、東はハワイを含む地域におけるアジア主義

ブ海およびヨーロッパを包摂する環大西洋地域で暮らす

が検討されたが、アメリカ黒人についての言及はほとん

アフリカ人とアフリカン・ディアスポラたちに相互に影

どない。さらに、アフリカ地域にかんする記述は見られ

響を与えてきたことを示した。これに対して日本でも真
24中島（2014）は、「アジア主義の辺境」としてエチオピ

島（2011）らによって、環大西洋地域におけるアフリカ

ア問題とアメリカ黒人問題について言及している。

人とアフリカン・ディアスポラの政治的、社会的、文化

25日本学術振興会補助金（基盤 A）助成プロジェクト「アジ

的交流が研究されてきた。
	
  それでは1920年代から1940年代において、
日本人は、

ア主義のビジョンとネットーワークに関する広域比較研究」
の成果をまとめたもの。

26

ない。その他、山室（2002）などのアジア主義研究にお

ジア主義を各々のバランスでもっていた。また、ひとり

いても、日本エチオピア交流やアメリカ黒人問題が論じ

のアジア主義者をとってみても、三つのアジア主義のバ

られることはほとんどなかった。

ランスは時代ごとに変化していくのが通常であった。と

	
  日本エチオピア交流や日本人のアメリカ黒人問題への

りわけ第二次大戦期において、抵抗としてのアジア主義

かかわりの歴史をひもとくと、アジア主義者の存在は無

から政略としてのアジア主義に比重が移っていくことは

視できないはずである。日本エチオピア交流はアジア主

少なくなかった。前者は反帝国主義的、後者は帝国主義

義団体である黒龍会が中核を担った。アメリカ黒人問題

的という点で、相互矛盾するようにも思える。しかしな

を見ると、満川のようなアジア主義者による議論が重要

がら、これらは常に曖昧な状態で矛盾を孕みながら共存

な位置を占めた。こうしたアジア主義者を扱うことで、

していた。

アジア主義研究にアフリカの視点を取り入れることがで

	
  ここでアジア主義の歴史を少し振り返りたい。明治初

きると考える。

期のアジア主義は、興亜論と脱亜論という二つのキーワ

1.

26

アジア主義の系譜 	
 

ードがある。明治初期の興亜論は、自由民権論者や国権

	
  並木（2009：450-451）によると、アジア主義とは、

論者にみられるアジア主義の形であり、抵抗としてのア

「近代における欧米列強の進出に対する危機意識から、

ジア主義の比重が大きい考え方である。すなわち、欧米

その進出の対象となったアジアに共通の課題を設定し、

列強に対してアジアの連帯を掲げ、反帝国主義、反植民

欧米列強の支配的影響下からの解放を唱える考え方」と

地化を進めるという考えである。この興亜論という概念

される。中島（2014：30-31）は、アジア主義研究の先

は、時代によって大きく変わった。第二次世界大戦に近

駆者とされる竹内（2010）27が三つのアジア主義を示し

づくにつれて、興亜の意味は、日本が頂点に君臨するア

たと述べた。
一つ目は、
政略としてのアジア主義であり、

ジアの繁栄へと形を変えていった。つまり、政略として

明治期以降に継承されたパワーポリティクスの論理であ

のアジア主義に比重が移ったことになる。脱亜論は、福

る。要するに「やられる前にやる」という考えであり、

沢諭吉の脱亜論を原点とし、後に天皇制を中心とする日

日本の帝国主義的な面と結びついていた。二つ目は、抵

本の歴史的な独自性を主張する動きに結びついた。これ

抗としてのアジア主義であり、反帝国主義のためにアジ

は、政略としてのアジア主義が全面的に出た考え方であ

アの連帯を唱えるという思想である。この論理は、日本

り、国家を帝国主義化することによって植民地化を免れ

国外からも共感を集め、アジアのアジア主義者たちによ

ようとする考えである。

っても唱えられた。三つ目は、思想としてのアジア主義

	
  三つのアジア主義が重なりあう、という竹内の主張を

であり、アジアの文化的優越性を主張する考えである。

援用すると、興亜論と脱亜論も少なからず重なる部分が

最たる例は、西洋近代の存在論や認識論を否定し東洋哲

あることがわかる。なぜなら、どちらも近代主義思想で

学の優越性を主張して、アジアの哲学者とも交流を広げ

あり、欧米列強による植民地支配を避けるという目的を

た岡倉天心である。

共有しているからである。興亜論と脱亜論は、独立を保

	
  三つのアジア主義は、個々に独立して存在していたわ

つための方法論は異なるものの、共通する部分が少なく

けではない。アジア主義者と呼ばれた人々は、三つのア

ないのである。	
  ここで、いわゆるアジア主義団体と呼
ばれた組織を紹介する。一つ目は、1881 年に頭山満が福
岡で設立した玄洋社である。頭山は、自由民権運動のな

26アジア主義はひとつの思想であるため、
時代によって不安

かで愛国主義的な国民主権を唱えた（中島 2014）
。左派

定に形を変える。また、アジア主義者どうしでも異なるア

的な運動のなかでナショナリズムが強調されるのは、違

ジア主義思想をもつこともある。したがってアジア主義そ

和感があるかもしれない。しかしながら歴史的にはそれ

のものを議論しようとすると、それだけで研究が終始して

ほど珍しくはなく、左派的な運動であるフランス革命が

しまう。そこで、アジア主義思想の議論は山室（2004）や

フランスのナショナリズムの根幹にあることと基本的に

松浦（2013）を援用し、本章ではアジア主義者と呼ばれる

変わりはない。玄洋社の活動は、次第に反封建主義や反

人々がどのように形成され、アフリカ人やアメリカ黒人と

帝国主義と結びつき、やがてアジア主義に帰依するもの

関わったのか、ということを中心に論じる。

になった。この玄洋社の流れを汲んで生まれたのが黒龍

27竹内好（2010）
『日本とアジア』ちくま学芸文庫。初版は

会である。黒龍会は、1901 年に内田良平を主宰として設

1966 年。日本のアジア主義にかんする研究の指針となる
論集。

27

立された（中島 2014）
。内田は日露戦争の開戦を働きか

2.

日本のアジア主義者のアフリカ認識をとらえる
ための 2 つの事例	
 

けた人物であり、アジアのアジア主義者とも広くかかわ
りを持った人物である。この黒龍会が、後に日本エチオ

2.1. 日本エチオピア交流とアジア主義者	
 

ピア交流の主体となっていく。

	
  日本とエチオピアは、国際社会において対照的な動き

	
  これらのアジア主義団体とアジアのアジア主義者は少

をした。エチオピアは 1923 年に国際連盟に加盟したこ

なからず関りを持ってきた。アジアのアジア主義者は、

とを足がかりに国際社会への参入を目指し、やがてリベ

1900 年ごろから日本を訪れはじめたものの、1920 年ご

リアと並ぶアフリカ唯一の独立国として注目されるよう

ろになると交流が途絶えていった。ちなみに、この 10

になる。一方、日本は 1930 年代初頭の満州事変以来、

年ほど後に日本エチオピア交流が本格化することになる。

急速に国際社会から孤立していった。両国はまさに正反

孫文は 19 世紀末に来日し、頭山や内田らの協力を引き

対のような軌跡をたどりながら出会った。日本のアジア

出して辛亥革命を起こした。彼は後に大アジア主義を唱

主義者は、1920 年代前半以降、孫文やタゴールらによる

え、日本が「仁義・道徳」に基づく「王道」の道を逸れ、

批判を聞き入れず、アジアのアジア主義者との交流は薄

西洋の帝国主義的な「覇道」を歩みつつあるとして批判

れていった。この時期、エチオピア皇太子タファリ・マ

した。これは、抵抗としてのアジア主義や思想としての

コンネン（後のハイレ・セラシエ 1 世）と日本の国連代

アジア主義を見失い、政略としてのアジア主義に突き進

表の会見が初めて実現した（藤田 2005）
。日本エチオピ

む日本への批判であった（中島 2014）
。ラース・ビハー

ア交流の萌芽であった。日本が国際社会から孤立し、ア

リー・ボースは、インド独立運動の闘志であり、黒龍会

ジアのアジア主義者からも見放されるなかで、日本エチ

の一員として活動した人物である。ボースは、孫文だけ

オピア交流が始まったのである。では、具体的にはどの

でなく 1931 年に訪れたエチオピア外交使節団にも面識

ようなアジア主義者たちがエチオピアとの交流に関わっ

している（藤田 2005）
。ランビドラナート・タゴールは、

たのだろうか。ここでは、何名かのアジア主義者に焦点

ノーベル文学賞をアジア人として初めて受賞したインド

を当てる。

の詩人である。岡倉天心と親交があり、思想としてのア

	
  黒龍会のブレーンでもあった大山卯次郎は、エチオピ

ジア主義に共鳴した。しかしながら天心の死後、来日し

アを含む多くのアフリカの情報を日本にもたらした。大

た際は思想としてのアジア主義を忘れ、西洋的な近代化

山の本業は法学者であったが、同時にアフリカ専門家で

に邁進する日本を批判した（中島 2014）
。この他にも、

もあった。1930 年代前半には、東アフリカ地域、とりわ

日本への留学を促進する東遊運動を興したベトナムのフ

けエチオピアにかんする講演と著述を積極的に行った

ァン・ボイ・チャウや、ボースとともに活動した H.L.

（Clarke2011）
。大山がアフリカの地を踏んだのは 1927

グプターなど、日本のアジア主義に触れたアジアの指導

年のことである。東阿経済使節団の団長として、エチオ

者は一定数いたが、日本の覇権によるアジア主義を見限

ピアを含む東アフリカ 7 か国を歴訪した（北川 1993）
。

って去った者も少なくなかった。

大山はこの時の経験をもとに、講演と著述28を行った。

	
  こうして、
1920 年代に入るとアジアのアジア主義者と

また、並行して日英米における政治問題についても多く

の関係は次第に薄れ、第二次世界大戦期には完全に対立

の著作29を残した。

するようになっていった。1930 年代後半には、
「東亜新

	
  1931 年には、
エチオピアの外務大臣ヘルイを特使とす

秩序」や「大東亜共栄圏」といった日本の覇権によるア

るエチオピア外交使節団の来日が実現した。ヘルイは日

ジア主義が唱えられた。日本人は指導民族として位置付

本の視察のなかで、黒龍会の面々やボースにも会ったと

けられ、アジアの他の国々と民族には大東亜共栄圏への

いう（藤田 2005）
。外交使節団の来日を機に「エチオピ

参入を強いた（ダワー1988）
。このような論理に基づき、

ブーム

大東亜共栄圏内の国際関係は八紘一宇の観念に照応して、

ア 熱 」が盛り上がり、それに伴うエチオピア報道の過

家族や兄弟のアナロジーで語られた。また、日本海軍の

熱が始まる。新聞ではこぞって、エチオピアの社会、文

高木惣吉のもとで作成された「大東亜共栄論」では、独

化、歴史、地理などが取り上げられ、両国の親交が好意

立保護国としてのビルマ、フィリピンなどを日本が宗主

的に報じられた。報道では、エチオピアは「未開」であ

国として保護するという構想がなされた（山室 2002）
。
28大山（1930）、大山（1935）など。
29大山（1925）、大山（1937）など。
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るが「文明化」しつつある国として、しばしば江戸時代

	
  花嫁候補として選ばれた黒田雅子は、以下のコメント

の日本との類似性が指摘された30。つまり、エチオピア

を残している。

は日本よりも劣っており、日本を見習って近代化してい
く存在としてとらえられていたのである。そのため、エ

「図書館で本を読んだりしてあちらの風俗習慣な

チオピアとの連帯が唱えられながらも、日本人の指導民

どには興味をもつておりました。けれどもそんな単

族としての確固たる優位性は揺らいでいなかった。八紘

純なことから今度のことを決意したのではありま

一宇の精神に当てはめると、日本が兄だとすればエチオ

せん。これからの日本は海外へ飛躍しなければなら

ピアは弟のような存在とみなされていたと言える。

ないのに婦人ばかりが優柔不断で人種が違うから

	
  角岡知良は、頭山満の顧問弁護士でありトゥーラン主

だうのかうのとゐつていたのでは仕方がないと思

義者でもあった。トゥーラン主義とは、トゥーラン民族

つてゐたのです。
」
（
『読売新聞』朝刊 1934.1.20.）

を祖先とする人々の統一を目指す政治的なイデオロギー
である。
トゥーラン民族とは、
オスマン帝国のトルコ人、

	
  黒田のコメントは興味深い。黒田はアジア主義者の思

ソ連統治下のバシキール、タタール、ウズベクなどのテ

惑に取り込まれながらも、主体的選択であることを高ら

ュルク系の人々、ハンガリーを中心とする中央ヨーロッ

かに宣言した。アジア主義に関連する動きの中で、女性

パのマジャール人、
フィンランドに住むフィン系の人々、

の声はほとんど取り上げられてこなかったため、黒田の

モンゴル系の人々、満州人、朝鮮人、日本人であるとさ

事例は非常に貴重である。アジア主義がひとりの女性の

れる（レヴェント 2013）
。人種、民族的な連帯という意

決断にどのような影響を与えたのか、黒田はエチオピア

味で、トゥーラン主義はアジア主義と親和性が高かった

（アフリカ）に対してどのようなまなざしを抱いていた

のだろう。角岡はアジア主義者でありながら、トゥーラ

のか、今後検討していく必要があるだろう。

ン主義者でもあった。角岡は「日エ同胞論」を唱え、地

	
  1935 年にはイタリアがエチオピアに侵攻したことに

名の共通性や旧約聖書の独自解釈により、日本人とエチ

より、第二次エチオピア＝イタリア戦争が勃発した。黒

オピア人の民族的起源を同一視する考えを示した（中島

龍会はこれに対して「エチオピア問題懇談会」を日比谷

2014）
。しかしながら、トゥーラン民族の範疇にエチオ

公園で開催し、エチオピアを支持する旨を採択した。会

ピア人（厳密にいえば、エチオピアで政権を担っていた

では、角岡知良による「エチオピア近況報告」がなされ、

アムハラ人）を入れることはあまりにも無理がある。な

大山卯次郎によって「エチオピア激励の要」が述べられ

ぜなら、現代においてさえトゥーラン民族自体が成立す

た（白石 1983）
。しかし、エチオピアの敗北を境に日本

るか否かは多くの疑問を残しており、そのような難しい

エチオピア交流は急速に終息へ向かう。
アジア主義者は、

議論においてエチオピア人を含めるというのは多くの論

日本による満洲支配を正当化するために、イタリアによ

理矛盾を引き起こすからである。もちろん、人類の起源

るエチオピア支配を認めなければならなかったのだ

までたどれば日本人もエチオピア人も「同胞」かもしれ

（Cleark2011）
。その後、国交は途絶え、1942 年にはつ

ないが、未だ定まらぬトゥーラン民族として同一の起源

いにエチオピアが対日宣戦布告をした。日本エチオピア

をもつとは考えにくい。

交流の断絶である。

	
  1933 年、
「エチオピア熱」が再び巻き起こった。エチ

	
  以上のように、
1920 年代から始まった日本エチオピア

オピア皇族のアラヤ・アベバが日本人の花嫁を募集し、

交流はアジア主義者らによって盛り上がり、
1930 年代後

華族の黒田雅子が候補に選ばれたのである
（山田 1998）
。

半に日本が政略としてのアジア主義を優先したために潰

これを仲介したのが角岡であった。アラヤは 2 年前の外

えた。しかしながら、この間アジア主義者たちが積極的

交使節団の一員として日本に訪れていた。角岡は、はじ

にエチオピアとの連帯を模索し、またエチオピア政府も

めは半信半疑であったがやがてアラヤが本気だとわかる

日本との連帯を求めたことは注目すべきであろう。

と、妻を面談役として候補者を選んだ（中島 2014）
。

2.2. アメリカ黒人問題とアジア主義者	
 
30
「新修好国エチオピアの特使を迎う：世界の神秘境：アフ

	
  アジア主義者でアメリカ黒人問題について最も多くの

リカの黒人帝国：江戸時代を偲ばす社会制度」
（
『大阪朝日
新聞』1931.11.5.）や「え・ち・お・ぴ・あ（上）：建国四
千年：新たに通商条約成ったアフリカの帝国」
（
『内外商業
新報』1931.11.8.）など。

著作を残したのは満川亀太郎であろう。満川は 1888 年
に大阪府郊外の豊能郡に生まれ、幼少期に父を亡くし母
29

と兄に育てられた。高校卒業後、京都出張所付属の日本

に触発されたことが執筆の直接の動機となったと想定さ

銀行見習として日露開戦後まで勤め、
『民声新聞』の記者

れる（古川博巳・古川哲史 2004）
。満川はこの他にも、

になった（刈田 2008）
。1918 年に老壮会を創設し大川周

『黒人問題大観』
（1928）
『奪われたる亜細亜』
（1921）34、

明を迎え、翌年北一輝を加えて国家改造運動を推進する

35、
『猶太禍問題の検討』
（1932）36などを執筆している。

猶存社を設立した。1923 年に猶存社を解散した後、翌年

それぞれの著作のテーマや視点は異なるが、いずれも反

東洋協会大学（現在の拓殖大学）の講師に就任し、1925

欧米列強の論調であることは共通している。また、積極

年には行知社を結成した31。

的に人種論を展開することも満川の著作の特徴であった。

	
  『黒人問題』は、1925 年に二酉名著刊行会から出版さ

	
  満川のように日本でアメリカ黒人問題を論じた者もい

れた満川の著作である。312 ページにわたって人類学的

れば、アメリカに渡ってアメリカ黒人との連帯を図った

研究から歴史的事象までが網羅され、アフリカの植民地

者もいた。いわゆる工作員としてアメリカ黒人と関係を

問題とアメリカ黒人問題の関連性が記されている（古川

もった人々である。これらの人々は、秘密裏に活動して

博巳・古川哲史 2004）
。1920 年代においてアメリカ黒人

いたため素性をつかむのが大変困難であり、不明な点が

問題とアフリカの植民地問題を結びつけて論じたものは、

多い。

この他にはほとんど見られない。

なかねなか

中根は 1930
	
  中根中もそのような人物のひとりである。

	
  満川は著書の題言で、アメリカ黒人問題を述べるにあ
たり、内村鑑三訳の詩集『愛吟』と松村介石の『社会改

年代に日本帝国陸軍の少佐や黒龍会の合衆国代表を名乗

良家列伝』に影響を受けたと記している。満川は『愛吟』

ってアメリカで活動した。黒人運動団体「われわれ自身

から、アメリカのロマン派の詩人ジェイムズ・ラッセル・

の発展」
（Development of Our Own）
、
「アメリカ前進運

ローウェルの詩を引用した。詩の内容は、アメリカ奴隷

動」
（Onward Movement of America）を組織したとさ

解放運動の指導者であったウィリアム・ロイド・ガリソ

れ、多数の日本と黒人社会の連帯を模索したという。疋

ンについて歌ったものである。
『社会改良家列伝』
からは、

田保一（別名、平山米三）はこれまで述べてきたアジア

イギリスにおいて奴隷解放運動を担ったウィルバーフォ

主義者たちとは異なり、リベラルな考えをもった人物で

ースの伝記から最も影響を受けたとも述べ、
「英国奴隷解

あった。疋田はコロンビア大に学び、日本人と黒人の相

放運動の元勲ウヰルバルフォースの傳記こそ、我が意中

互理解を目指し、
デュボイスの訪日にも関わった。
また、

のガリソンと握手し抱擁すべきものであった」
（満川：5）

戦時中には外務省嘱託として国策に協力させられた（古

と記した。また、
「秘密講及び其の加入禮式」の節につい

川博巳・古川哲史 2004）
。

ては、ハットン・ウェブスター著、田崎仁義訳の『原始

	
  以上のように、日本では満川によってアメリカ黒人問

的民族の秘密講』32を参考にしたと述べている。この他

題が検討され、アメリカでは中根らによってアメリカ黒

にも情報源となる文献を満川はもっていたと想定される

人との連帯が模索されたようである。しかしながら、ア

が、その詳細は明らかではない。

メリカにおけるアジア主義者とアメリカ黒人との関係は

	
  満川は『黒人問題』のなかで、何度もアフリカ帰還運

不明なことが多い。
今後はダワー
（1988）
やホーン
（2015）

動の指導者であるマーカス・ガーヴェイ33について言及

による人種戦争としての第二次世界大戦を描いた研究を

している。また、布表紙をめくった表題のページに黒人

中心に、アメリカで活動したアジア主義者についても調

帰還運動のシンボルである赤・黒・緑の三色旗が色刷り

べる必要がある。

で配している。これらを考慮すると、ガーヴェイの運動
312012.12.20.更新「満川亀太郎関係文書」

34広文堂書店より出版。総頁数 436。アジアの解放運動か

<http://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/mitsukawakametaro
u.php>（参照 2016.2.19.）
32ウェブスター, ハットン（1915）田崎仁義訳『原始的民族
の秘密講』実業之世界社。
331914 年にジャマイカ生で生まれる。世界黒人地位改善協
会を設立し、アフリカ帰還運動を行った。人種偏見が白人
文明に深く根付いているとし、白人の良心や民主主義の原
則に訴えるのを諦め、アフリカに戻って自分たちの国家を
建設すべきだと主張した（佐々木 1996）。

らイギリスの植民地問題、日米問題、アフリカの問題まで、
広範な議論を行う。
35中央融和事業協会より出版。総頁数 130。『黒人問題』の
縮小版であるが、アフリカ地域にかんする記述が大幅に減
少する。
36中央教化団体連合会より出版。総頁数 69。満川はアメリ
カ黒人問題だけでなく、ユダヤ問題にも関心があった。満
川はヨーロッパで蔓延する「猶太禍」について批判的に述
べ、ユダヤ人への同情を示した。

30

2.3. 「エチオピア問題」	
  結びつくアフリカと

関心の表れと取れるかもしれない。

アメリカ	
 
	
  ここまで示してきた事例のなかで、アフリカ地域とア

3.

むすびにかえて	
 

メリカ黒人の問題が関連づけて議論された例は、満川の

	
  本稿では、日本のアジア主義者が、環大西洋地域また

『黒人問題』くらいである。しかしながら、両者を関連

いだ黒人世界とどのように関わってきたのかを見てきた。

づけて議論した例はそれだけではない。
1935 年のイタリ

その中で、日本エチオピア交流およびアメリカ黒人問題

アによるエチオピア侵攻とそれに続く植民地支配、いわ

に積極的に関わった日本のアジア主義者がいることが確

ゆる「エチオピア問題」にかんする報道から、アフリカ

認された。これら日本のアジア主義者の動きからは、環

とアメリカのつながりが見えてくる。以下に「エチオピ

大西洋地域を包摂する黒人世界という地理的枠組みでア

ア問題」にかんする新聞記事を挙げる。

ジア主義者のアフリカ認識をとらえる必要性が見えたと
言える。今後はアメリカにおけるアジア主義者の動きを

「
「ハーレムの黒鷲」奮然エ国支援へ：黒人飛行家

中心に、さらなる分析を行いたい。

続々乗込まん」
（
『朝日新聞』東京夕刊 1935.2.24.）
「米国務省の目標寧ろ対内政策全米黒人気勢を揚
ぐ」
（
『朝日新聞』東京夕刊 1935.7.14.）

【１次史料・文献】

「米国黒人も蹶起：米大統領に調停方請願」
（
『朝日

ウェブスター, ハットン（1915）田崎仁義訳『原始的民族

新聞』東京夕刊 1935.7.17.）

の秘密講』実業之世界社

「在米黒人団起つ：国務省に対伊牽制陳情」
（
『朝日

内村鑑三訳編（1897）
『愛吟』警醒社書店

新聞』東京朝刊 1935.8.3.）

大山卯次郎（1925）
『太平洋の彼岸』報知新聞社出版部
	
  	
  	
  	
  （1930）
「黑人帝國アビシニア」
『阿弗利加土産：

	
  いずれも 1935 年のものであり、
「エチオピア問題」に

奇談束』赤爐閣書

アメリカ黒人が呼応したという内容が記されている。ア

	
  	
  	
  	
  （1935）
「エチオピアの國情と時局批判」朝日新聞

メリカからの
「帰還者」
が入植していたリベリアを除き、

社編『伊エ紛争の全貌』朝日新聞社

エチオピアはアフリカで唯一の独立国であり黒人国家で

	
  	
  	
  	
  （1937）
『米国司法制度改革の意義』明倫会

あった。したがって、環大西洋に散らばるアフリカン・

楠木淳（1935）
『世界大戦勃発か？：伊エ紛争を廻る歐洲の

ディアスポラの関心も強く、アメリカ黒人も例に漏れな

危機と有色民族の團結』さんもん書房

かった。上の記事では、アメリカ黒人がエチオピアを支

松村介石（1897）
『社会改良家列伝』警醒社

援するために戦闘機に搭乗したというニュースや、アメ

満川亀太郎（1921）
『奪われたる亜細亜』広文堂書店

リカ黒人が決起して大統領に戦争の調停を求めたという

	
  	
  	
  	
  （1925）
『黒人問題』二酉名著刊行会

ニュースが報じられた。本稿では記事の分析まで及ばな

	
  	
  	
  	
  （1928）
『黒人問題大観』中央融和事業協会

いが、こうした報道はどの程度なされたのか、また、ア

	
  	
  	
  	
  （1932）
『猶太禍問題の検討』中央教化団体連合会

ジア主義者たちはこの報道をどのようにとらえていたの

宮田光雄（1937）
「第六：有色民族獨立の趨勢」
『有色民族

かなど、今後の課題としたい。

の復興と其経済的自決』猶興書院

	
  アフリカ地域とアメリカ黒人の問題が関連づけられた
例として、満川亀太郎の『黒人問題』と「エチオピア問
題」にかんする一連の報道を見てきた。満川が、
「エチオ

【新聞】

ピア問題」が発生する 10 年も前に二つの問題の関連性

『朝日新聞』
「新修好国 エチオピア特使を迎う：世界の神

に気づいていたのは特筆すべきであろう。
『黒人問題』が

秘境：アフリカの黒人帝国：江戸時代を偲ばす社会制度」

生まれた経緯を考えると、満川がアジア主義者であり、

大阪朝刊 1931 年 11 月 5 日

かつガーヴェイへの関心をもっていたからこそ、二つの

	
  	
  	
  	
  「
「ハーレムの黒鷲」奮然エ国支援へ：黒人飛行家

問題の関連性に言及できたのではないだろうか。最後に

続々乗込まん」東京夕刊 1935 年 2 月 24 日

取り上げた
「エチオピア問題」
にかんする一連の報道は、

	
  	
  	
  	
  「米国務省の目標寧ろ対内政策全米黒人気勢を揚

エチオピアへの関心に加えて「敵国アメリカ」社会への

ぐ」東京夕刊 1935 年 7 月 14 日
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  「米国黒人も蹶起：米大統領に調停方請願」東京

松浦正孝編（2013）
『アジア主義は何を語るのか：記憶・権

夕刊 1935 年 7 月 17 日

力・価値』ミネルヴァ書房

	
  	
  	
  	
  「在米黒人団起つ：国務省に対伊牽制陳情」東京

藤田みどり（2005）
『アフリカ「発見」
：日本におけるアフ

朝刊 1935 年 8 月 3 日

リカ像の変遷』岩波書店

『内外商業新報』「え・ち・お・ぴ・あ（上）
：建国四千

古川哲史（2007）
「Ⅶ 日本とエチオピア」岡倉登志（編著）

年 新たに通商条約成ったアフリカの帝国」1931 年 11 月 8

『エチオピアを知るための 50 章』pp.291-323 明

日

石書店

『読売新聞』
「自分の一存で決め両親達を説得：嬉しさ包み

	
  	
  	
  	
  （2008）
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マサイの神話を通してみる口承文芸のポスト・コロニアル
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  林	
  愛美
	
  マサイは、東ナイル諸語に属するマサイ語を使

先を行く太陽を月が追いかけながら、二人は

用する人々である。マサイの人びとは、東アフリ

長い間一緒に旅をした。

カのケニアからタンザニアにかけての乾燥・半乾

旅が進むほど月は疲れてしまい、太陽は毎月

燥帯に暮らし、牛牧畜を中心的な生業としてきた。

三日間だけ月をおぶってあげることにした。

2009 年の統計によると、マサイ語の総話者数は約

四日目には、ロバたちには月が見えたそうだ。

129 万 7 千人( 注：‘Maasai’ Ethnologue HP.

しかし、人間には五日目にしか見えないのだ

(https://www.ethnologue.com/language/mas/18, 2016.3.2.閲覧.)

った。

と少なく、マサイはケニア・タンザニア両国家に

ある日、月は過ちを犯して太陽にぶたれてし

おいて政治的にも周縁化された少数民族である。

まった。ちょうど、女たちが夫にぶたれるよ

マサイの社会は無文字社会であり、彼らの世界観

うに。しかし、月は夫とやりあうような短気

を知る手立てである文学といえば、その多くが口

な女たちの一人であった。月はぶたれたとき

承文芸である。日本に居ながらにして彼らの口承

にやり返し、太陽の額に傷を負わせた。太陽

文芸に触れようとすれば、もっぱら「書かれた口

もまた月の顔をひっかき、片方の目をくり抜

承文芸」に頼ることになる。さらに、筆者はマサ

いてしまった。

イ語を解さないため、理解可能な言語に訳された

太陽は、自分が傷ついたことに気づいたとき、

ものを読むことになる。こうして多重の翻訳を介

とても恥ずかしくなった。そして「人々が私

して初めてマサイの人びとの世界にたどり着くこ

のことを見ることが出来ぬほど激しく輝こう」

とができる。このようなマサイの口承文芸に触れ

とつぶやいた。太陽が目もくらむほど輝くの

る試みの一つとして、本稿では、マサイの神話の

で、人々は目を細めずして彼を見ることはで

中から「太陽と月」を取り上げる。この神話は植

きなかった。そういうわけで、太陽はいまも

民地期およびポスト・コロニアル期に異なる著者

激しく輝くのである。

によって記述されてきたため、本稿では神話が記

月はというと、彼女は少しも恥ずかしいと思

述された背景に焦点を当てる。

わなかったので、より輝かなくてもよかった。

以下ではまず、マサイの女性人類学者 Kipury

それで今でも、月を間近に見ると、けんかの

Naomi が採話し、英訳とともに採録された口承文

時に太陽がつけた傷を目にすることができる。
（Kipury 1983: 28）

芸集 Oral Literature of the Maasai（1983）における
「太陽と月（原題 Enkolong’ o lapa／英題 The Sun
and the Moon）」を紹介する。
（注：Kipury（1983）に

マサイ語には男性名詞と女性名詞がある。月は

は、マサイ語の原文と著者による英訳が収録されている。

マサイ語で olapa と表記され、男性を表す接頭辞

本稿には、著者による英訳を参考に日本語に訳したものを

‘ol’ を伴う（Mol 1996: iii）。しかし、この神話で

掲載した。）

は月が「妻」として登場するため、olapa は女性を
表すべく ‘her’ と英訳されている（Kipury 1983:
28）。Olapa を創造主の妻とする神話もある（Scheub

昔、太陽は月を妻にめとった。
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2000:46）ため、月は神話には女性として登場する

目はかたほうがなくなっていることもわかっ

ようである。神話は、月の表面を見ることができ

ていたのだった。

るのに対し、太陽は直視できないほどまぶしく輝

さて、それから太陽と月とは同じ方角に向か

く理由についての起源譚となっている。

ってなん日もなん日も旅をつづけた。そのと
き、月は太陽より先に進んでいた。

この神話で興味深いのは、夫婦である太陽と月
がマサイ社会における夫婦関係を反映しているよ

そのうちに、月はつかれてしまったので、太

うに見えることである。マサイの社会では妻への

陽は月に追いつき、月をかかえてさらに旅を

「しつけ」として夫が身体的暴力を振るうことは

つづけたのだった。月は太陽に運ばれてさら

一般的（Hodgson 2001: 27）とされており、神話の

に二日のあいだ旅をつづけ、三日めになると

記述はそれを彷彿させる。

太陽の住みかにおいてきぼりになってしまっ
たのだった。

実は、タイトルと内容から同じものであろうと
考えられる神話が、20 世紀初頭に白人入植者によ

四日めのこと、月がまたすがたをあらわした

って記述されていた。さらには、1980 年に江口ほ

のを、こんどはロバが見たのだった。そして

か編『語りつぐ人びと』において日本語でも紹介

ロバは月に向かって大声をあげてないた。

されていた。以下では Hollis（1905）The Maasai:

しかし、人間たちや牛たちが新月を見たのは、

Their Language and Folklore に採録されている神話

五日めになってからのことだった。
（Hollis 1905: 273-274／西江 1980：371-372）

「太陽と月」
（原題 Lomon le’ngolong o olapa／英題
The Story of the Sun and the Moon）を西江（1980）

この神話を記述した（Sir）Alfred Claud Hollis

の和訳で紹介する。

は、イギリス植民地行政官である。彼は 1893～
むかし、太陽と月は結婚していたことがあっ

1896 年にかけてドイツ領東アフリカの商社で働

たそうだ。

いており、
「太陽と月」はその間に採話されたと

ところがある日のことけんかをして、月が太

考えられる。Hollis は 1913 年にシエラレオネで

陽の頭をなぐり、太陽もまた月を傷つけてし

植民地行政官としてのキャリアをスタートさせ、

まった。

1924 年にはザンジバルのイギリス政府長官にな

なぐり合いが終わったとき、太陽は自分の顔

っている（Mungeam 2004）。

がなぐりつけられていることを人間に見られ

二つの神話を比較すると、喧嘩の描写が異なっ

でもしたら、と考えるとはずかしくなった。

ていることがわかる。Hollis（1905）では、「とこ

そこで太陽は目もくらむほど自分の顔を明る

ろがある日のことけんかをして、月が太陽の頭を

くかがやかせたので、人びとは目を半分ほど

なぐり、太陽もまた月を傷つけてしまった。」と記

とじでもしなければ、とても太陽をまともに

されているだけである。一方 Kipury（1983）では、

見つめることはできなかった。

「ある日、月は過ちを犯して太陽にぶたれてしま

ところが、月はすこしもはずかしいとは思わ

った。ちょうど、女たちが夫にぶたれるように。

なかった。そこで、人びとは月の顔をちゃん

しかし、月は夫とやりあうような短気な女たちの

と見ることができたし、その口が切れていて、

一人であった。月はぶたれたときにやり返し、太
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陽の額に傷を負わせた。太陽もまた月の顔をひっ

ジェンダー関係の分析については、原文の検討も

かき、片方の目をくり抜いてしまった。」と、喧嘩

必要であるため、今後の課題としたい。

の原因から妻である月の性格、殴り合いの詳細ま

Kipury（1983）は、ポスト・コロニアル期にお

でが記されている。前者では、原因不明の夫婦喧

いてマサイ出身の女性研究者の手で、学校へ通う

嘩が起きたように描かれているのに対し、後者は

ようになったマサイの若い世代にむけて記述され

「過ちを犯して夫にぶたれる」と、家庭内暴力を

た。著書序文によると、Kipury の幼い頃は、お話

彷彿させる内容となっている。

を聞いてそれを語り伝えることや、なぞなぞやこ

こうした差異は、語り継がれる過程で神話自体

とわざを言い合ったりすることは日常の一部であ

が変化したことや両著者が採話した地域による差

ったという。しかし、彼女が研究者として口承文

もあるだろう。さて、この神話にはさらに続きが

芸を調査する頃には、神話や民話を全て記憶し、

ある。『語りつぐ人びと』では訳されておらず、

語ることのできる人はごくわずかになっていた。

Kipury（1983）にも収録されていない部分である。

そのため Kipury は、マサイの豊かな文化遺産が忘
れ去られてしまう前に記述しておきたかったと述

その新月を一人のマサイが見たとき、彼は左

べている。Kipury はこの口承文芸集を、マサイの

手で棒切れや石を投げてこう言う。

若い読者、とりわけ子どもたちや口承文芸の研究

「わたしに永き人生を」

に関心のある学生たちの役に立つことを願って執

「わたしに強さを」

筆したという（Kipury 1983: vii）。

その新月を一人の妊婦が見たとき、彼女は緑

一方 Hollis（1905）は、マサイ社会において口

の牧草で覆った小さなひょうたんにミルクを

承文芸が日常に息づいていたであろう 19 世紀後

絞り、それを月の方向にまくと同時にこう言

半に記述された。マサイの歴史における 1890～

うのである。

1915 年頃にかけては、大規模な干ばつによる飢饉

「月よ、わたしの子どもに平穏を」

や政治的内紛、それに続く植民地支配が確立した

	
  	
  （Hollis 1905: 274）
（注：著者による英訳を参

激動の時代である（Hodgson 2001）。つまり、Hollis

考に日本語に訳した。）

（1905）の「太陽と月」は、マサイランドが植民
地化されていく過程で、植民地支配の一翼を担っ

ここでは、男性は月を見て自身の長寿と強さを

た人物によって、当時の英語の識字層に向けて記

願うのに対し、女性は子どもの安全を願っている。

されたことになる。Hollis は序文で次のように述

この部分を前半の訳と比較すると、太陽と月およ

べている。
「かつて東アフリカ大地溝帯に君臨した

び人間の男女の描写が何らかの対応関係を示して

マサイも、今や植民地化されている。白人を前に

いる可能性が見えてくる。前半の太陽と月の喧嘩

した原住民は、自らの慣習を変えるか絶滅するし

の部分では、傷に対する二人の対称的な対応が描

かないため、マサイは前者を選択することが望ま

かれていた。後半では、人間の男女の対称性が描

れる（Hollis 1905: v）」。この序文が記された 1904

かれているため、太陽と月のジェンダー関係およ

年は、奇しくも第一次イギリス―マサイ条約が結

び人間社会のジェンダー関係についてマサイの人

ばれた年である。この条約によって農耕・牧畜に

びとの世界観が表現されていることが考えらえる。

適した肥沃なマサイランドはイギリスに大規模収
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奪され、本格的な植民地支配が開始された（Rutten
1992）。

Kipury, Naomi. (1983) Oral Literature of the Maasai,

Hollis がマサイの言語と文化を研究・記述した

Nairobi: Heinemann Educational Books.

経緯は不明である。今後は、彼の植民地行政官と

Mol, Fr. Frans. (1996) Maasai Language and Culture

しての経験や文化人類学的研究が結果的に植民地

Dictionary, Lemek: Maasai Centre Lemek.

主義の一部を担ってきた時代状況なども踏まえて

Mungeam, G. H. (2004) ‘Hollis, Sir (Alfred) Claud

神話が記述された背景を掘り下げる必要がある。

(1874–1961)’ Matthew, H.C.G. and Brian Harrison

Hollis（1905）と Kipury（1983）における神話「太

ed, Oxford Dictionary of National Biography: in

陽と月」を比較すると、消滅したと思われる部分

Association with the British Academy: from the

を含め、内容は変化している。時代とともに神話

Earliest Times to the Year 2000, Oxford: Oxford

が形を変えていくように、神話の記述という行為

University Press.

も、特権的な支配層の手から「語りつぐ人」であ

Rutten, M.M.E.M. (1992) Selling Wealth to Buy

ったマサイの研究者の手へと移った。他者の文化

Poverty: The Process of the Individualization of

を書くという特権的行為が、マサイの人々が文化

Landownership among the Maasai Pastoralists of

を紡ぐ手段へと変貌を遂げたようである。

Kajiado District Kenya 1890-199, Breitenbach:

先行研究では、マサイの口承文芸が書き残され

Saarbrücken.

た事実が評価されることはあっても、特権層だけ

Scheub, Harold (2000) A Dictionary of African

が書き残す作業を成し遂げえた時代背景が検討さ

Mythology, The Mythmaker as Storyteller, Oxford:

れることは少なかったように思われる。本稿では、

Oxford University Press.	
 

口承文芸が書かれた背景について植民地主義の視

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

点を加え、予備的な分析を試みた。今後は、一枚
岩的な記述にとどまっている植民地主義者とマサ

	
 

坂 本 利 子 著 	
 

イの人びととの関係を掘り下げるとともに、神話

第三書館、

のテクスト分析にも取り組みたい。

2016 年３ 月
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話題提供：
「20 世紀アフリカ文学の遺産」
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  宮本正興
以下は、2015 年 11 月 28 日に開催されたアフリカ文学研究会（於：大阪大学外国語学部。同大学
箕面学舎）での筆者の発言に、多少の削除や補足をくわえたものです。当日は、表記のテーマで「座
談会」が予定されていましたが、筆者が時間配分を誤り、独演してしまいました。深くお詫び申し上
げます。今後の機会に、以下の論旨を繋いでくださることを希望しております（2016. 2. 25）
。
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 
そのチママンダが、アチェベの初期三部作
（Things Fall Apart, 1958；No Longer at
Ease, 1960；Arrow of God, 1964）の合本（The
African Trilogy, 2010）
に序文を寄せて「小説家にして反体制の活動家。
アチェベは一つの大陸のたましいを掴んだ。彼
の作品は、私が自分の過去を発見するのに役立
ってくれた」と紹介、次のように述べています。

昨年（2014）
、1 昨年（2013）とケニアとタ
ンザニアを旅行しました。ナイロビ大学では、
久しぶりに旧友 Chris Wanjala さんにお会い
しました。Wanjala さんは 1944 年の生まれ。
知る人ぞ知る、東アフリカでは第一世代の、最
も著名な文芸評論家です。ナイロビ大学で学ん
だ方で、生粋のホームメイド（国産）の学者で
す。親日家で、来日も数回。かなり以前、80
年代頃でしょうか、同大学に日本語日本文学の
コースを発足させた功労者です。南アの代表的
作家の一人、アレックス・ラ・グーマについて
の研究で博士号を取得されており、それが高じ
て（？）自分の息子さんにアレックスの名をつ
けたほどのお方です。

「私は英国の児童文学を読んで育ったが、
作品の中で歪んだ自分の姿―実際には自
分の本当の姿は何一つ投影されていない
―を知ることは奇妙な経験だった。大人
になってからも、非アフリカ人が書いた
文学作品でのアフリカの描かれ方―歴史
がなく、人間性が欠如し、希望のかけら
も存在しない―を知り、私自身の人間性
までが疑われていることを悟ると、ある
種の身構えと傷心の入り混じった奇妙な
感覚におそわれた。そんな時、Things
Fall Apart を読んで、大変な発見をした
という衝撃を受けた。それまで、私は自
分のような人間が文学の世界に存在しう
るとは思はなかった。アチェベの作品は、
他者があなたについて描き、語っている
ことを信じるな、と叱責してくれていた」
。

その Wanjala さんに、今では legend 的存在
になった感のあるグギやオゴト、
はてはムアンギなどより以後の若い世代で、現
在のケニアで注目すべき作家は誰かと問いま
した。Wanjala さんは、この質問には直接答え
ず、Chimamanda の名を出されました。
Chimamanda Ngozi Adichie のことです。これ
また知る人ぞ知る 1977 年生まれのナイジェリ
アの女性作家です。先年亡くなったアチェベと
同じく、イボ人で、英語で書いている作家です。
『半分のぼった黄色い太陽』
（2006）ほかいく
つかが邦訳されています。アチェベが「古くか
らのストーリーテラーとしての才に恵まれた
新しい作家が誕生した」と彼女のことを激賞し
たことも知られているでしょう。

これは「表象」
（representation）の問題、と
りわけて「他者の表象」の問題でしょう。ア
フリカ、あるいはアフリカ人は自分自身を自
分の言語で表象する以前に、他者によって気
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ままに表象されてしまった。アフリカ、アフ
リカ人は、ルネサンス期はともかく、
「近代
世界システム」の成立以来、長い間、西欧近
代にとって「絶対的他者」であり続けたこと
を思い出しましょう。コンラッドの『闇の奥』
を例に引くまでもなく、アフリカ人、黒人は
「絶対的他者」であるどころか、
「見えない」
「見ようとされない」存在でありつづけまし
た。アメリカ黒人作家 Ralph Ellison の小説
『見えない人間』
（Invisible Man, 1952）の
タイトルも思い出されます。また、福沢諭吉
の『世界国尽』
（1869）などを見れば、我々
日本人にとってもそうであったことが分か
ります。

語への関心は薄く、アフリカはヨーロッパの
言語で理解できる、それでよい、それがアフ
リカの開発や発展にも繋がるという考え方
が支配的なのではないでしょうか。元ナイロ
ビ特派員のある新聞記者が、英語で書く作家
として登場しながら、のちにギクユ語で書く
ことになったケニア人作家についての一文
で、そのことの意味を考えるのでなく、
「英
語で書いてくれてこそ、外部の我々にも読め
るのだ」と締めくくっています。これは、ど
ちらかといえば、本質を避けた正直な意見だ
と思われますが、おそらく、ベトナム語やビ
ルマ語やデンマーク語で書く作家には、英語
で書いてくれなどとは言わないでしょう。ス
ワヒリ語で書く作家についても、1920 年代
ならともかく、もはや同じことは言いにくい
だろうと思います。当時は、
「スワヒリ語は
具象物を指すのには適しているが、これで抽
象的思考はできない。言い換えると、スワヒ
リ語は唯物論者の言語であり、一民族に魂を
発見させるほどの言語ではない。スワヒリ語
やその他のアフリカ語が一民族の進化のた
めの三つの要件、すなわち哲学と詩と理想を
表現できる言語となるのには何世紀もかか
るだろう」
（A. Church, East Africa, A New
Dominion, 1927）などと平気で言われており
ました。

今ではどうでしょうか。
「未来の20 億人市場、
資源大陸」として「アフリカ・ビジネス」が
脚光を浴びています。しかし、アフリカの文
化や歴史を知るために、アフリカのどれか一
つの言語でも学んでみたいと考える人は少
ないのではないでしょうか。欧米諸国やギリ
シア・ラテンの古典古代世界の場合であれば、
他文化理解に普通に見られる言語への関心
が、アフリカの場合はなぜか違った回路を辿
ってしまうようです。実際のところ、アフリ
カ固有の言語などは、むしろ封印した方がよ
い、むしろ旧宗主国言語を普及させた方がア
フリカの近代化や開発（文明化）にとっては
即効薬だと考える人が多いのではないかと
思ってしまいます。つまり、南アメリカ大陸
のように、土地本来の言語よりは、植民地支
配の言語であったスペイン語やポルトガル
語が普及している例をモデルにした方がよ
いのではないかというわけです。アフリカの
知識人や教育現場では、アフリカ固有の言語
の復権を説く人が多いのですが、外部世界の
人々は、
（アフリカの多くの政治家などを含
めて）この議論にあまり乗り気でないか、む
しろ沈黙しているようです。この日本でも、
開発や援助の専門家、経済や政治の専門家が、
なぜか言語問題については「賢明にも」沈黙
しているようです。いやむしろ、アフリカ言

ちょっと、脱線しました。話をもとへ戻しま
しょう。
先ほどの、チママンダの言説は、1960 年代
の 9 年間に学部と大学院で学んだ私にとって、
アメリカの「黒人文学」
「ユダヤ系作家の作品」
、
さらに「在日韓国朝鮮人作家の作品」から受け
た衝撃を再び思い出させてくれます。つまり、
民族的・人種的な「アイデンティティ」の問題
です。いやむしろ、人種や民族と言った選択不
能の桎梏を意識せずとも、一人の人間として
「自分」は何者か、といった疑問、あるいは漠
とした不安です。私はこの頃に、例えば、リチ
ャード・ライトの『アウトサイダー』
（Outsider,
1953）
、フェルディナン・オヨノの『ハウスボ
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ーイ』
（Une vie de boy, 1956）などを読んで、
人間のアイデンティティ、表象の問題に関心を
持ち始めました。同じ趣旨で、李恢成の『百年
の旅人たち』
（1994）に見られるような（在日・
在樺太）韓国朝鮮人のアイデンティティの揺ら
ぎ・喪失の問題にも触発されました。
こうした疑問や不安は、自分だけでなく、と
うぜん他者をどう見るかという問題に繋がり
ます。これは文学だけの問題でなく、歴史の表
象にも通じるものでしよう。自己あるいは他者
をどう表象し、その経験をどう歴史化できるか
という新たな課題が生まれてきました。
先のアチェベの小説は、ヨーロッパ人の侵入、
ヨーロッパ近代の価値の前で、イボ社会の伝統
的な価値、人間的・コミュンナルな繋がりを取
り仕切ってきた一切の価値が「みな崩れ落ちて、
バラバラ」
（Things Fall Apart）になってしま
った、つまり「部族生活、部族の絆の崩壊」を
描くものでした。アチェベの視点は、とうぜん
ながら、あくまでもアフリカ人・アフリカの側
にあります（当時の英国ハイネマン出版社も、
アフリカ人の書いた小説などを、金を出して買
う人がいるかどうか心配しつつ、アフリカの
「ある部族生活の崩壊」
（Break up of a tribal
life）を描くとのうたい文句で、控えめに初版
2,500 部を刷ったのでした。
しかし、この小説の最後の文章で、われわれ
読者は、ナイジェリア南東部イボ人の地を征服
した白人の視点を知ることになります。この白
人は、
「アフリカの文明化」の事業に捧げた己
の人生、己の手柄を書き込む書物のタイトルを
次のように決めていたのです。
「ニジェール川
下流域未開部族の平定」
（The Pacification of
the Primitive Tribes of the Lower Niger）と。
立場が変われば、見方も変わります。歴史記
述の視点は、必ずしも一つでないことが分かり
ます。割り切って言えば、強者の歴史もあれば、
弱者の歴史もあります。国定の教科書や官製の
歴史というものは、だいたい強者の歴史を記述

するものだと言えるでしょう。「勝てば官軍」
「負ければ賊軍」と言うではありませんか。見
えない歴史、いや、見たくない歴史、見ようと
しない歴史が厳然と存在するということでし
ょう。他人の人格や経験を、強者の立場から気
ままに定義するというのが、植民地支配や人種
差別イデオロギーを根底から支えてきた基本
姿勢だと言えるでしょう。だが、歴史は反逆す
る（subversive）ことがあります。たとえば、
「マウマウ」は、昔はテロリストと呼ばれまし
たが、現在では愛国戦士となりました。今では、
ナイロビの都心に、右手にライフル、左手に剣
を握ったその指導者キマジの全身像が建てら
れています。
今日では、誰もが「アフリカの歴史は書き直
される必要がある」ことを認めています。同時
に「アフリカ・アフリカ人の表象」も創り直さ
れる必要があるでしょう。この意味でも、創造
的な作家の仕事は、歴史家の仕事と通じるもの
があります。たとえば、アパルトヘイト時代を
含めて、南アの歴史は常に白人の視点から描か
れてきました。真実の歴史は常に歪曲され、多
くの良心的な歴史家の記述は、発禁の憂き目に
あってきました。しかし、この時期にも、一部
では発禁の憂き目にあいながらも、アパルトヘ
イトの暴力を赤裸々に描く実に膨大な数に上
る作品が書かれてきました。ここに描かれた社
会や人間の表象は、むしろこの時代の歴史のド
キュメントとしても、大切なものでしょう。こ
の点でも、歴史家と並んで、アフリカ人作家の
役割は甚大だといえます。
	
  どの国、どの民族にも、文学の表象の力を如
実に示してくれる作品があるものです。そんな
場合、100 の歴史書よりも、一つの作品が現実
への衝迫力において、はるかに勝る場合がよく
見られます。例えば『戦争と平和』
（1865~1869）
があります。帝政ロシア末期の社会状況を描く
ものですが、没落していく貴族階級、変化する
農民社会、そこでの男女の愛の形などが見事に
描かれています。
また、アメリカ黒人作家リチャード・ライト
39

の Native Son, 1940 は、
（
「土着の息子」
「不
良少年」などのタイトルが冠されたことがあ
りますが、今では「アメリカの息子」に定着
しているようです）黒人問題の本質を根底か
ら問いかける一冊でしょう。また、南アの
E. ムパシェーレの自伝的な『二番通り』
（Down Second Avenue,1959）は、数多の
学問的著作に勝って、
「アパルトヘイト」の
何たるかを教えてくれる最良の著作だと言
われてきました。同じ趣旨からさらに付け足
せば、グギ・ワ・ジオンゴの『一粒の麦』
（A
Grain of Wheat, 1967）があります。
「裏切
り」
、自己の罪意識と真摯に向き合う「贖罪」
、
苦難の中で新たに芽生える「人間愛」と言い
ったモチーフを軸に、独立アフリカ（ここで
はケニア）誕生に至る苦難のドラマ、植民地
経験の何たるかを教えてくれる格好の小説
の一つでしょう。

主義」
「個人主義」
「理性」といったものの再
吟味を促す、つまり「近代」の脱構築の必要
を迫ることになると確信しています。言い換
えれば、
「近代」の非植民地化の必要です。
フランス語圏詩人たちの「ネグリチュード」
、
デュボイス、ンクルマらの「パン・アフリカ
ニズム」
、ビコの「黒人意識運動」などの努
力は、この意味でも再評価に値するのでない
でしょうか。どうじに、フランツ・ファノン、
マルクスなどの遺産をどう継承するか、どう
継承できるのかと言った課題も棚上げにす
ることが出来ません。
「小人もするなり」などと陰口をたたかれ、
とっくの昔に「死」が叫ばれてしまっている小
説（文学）の話題が、20 世紀アフリカ文学の
誕生を導火線に、人間の歴史の書き換え、世界
史の書き直しといった途方もなく壮大な課題
にまで拡がりました。話がここまで大きくなっ
たところで、
「私の中のアフリカ」を見据えつ
つ、お後がよろしいようです。
「20 世紀アフリ
カ文学の遺産」をめぐるこれからの議論の出発
点になれば幸いです。

アフリカと黒人の表象の再検討、アフリカ
史表象の再検討は、
「西欧近代」
「資本主義近
代」の価値の反省へと我々を導くことでしょ
う。西欧近代の「自由・平等・博愛」
「人道
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私の出会った作家たち（3）
チェンジェライ・ホーベ（Chenjerai Hove, 1956~2015）
宮本	
  正興
1989 年度の野間アフリカ賞受賞作『骨た
ち』
（Bones, 1988）で知られるジンバブエの
作家チェンジェライ・ホーベが、2015 年 7
月 12 日にノルウェイの港湾都市スタバンゲ
ルで死去した。死因は明らかでないが、肝臓
を患っていたらしい。死ぬ 3 週間ほど前から
病状が悪化し、ジンバブエから駆け付けた妻
のテクラと妹に看取られて安らかに逝った
という。最期まで意識ははっきり、明晰その

ものだったともいう。ムガベ政権からの嫌が
らせに耐え切れず、2001 年に単身亡命して
から、実に 14 年ぶりの家族との邂逅が、臨
終の床となってしまった。
（楠瀬佳子によれ
ば、死のすぐ前日に、フェイスブックでホー
ベから発信があり、交信したらしい。だとす
れば、小康状態の病状によほどの急変があっ
たということになる）
。1956 年 2 月 9 日の生
まれだから、まだ還暦にも達していなかった。
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ルまで約 10 分、皆さんと駄弁りながら同行
した。大江さんと連れ立って歩いていると
「宮本さんの書かれたものは、だいたい読ま
してもらっています」などと丁寧に言われ、
まったく恐縮してしまった。大江さんや、講
談社の関係者がホテルの各部屋に引き込ま
れた後、ホーべとアビオラ・イレレ（Abiola
Irele, 1936~）さんがロビーに残っておられ
た。そこで、このお二人を下鴨の寓居にまで
ジャックした。
夜の11 時頃であったと思う。
寓居と言っても、私のデン（巣）
、つまりは
ウサギの寝床で、それから 3 時間ほど深夜ま
で雑談し、飲み続けた。野間賞審査委員長の
エ ル ド レ ッ ド ・ ジ ョ ー ン ズ （ Eldred
Jones,1924~。シエラレオネ出身。サハラ以
南アフリカ諸国で最初の英文学教授として
知られ、アフリカ文学研究の推進役でもある。
先年 90 歳の祝賀会がフリータウンで催され
た）さんは、多少眼がご不自由なうえ、お疲
れのせいもあって、お誘いできなかった。ア
ビオラ・イレレさんは、これまたアフリカ文
学研究畑の最長老、いわば legend 的存在。
後日、1992 年 4 月から 5 月にかけて、カナ
ダ・オンタリオ州のブロック大学で開催され
たアフリカ文学会（ALA）年次大会で再会す
ると、日本での歓待のお返しだと、楠瀬と私
を高級料理店へ案内してくださった。

合衆国ロードアイランド州のブラウン大学
付けの International Writers Project fellow
だった。いわゆる Writer in Residence とい
うことだろう。祖国ジンバブエのムガベ政権
（1980 年発足）に馴染まず、1994 年以降、
ジンバブエ大学を去り、フランス、合衆国、
英国、ドイツなどの大学を渡り歩いていた。
地方首長の家柄に生まれ、小学校教員など
を経て、南アフリカ大学（通信制）
、ジンバ
ブエ大学（1952 年創立）などから学位を取
り、早くからショナ語で詩や小説を発表、す
でに名を成していた。同じくショナ語で書く
著名な詩人チリクレ・チリクレ（Chirikure
Chirikure, 1962~）の先輩格にあたる。
1980 年代初めから英語でも書き始め、詩
集を何冊か出したが、1988 年に最初の英語
小説『骨たち』を発表し、以後たちまち国際
舞台で知られることになった。この小説が第
10 回（1989 年度）の野間アフリカ賞受賞と
なり、この賞のスポンサーであった講談社は
同賞制定 10 周年を記念して、授賞式を日本
国内で実施することになった。1989 年 10 月
2 日のこと。私はこの時に初めてホーベに出
会った。場所は、東京の帝国ホテルだった。
10 月 4 日、京都は河原町三条のロイヤル
ホテルに会場を移し、さらに記念のイベント
が開催された。ホーベのスピーチのほかに、
作家の大江健三郎さんと文化人類学の故米
山俊直先生のご両人が、アフリカ文学ないし
アフリカ文化にまつわる話をされた。大江さ
んは、生まれ故郷の愛媛県喜多郡での幼少体
験を交え、当時話題になっていた「森の思想」
について語られ、トゥトゥオラなどの作品に
言及されたことを覚えている。
この集会に私は参加していたわけだが、会
の終了後、関係者が宿泊されていた京都ホテ

話をもとへ戻そう。
その後、1991 年 8 月 19 日、しばらく滞在
中のナイロビからジンバブエ航空でハラレ
へ飛んだ時、再びホーベに会う機会があった。
首都ハラレの国際会議場で恒例の野間賞の
授賞式（8 月 22 日）があった（この時はナ
イジェリアの詩人ニイ・オシュンダレが受
賞）
。同時に、作家のワークショップがあり、
南アのセローテ、ジンバブエのチリクレ・チ
リクレ、ムンゴシ、チノジャ、スーダン出身
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のタバン、ケニアのミシェレ・ムゴ（ジンバ
ブエへ亡命中）
、それにロンドンでも世話に
なったパット・ハワード女史（苦境に立つア
フリカ人作家への援助、ロビー活動などで知
られる）
、出版社経営のハンス・ゼルらの姿
が見られた。この時、私は約 10 日間ほどハ
ラレに滞在したが、郊外ハラレ・ドライブの
グギ・ワ・ミリエの居宅に、楠瀬と一緒に泊
まり込んでいた。まったくの偶然で、イギリ
スへ亡命中のケニア人作家グギ・ワ・ジオン
ゴが宿泊中だった。南アへの講演旅行を前に、
止まり木にしているのだった。さらに、トリ
ニダード出身のデール・バイアム（Dale
Byam, 現在はブルックリン大学勤務）も同
国のコミュニティシアター運動に関する学
位論文を仕上げるためにワ・ミリエ宅に長期
間宿泊していた。私は昼間の作家ワークショ
ップの終了後、ホーベを誘ってハラレ・ドラ
イブへ向かった。滅多にない機会に、飲んで
語ろうというのである。ホーベがグギ・ワ・
ジオンゴに身近に接するのは、これが初めて
だった。
〔なお、アフリカ文学研究会は 2000
年 10 月、国際交流基金の資金援助のもと、
若いホーベは、すらりと身長があり、男も惚
れずにおれないイケメンだった。この時、スー
ツ姿のホーベは姿勢を正して椅子に腰かけて
いたが、ワ・ジオンゴはシャツ姿、一つの長い
ソファーを独り占めにするばかりか、全身を伸
ばして仰向けに寝そべっており、ホーベの目の
前で両の素足を代わる代わる貧乏ゆすりさせ
ていた。まったく、くつろいでしまっている様
子である。突然、そばにいた楠瀬が、その素足
を平手でぴしゃりと叩いた。ワ・ジオンゴは黙
って、足を引っ込めざるを得なかった、いや足
を放り出す向きを変えたのだった。後日、なぜ
あんなことが出来たのかと楠瀬に尋ねると、あ
れは‘audacity’そのものだという。何でもない
ことと思っていたから、私は少々驚いた。たぶ
ん、女だからできたのだろうと今にして思う。

グギ・ワ・ミリエの率いるジンバブエ・コミ
ュニティ劇団員 10 数名、合衆国からデール・
バイアム（独り芝居）
、グギ・ワ・ジオンゴ
を招聘し、京都、大阪、東京で劇の上演や「文
化と開発」をめぐるシンポジウム（京都のみ）
などを実施した。デール・バイアムは後日に
博士論文を公刊した（Community in Motion,

Theatre for Development in Africa, Bergin
& Garvey, 1999）
。これには、グギ・ワ・ジ
オンゴによる序文が付いている〕
。
飲んで語って、語って飲んで、何を話した
かはあまり記憶がない。ワ・ミリエはいつも
のように帰宅が遅い。もっぱら、声優でもあ
るデールが見事なトリニダード英語で、元気
よく早口で喋り続け、ワ・ジオンゴが対応し
ていた。ホーベは主任教授の前に立つ院生と
いった感じで、口数は少なく、尊敬する先輩
作家の言葉の一つ一つに聞き入っている様
子だった（ちなみに、ホーベの死後、追悼記
事がネット上にいくつか見られるが、彼の文
学的才能をグギのそれになぞらえているも
のがある）
ホーベとは、同年 11 月から 12 月にかけてヨ
ハネスブルク（ウィットウォータースラント大
学）で開催された「ニュー・ネーション」紙主
催の作家会議でも会った。この時、多数の海外
亡命作家が一時帰国し、同国史上、最大の文化
イベントとなった。さらにムパシェーレの司会
で、会場全員のスタンディング・オベーション
のもと、同年度のノーベル文学賞に輝いたナデ
ィン・ゴーディマをスウェーデンの授賞式に送
り出すセレモニーもあった。
それにしても、2008 年 5 月 3 日、深夜に家
路に向けて運転していたワ・ミリエは、ハラレ
郊外で大型トラックに激突、その場で死去され
た。彼は、国内約 200 にのぼる演劇グループを
集めたジンバブエ・コミュニティシアター連合
（ZACT）の結成に努力したリーダーだった。
そのワ・ミリエにつづいて、ホーベまでがいな
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くなってしまい、寂しいかぎりである。作品は
もちろん、人間的にも、私の大好きな作家の一
人だった。
以下に、代表作『骨たち』の日本語訳につい
て紹介した旧稿を転載しておこう。なお、この
タイトルは、19 世紀末のジンバブエでの初期
抵抗「チムレンガ」
（民衆蜂起）を率いた女性
ネハンダの死の直前のセリフから取られてい
る。同じ抵抗運動に決起したものの、処刑の直
前にキリスト教徒への改宗を受け入れた男性
のカグビと違って、彼女は改宗をあくまで拒否、
断頭台上で「たとえ肉体は滅んでも、骨が起ち
あがる」と徹底抗戦を貫いた。
『骨たち』（福島富士男訳、講談社）
チムレンガの伝統を掘り起こす
1989 年野間アフリカ賞受賞作の翻訳である。
作者のチェンジェライ・ホーベ（訳者はホーヴ
ェと表記している）は 1956 年〔訳者にならい
1954 年としていたが訂正〕生まれのジンバブ
エの詩人・小説家。これまで母語であり、同国
の公用語の一つであるショナ語で書いてきた。
これは英語で書かれた最初の小説である。ショ
ナ語で書いていた頃から野間アフリカ賞の候
補にあがっており、ジンバブエではすでに名高
い存在だった。現在、同国作家同盟の議長で、
89 年秋に授賞式参加のために初来日している。
評者はこの作家に初めて会った時、まるで早
朝に花開いたばかりの大輪の朝顔（Morning
Glory）のような、瑞々しく繊細なその感性に
心が打たれた。この小説の魅力もまたその点に
つきる。
鋭く、やさしい人間観察、美しく、しかし時
には雄々しくも響く独自な詩的文体、おそらく
ショナ語表現からの借用かと思われる清新な
民族的表現。だが、それにもまして力強い感動
を覚えたのは（訳者も指摘していることだが）
舞台と人物の隅々に深い「歴史性」を見る目が
光っていることである。やっと 1980 年に独立
を達成したばかりのこの若々しい国の、まだ
生々しい独立前史の傷跡が、それも過去 100 年

に及ぶ闘いの伝統をとおして語り継がれてお
り、ジンバブエの大地と人間の詩情あふれる一
編の叙事詩がここに見事に結晶しているのだ。
この若い作家が、ここまで民族の歴史を洞察し
て、その闘いの伝統と集団的記憶を掘り起こし、
祖国の現在を照射しえていることは本当にす
ばらしい。
アチェベ、グギ、アーマ、センベーヌといっ
た、今日では博士論文の対象になっているよう
な代表的作家が自らの才能を誇示する処女作
をもって世に登場した頃に感じたあの清新で
溌剌とした意気をこの小説からもうかがうこ
とができた。それと同時に、これらの作家とも
異質な、表現と感性のしなやかさ、まぶしさと
いったものを見る思いも深い。
小説は、白人農場で過酷な労働に従事してい
るアフリカ人労働者の生活と意識を軸に、ジン
バブエ独立戦争の爪痕を描き、19 世紀末に始
まる民衆蜂起（チムレンガ）の伝統を掘り起こ
している。農場で働く男たちの意識も巧みに描
かれているが、特に女性登場人物のたくましさ
が圧巻である。独立戦争で一人息子を失ったマ
リタ、そしてその息子が生前に書き付けたただ
一通の恋文を後生大切に守りつづけているジ
ャニファという娘。この二人の女性の心の交流
を軸に、息子の生死を確かめにハラレの（戦士
の）死体安置所に向かったまま消息を絶つマリ
タ、さらにはそのマリタの遺体を引き取りにや
ってくる「ある女」のドラマが幾重にも交錯し
ている。ひたすら人間的であることを願い、民
族の誇りを捨てずに生きる彼女たちに、19 世
紀末に民衆の蜂起をうながした精霊たちの化
身を見るような気がする。
ここ日本では、小説が歴史や社会を見る眼を
養ってくれた時代は、もはや過去になってしま
ったと言われる。つまりは文学と歴史の風化で
あると言ってよい。だが、この小説は、歴史の
中に生きる人間どうしのつながりにこそ民衆
のエネルギーが内包されていることを力強く
示している。このことは、たとえ歴史の暴力に
よって民衆が翻弄される場合にも真実なので
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ある。この小説はその事実を雄弁に物語ってい
る。
まぶしいほどの詩的光芒を放つ原文が美し
い日本語に移し換えられている。訳者の情熱と
力量に賛辞を捧げたい。
（初出「週刊読書人」
1990 年 6 月 11 日号）
。
写真 1：1989 年 10 月 4 日。
左がホーベ、右はイレレ教授。下鴨の宮本宅で。

写真 2：1991 年 12 月 7 日。
「ニュー・ネーション」紙
主催「作家会議」
。会場のヨハネスブルクのウ
ィットウォータースラント大学で。
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《翻訳》
『あ ふ れ 出 る思 い 』－ 識 字 か ら生 まれ たセネガル 農 村 女 性 たちの 詩 集 （1３）
砂 野 幸 稔 訳

引 き続 き、ウォロフ語 詩 集 『あふ れ 出 る思 い』か ら詩 を紹 介 する。

あ あ 、私 と外 国
ンデイ・セック
私の夫が私に告げた
あの午後を決して忘れない
外国にいくつもりだ、と。
私はおののき、小さな子どもとの孤独を考えた
彼は私をなだめた。
彼は言った。「行って、帰ってくる。
たんまり持って帰る、
ちゃんとした生活をするんだ、その方がいまよりいい」と。

ああ、私と外国。

私は主人が別れを告げた
あの日を決して忘れない。
もう言うことはないと彼は言った
神を信じることだけが支えだ
涙がとめどなく流れる
小さな子どもは彼にすがりついて泣いた。
彼は私たちの心をなだめて言った。
「長くはいない、
もうけたら戻ってくる」と。
彼は私に言った。「おまえは私の妻だ。
がまんしろ。
聞くな、見るな
行くな、来るな
長くはいない、もうけたら戻ってくる」
なんてことだろう、彼は行って、私を忘れてしまった。

ああ、私と外国。
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私は困っている、私の家族は頼れる者がいない
こんなことはいつ終わるのだろう？
私の主人は私を忘れ
私の家族を忘れてしまった。
私は昼食のためにかけずり回り、夕食のためにかけずり回り、
服のためにかけずり回り、靴のためにかけずり回る
夜も商売をした。昼も商売をしよう。
私は限界まで我慢した。
そして醜いことは決してしたくない。

夜になっても私は寝られず、
朝まで寝返りを打つ、
心が萎えてしまうまで、
コリテやタバスキがやってくると。
コリテには子どもたちは服をほしがり、
タバスキには靴をほしがり、子どもたちは羊と
羊を屠る父親をほしがる。

ああ、私と外国。

私の主人よ、私はあなたがどこにいるのか知らない、
あなたがどうなっていようと神はご存じだ、
私についても、私がどうなっているか神はご存じだ。
私の様子をうかがい、私が醜いことをするのを待っている人たち、
彼らが待ちくたびれますように、
彼らが醜いことなど何も見ませんように、
どうぞ私をきれいにしてください、
私を汚れない者にしてください。

＜ 訳 者 メモ＞
あまり説明は必要ないだろう。
以前にも書いたことがあると思うが、「不法移民を押し出しているのは貧困ではなく無為だ」というのをセネガ
ルでは何度も聞いた。ウォロフ語には「ジョム」ということばがある。「誇り」「自尊心」などと訳せることばだが、ウ
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ォロフの人々にとってとりわけ大きな価値のあることばだという印象がある。それを侵されることは受け入れがた
い恥辱であり、なんとしてもそれをぬぐわねばならない。男たちは、満足な仕事もなく、農業にも希望を持てない
中で、「ジョム」を守るためにときにときに命がけで海外をめざす。
この誌が書かれたのはおそらく 1990 年代初めのことだが、2000 年代に入って、セネガルから小さな木船でカ
ナリア諸島をめざし、しばしば船が沈没して溺死する不法移民たちのニュースが相次いだ。リビアの崩壊、マリ
の混乱の後は、サハラ砂漠を越え、地中海からヨーロッパを目指すアフリカ人移民が増えた。
作者の夫がどういう状況にあるのか、作者にもわれわれにも知るよしもないが、途中で命を落とした多くのセ
ネガル人移民の一人であったかもしれない。また、仮に渡航に成功したとしても、不法移民としての生活は渡航
前に想像していたようなものではないことがほとんどだ。
残された家族は、自ら生き延びる手立てを考えるしかない。さまざまな相互扶助のつながりがあることが多い
が、援助をちらつかせながら近づいてくる男たちもいるだろう。セネガルでも「世間」はときに残酷だ。このあと、
夫は金をもうけて帰ってきただろうか。
（すなの・ゆきとし－熊本県立大学)

あとがき
2015 年 11 月にアフリカ文学研究会の集まりを再開することができた。若い研究者たちに後押しさ
れてのことだった。その時に発表された論文や話題提供などがここに収録されている。研究会が発足
したのが、1976 年だったので、ちょうど今年で４０周年。アフリカ社会も、日本の社会も大きく変
化しているが、どれほどアフリカの人びとの声や社会が私たちのまわりに届いているだろうか。私た
ちは地道にアフリカの人びとの声を届けるべく、ささやかに「会報」を発行しつづけてきた。
	
  砂野さんは、セネガルの女性がウォロフ語の識字を身につけるなかから生まれた詩を長年にわたっ
て伝えつづけている。大阪大学でアフリカの言語を学ぶ学生もスワヒリ語の詩を紹介している。グ
ギ・ワ・ジオンゴが言っているように、アフリカの言語によるアフリカの文化表現から私たちは少し
づつ学んでいるような気がする。（く）
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