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ザンジバルとの 30 年―チャアニ村滞在雑記― 

      
        竹村景子 

 
 
1．最初のパンチ 
	 大阪外国語大学の学部3年生だった1988年の夏、
同期の友人と初めて東アフリカを訪れた。現在の大

阪大学外国語学部での教育カリキュラムとほぼ同

じだった当時、すでに 2 年間の専攻語実習授業を
受けてきており、また、概論の講義では文化社会に

ついて学んできたという自負もあったので、現地に

行けばスワヒリ語を駆使して楽しい旅ができると

思っていた。 
	 しかし、現実はそんなに甘くなかった。授業で習

っていたスワヒリ語表現はいわゆる「テキスト調」

のものであり、そのまましゃべると意味は通じても

ちっとも口語らしくないのだということが、わりと

すぐにわかってしまった。しかも、最初に降り立っ

たケニアのナイロビでは、外国人である私たちを見

ると英語で話しかけてくる人が多く、また、スワヒ

リ語をしゃべる人でも明らかに「標準スワヒリ語」

ではない変種で話すので、スワヒリ語の実践練習が

できているのかどうかもわからないまま、現地の言

語使用の実態に翻弄され続けた。 
	 旅程の関係で、ナイロビからモンバサに移動した

後にタンザニアのダルエスサラームではなくタン

ガに移動し、そしてザンジバル島に向かった。その

当時は全く気付いていなかったが、ザンジバル島に

到着した日がちょうどイスラームの祝祭日―それ

が断食明けのお祭りだったのか、巡礼後のお祭りだ

ったのかすら、今もってわからない―だったようで、

ザンジバルタウンには結構な数の外国人がおり、た

だでさえ少なかったホテルは満杯だった。 
	 学生の、しかもよくわけがわかっていない状態で

の旅で、日本から持ってきたガイドブックに書かれ

ているホテルを目指して行くも、タウンの迷路のよ

うな道を散々歩いて辿り着いてみれば、ホテルの頑

固おやじに「部屋はない。それになんだ、お前たち

のその恰好は！」と怒鳴りつけられる始末で、途方

に暮れた。今思えば、半袖 T シャツにジーパンと
いう恰好は、当時のザンジバルの初老男性にとって

は「女の子」としてあるまじき出で立ちに見えたの

だろう。 
	 ちょうど同じようにホテルを探しあぐねていた

デンマーク人のバックパッカー女子 2 人もいたの
で、私たちと併せて 4 人を何とかして泊めてもら
おうと拙いスワヒリ語で交渉した。頑固おやじはし

ぶしぶ「1部屋でいいな」と言って案内してくれた
ので、何とか野宿せずにすんだ。その「ザンジバル

での初めての宿」、Spice Inn での頑固おやじとの
やり取りの思い出は、「なんで客である私たちがこ

んなに怒鳴られないといけないの？」という大きな

疑問とともに、ザンジバルで食らった最初のパンチ

になった。 
 
2．運命の出会いから調査地選択 
	 最初の旅から 8 年後、研究者になって初めてプ
ロジェクトの一環で調査のためにザンジバルに行

くことになった。東アフリカにおける未踏査の言語

の記述と社会言語学的な状況を把握することがプ

ロジェクトの大きな目的だったが、最初はスワヒリ

語以外のバントゥ諸語のいずれかの言語を調査対

象にしようかなと考えていた。でも、結局はザンジ

バル島とペンバ島を調査地として選択し、「標準ス

ワヒリ語」ではない「方言」を調査対象にすること
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とした。 
	 問題は、住民のほとんどがイスラームを信仰して

いる両島で、当時はまだ若者の部類に入る私、しか

も女が、一人で島内をうろうろ歩き回って人に何か

ものを聞くという行為が、どれくらい受け入れても

らえるかということだった。それに、ザンジバル島

もペンバ島も旅行で訪れただけであって、簡単に村

に入り込めるような伝手も何も持っていなかった

ので、とりあえずザンジバルタウンに着いたものの、

何から手を付ければいいやらと途方に暮れた。 
	 しかし、当時の大阪外国語大学に日本初のスワヒ

リ語外国人教師として赴任しておられたサイド・ア

フメド・モハメド・ハミス先生から、「ともかくス

ワヒリ語・外国語学院（Taasisi ya Kiswahili na 
Lugha za Kigeni; TAKILUKI）に行って、アシャ・
ハミス・ハマド先生を頼ってみなさい」とアドバイ

スをいただいていたので、何でもいいからヒントを

いただければと思って訪ねてみたのである。 
	 既述のようにプロジェクトの目的は大きく 2 つ
あったが、中島久先生が私と同じようにザンジバル

で調査をされるとうかがっており、しかも、ザンジ

バル島南部をターゲットにされるとのことだった

ので、何となく私は北部に行って記述調査をし、社

会言語学的調査もしようかなという気になってい

た。特に、ザンジバル島の北西に位置する小さい島、

トゥンバトゥ島で話されている変種は、標準スワヒ

リ語の土台となったとされるザンジバルタウン変

種とは大きく異なると聞きかじっていたのもあり、

漠然とその変種を学んでみたいと思っていた。 
	 果たして、アシャ先生にご相談したところ、トゥ

ンバトゥ島に「外国人の女の私」が一人で行くのは

かなり難しいだろうと言われてしまい、やっぱりダ

メか…とあきらめかけていたところ、北部出身の若

手教員がTAKILUKIにいるので紹介する、彼と一
緒なら島に渡れるのではないかと提案して下さっ

た。そこに、運命の出会いが待っていた。 

	 紹介されたのは、ザンジバル島北部県北部 A 郡
に位置するチャアニ村出身の H 氏だった。私の 4
歳年上で、TAKILUKI ではポルトガル語を学び、
ポルトガルへの留学経験もあるとのことだった。私

が大学院生の時にサイド先生が赴任されたので、学

部生時代に比べればスワヒリ語の運用能力は格段

に上がっていたはずだが、H 氏は非常にとっつき
にくい感じの第一印象で、私が話しかけてもボソボ

ソと小さい声でしか返答してくれず、これから調査

のカウンターパートとして一緒にやっていけるの

だろうかと不安を覚えた。10 年くらい経って本人
に聞いた話だが、欧米人以外の外国人と話すことも

初めて、しかも、一緒に調査に行くことになるかも

知れないのに、女性だし結婚もしていないようだし、

どんな性格かもわからないし、本当に大丈夫だろう

かと不安だったらしい。お互いに「異文化理解」の

第一歩を踏み出す時の躊躇を経験したということ

だろう。 
	 そんな最初の手探り状態の中、結局のところトゥ

ンバトゥ島には行かず、H 氏の出身村であるチャ
アニをメインの調査地とすることにした。と言うの

も、H 氏が「チャアニ村に限らず、北部の多くの
村にはトゥンバトゥ島出身者やその末裔がいっぱ

いいる」と説明してくれたからだった。こうして、

1997年の 1月、初めて村入りすることになった。 
 
3．村入りから 20 年 
	 2017年はいろいろと私にとって節目の年だった。
アルーシャ宣言と同い年の私は、生まれてから半世

紀が経ったし、村入りしてからちょうど 20年を迎
えた。20 年と言っても、途切れず訪問できたわけ
ではなく、2人の子どもの出産、育児に追われた期
間は一切渡航ができなかったので、実際に調査をし

た回数は 14回である。しかし、途切れていた期間
も手紙やメールで H氏とは連絡を取り、お互いの
子どもたちの話をしたり仕事の話をしたりしてい
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たし、H 氏が村のみなさんにも私の近況を伝えて
くれていたこともあって、「離れてしまった」とい

う焦燥感はなかった。 
	 2006年に久しぶりに訪れることになった時、初
めて子どもたちを連れて村に入った。その時の村の

人たちの大歓迎ぶりは今でも忘れることができな

い。長男にはゴラ（Gora）―H 氏のお父さんのお
名前―、長女にはムヮジュマ（Mwajuma）―H氏
のお母さんのお名前―というスワヒリ名をいただ

いているが、それは、私を H氏の妹として彼の家
族が受け入れてくれており、スワヒリの名づけのシ

ステムである「長男には自分の父親の名、長女には

母親の名を付ける」ことを許された証である。その

2人が村に来るという情報が入り、村の人たちだけ
でなく近隣の村にいる知り合いも含めて、本当に総

出で出迎えてくれた。子どもたちも、村はおろか海

外も初めての経験だったが、スワヒリ語がわからな

くても村の子どもたちと一緒にお土産に持って行

ったサッカーボールでサッカーをし、一緒にご飯を

食べ、とても楽しんでいた。 
	 これだけ受け入れられるようになったのは、H
氏が私のカウンターパートを務めることに慣れて

くれたというのが大きいと思うが、社会的要因とし

て、最初は独身で村入りした私が、結婚し、出産し、

子育てし、その子どもたちを連れて行けるまでにな

ったというのも大きく作用していると思っている。

何よりも、結婚して以降の私に対する村のママたち

の態度が、独身時のそれとは全然違って非常にフレ

ンドリーになっていることが身をもってわかるか

らである。 
	 20 年の間にはたくさんのエピソードがあったが、
大きなインパクトがあったのは「鳥インフルエン

ザ？事件」である。村の多くの家では鶏を数羽ずつ

放し飼いにしており、家によっては数十羽の雛を飼

って育て、卵や食肉の商いをしている場合もある。

アフリカ研究に携わる人ならわかるだろうが、村で

鶏肉を食べられる機会など滅多になく、祝祭や結婚

式の時くらいしかふるまわれない。しかし、ある年、

特別な場合でもないのに毎日のように鶏肉料理が

出された時があった。おいしくいただいていたが、

さすがに不思議に思ったので、「なんで毎日鶏が食

べられるの？」と聞いた。すると、「お前は周りを

見ていないのか？」と逆に尋ねられ、促されて村を

あちこち歩いてみた。よくよく見ると、あちこちで

鶏がヨタヨタと元気なく数歩進んでは立ち止まり、

を繰り返しているのがわかった。どうしてこんなこ

とになっているのか尋ねると、「これはhoma（熱）
があるんだよ」とか「mahepeにかかっているんだ
よ」と教えられた。 
	 mahepe がどういう病気なのか特定できなかっ
たが、村人たちの説明によれば「元気がなくなって

歩けなくなり、最後には死んでしまう」病気とのこ

とだった。村中の鶏がバタバタと死に、たくさんの

雛を飼っている家では雛が全滅したという話もあ

って、大変な騒ぎになっていた。イスラームを信仰

しているので、当然「死んでしまったもの」は食べ

ることができない。だから、この時は「死にそうな

歩き方をしている鶏」を発見すると、どの家でもす

ぐに畜殺して食べる、という状況だった。そういう

わけで、毎日おいしく鶏をいただけたのだが、これ

だけバタバタと鶏が死ぬということは、「もしかし

て鳥インフル？」という疑問もないわけではなかっ

た。村では生で食べる習慣がないので、万が一にも

私が感染することはないと思いつつ、一抹の不安を

感じた年であった。 
	 ちなみに、初めての村入りから数年くらいは、私

が村に着いた日やその翌日に鶏肉料理をふるまっ

てくれることがあったが、最近はそういうことが全

くない。誰か別の人を客人として連れて行くと「お

客さん用」の料理として出されることもあるが、私

が一人で行っても「ああ、また帰って来たのね」と

いったくらいの扱いになっている。それは、子ども
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たちが私を呼ぶ時に、「おばちゃん（chachi; おそ
らく shangazi＜父方のおば＞の幼児語）」という語
を使ってくれるようになったことからもわかる。ど

うやら、遠いところに住んでいる親戚のおばちゃん

が 1 年に 1 回くらいお土産を持って帰ってくる、
という感覚でいてくれているらしい。 
	 20 年も経たということを強く意識するのは、初
めて会った時に小さかった村の子どもたちが結婚

したり親になったりしているのを見たり、あるいは、

ずっとお世話になってきた長老たちが 1 人また 1
人と亡くなっていることを知らされたりする時で

ある。特に、自分の本当の身内ではなくても、村の

祖父母、両親、おじやおばのような存在であった人

びとが亡くなったと知らされた時は、大きな喪失感

とともに時の流れの速さも感じるのである。 
 
4．これからも続く関係性に 
	 チャアニでは言語調査だけでなく女性のライフ

ヒストリーの聞き書き調査もかなり進めてきた。そ

のこともあって、女性たちとのおしゃべりの時間が

ずいぶん増えたように思う。そして、私が「何のし

がらみもない外国人の女だから」なのか、あるいは

「信頼に足る人物だと判断してもらえたから」なの

かはわからないが、ここ数年、比較的深い付き合い

をしている女性たちから「家の問題」について愚痴

をこぼされたり相談されたりする機会が多くなっ

た。女性たちの多くは公教育を受けていないため、

賃金労働に就くことはほぼ無理である。結婚しない

ことは基本的にあり得ないので、今でも女性は早け

れば小学校を卒業すると「嫁に行く」ことを促され

る。婚家で女性は朝から晩まで家事労働、育児、義

父母など親族の世話、畑仕事に追われ、夫の稼ぎが

悪い時は現金を得るためにファストフードを作っ

て売ったり、ラフィアヤシの繊維で編んだゴザ、カ

ゴ、ハエ除けを売ったりということまでする。女性

がこれほど大変な状況にあるのに、夫が第二夫人、

第三夫人を娶ったり、肉体的／精神的暴力をふるっ

たり、浮気をしたりして、さらに彼女たちを追い詰

めている。 
	 私が真の意味で彼女たちの「避難所」や「救済セ

ンター」になっているかどうかは甚だ疑問であるが、

少なくとも、たとえひと時でも彼女たちの心のつか

え、澱を吐き出す場を提供できていれば、この 20
年間の恩返しの一部にはなっているかも知れない

と思っている。そして、彼女たちとのこの関係性を

保ちながら、これからもザンジバルに通い続けたい

と思っている。 
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