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アフリカ表象探検記―スワヒリ語を探してディズニーテーマパークへ― 

                   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   川村明日香 

 
1. はじめに 
	 文化表象というものは、多少なりともハイパーリアル

になる傾向がある。すなわち、自分の背景にある文化と

は異なる文化に触れようとする人々に対して、「異なる」

部分を強調し、彼らが求めるステレオタイプに沿ったリ

アリティが提示され、それは本当の文化以上に本物らし

く見える。そのハイパーリアルな表象にリアリティを与

える要素のひとつが、言語である。そこでは、たいてい

「1国（地域）＝1言語」が基本であり、この等式の前に
「1国（地域）＝1文化」が付く場合もある。ここで問題
になるのは、アフリカなど多言語の地域である。 
	 アフリカには多くの固有の言語がある。そして、英語

やフランス語を公用語とする国も多くある。ではその中

で、どの言語がアフリカ表象として選択されるのか。筆

者はこれまで、日本でも広く需要されている『ライオン

キング』のアフリカ表象を 1つの例として調査してきた。
アメリカ合衆国の、規模の面でも影響力の面でも巨大な

娯楽企業であるディズニーは、架空の「アフリカ」を描

写する際にスワヒリ語を用いて「アフリカらしさ」を演

出する。本稿において、そのような現状を少し紹介して

みたいと思う。 
 
2. 『ライオンキング』 
2.1. 映画からミュージカルへ  
	 ディズニーのアフリカ表象といってまず思いつくのは

映画『ライオンキング』であろう。この映画の舞台はア

フリカの架空の国プライドランドである。言語を手掛か

りにすると、まず映画の冒頭で“Circle Of Life”という曲が
流れるシーンでは、南アフリカ共和国の公用語であるズ

ールー語のコーラスが聞こえる。しかし、このズールー

語とともに画面に表示されるのはキリマンジャロ山であ

る。映画の中盤、プライドランドを追放された主人公ラ

イオン・シンバを助けたイボイノシシ・プンバアとミー

アキャット・ティモンがスワヒリ語のフレーズ“Hakuna 
matata（心配ないさ）”をキャッチコピー的に使用した歌
を歌う。また、故郷に帰ることを悩むシンバを説得する

ためにヒヒの呪術師ラフィキが“Asante sana（ありがと
う）. Squash banana. Wewe nugu（お前はヒヒ）. Mimi hapana
（私は違う）.”という言葉をかける。これも、“Squash 
banana”以外はスワヒリ語である。キャラクターの名前に
もスワヒリ語が用いられている。つまり、映画では全体

として東アフリカのイメージが強く押し出されている。	  

	 ミュージカルでは、キリマンジャロ山の風景とラフィ

キの台詞が削除された。一方で、“One By One”を含むズ
ールー語を使用した挿入歌数曲が追加された。プライド

ランドという架空の国のイメージについて、東アフリカ

のイメージが減少し、南アフリカのイメージが増加して

いる。製作時期（1994年に映画公開、1997年にブロード
ウェイミュージカル化）を考慮すると、アパルトヘイト

終結を意識している可能性が高い。 
 
2.2. スピンオフテレビアニメ『ライオンガード』 
	 『ライオンガード』は、映画『ライオンキング』のス

ピンオフのテレビアニメで、ブロードキャスト・サテラ

イト・ディズニー株式会社が運営する衛星放送チャンネ

ル「ディズニーチャンネル」、「ディズニージュニア」と

「Dlife」で放送された。主人公はシンバの息子、カイオ
ンである。映画『ライオンキング 2』で、シンバの長女
キアラが次期国王として決定しているため、カイオンは

サバンナの治安を守るために「ライオンガード」という

チームを結成する。 
「ライオンガード」のメンバーであるキャラクターた

ちは、それぞれ自分の掛け声を持っており、それがスワ

ヒリ語である。ラーテルのパンガは“Zuka Zama（浮上と
沈下）1！”、チーターのフーリは“Huwezi（あなたには無
理）！”、カバのベシティは“Twende kiboko（さあ行こう、
カバ）！”である。これらの掛け声は、日本の戦隊ヒーロ
ーが必殺技を使うときと同じように使われる。また、新

しいキャラクターの名前にもスワヒリ語が用いられ、例

えば第1話に登場するワニの名前はPuaとMakuuとなっ
ている。“pua”は「鼻」、つまりワニの大きな口の先にあ
る鼻を特徴としたものと考えられるし、“makuu”は「誇
示」なのでその名前から彼の性格がうかがえる。 
ミュージカルで一度南アフリカ共和国のイメージを増

したプライドランドであるが、アニメでは東アフリカに

戻っている。そして、映画で特徴的に使用されたスワヒ

リ語のフレーズが“Hakuna matata”1つだったのに対し
て、キャラクター別の掛け声という新たな形式によって

スワヒリ語がキャッチフレーズ的な特徴を強めている。 
 

3. ウォルト・ディズニー・ワールド 

                                                        
1 パンガが歌う英語の歌の中ではPop up! Dive in!と訳さ
れている。 
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3.1. ホテル「ディズニー・アニマルキングダム・ロ
ッジ」 
筆者は 2017年 5月、フロリダ州オーランドにあるディ
ズニーワールドにあるホテル「ディズニー・アニマルキ

ングダム・ロッジ」を訪れた。4つあるパークの 1つ、「ア
ニマルキングダム」にもっとも近いホテルで、ホテルの

敷地内にアフリカのサバンナが作られているというのが

筆者がこのホテルを選んだ理由であった。さて、結論か

ら述べれば、ここで用いられているアフリカ圏の言語は、

全てがスワヒリ語であった。 
ホテル「ディズニー・アニマルキングダム・ロッジ」

について少し説明しておくと、2001年にディズニーワー
ルド内に開業したホテルで、コンセプトは「ゲストに本

場のアフリカを体験してもらう」というものである（『日

経アーキテクチュア』記事 2001）。敷地内にある約 13
万 4000 ㎡のサバンナに生息するキリンやフラミンゴを
ホテルの建物の中から見ることができ、配置設計は「ク

ラール」という半円形の集落をモデルにしているという

（『日経アーキテクチュア』記事 2001）。ロビーはロープ
で組み合わされた木材をイメージしたデザインの柱と黄

色や赤の鮮やかな羽をモチーフにした照明が飾られる。

アフリカ音楽が流れており、アフリカ各地の民族の美術

品や民芸品が展示されている。 
	 仮面や彫像などが多く、化粧室の女性用の前には女性

の仮面、男性用の前には同じ民族の男性の仮面を置くな

どの遊び心も見られる。 
 
<写真 1>コートジボワール	 グロの仮面 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	  
写真 1 はロビーに並んでいるアフリカ美術の 1 つで、
「コートジボワールのグロの人々のアンテロープと人間

の仮面である」というキャプションがついている。 
では、このホテルの中でスワヒリ語はどのように使用

されているのか。以下に挙げる。 
 
 
 

＜表 1	 アニマルキングダムロッジのスワヒリ語表示
一覧＞ 
 スワヒリ語 意味 使用場所 ※（）内は現

地マップの記載 

1 jambo こんにち

は 
ホテル施設名	 Jambo 
House 

2 kidani ネックレ

ス 
ホテル施設名	 Kidani 
Village 

3 jiko キッチン、

調理場 
Jambo House内レストラ
ン 
（The cooking place） 

4 mara すぐに、突

然 
Jambo House内レストラ
ン 
（ Quick service 
restaurant） 

5 sanaa 芸術、手工

芸品 
Kidani Village 内レスト
ラン 
（Restaurant and lounge） 

6 boma 要塞、城

壁、原住民

の家の骨

組み 

Jambo House内レストラ
ン 
（Flavors of Africa） 

7 zawadi 土産、贈り

物 
グッズショップ 

8 asante ありがと

う 
Jambo House内テラス 

9 uzima 健康、生命 Jambo House内フラミン
ゴの池、サバンナ観賞場

所、プール 
10 pembe 動物の角 Kidani Village 内	 サバ

ンナ観賞場所 
11 zahanati 医務室 Jambo House内	  

（ massage & fitness 
center） 

12 simba ライオン Jambo House内	 子供向
け施設 

13 pumbaa ばかな Jambo House内	 子供向
け施設 

14 johari 宝石 Kidani Village内	 Johari 
treasure 

15 maji 水 Kidani Village 内	 プー
ルバー 

16 samawati 空色 Kidani Village 内	 プー
ル 

17 uwanja  広場 Kidani Village内	 施設 
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 ホテルの客室は Jambo HouseとKidani Villageの 2棟に
分かれており、表 1にこれらを含む、ホテル内の各施設
でどのようなスワヒリ語が使用されているのかをまとめ

た。スワヒリ語の意味と施設の内容を対照させると、妥

当だと思われる使われ方もあれば、なぜこの言葉を充て

たのか疑問の残るものもある。グッズショップがZawadi
（贈り物）、レストランの 1つが Jiko（キッチン）という
のはそのままの意味であるし、ファストフードを提供す

るレストランが Mara（すぐに）というのも理解できる。
子供向け施設の Simbaと Pumbaaはそれぞれ映画『ライ
オンキング』の登場人物の名前なので、それが子供の遊

び場であることはなんとなく想像ができる。しかし、レ

ストランに Boma（要塞）という名前がついているのに
はどんな由来があるのか気になるところであるし、スパ

のあるマッサージセンターに Zahanati（医務室）という
のもズレがあるように思う。スワヒリ語を使用している

というのは、この場所がスワヒリ語を話す地域を意識し

たものであることは間違いないだろう。それがどこか、

という問題だが、サバンナを見ることのできる場所の 1
つにArusha Rockという名前が付いていることや、客室
の洗面所の壁には地図が描かれており、Ngorongoro、
Mwanza、Kondoa、Dodoma、Biharamulo、Kibondo とい
った地名が見られることからタンザニアであると考えら

える。 
	 サバンナを見るエリアに出ていくと、1 人のキャスト
が声をかけてきた。日本出身であることを伝えると、自

分はアフリカ出身だという。スワヒリ語を勉強している

話をすると、とても流暢なスワヒリ語で話してくれた。

彼はウガンダ出身だそうで、スワヒリ語で話したことで

他の人よりわかり合えた、と言ってくれた。 
	 ロビーに戻ると、アフリカ系のキャストたちが太鼓を

持ってきて、即興のライブ演奏を始めた。ダンスを踊る

キャストもいて、子供のゲストたちも参加して踊った。

見ている大人のゲストにはアフリカ各国の国旗が配られ、

筆者も南アフリカ共和国の国旗をもらって、それを振り

ながらライブを鑑賞した。 
	 グッズショップのZawadiでは、アフリカをイメージし
たグッズが販売されている。ジェンベやマラカスといっ

た楽器、木製の仮面、カバやサイの置物などがあり、店

内の装飾には仮面やミュージカル版『ライオンキング』

のムファサのマスクが用いられている。スワヒリ語のグ

ッズもあり、Kiboko（カバ）やPunda milia（シマウマ）
という言葉とそれらの絵、“Karibu（ようこそ）”、“Kua 
macho kwa wajangili!2（密猟者に注意せよ！）”というフ

                                                        
2 誤表記と考えらえる。正確には“Kuwa macho kwa 
wajangili!”。 

レーズとともにデザインされたバッグなどがある。筆者

が買い込んだことは言うまでもなく、バッグは愛用して

おり、楽器はときおり独自の演奏を楽しんでいる。 
 
3.2. アニマルキングダム 
ウォルト・ディズニー・ワールドにある 4つのパーク
の 1つ、アニマルキングダムは、アフリカエリア、アジ
アエリア、ディスカバリーアイランド、ダイノランド

USA、ラフィキズ・プラネットウォッチの5つのエリア
から成るテーマパークである。全体を通して自然やサフ

ァリ、探検というテーマがあり、ミッキーやミニーもサ

ファリルックの衣装を着ている。シンボルであるツリ

ー・オブ・ライフは、大木の幹にさまざまな動物のシル

エットが彫刻されたオブジェである。 
アフリカエリアに入ると、キャストの挨拶が“Jambo
（こんにちは）!”になる。飲み物のワゴンには “Baridi 
kama barafu inaburudisha（氷のように冷たくて気持ちい
い）”、 “Vinywaji baridi（冷たい飲み物）”という看板が
掛けられている。 
アトラクションにはサバンナツアーの Kilimanjaro 

Safari、ジャングルのゴリラや魚、植物を観察するPangani 
Forest Exploration Trailがある。ショーには映画『ライオ
ンキング』をもとにした Festival of The Lion Kingや、
Harambe Marketという通りで繰り広げられるアフリカン
ミュージック（太鼓など楽器の演奏やポップスのライブ）

の生演奏やダンスもある。 
Kilimanjaro Safariでは、Simba 1という名前のトラック
に乗ってサファリを巡った。トラックの乗車を待つ人々

が通るアーケードには、スワヒリ語で動物の名前が紹介

され、“Karibuni Harambe risavu ya wanyama ya porini3（ハ
ランベ野生動物保護区へようこそ）”というフレーズが書
かれている。Harambeとは、アフリカエリア全体で演出
されている、東アフリカをモデルとした架空の港町の名

前である。名前の由来はスワヒリ語の“Harambee（重い
ものを持ち上げたり引っ張ったりするときの掛け声）”で

あると考えられる。ゲストの中には実在の町を再現した

ものだと思っている人もいるようである。ただし、

Kilimanjaro Safariというアトラクション名やPangani（タ
ンザニアの町）の名前が付いたアトラクションが隣接し

ていることから、タンザニア北部がモデルになっている

といえる。サファリでは、バオバブの木が植えられたサ

バンナが作られており、キリンやライオン、ゾウに遭遇

した。 
Festival of The Lion KingはHarambe Theaterで上演され

                                                        
3 原文ママ。正確には“Karibuni kwa mbuga ya wanyama 
pori ya Harambe”。 
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る。このショーは 1998年 4月から始まった。ということ
は、映画とミュージカルが公開された後にできたもので

ある。しかし、ブロードウェイのものとは異なり、ミュ

ージカルとサーカスが組み合わさったような演出がされ

ている。最初に、4 名の語り手がそれぞれスワヒリ語の
名前を持っており、自己紹介することから始まる。それ

ぞれKiume （男性性、強さ）、Nakawa （見た目が良い）, 
Kibibi （お姫様）,	 Zawadi（贈り物）と名乗り、自分の
名前にどのような意味があるのかを説明する。彼らがス

トーリーの進行役を行い、同時に歌も披露する。シンバ

やティモン、プンバアはパペットで登場する。興味深い

のは、ブロードウェイミュージカルで新たに作られたズ

ールー語の音楽が 1曲も使用されていないことである。
ズールー語が聞かれるのは、映画で流れるCircle of Life
の冒頭のみとなる。 
使用される曲目は以下の通りである。 
 
・Circle of Life 
・I Just Can’t wait tonight 
・Hakuna Matata 

	 	 ・Be Prepared 
	 	 ・Can You Feel the Love Tonight 
  	 ・The Lion Sleeps Tonigt 
	  
前述したように、映画から使用されている曲で構成さ

れ、ミュージカルで多く聞かれたズールー語の曲は聞か

れない。スワヒリ語を使用した“Hakuna Matata”を残して
いることと、進行役の登場を考慮すると、意図的にスワ

ヒリ語にフォーカスしていると考えらえる。 
Harambe Marketにもスワヒリ語の名前のついた店が並
ぶ。お菓子やビールの店には“Tamu Tamu（菓子）” 、ワ
インやアフリカ産ビールを提供するバーには“Dawa
（薬）”、パンやサンドイッチを扱うコーヒーショップに
は“Kusafiri （旅すること）”という言葉が充てられてい
る。 
また“Mombasa（ケニアの町）Marketplace”ではアフリ
カをイメージした民芸品、彫刻、楽器、アクセサリーな

どが販売されている。“Zuri’s Sweets Shop”というスナッ
クの店もある。Zuriには「美しい、かわいい、良い」な
どの意味がある。ちなみにディズニーチャンネルのドラ

マ『ジェシー』に登場するアフリカ系の少女にもこの名

前が付いている。 
町には、他にもスワヒリ語で書かれた落書きや注意書

きがあり、いかにもスワヒリ語が古くから使われていて

現在も公用語になっているかのような演出がされている。

ここを訪れたゲストは、アメリカのテーマパークに来た

のではなく、Hrambeという東アフリカの港町に来たかの

ような感覚になる。 
東京ディズニーリゾートで異文化の空間が演出される

とき、建物そのものの空間における役割（外観が全体の

世界観に合うものであるかということ）と、実際の機能

が異なることがある。例えば、イタリアの町をイメージ

した空間で、その建物の表には「郵便屋」と書かれてい

て、いかにもイタリアの郵便局のような外観をしている

が、実際に入ってみると文房具を扱う土産物のショップ、

という具合である。Harambeでもそのような現象が起き
ている。写真 2は、Harambeにある看板で“Hoteli burudika
（居心地の良いホテル）”という表記があるが、この「町」

に実際にホテルの機能を果たしている建物はない。アニ

マルキングダムテーマパーク内のアフリカエリアという

スペースにホテルの機能は必要ない。しかし「港町

Harambe」にはホテルはあるはずである。そのため
Harambeという空間における外観的な役割と、テーマパ
ークにおける機能の二重性が生じ、見た目と中身が違う

という状態になっている。とはいえ、このような細かい

演出が、「町」の本物らしさの精度を上げているのである。 
 
＜写真 2 スワヒリ語の看板＞ 

 
 
4. おわりに 
	 アフリカの言語による文化表象を考えると、本稿で挙

げた『ライオンキング』にも、Harambeにも問題が見え
てくる。これらは、いずれも架空の場所である。架空と

いうことは、その場所にどのような詳細を与えてもいい。

そこでスワヒリ語が選択され、詳細が作られていくプロ

セスの中で、「アフリカ」という場所は 1つの形にシェイ
プされていく。ディズニー映画では、あらゆる土地や文

化がテーマになる中で、他の作品に登場する「異文化」

と並べられて、『ライオンキング』とスワヒリ語とキリマ

ンジャロ山は「アフリカ代表」になる。テーマパークで

は、隣接するアジアエリアとの差異が明確に作られ、ス

ワヒリ語が公用語の「アフリカの町」が作られる。「異文

化」と「異文化」が陳列されて、展示されて、体験され

る世界において「アフリカ」は「1地域＝1言語」の場所
になる。そして、他のアフリカの言語は観客には見えな
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くなるが、目の前に広がる「アフリカ」は確かに「アフ

リカ」らしい。ハイパーリアリティの仮想空間は、スワ

ヒリ語を話しながら真実味を持ってゲストに迫ってくる。 
	 そうはいうものの、どちらかといえばスワヒリ語に思

い入れのある筆者にとっては、この言語がアフリカ代表

となって作られている空間を探検することは楽しくもあ

った。演出の詳細や、表示と内容のズレがわかる。その

ため、本物らしさの装飾を作っている演出家たち自身が

「外国語」のスワヒリ語と格闘し、工夫した痕跡が見え

てくるのである。 
 
参考資料 
劇団四季編集部『Disneyライオンキング	 大阪四季劇場』 2013（プログラム） 
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