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スワヒリ語詩の社会志向性 

― 19 世紀初頭モンバサの詩人ムヤカ・ビン・ハジに着目して ―1 
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小野田 風子 

                                                                   

はじめに 

 

著名なアフリカ人作家のアチェベ（Chinua Achebe）ならびにサンゴール（Léopold 

Sédar Senghor）が、「芸術のための芸術」、すなわち、芸術とは教訓や実用性といった

機能とは切り離されたものであるべきといった考え方はアフリカには存在しないと主張

したことはよく知られている2。最近でも、カメルーン人人類学者ニャムンジョ（F. 

Nyamnjoh）が、アフリカでは「あることが達成されたとき、それがその達成を認識し保

証する人々の集団のなかで、あるいはその集団を代表してなされたものでなければ、そ

の達成は意味を欠いたものとなる」と述べ、個人的活動ではなく共生的実践（コンヴィ

ヴィアリティ）にこそ価値が置かれることを指摘した（ニャムンジョ 2016: 331-332）。 

もちろん、「アフリカ」といった曖昧な括りで議論を展開しても、印象論に留まってし

                                                   
1 本研究は JSPS 科研費（課題番号：19J00203）の助成を受けたものである。 
2 サンゴールの「ブラック・アフリカでは、「芸術のための芸術」は存在しない。すべての芸

術は社会的なものである」（Senghor 1967: 6）、アチェベの「「芸術のための芸術」は防臭加

工された犬の糞にすぎない」（Achebe 1975: 19）というフレーズはアフリカの芸術論におい

てよく引用される。 



2 

 

まうだけであろう。しかし、筆者の専門とするスワヒリ語文学も、教訓や警句、政治的

メッセージで溢れかえった芸術至上主義とはおよそ縁遠い世界であることを真剣に捉え

るならば、上述したアチェベらの主張を単なる非科学的な印象論としてやり過ごすこと

は難しくなる。スワヒリ語作家たちは、個人の心情や私生活の吐露よりも、むしろロー

カルなコミュニティが共有する関心事や問題意識の代弁を期待されているのである。ス

ワヒリ語文学の世界では、芸術は芸術そのものではなく、社会の方を向いていると言え

るだろう。 

本稿では、芸術至上主義とは正反対のそういった特性を可視化するため、「社会志向性」

と呼びたい。本稿の目的は、歴史的背景を踏まえてスワヒリ語詩の発展史を記述するこ

とで、スワヒリ語詩のもつ社会志向性を明示することである。それにより、スワヒリ語

詩のみならず、アフリカの他の言語や地域の言語芸術が共有しているかもしれない特性

を浮かび上がらせ、議論を印象論の先へと進めることができるのではないだろうか。 

スワヒリ語詩の社会志向性を提示するための方法として、本稿では詩の変遷の誘因を

積極的に歴史的背景に見出そうとする。歴史的背景を強力な参照項としながらスワヒリ

語詩の発展史を記述することを試みたいのである。 

スワヒリ語詩は現ケニア島嶼部にてその形を定めた後、より多くの地域に住む、より

多様な人々へと、その影響範囲を拡大する方向へと変化してきた。その変化は、当該地

域で生じた歴史的重大事象と時を同じくして起こっている。このことは、社会と密接に

関係し、社会に直接影響を与える力を持つというスワヒリ語詩の性質を示唆していると

思われる。 
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当該地域に起きた重大事象は三つに集約させることができると考えている。スワヒリ

語詩の変化も、それに対応して三段階にわけることができるだろう。一つ目の歴史的事

象は、19 世紀初頭の、東アフリカ海岸地方におけるオマーンによる侵略と植民地化であ

る。このときスワヒリ語詩は宗教的な詩から世俗的な詩へと内容的変化を遂げる。イス

ラム教の優位性を主張する宗教的叙事詩のみであった中に、世俗的で身近な題材を扱う

詩が出現したのである。これは、イスラム学者の文化に留まっていたスワヒリ語詩が庶

民の文化へと大衆化したことを意味する。この変化の担い手となったのは、現ケニア、

モンバサの詩人ムヤカ・ビン・ハジである。 

二つ目は 20世紀から始まったドイツとイギリスによる東アフリカの植民地化である。

このとき、スワヒリ語詩の筆記文字がアラビア文字からラテン文字へと移行した。その

結果、海岸地方固有の文化であったスワヒリ語詩が、内陸部の他民族の人々にも享受で

きるようになった。この変化に関係した詩人には、シャーバン・ロバートやアムリ・ア

ベディ、サーダニ・カンドロがいる。 

三つ目は 1960 年代半ばのタンザニアの独立である。スワヒリ語を国語とする国家、

タンザニアが誕生し、多様な民族出身者が詩を作るようになった結果、スワヒリ語詩が

一地方の文化からタンザニアの国民文学になった。詩作の主体が東アフリカ海岸地方の

人々からタンザニア人へと変化したのである。この段階で注目すべき詩人は、マティア

ス・ムニャンパラやユーフレイズ・ケジラハビ、ムギャブソ・ムロコジなどである。 

以上のように概観すると、スワヒリ語詩は他国の侵略や独立という歴史的重大事象を

迎える度に、より多くの集団に伝わるための変化を繰り返していることが明らかになる。
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もちろん、このような集約化は、複雑な現実の単純化であるという誹りは免れないだろ

う。しかし敢えて発展史を三段階にわけて示すことで、社会と詩の結びつきを可視化し、

スワヒリ語詩の社会志向性に光を当てるという意義もあると考えている。 

 本稿では、一つ目の歴史的事象と、それに伴う詩の内容的変化にクローズアップした

い。まず 1．では、モンバサの詩人ムヤカ・ビン・ハジが生み出した世俗的な詩の革新

性を理解するため、ムヤカ以前のスワヒリ語詩の在り方を概観する。 

 

1．ムヤカ以前のスワヒリ語詩 

 

現存する最も古いスワヒリ語の詩作品は、現ケニア島嶼部のラム島やパテ島において、

「ウテンジ」（utenzi, utendi）という型式により作られた。これは「行為する」という

意味の動詞“-tenda”から派生した単語であるため、文字通りには「行為」、「功績」を意味

するが、英語では“epic”、すなわち「叙事詩」と訳されることが多い。この型式では、1

連は 4 行で形成され、1 行は多くの場合において 8 音節である。行末の押韻パターンを

記号で示すと“a/a/a/b”あるいは“a/a/a/a”となり、各連の最終行の脚韻は詩全体を通して

同一音が繰り返される（宮本 2019）。ウテンジの構造は以下のように図式化できる。漢

数字は詩の 1 連を、アラビア数字は 1 行の音節数を、そしてアルファベットは行末の押

韻を指す。 
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一、   二、   三、 

8a       8c       8d 

8a       8c       8d 

8a       8c       8d 

8b       8b       8b 

 

ウテンジの内容はイスラム教に基づく説教や英雄譚、預言者ムハンマドの賛歌が多く、

その長さは短いもので 100～400 連、長いものでは 1000 連を超えることもあるが、す

べて記憶され、朗唱されるための型式である（Knappert 1979, 宮本 2019）。 

現存している最も古いスワヒリ語詩は、預言者ムハンマドの軍勢と東ローマ帝国との

戦いの様子を描いた「タンブカの叙事詩」（Utendi wa Tambuka）である3。17 世紀末か

ら 18 世紀の前半にパテ島に生きたブワナ・ムウェンゴ（Bwana Mwengo）によって書

き残され、1728 年の日付が記載されている。詩にはイスラム教的教えの明示や暗示が多

く見られ、詩人も当時の詩の享受者たちもその教義に詳しかったと思われる。全 1150 連

を費やしてムハンマドの戦いと奇跡的な勝利を描いたこの詩は、その後のスワヒリ語叙

事詩の輝かしい見本となったという（Knappert 1979）。 

ウテンジ型式で書かれたその他の著名な作品には、ブワナ・ムウェンゴの息子とされ

るアブ・バカリ（Abu Bakari）による預言者ムハンマドの娘の人生についての叙事詩

                                                   
3 Knappert（1979）は東ローマ帝国の皇帝の名前をとって「ヘラクリオスの叙事詩」（Epic 

of Heraklios）と呼んでいる。 
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（Fatuma）や、「タンブカの叙事詩」で描かれた戦いを別の視点から描いた叙事詩

（Katirifu）、また、パテ島の王族の一人であった半伝説的な人物リヨンゴの英雄譚、「フ

モ・リヨンゴの叙事詩」（Utendi wa Fumo Liyongo）や、パテ島の王妃であるムワナ・

クポナが娘に捧げた教訓的説教詩「ムワナ・クポナの叙事詩」（Utendi wa Mwana 

Kupona）などがある4（Harries 1962, Knappert 1979）。 

20 世紀初頭に西欧人研究者の調査協力者を務めたムハマディ・キジュムワ

（Muhamadi Kijumwa）が口承伝承や断片的な写本から組み立てた「フモ・リヨンゴの

叙事詩」を除けば、ウテンジはいずれもアラビア語による文学作品に通じていたイスラ

ム学者か、同等の知識を持つ者によって作られ、享受される文化であったと思われる（宮

本 2019）。そういった知識者がアラビア語の物語をスワヒリ語に翻訳したり、イスラム

教的教えを丹念に伝えたりするために相応しい、十分な情報量を伝授可能な型式として

ウテンジは発展したのである。パテ島周辺で成立したウテンジは詩型式として定着し、

主に歴史的事象について語るための型式として現在まで生き残っている。 

本稿で着目するのは、ウテンジと比べると非常に短く、卑近な話題を扱うことができ

る型式「シャイリ」（shairi）の発生と、それによるスワヒリ語詩の大衆化という現象で

ある。この変化が起きたのは、ウテンジの発祥地であったパテ島やラム島ではなく、よ

り南方のモンバサであった。その理由は推し量ることしかできないが、周辺地域がブー

サイード朝オマーンの侵略と支配を早々に受け入れ、友好関係を築こうとしたのに対し、

                                                   
4「フモ・リヨンゴの叙事詩」の全文を宮本（2019: 196-257）にて、「ムワナ・クポナの叙事

詩」の一部を宮本（2009: 44-45）にて邦訳で読むことができる。宮本はそれぞれ「リヨンゴ

王の叙事詩」、「ムワナ・クポナの訓戒」と呼んでいる。 
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モンバサはその支配に激しく抗ったことが関係している可能性はある。危機感を煽り、

人々を鼓舞する必要性が、詩の大衆化という大きな変化を促したのかもしれない。以下

より、ブーサイード朝オマーンに屈するまでのモンバサの歴史を辿りたい。 

 

2. モンバサの歴史 

 

モンバサの創始者として知られる半伝説的な二人の人物がいる。一人目はムワナ・ム

キシ（Mwana Mkisi）と呼ばれる女性で、900 年代頃、現モンバサ島にコンゴウェア

（Kongowea）という名の都を建設したとされる。“mkisi”はコンゴ語で「神聖」を意味

する“ukisi”から、“Kongowea”は地名“Kongo”から派生しているとして、この人物がアフ

リカ大陸中央部からやってきたという説もある。二人目はシラジ（Shirazi）から到来し

たとされるムスリムのシェヘ・ムヴィタ（Shehe Mvita）である。シェヘとはアラビア

語の「首長」（シェイフ）であり、“mvita”はスワヒリ語で戦争を意味する“vita”との関連

が明らかである。シラジは、現イランのシーラーズ（Shiraz）との関連が指摘されてい

る（Allen 1982）。彼は 1300 年頃、モンバサ島に都市ムヴィタ（Mvita）を建設したと

され、現在のモンバサの人々に始祖として認識されている（Meier 2016）5。 

東アフリカ海岸地方の都市はどこもそうであるが、モンバサも支配者が次々と交代す

                                                   
5 現在用いられる“Mombasa”という名称の由来ははっきりしない。しかし 1151 年にアラブ

人 地 図 学 者 の ア ル ・ イ ド リ ー ス ィ ー （ Al Idrisi ） は 東 ア フ リ カ 海 岸 地 方 の

“Manisa/Manfasa/Manbasa”という地を訪れたことを記録している（Kirkman 1982: 135）。

また、1330 年頃にこの地を訪れたアラブ人探検家のイブン・バットゥータ（Ibn Battuta）

の旅行記にも“Mambasā”という地名が見られる（Battuta 1962: 379）。“Mvita”という現地

名を聞いたアラブ人が以上のように綴り、その名称が定着したと思われる。  
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る不安定な歴史を歩んできた。15 世紀には、より南方の海岸部の都市キルワ（Kilwa）

を中心とした都市国家、キルワ・スルタン国の支配下になるが、16 世紀初頭にはその支

配を脱し、シェヘ・ムヴィタから繋がるシラジ人による政治形態を確立させる（Stapleton 

2013）。 

しかし 1498 年、突如としてバスコ・ダ・ガマが寄港し、1500 年代には、ポルトガル、

及びポルトガルに取り込まれた現地の同盟勢力マリンディ（Malindi）からの度重なる攻

撃を受けた結果、シラジ人の政治形態は崩れ、モンバサはポルトガル領になる（Stapleton 

2013）。1540 年代からエジプトのオスマン人支配者たちが、現地人の解放者と自称して

ポルトガルと闘うため東アフリカ海岸地方にたびたび出没し、現地人のポルトガルへの

暴動を刺激した。そして 1585 年には、ポルトガル人の勢力を牽制するため東アフリカ

海岸を南下したアミル・アリ・ベイ（Amir Ali Bey）率いるオスマン海軍と現地人の反

乱軍が蜂起し、一時的にモンバサを占領する。そこでオスマン人たちは、折しも内陸か

ら移動してきたジンバ（Zimba）という民族集団と対峙する羽目に陥る。ジンバ人は強

力な軍隊を有しており、少し前に南方のキルワ・スルタン国を降伏させていた。さらに

ジンバ人は故地のザンベジ川上流域に侵入したポルトガル人とも交戦して打倒し、「食

人種」として恐れられた民族なのであった。ポルトガルは 1589 年に一度モンバサを攻

撃しているが、状況を把握すると退却し、ジンバがモンバサにとどめを刺すに任せるこ

とにする。モンバサからオスマン人たちを追い出したジンバは、さらに北上を続け、マ

リンディ地方で地元民セゲジュ（Segeju）の反撃に遭い、故地へと帰ったと言われてい

る（Schoffeleers 1987）。 
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1593 年から 1596 年、オスマンの侵略に懲りたポルトガルはモンバサにジーザス砦

（Fort Jesus）を建設し、守備強化に努める。マリンディの王家はモンバサの支配者に

任命され、税金の管理を行いポルトガルに貢物を贈った。1631 年には、モンバサの支配

を任されていたキリスト教徒のドン・ジェロニモ・チングリア（Dom Jeronimo Chingulia）

がポルトガルに反旗を翻し駐屯軍を全滅させ、ユスフ・イブン・アル・ハサン（Yusuf ibn 

al-Hasan）と名乗ってムスリムに改宗するが、すぐにモンバサを捨て海賊になるという

事件が起こる。1632 年、再度モンバサを占領したポルトガルは、直接統治を行う

（Stapleton 2013）。 

100 年以上断続的に続いたポルトガルの支配は、オマーンの台頭によって終わりを告

げる。1650 年、オマーンの首都マスカットからポルトガルが駆逐されると、その勢いに

乗って 1652 年から 1669 年にかけて、オマーンの海軍がザンジバル、モンバサ、モザン

ビークのポルトガル軍を攻撃する。1696 年には、3000 人を乗せた 7 隻の船がオマーン

からモンバサに到着し、30 カ月の包囲攻撃の後、1698 年にモンバサを奪取し、同年に

はザンジバルも奪取する。これにより、東アフリカ海岸地方は、北をオマーンが、南を

ポルトガルが支配している状況になる（Stapleton 2013）。 

 当時のオマーン王朝、ヤアーリバ朝は、モンバサの総督としてマズルイ家（Mazrui）

を任命し、ジーザス砦に住まわせる。最初の総督であったナシル（Nasir）は、モンバサ

の最後の現地人支配者アフマディ・マリンディ（Ahmadi Malindi）の孫と結婚した。し

かしオマーン本土での権力の座を巡る混乱に乗じ、現地人の支援を受けた二代目の総督

が、ヤアーリバ朝オマーンに反旗を翻す。モンバサは都市国家として独立し、以後約 100
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年間（1735 年～1837 年）、都市国家として繁栄し、スワヒリ語文学の中心地となった。

その 100 年間は政治が安定し、様々な文化が花開いたことから、「モンバサの黄金時代」

とも言われる6（Berg 1968, Knappert 1979）。 

1740 年代、オマーンにブーサイード朝が興るが、その時点でオマーンがいまだ維持し

ていた東アフリカの領土はザンジバルのみとなっており、他の地域はモンバサ同様すべ

て独立してしまっていた。1806 年に即位したブーサイード朝オマーン第五代君主のサ

イイド・サイード（Sayyid Said）は手腕家であったらしく、東アフリカ海岸部の再獲得

に乗り出し、領土のザンジバルにみずから赴く。ザンジバルにいるサイイド・サイード

より、モンバサの砦を受け渡すよう通達を受けた当時のモンバサの君主アブダッラー2

世の対応が粋である。スワヒリ語詩人でもあったアブダッラー2 世はサイードへの使者

に、以下の詩と共に鎖帷子、鍋、しゃもじという贈り物を持たせたという（Knappert 

1979: 151-152, Al Mazru’i 1995: 79）。 

 

Hutaingia ngomeni  na kuta zake hufiki 

Pasi panga mikononi  na midomo ya bunduki. 

 

おまえは砦に入ることはおろか その壁に近づくことさえできぬ  

                                                   
6 モンバサの歴代君主名とその統治期をここに記載する。①Nasir bin Abdallah（統治期：

1698-1727）、②Muhammad bin Uthman（1730-1744）、③Ali（1744-1754）、④Masudi（1754-

1779）⑤Abdullah（1779-1781）、⑥Ahmad（1782-1814）、⑦Abdullah II（1814-1823）、

⑧Suleyman（1823-1826）、⑨Salim（1826-1835）、⑩Rashidi（1835-1837）（Al Mazru‘i 1995: 

29-120）。 
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銃を構え、剣を手にして 来るのでない限り。 

 

この詩と三つの贈り物の意味とは、もし来るのであれば武装せよ、さもなければ台所

にでも籠っていろというメッセージに他ならない。この挑発の結果、1828年と 1829年、

モンバサはサイイド・サイード率いるオマーン軍の二度の攻撃を受けるが、二度とも首

尾よく撃退する。しかし 1837 年、ついにモンバサはオマーンに屈し、マズルイ家の多

くはインド洋に沈められたという。そして 1838 年、モンバサはザンジバル・スルタン

国に組み込まれる。1840 年から、サイイド・サイードはブーサイード朝オマーンの首都

をザンジバルに遷都し、ソマリア南部からタンザニア南部までの海岸地方一帯を支配す

るまでに至った（Abdulaziz 1979）。 

 

3．マズルイ家支配期のモンバサ 

 

 ここでは、「モンバサの黄金期」とも言われたマズルイ家支配期のモンバサについて、

より詳しく見てみたい。 

当時の住民は、同じ先祖を有するとされる父系性の氏族（mji）に属していた。モンバ

サ島には十二の氏族が存在しており、その内部で三対九の同盟を形成していた7。さらに、

大陸側に住んでいた「九氏族」を意味するミジ・ケンダ（Miji Kenda）と呼ばれる人々

                                                   
7 それぞれの氏族名をここに記載する。三氏族（Miji Mitatu）は、キリンディニ（Kilindini）、

チャンガムウェ（Changamwe）、タンガナ（Tangana）が構成し、九氏族（Miji Tisa）はム

ヴィタ（Mvita）、キリフィ（Kilifi）、ムトゥワパ（Mtwapa）、パテ（Pate）、シャカ（Shaka）、

グニャ（Gunya）、カトゥワ（Katwa）、ファザ（Faza）、ジョンヴ（Jomvu）が構成してい

た（Abdulaziz 1979: 29）。 
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は弓の名手で、モンバサ島の十二氏族とは同盟関係にあり、内陸部との交易の仲介役を

果たしていた8。もっとも、婚姻関係により氏族間の区別は困難であったとも言われる。

十二氏族内のそれぞれの氏族は、自分たちの代表者である長老（Mzee）を選出しており、

さらに三氏族と九氏族の長老たちの中から選ばれた人物は“Tamimu”と呼ばれる大長老

とされ、相当の権力を有した。マズルイ家は大長老との相談なしに重大事項を決めるこ

とはできなかったという（Abdulaziz 1979）。 

マズルイ家がオマーン本土と袂を分かったのも、実は彼ら現地人がそそのかした結果

であるという。十二氏族はマズルイ家を扇動してヤアーリバ朝オマーンに歯向かわせる

ことで、十二氏族とミジ・ケンダの支援に頼らざるを得なくさせたというのである。マ

ズルイ家と現地人とは、圧倒的権力で支配する側と、無力に搾取される側といった関係

ではなく、相互依存的な関係を築いていたことがうかがえる。マズルイ家は外国人支配

者というよりは現地の領主に近く、現地人と婚姻してスワヒリ文化に同化していった。

その証拠に、7 代目君主アブダッラー2 世と 9 代目君主サリムはスワヒリ語詩人であり、

ムヤカの友人でもあった。スワヒリ地域、すなわちスワヒリ語が話される東アフリカ海

岸地方では、移住者が非常に早く自身の言語や文化を忘れ、スワヒリ語とスワヒリ文化

を受け入れ始めるという現象が見られる（Abdulaziz 1979）。古代ローマ帝国がギリシャ

を支配したことについて、詩人ホラティウスは「征服されたギリシャは、野蛮なその征

                                                   
8 ミジ・ケンダを構成していた氏族は、ギリアマ（Giriama）、ディゴ（Digo）、ラバイ（Rabai）、

チョニ（Chonyi）、ジバナ（Jibana）、リベ（Ribe）、カンベ（Kambe）、カウマ（Kauma）、

ドゥルマ（Duruma）であった。彼らは皆みずからの起源に関し、ガラ人（Galla, 現在はOromo

と呼ぶ）との戦いに敗れて北方のシングワヤ（Singwaya）を追われ、モンバサの対岸の鬱蒼

とした森に隠れ場所を見つけたという、共通の認識を持っているという（Willis 1993: 28-

29）。 
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服者を芸術で支配した」と述べたという。スワヒリ語文学者クナッパートは、誇張かも

しれないとは認めつつ、スワヒリ地域もその一例なのではと提案している（Knappert 

1979: 139）。 

モンバサは、インド洋交易の重要な拠点でもあった（Abdulaziz 1979）。輸入品には反

物、ビーズ、銅線、鉄線、薬、スパイス、ぜいたく品、火縄銃、大砲があり、輸出品は

象牙、奴隷、香料（gum copal）、ココナッツ、植物油などであった。モンバサがオマー

ンのサイイド・サイードの支配を頑固に拒んだ理由は、インド洋貿易を独占されないた

めでもあった。長くインド洋交易の中心地であったキルワが、オマーンの支配下で急速

に衰退したことを目の当たりにしていたからである。モンバサの強みはペルシャ湾岸諸

国やインドに独立した経済基盤を持っており、さらにミジ・ケンダを始めとする内陸部

の民族との経済的、軍事的同盟を結んでいたことであった。一方で君主のはずのマズル

イ家は決して豊かではなく、取り巻きや傭兵たちに収入の多くを吸い上げられていたと

いう。実際、マズルイ家の住む砦に 1823 年に赴いたイギリス人海軍士官、探検家のオ

ーウェン（W. F. Owen）は、その内部のみすぼらしさを驚きを込めて以下のように記録

している（Owen 1833: 245）。 

 

モンバサ砦の内部はどこもかしこも廃墟、掘っ立て小屋、あばら屋でごちゃご

ちゃしていて、その多くは所狭しと建てられているが、それらは総じて廃墟の

部品で組まれ、茣蓙で屋根が葺かれている。（…）しかしその場所が惨めであ

るとはいえ、それは支配者の一族の住居として用いられているのであり、200
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人以上の男女と子どもからなる守備隊がそこに住んでいるのである。（…）周

囲の小屋の外観、興味本位で集められた窓際のぼろくず、そして貧しく惨めな

様子―彼らの腕の派出な装身具が驚きと憐れみを掻き立てるのを別にすると

―を呈している彼らこそが、その勢力が最大の際には首尾よくポルトガルを打

ち負かし、この海岸沿いに無限の領土を追い求め、そして最近では、現に今ま

さにこの瞬間も、マスカットのイマームたちの全勢力に頑として抵抗している

あのアラブ人たちなのである。 

 

 その評判とはかけ離れた庶民的な君主像に驚き呆れる様子が伝わってくる。 

 ブーサイード朝オマーンの支配下で、氏族間の違いは徐々に薄れ、1990 年代にはその

区別はほとんど失われたという（Willis 1993）。 

 

4．ムヤカ・ビン・ハジについて       

                     

 ムヤカ・ビン・ハジ・アル・ガッサニー（Muyaka bin Haji al-Ghassany, 1776-1837?）

は、まさにマズルイ家支配期の黄金時代のモンバサに生きた詩人である。彼はモンバサ

のムジ・ワ・カレ（Mji wa Kale）に生まれ、貿易業を営んでいたというが、その生につ

いて多くはわかっておらず、ムヤカ自身の手稿も残っていない。 

ムヤカの詩作品が忘れ去られることなく残ったのは、あるイギリス人の功績に起因す

る。ホラティウスの表現を借りれば、芸術に支配されたもう一人の「野蛮な征服者」と
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も言うべきこの人物が、イギリス人聖職者テイラー（W. E. Taylor, 1856-1927）である。

テイラーは 1880 年代、宣教を目的としてモンバサで詩人ムワリム・シクジュア

（Mwalimu Sikujua, ?-1890）にスワヒリ語を習ううち、シクジュアが記憶していたム

ヤカの詩に魅了される。テイラーとシクジュアは、ムヤカと同時代に生きた年配者たち

の聞き取りを通じてムヤカの詩を収集し、アラビア文字とラテン文字を用いて記録した

（Abdulaziz 1979, Frankl 1993）。二人の手稿は「テイラー・ペイパー」と呼ばれ、現

在はロンドン大学に保管されている9。 

ムヤカの重要性については、ひとえに「スワヒリ語詩をモスクから市場へもたらした

詩人」という表現が説明しているが、以下に具体的に述べたい。 

ムヤカは、1．で述べたようにすでに定着していた比較的長い詩を書くための型式ウテ

ンジではなく、「シャイリ」（shairi）を好んで用いた。シャイリ型式では、1 連 4 行、1

行 16 音節から成り、8 音節目と 16 音節目に押韻する。押韻パターンは“ab/ab/ab/ba(x)”

であり、最終行でそれまでの 8 音節目と 16 音節目の韻が交代するという特徴がある。

最終行の 16 音節目の韻はそれまでの行の 8 音節目の韻でも、それ以外の音でも構わな

いが、詩全体において統一される。シャイリ型式も上記のウテンジ型式の方式に習い、

以下に図式化する。 

 

 

 

                                                   
9 Taylor’s diary and Swahili proverbs, in codex: MS 47757 . 
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一、        二、        三、 

8a+8b       8c+8d       8e+8f 

8a+8b       8c+8d       8e+8f 

8a+8b       8c+8d       8e+8f  

8b+8x       8d+8x       8f+8x 

 

この型式は、少なくとも 100 連は必要であるウテンジとは異なり、わずか 1 連でも詩

として過不足なく成立させることができたため、ウテンジでは扱えない些細な出来事で

も表現することができた。ムヤカはこの型式を使って、それまでの詩の主題であったイ

スラム教の教えに基づく説教や英雄譚ではなく、身の回りの日常や政治といった世俗的

なテーマについて雄弁に語ったのである。イスラム学者などの知識層の間の芸術であっ

たスワヒリ語詩が、ここで大衆化を遂げたと言えるだろう。 

もちろんこの大衆化の功績は、ムヤカ一人の手によるものではないだろう。実際、ム

ヤカには当時ライバルの詩人たちがおり、言語の知識や詩の技術、相手を皮肉る能力を

競い合う詩の決闘が行われていたようである（Abdulaziz 1979）。シャイリ型式自体も、

ムヤカ以前から存在し、定着していたと思われる。しかし残念ながらムヤカと同時代の

詩人たちによる詩は比較可能なほど残ってはいない。また、ムワリム・シクジュアがム

ヤカに捧げた詩からは、ムヤカは太刀打ちできる者のいないほど偉大な詩人であったこ

とがうかがえる10。ムヤカの詩は、この時代のモンバサに生きた詩人たちが切磋琢磨す

                                                   
10 ムワリム・シクジュアがムヤカに捧げた詩では、ムヤカが詩の会に姿を現わせば、彼に挑
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る中で行きついた到達点として、人々に記憶され、受け継がれていったのだろう。 

シャイリ型式は、現在に至るまでスワヒリ語詩の最もポピュラーな詩形であり続けて

いる。20 世紀に入り、西欧による植民地下で作品を発表して民衆の人気を得ていた詩人

たちの多くは、シャイリ型式を好んで用いた。それは詩人アムリ・アベディ（Amri Abedi）

によると「最も知られている」詩型式であり（Abedi 1954: 16）、詩人ムニャンパラ（M. 

Mnyampala）によると、各連の最終行で押韻パターンが交代することで、「朗唱された

際に耳を楽しませてくれる」型式なのである（Mnyampala 196511）。彼らのような、シ

ャイリ型式を用いるムヤカ以降の詩人たちは、ムヤカの詩のスタイルや用語に多かれ少

なかれ影響を受けているとされる（Abdulaziz 1979）。 

また、世俗的で時に非常に個人的な詩を残したムヤカは、一人の人間として我々の前

に立ち現れる最初のスワヒリ語詩人としても記憶されるべき人物である（Knappert 

1979: 138）。 

以下より、実際にムヤカの詩を見ていきたい。 

 

5．政治を扱った詩 

 

政治を扱ったムヤカの詩の多くは、オマーンのサイイド・サイードとの戦いが現実味

を帯びる中、モンバサの人々に覚悟と団結を呼びかけるものである。まず、1593 年にポ

                                                   

戦しようとする者は誰もいなかったと語られる（Abdulaziz 1979: 100-101）。 
11 原典にページ数は不記載。まえがき（Dibaji）の 2 ページ目より引用。 
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ルトガルによって築かれた砦（Fort Jesus）についての詩を紹介したい12。 

 

Ngome ni ngome ya mawe  na fusi la kufusiza 

Ngome ni ya matumbawe  na boriti kuikiza 

Ngome wetwapo sikawe  enda hima na kufuza 

Ngome imetuumiza  naswi tu mumo ngomeni 

 

それは石造りの砦 珊瑚砂で塗り固められた壁の砦 

それは石灰岩の砦 マングローブの梁で補強された屋根の砦 

その砦に呼ばれたら遅れるな 急いで走ってゆけ 

その砦に我らは苦しめられたが 我らもまたその中にいるのだ 

 

この砦はモンバサの象徴であり、その所有はその都市の支配を意味した。この詩では、

ポルトガル人やマズルイ家といった砦の所有者たちに苦しめられたこともあったが、今

自分たちモンバサの民はその砦の側、すなわちマズルイ家とともにいるのだから、砦か

ら戦いの招聘があれば馳せ参じようと呼び掛けている。 

                                                   
12 なお、以下に引用する詩の原文はテイラーペイパー、Abdulaziz（1979）そして Knappert

（1979）より引用した。テイラーペイパーと Abdulaziz（1979）では、標準スワヒリ語には

存在せず、モンバサ方言が特徴的に持つ音（歯音の d と t や、無声子音に伴う気息音）をイ

タリックやアポストロフィーなどで示しているが、本稿では方言的な違いについては触れな

いため、省略した。詩の和訳に際しては Hichens（1940）、Abdulaziz（1979）、Knappert

（1979）を参考にした。テイラーペイパーには基本的に詩題が表記されていないが、

Abdulaziz（1979）はすべての詩に詩の一部から取った題名を付けている。本稿で必要に応

じて詩題を記載する際は、すべて Abdulaziz（1979）を参考にしている。 
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以下の二つの詩では、ムヤカはモンバサを複数の名で呼んでいる。「コンゴウェア」、

「ゴングワ」、「ニャリ・クウ」、「ムワナ・ムキシの地」、「ムヴィタ」、「ムジ・ワ・カレ

（古都）」などである。複数の呼び名の使用は誉め歌の技法であり、これらの詩はモンバ

サという地への一種の誉め歌と考えられる。 

 

Kongowea ja mvumo  Mvita Mji wa Kale 

Isokoma mititimo  na mayowe na kelele 

Ni ya ngao na mafumo  mata na panga kule 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 

Gongwa ni mji muovu  viovu siukalile 

Hupomosha wenye nguvu  wakawa kama wawele 

Ikawatia kivumvu  nyoyo sikajaa tele 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 

Gongwa la Mwana Mkisi  Mvita mji wa ole! 

Ina waume watesi  kondo hawaiketele 

Wenye ghamidha na kasi  na hasira za milele 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 



20 

 

Kwamba mujile na kondo  kuteta na simba wale 

Vumiliani vishindo  vyao msivikimbile 

Simba wanayo magando  makucha wayatanule 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 

Ndiswi Nyali Kuu ndiswi ndiswi msambe tufile 

Ndiswi mwapigana naswi  naswi musitutawale 

Ni swiswi nguli ni swiswi  tuvundao miji mile 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 

Kivumbi cha Kongowea  kivumapo ni ja ndwele 

Wao mbali husikia  kingurumo chenda kule 

Watambaji hutambia  kwa mwendo wa pole pole 

Afileo walifile  mwoleza mfu n’nani? 

 

コンゴウェアは咆哮だ 我らが古都ムヴィタは 

そこは常に悲鳴と絶叫が 渦巻いている土地 

そこは盾、槍、弓矢に剣が似合う土地 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 
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ゴングワは悪しき街 他の悪は太刀打ちできぬ 

強靭な者を打ち倒し 病人のようにしてしまう 

その体は粉々に砕かれ 心は恐怖で満たされる 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 

 

ムワナ・ムキシのゴングワよ ムヴィタよ ああ恐ろしや！ 

戦いを何より好む 荒々しい男たちのいる街よ 

強情で無慈悲な男たちが 永遠の怒りに燃える街よ 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 

 

もしお前たちが我ら獅子たちに戦いを挑みに来るなら 

地響きが聞こえても踏みとどまれ 逃げてはならぬ 

我らは獅子の鋭い爪を振りかざし 待ち構えているぞ 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 

 

まさに我ら、ニャリ・クウだ まさに我々なのだ 死について考えるな 

まさに我らだ、戦いを受けて立つのは 我々を支配することはできぬ 

まさに我ら、悪魔こそが あの街々を破壊してやるのだ 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 
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コンゴウェアが吠える時 その声は病に苦しむ者のそれのごとく 

遠くにいる人にさえ その呻きは聞こえる 

兵士たちは静かに動いて すでに持ち場に着いた 

死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？ 

 

各連の最終行で繰り返される「死んだ者は死んだのだ 死を装うのは誰か？」とは、

人は一度しか死なないのだから、死を恐れるなというほどの意味であろう。また、「まさ

に我ら、ニャリ・クウだ」から始まる第 5 連では、オマーンとの戦いは外国人支配者の

マズルイ家の個人的な問題ではなく、モンバサに住む者全員の問題なのだと強調してい

る。 

次の詩でも同様に、モンバサという地の偉大さや恐ろしさを褒め称えている。それに

よって人々を誇りで奮い立たせようとしていると思われる。 

 

Kongowea ja mvumo  maangavu maji male  

Haitowi lililomo  Gongwa isingenyemele  

Msiotambua ndumo  na utambaaji wa kale 

Mwina wa chiza mbwi chile   mtambuzwa hatambuli 

 

Kongowea aridhimbi  ukenda usijikule 

Ina mambo tumbitumbi  wajuvywa hawajuvile 
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Mara huliona wimbi  lausha nyuma na mbele 

Mwina wa chiza mbwi chile  mtambuzwa hatambuli 

 

Mteza na Nyali Kuu  kugeua mageule 

Humvundanga maguu  asende mwendo wa kule 

Akawa paka mnyau  mnyau paka mwele 

Mwina wa chiza mbwi chile  mtambuzwa hatambuli 

 

Gongwa nda Mwana Mkisi  Mvita Mji wa Kale 

Uitupile viasi  ukenda enda kwa pole 

Inika chako kikosi  maninga vyema sivule 

Mwina wa chiza mbwi chile  mtambuzwa hatambuli 

 

Mvita mji wa ndweo  ivumayo kwa kelele 

Ilikutile tutio  panga za masimba wale 

Haishi vigururumio  na kwangusha mwanzi mle 

Mwina wa chiza mbwi chile  mtambuzwa hatambuli 

 

コンゴウェアは荒波のごとし その水面は静かであっても 

ゴングワは黙り込んでいるが その懐には秘密が隠されている 
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鬨の声に気づいてはならぬ あの古代の戦法にも 

そこは暗く悪しき深淵で 詳しい者でも理解することはできぬ 

 

突如として荒波が生じ 前からも後ろからも押し寄せる 

無数の出来事が起こり 報告を受けている者でも把握できぬ 

コンゴウェアは危険な地 踏み入れる時は尊大な態度をとるな 

そこは暗く悪しき深淵で 詳しい者でも理解することはできぬ 

 

ニャリ・クウを弄び 変化を与えようとする者は 

その脚をへし折られるだろう それ以上歩けぬように 

そしてにゃあにゃあ鳴く猫に変えられるだろう 病気持ちの猫に 

そこは暗く悪しき深淵で 詳しい者でも理解することはできぬ 

 

ゴングワはムワナ・ムキシ女王の地 この我らが古都ムヴィタ 

限度を超えてはならぬ そろそろとゆくがよい 

顔を伏せたままにせよ 正面から見てはならぬ 

そこは暗く悪しき深淵で 詳しい者でも理解することはできぬ 

 

ムヴィタは断末魔の声が 甲高く響き渡る町 

獅子たちの持つ剣の刃が ぶんぶんと唸っている 
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あの雷鳴と大勢の鬨の声は 決して止むことがない 

そこは暗く悪しき深淵で 詳しい者でも理解することはできぬ 

 

 各連で繰り返される警鐘と脅し文句が、並々ならぬ詩人の敵意を読む者に印象付ける。

低く野太い声で朗唱された時の効果たるや、さぞかし絶大であっただろう。 

以下の詩では、ムヤカはオマーンへの敵意をより直接的に表現している。 

 

Tumwi ukifika Zinji  Zinji la Mwana Aziza 

Wambile waje kwa unji  unji tutawapunguza 

Hawatatupiga msinji  jengo wakalitimiza! 

Wakija wakitekeza  maneno ni ufuoni. 

 

Wakija wakitekeza  katika nyamba na fungu 

Wataona miujiza  vituko vya ulimwengu 

Wambaje, watayaweza  kuvumilia matungu? 

Wemapo simba wa bangu  maneno ni ufuoni. 

 

Wemapo simba wa bangu  wenye utambo na vimo 

Watalia “Ole wangu”  Wangie ndani mwa shimo 

Watakatika manungu  mtemo hata mtemo 
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Panga zao na mafumo  hazifai ufuoni. 

 

使者よ、アジザ女王の地であった あのザンジバルに着いたら 

彼らに多勢で来いと伝えよ 我らがその数を減らしてやるから 

彼らはここを拠点にはできぬ 建て物を完成させることなど！ 

彼らがここに上陸したらどうなるか その答えは砂浜に書かれている 

 

この岸壁と砂州の合間に もし彼らが上陸したら 

恐るべきものを目にするだろう 世界中を驚かせるものを 

お前はどう思う 彼らは痛みに耐えられるだろうか？ 

戦いの獅子達が立ち上がるとき その結果は砂浜に書かれている 

 

戦いの獅子達が その力強い足で立ち上がるとき 

彼らは「お情けを！」と泣くだろう 墓穴に落とされる間際に   

そして切り刻まれるだろう ばらばらになるまで 

彼らの剣と槍とは 用無しとなって砂浜に打ち捨てられる 

 

 各連の最初の 3 行で高らかと謳われる暴力的で激しい怒りは、最終行で砂浜という具

体的な場所へと静かに帰結していく。悲惨な結果を直接的には触れないその最後の静寂

が、不気味さや不吉さを際立たせている。 
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一方、以下の詩は、サイイド・サイードとの戦いに苦戦するモンバサに感傷的になっ

て作ったとされる。嘆くべき現状を指摘し、人々の危機感を高めるための詩でもあるだ

ろう。 

 

Ulimwengu ukisuka  hutoshewa watu pia 

Pasiwe na kukumbuka  kuwaza jambo la ndia 

Na leo kumechafuka  mwaionaje dunia? 

Mulioko Kongowea  mwatupa shauri gani? 

 

Tuombeni la kutenda  jambo lenyi welekea 

Siku ya kuvuma panda  waume wakivuvia 

Njeo hizi kutavunda  kunukakwe ni viwaya 

Mulioko Kongowea  mwatupa shauri gani? 

 

世界が揺れ動く時には 誰もが恐怖に駆られ 

なすべきことが何か 誰も冷静に考えられなくなる 

今日の混乱はひどい この現状をどう思う？ 

今コンゴウェアにいる者よ あなたの助言は何か？ 

 

共に祈ろう 我々の行動が正しいものであるようにと 
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男たちが高らかと挙げる 鬨の声が聞こえる日には 

その時には腐敗物が 嫌な臭いを放つだろう 

今コンゴウェアにいる者よ あなたの助言は何か？ 

 

 以下の詩でムヤカはさらに弱気になっている。 

 

Ai ulimwengu jifa  jifa uchao kongea! 

Kizima hutenda ufa  ufawe ukendelea 

Wenyi fahari na sifa  wandoshile Kongowea! 

Wamezinga kama pia!  Wasemi tutasemani? 

 

ああ世界は深い亀裂だ 常に広がってゆく亀裂だ 

すべてが進みゆくにつれ 亀裂はさらに大きくなるのだ 

誇り高く高名な者たちは皆 コンゴウェアを立ち去ってしまった！ 

彼らが独楽のごとくふらついた今 これ以上何を語ればよいのか？ 

 

最終行の問いかけは、勇者や政治家たちが戦死したり怖じ気づいて去ったりした今、

彼らを称える役割を担っていたムヤカのような詩人たちは、これ以上何について詩を作

ればよいのかという嘆きであろう。 

モンバサ出身のムヤカ研究者アブドゥルアジズは、ムヤカのこれら政治的な詩につい
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て、「モンバサの植民地化を目論むサイイド・サイードとの度重なる衝突と、長期に渡る

苦労から生じるモンバサの人々の愛国的精神を表現している」（Abdulaziz 1979: 114）

と述べる。さらにムヤカの詩では、オマーンとの戦いは単にマズルイ家にとっての脅威

ではなく、モンバサの人々にとっての国家規模の戦いであることを常に強調していると

いう（Abdulaziz 1979: 25）。ムヤカは危機的状況に際し、詩を使って社会に直接何らか

の影響を与えようとしているのである。ムヤカの詩は社会志向性をもっていることが、

ここからうかがえる。 

影響力を高める具体的な手法としては、「自慢」（boasting）や「脅し」（threatening）、

「貶し」（disrespect）が顕著であり、これらはいずれもヒップホップの歌詞に見られる

主なスタイルでもある。ヒップホップはジャマイカの「トースティング」と呼ばれる口

承文化や西アフリカの吟遊詩人グリオによる口承詩の影響も受けているとされるが（フ

ェルナンド Jr. 1996）、同じアフリカ出の文化として、ムヤカの詩にも共通点が見い出せ

るところが興味深い。 

 

6．卑近な話題を扱ったムヤカの詩 

 

ムヤカは、シャイリ型式を用いて日常の些細な出来事についての詩も多く作った。そ

れらの詩からは、ムヤカの社会的位置付けや女性関係、さらに噂話好きでユーモラスな

人柄などがうかがえる。本稿のテーマとは直接関係がないが、以下にいくつか引用した

い。「貶し」や「自慢」は卑近な話題を扱ったムヤカの詩においても基本的な態度であり、
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ヒップホップの歌詞のスタイルでもある「悪口の応酬」（beef）（フェルナンド Jr. 1996）

を楽しむ文化の存在を示唆している。特に、以下のような女性への悪口がムヤカの詩に

はよく見られる。 

 

Mmbeja, mke wa shani  wenzio ulowapita, 

Uzuri wako na sini  hakuna wa kuupata. 

Akuweneo launi  kwamba upekwe mafuta! 

Nazi na maji si mbata  kotoa mea i nani? 

 

N’ambia, nipate jua  siangae ukasita, 

Usililie ukiwa  kwa ambae ni mkata. 

Mwenye kuuza kwambiwa  nambia limenipata; 

Nazi na maji si mbata  kutoa mea i nani? 

 

べっぴんさん、きれいなお人 誰もあなたにはかなわない 

あなたの顔が美しすぎて 誰もあなたに触れられない 

顔つやの良さは まるで油を塗ったよう！ 

しかしミルクいっぱいのココナッツは コプラとは違って成長するものですよね？ 

 

あなたに言ってるのです、教えてちょうだいな 恥ずかしがらないで 
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孤独のために泣くのはおやめなさい 惨めさのために 

問いには答えが与えられるべきもの 私が気になっていることを教えてちょうだい

な 

ミルクいっぱいのココナッツならば コプラとは違って成長するものですよね？ 

 

 コプラとはココヤシの果実の胚乳を乾燥させたもので、椰子油などの原料である。ミ

ルクが中に入った若いココナッツは発芽して成長するが、コプラは発芽することがない。

この詩でコプラは不妊症の象徴となっている。ムヤカは容姿端麗な女性に対し、不妊症

であれば女として無意味であると中傷しているのである。 

 以下はさらに直接的で強烈な女性への中傷の詩である。 

 

Nalidhani u mwembo  hapenda kuteza nawe 

Kanama hapana jambo!  Ondoka, sinisumbuwe 

Mtezo wa romborombo  huo waujua wewe 

Kowe, mwanamkasi, kowe!  Sije na maremborembo. 

 

おまえは美しく 男遊びが好きな女だと思ったのに 

なんとつまらない！ どいてくれ、これ以上煩わせるな 

この馬鹿らしいお遊びが おまえは楽しいのだろうけれど 

身体を洗ってこい、ムワナムカシ！ 着飾って私の前に来るのはもうやめてくれ 
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 このような本気とも冗談ともとれぬ女性への誹謗中傷は、妻である女性にまで向けら

れる。長い詩であるため引用は省くが、「お前はどの服を着ていく」（Utavaa Nguo Gani）

という詩でムヤカは、妻が女友達と街に遊びに行くのが気に入らないと述べ、自分が妻

に服を買え与えず、いい服を着ることも許さないため、たとえ遊びに行ったとしても女

友達に笑われるだけだと残酷にも言い放つ。さらに悪質なことに、ムヤカは自分の槍に

臭いのきつい硫黄と硫酸を塗り付ける作業を妻に命じる。妻に臭いがこびりつき、人か

ら疎まれるようにするためである。このような正気を疑うほどの嫌がらせは、妻を心底

毛嫌いしているからなのか、それとも愛情が強すぎてサディスティックな支配欲に憑り

つかれているからなのか、あるいは単にユーモアが度を過ぎているだけなのか判断に迷

うところである。 

 この嫌がらせの被害者と同じ女性への詩かどうかはわからないが、ムヤカが自分の女

遊びを反省し、別れてしまった元妻を懐かしく思う詩も存在する。 

 

Nasitahabu kimbiji  kidau changu cha kwanza 

Kingawa mlejileji  kwelea haikupanza 

Na kufa Ngozoa maji  yali usiku wa giza 

Ndipo leo hakiwaza  haangama Kazekea. 

 

Kiwinzo changu kiwinzo  nilipo ‘kikioleza 

Chalikuwa cha mchezo  nami kikinipumbaza 
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Hatusa nacho Ufuzo  mawimbi kutoa kweza 

Ndipo leo hakiwaza  haangama Kazekea. 

 

私には小さな舟の方がいい 私の最初の小舟のように 

それは揺れたけれど 高波にのまれることはなかった 

しかしンゴゾア・マジで沈没した 夜が暗すぎたから 

だから今日私は カゼケアへと舟をこぎ出したのだ 

 

小舟よ、わが小舟よ お前に乗って一漕ぎする時には 

あまりに楽しく 私は夢中になった 

波もかからずに ウフゾを通ることさえできた 

だから今日私は カゼケアへと舟をこぎ出したのだ 

 

 ンゴゾア・マジとは、ジーザス砦に面した辺りの海域の名称であり、波が荒く危険な

ため、船乗りはそこを通る時には供物を捧げていたという。一方カゼケアとは、ンゴゾ

ア・マジ付近の波が穏やかな海域を指し、「カゼケアへと舟をこぎ出す」という表現は、

安全で平穏な家庭へと帰ることのメタファーになっている（Abdulaziz 1979）。ムヤカは

「小さな舟」と例えた元妻との楽しい日々を懐かしみ、自分の過ちのために彼女を失っ

たことを悔やんで、穏やかな日々をもう一度取り戻そうと決意しているのである。 

 ムヤカだけではなく、当時のモンバサの人々も卑近な話題を詩にして楽しんでいたこ
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とがわかる例として、よく取り上げられるエピソードがある（Mulokozi 1974, Feidel & 

Shariff 1973）。貿易業が繁盛していた頃、ムヤカは奴隷を所持していた。ある時その奴

隷は妻を娶った。ムヤカはその妻を気に入り、我が物にするため奴隷を旅に出させる。

旅から戻った奴隷は妻がムヤカの内縁の妻にされているのを見て悲しみ、取り戻す方法

を考える。彼はムヤカが偉大な詩人であり、詩を愛していることを知っていたので、詩

を作って彼に訴えることを思いつく（Hichens 1940: 50）。 

 

Billahi wa bi li haki  niamuani ninende 

Niulie kuwashtaki  ninyengenyewe yangu konde 

Nywinywi mna lakilaki  mimi ni chichi kipande 

Waungwana msitende  na wantendao waseni!  

 

神にかけて、正義にかけて 私を言うことを判断してください 

私は訴えに来たのです 自分の土地を奪われたと 

あなたは数千も持っていて 私にはひとかけらだけ 

文明人たるもの、他人に許さないことを 自分がすべきではない！ 

 

この詩を聞いたムヤカは、返事として以下の詩を作ったという。 

 

Licha kifupa kifupi  hata nundu na kiuno. 
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Haramu mtu hanipi  pamoja na ovu meno. 

Na kwamba sina sikopi?  Kukopa si matukano. 

Haya mambo kwa mfano  ela si mimi na wewe! 

 

私があんな骨ばった寸足らずの女に惚れるわけがないということはさておいて た

とえ女の腰の肉付きがよかったとしても 

侮辱が添えられたような贈り物を 受け取ることは決してしまい。 

私に女がいなかったとしても、誰かから借りればよかろう？ 借りは恥ではないの

だから。 

このような争いは社会的地位が同等の相手とするものだ おまえと私とではない！ 

 

 奴隷身分の人々に対する、人を人とも思わぬ尊大な態度や低俗な女性蔑視は読む者を

呆れさせるばかりであるが、実はムヤカ自身、頻繁に女性からの嘲笑の的になっていた

ようである。その理由は一重にムヤカの外見が汚らしく、みすぼらしい服ばかり着てい

たためで、そんな惨めな自分の様子を嘆く詩も残されている。 

 

Natamani kulivuta  tao la nyanje maua 

Kulla ambapo napita  haoneka na sitawa 

Sihofu tupa ukuta  tangu chambwa na kwambia 

Na ukunyunyu wa tawa  na kujikuna nguoni 
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人目を引くような恰好がしたいものだ 

どこへ行っても 成功者として見られるような 

貧乏を恐れなくても済むような というのもひどく中傷されるのだ 

私の服はシラミだらけで いつも身体を掻きむしっているのだと 

 

女性への極端な悪口は、富にも外見にも恵まれないムヤカの、一種の負け惜しみであ

ったきらいがある。以下の詩でもムヤカは、美しい女性にぼろぼろの服と伸びきった髪

をからかわれ、必死に反論している。なお、以下の詩で筆者は、スワヒリ語のモンバサ

方言で作られたムヤカの詩を、日本語の関西方言を用いて和訳してみた。原文から読み

取れるムヤカの人を食ったような態度が標準語より鮮やかに伝わるように思われる。 

 

Walionani ajabu  kwa hii siku ya leo 

Penda nawe unjibu  nijue ujibieo 

Mambo pia ni nasibu  kwa yule ajaliweo 

Hindi ndiko kwenyi nguo  na wendao tupu wako! 

 

Hayo hayawi ni shani!  siyo utaajabuo 

Ni mangapi duniani!  mapishi yapishileo? 

Wewe kwamba huyaoni  wauze wayaonao! 

Hindi ndiko kwenyi nguo  na wendao tupu wako! 
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Waungwana ndiwa huri  wambeja wapendezao 

Mkomelepo wazuri  wenyi daraja na cheo 

Msipoteze nadhari  ujingawe ni upeo 

Hindi ndiko kwenyi nguo  na wendao tupu wako! 

 

Mwana Adamu hukuta  akatamani uvao 

Hatimaye akapata  na kulla alitakao 

Yakamwepuka matata  akawa kuvuta tao 

Hindi ndiko kwenyi nguo  na wendao tupu wako! 

 

今日はなんでまたそんなびっくりしてるん 

あんたの言い分 よかったら教えて 

恵まれている人は ぜんぶ運に任せるもんなんや 

服はインドで作られてるけど インドではみんな裸らしいで 

 

これがそんなおもしろいか？ 驚くこともないやろうに 

今日みたいなことは 世の中に溢れてるやん 

あんたの目に見えへんのやったら 他の人に聞けばいいわ 

服はインドで作られてるけど インドではみんな裸やねんから 
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黒い眼の鳩みたいにきれいで ちゃんとしてるお嬢さんやな 

きれいさで言うたら最高やし 地位も高いときてはる 

でも思慮深さいうもんを 忘れたらあほになるで 

服はインドで作られてるけど インドではみんな裸なんやから 

 

いったん自分が服 欲しいなって思ったら 

いつでも手に入れられるねん 他のもんでも一緒や 

そしたら厄介事もなくなるし 上等なお召し物引きずって歩けるんや 

服はインドで作られてるけど インドではみんな裸やねんで 

 

 その他の詩にも、ムヤカの飾らない性格や人間臭さがあふれている。おこぼれを期待

して漁を手伝ったのに、何ももらえなかった時に漁師を非難する詩13や、ムヤカが布を

贈った女性が、それをムヤカのために着るのではなく、見せびらかすために街に着て行

ったため、布を返せと迫る詩14からは、ムヤカのけち臭く執念深い性格を読み取ること

ができる。また、ペンバに住む親せきの遺産を相続できることが決まって、意気揚々と

貧困に別れを告げる詩15や、高級な服を手に入れ、知り合いにも気づかないふりをして

肩を怒らせて歩きながら、今まで威張っていた者たちに対し優越感を感じているという

                                                   
13 「大漁」（Tanzi za Nyama, Abudulaziz 1979: 172-173）、「大物を釣るのは難しいことで

はない」（Kuvua Numbi si Kazi, Abudulaziz 1979: 274-277）。 
14 「私の布」（Kitambi Changu, Abudulaziz 1979: 174-177）。 
15 「貧困よ、どこかに行け」（Ufukara enda zako, Abudulaziz 1979: 334-335）。 
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詩16からは、すぐに調子に乗る愉快な人柄が表れている。自分からは女性に話しかけら

れず、友人に頼む詩17などもあって、肝心な時には奥手だったのかと想像すると楽しい。 

いずれの詩も、朗唱して笑い取るため、物事を大げさに面白おかしく語っているよう

に思われる。日々の食い扶持に困り、美女をからかい、くたびれた服装を馬鹿にされ、

一兆裏を自慢する様子からは、社会の知恵者であると同時に庶民と極めて近い距離にい

る詩人の姿がうかがえる。 

 

おわりに 

 

本稿では、スワヒリ語詩の社会志向性という側面を提示するため、詩の大衆化をもた

らした詩人が、ブーサイード朝オマーンの脅威にさらされたモンバサに生きたことに着

目した。モンバサでは、危機的状況に際し、人々を鼓舞し団結させようとする内容の詩

が、より短く平易な型式を用いて作られた。このことは、スワヒリ語詩が実際に社会を

動かす力を持っており、詩のそれまでの享受者よりもさらに大きな集団に訴えかけるた

めに変化したことを示している。 

「はじめに」において、芸術はいかなる社会的機能とも切り離されたものであるべき

という芸術至上主義という概念について言及したが、それを信じる者にとっては、スワ

ヒリ語詩の多くは全く価値のない作品ということになり、詩文化全体が停滞しているよ

                                                   
16 「一張羅」（Tao la Nyanje, Abudulaziz 1979: 252-253）。 
17 「彼女に話しかけに行け」（Enenda kaseme naye, Abudulaziz 1979: 222-223）。 
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うにしか見えないであろう。しかしスワヒリ語詩のように社会と分かちがたく有機的に

結びついた芸術は、その発展の過程も異なっている可能性がある。革新性や斬新さの追

求というよりは、より効率的かつ強力に社会に訴えかける方法の模索によって芸術は発

展していくのである。一見伝統的で保守的な表現が、実は社会の変化に応じてダイナミ

ックな変遷を遂げてきた結果なのである。 

初めて一人の人間として立ち現れてくるムヤカの功績によって大衆化を遂げたスワヒ

リ語詩は、これ以降も東アフリカに襲い掛かるさらなる危機に応じ、より大きな集団に

訴えかける力を求めて深化を遂げていくこととなるが、それについては別の機会に論じ

たい。 
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