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主人公カジモトの女性関係から読み解く E・ケジラハビの『うぬぼれ屋』  
                                              小野田風子

	  
はじめに 
タンザニアのスワヒリ文学作家、ユーフレイズ・ケジ

ラハビ (Euphrase Kezilahabi) の二作目の小説『うぬぼ
れ屋』 (Kichwamaji, 初版 1974年) 1の主人公の男性カ

ジモト (Kazimoto) 2は、アンチ・ヒーローとして批評家

たちの注目を集めてきた (Wamitila 1999: 39, Bertoncini 

2009: 95)。カジモトが作中で繰り広げる悪事の多くは、

女性に関わっている。例えばカジモトは、友人の婚約者

と性的関係を持ち、村でも都会でも女遊びを愉しむ。さ

らに遊んで捨てる目的で復讐相手の姉を誘惑し、婚約後

や結婚後にも女友達と性的関係を持つ。なぜカジモトは

このような人物として描かれているのだろうか。 

カジモトは終盤、治すことができない性病にかかり自

殺するに至る。この結末を導き出すために、女性関係に

奔放という性質をカジモトに与える必要があったと考え

るのが自然である。しかしカジモトの女性関係の描写に

は工夫が凝らされており、そこには単なる結末とのつじ

つま合わせ以上の役割を見出すことが可能である。女性

関係は、カジモトの人間性を表現するための効果的な手

段の一つとなっているのである。 
作中でカジモトは常に女性に囲まれている。彼の話し

相手は、男性よりも女性であることが多い。カジモトと

                                                   
1 “kichwamaji” という語は、辞書によると「ばか」と「水
頭症」という二通りの意味を持っている (TUKI 2001, 
Mwita 2003, Salehe 2009)。そのためタイトルの訳も定ま
っておらず、カジモトという人物がこの語によって罵倒さ

れるという事実を重視して、「頑固者 (Wrongheaded) 」
(Diegner 2002)、「愚か者 (Empty-head) 」(Sakkos 2008)、
「不適応者 (Misfit) 」(Bertoncini 2009)、「ばか (Idiot) 」
(Wamitila 1999) などとする立場と、作中に実際に頭の大
きな子どもが登場することに重点を置き、「水頭症 
(Hydrocephalus) 」(Řehák 2007) とする立場とに分かれて
きた。本稿では、この語を浴びせられるカジモトという人

物の性質を踏まえたうえで、辞書的な意味でもあると考え

られる (小野田 2015) 「うぬぼれ屋」という訳を提案した
い。 
2 スワヒリ語圏で男性に付けられる名前の一つ。「仕事熱
心な人」という意味を持つ。 

実際に話をする名前を持つ登場人物の中で、男性は 7人 
(Manase, Kamata, Kabenga, Mafuru, Kalia, 
Moyokonde, Fungameza) であるのに対し、女性は 12
人 (Mama3, Rukia, Sabina, Salima, Tuza, Nanzura, 
Vumilia, Tegemea, Pili, Nyanbuso, Matilda, Helena) 
にのぼる。本作における女性の存在感を無視することは

できないのである。本稿では、カジモトの女性について

の語りや、女性に対するふるまいを見ることで、作者が

カジモトをどのような人物として提示しているのかを探

る。 
 
1．作者の紹介 
ユーフレイズ・ケジラハビは 1944 年に当時のイギリ

ス領タンガニーカ、現在のタンザニアに位置するヴィク

トリア湖のウケレウェ島で生まれた。初等・中等教育を

ウケレウェ島で終えた後、1976年ダルエスサラーム大学

で修士号を取得する。その後 1985年、アメリカのウィス

コンシン大学で博士号を取得、教職に入ったのち、現在

はボツワナ大学で教鞭を取っている。『うぬぼれ屋』はケ

ジラハビの二作目の小説であり、30歳の時の作品である。

2014年現在までのケジラハビの小説には、本作のほかに、

『ロサ・ミスティカ』Rosa Mistika (1971)、『混沌たる世

界』Dunia Uwanja wa Fujo (1975)、『蛇皮』Gamba la Nyoka 

(1979)、『ナゴナ』Nagona (1990)、『迷宮』Mzingile (1991) 

がある。詩集には、『激痛』Kichomi (1974)、『ようこそ中

へ』Karibu Ndani (1988)、『祝宴』Dhifa (2008) があり、

戯曲に『マルクスの半ズボン』 Kaptula la Marx (1999) が

ある。 

 

2．作品のあらすじ 
主人公であり語り手でもあるカジモトには、ともに湖

畔の村で育ったマナセという男性の幼なじみがいたが、

その関係は友好と敵対を繰り返していた。カジモトがダ

ルエスサラーム大学の学生となった頃、マナセは出世し

て地方長官となっていた。ある日二人は再会するが、カ

                                                   
3 カジモトの母の名前は明かされない。 
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ジモトは妹のルキアをマナセが妊娠させたことを許せな

いでいた。大学の長期休暇でカジモトは帰郷する。しか

しそこでルキアが流産のために死んでしまい、さらにそ

の衝撃で母親も命を絶ってしまったことにより、カジモ

トはマナセへの復讐を誓う。そしてマナセの姉のサビナ

を、遊んでから捨てるつもりで誘惑するが、図らずも恋

に落ちてしまう。カジモトの大学卒業後二人は結婚し、

マナセとも和解する。そしてカジモトは中学校、サビナ

は小学校の教師となって、ダルエスサラームで新生活を

始める。しばらくしてサビナは妊娠するが、流産してし

まう。心痛を癒そうと訪れたマナセの家で、頭が異常に

大きな子どもを目撃する。実はマナセは、かつて性的関

係を持ったピリという女性からある病をうつされており、

その病が妻と子どもにも感染したのである。そしてカジ

モトも、結婚前後に性的関係を持ったピリからその病を

うつされていたことを悟る。病を治す薬が手に入らない

ことを知ったカジモトは自宅に戻り、妻のサビナに罵ら

れた後、自殺するに至る。 

 
3．カジモトの女性差別的意識 
	 カジモトの女性関係を観察すると、女性に対する彼の

差別的な意識に否応なく着目させられることになる。彼

のそのような意識を示す場面は作中に多く見られる。例

えば、隣村に住む友人カマタと理想の結婚相手について

話をする場面で、カマタは村の女性をカジモトに紹介し

ようとしてこう話す。「ここでは学のある女の子は少ない

よ。多くは 7年生までで終わりだね。そんな女の子がい
いなら、たくさんいるよ」 (Kezilahabi 2008: 49)。これ
を聞いたカジモトは「7 年生までの女の子と結婚するん
だったら、すごくきれいじゃないといやだね」

(Kezilahabi 2008: 49) と発言してカマタを呆れさせる
のである。 
	 カジモトはみずからの女性関係の奔放さを棚に上げ、

女性の貞操について論じる権利があると思い込むような

人間の一人である。例えば彼は、村での恋人だったブミ

リアが幼なじみマナセと婚約したことを知りながら、交

際をやめようとしない。しかしそのブミリアのシングル

マザーであるテゲメアについては、都会で「売春」をし

ていた過去を非難の口調で語るのである (Kezilahabi 
2008: 68)。テゲメアはその後、マナセの父カベンガの第
二夫人となる。そしてある時、夫カベンガの所有する畑

を耕す仕事を拒否したテゲメアに対し、カベンガが畑で

激しい暴力をふるう。この出来事の後、カジモトがカベ

ンガへの非難を口にすることを期待した読者は、完全に

裏切られることになる。カジモトの語りによると、テゲ

メアはその直後は誰も助けてくれないことを嘆いて泣く

が、その後「彼女はだんだんと嫁ぐとはどういうことか

がわかってきた。だんだんと光が見えてきた」 
(Kezilahabi 2008: 135)。さらに、テゲメアが理解した結
婚前と結婚後の「もう一つの大きな違いは、女性は旦那

の下にあり、旦那は他の村人の妨げや介入なしに妻を殴

ることが許される」 (Kezilahabi 2008: 135) ということ
なのである。そしてカベンガによる暴力は、テゲメアが

都会で身に付けた「複数の男を小さな子どものように操

ることができる」という「驚くべき考え」を矯正するた

めの「薬」となったと結論付けるのである (Kezilahabi 
2008: 135)。カジモトはこのようなテゲメアの変化を目
にして、「何となくぼくはカベンガを尊敬するようになり、

前よりも好感を持てるようになった」 (Kezilahabi 
2008: 136) とカベンガを再評価するに至る。後にわかる
ことであるが、これを語っている時期、カジモトはサビ

ナと婚約していながら別の女性と性的関係を持っていた。

このことを踏まえると、一方で家父長制社会の差別性を

物語るここでの一連の語りは、他方でカジモト個人の身

勝手さをも暴露していることがわかるだろう。カジモト

が女性の貞操について云々すればするほど、彼自身の女

性関係の奔放さが際立ってしまうのである。 
結局カジモトは、以下の会話におけるマナセと同様の

モラルしか持ち合わせていないようである。マナセの家

において彼の妻サリマと 3人で会話する場面である。マ
ナセが、自分を拒むのに別の男を受け入れる女の子の口

にする「尊厳」をバカにするのに対し、サリマが怒りを

込めて反論する。 
 
「そういう女の子はバカよ」サリマが言った。

「でもあなたが思うほどバカじゃないわ。そう

言うあなたは、どこかの女の子と遊ぶ代わりに

自分の貞操を守ったらどうなの。」 
「ぼくにはその必要はないよ」とマナセが言っ

た。「ぼくは妊娠させられることはないからね。」 
「あなたの答えは子どもっぽいわ。」サリマが言

った。 
「どこが子どもっぽいんだい？	 ぼくはいくら

でも外に子どもをつくることができるし、それ

でもまだ結婚相手を簡単に見つけることができ

るのさ」とマナセが言った。 
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「もし他に女がいるんだったらなぜここに連れ

てこないの？	 誰がダメって言った？」

(Kezilahabi 2008: 126) 
 
	 この会話を聞いていたカジモトは、険悪なムードを嫌

って話題をそらそうとするだけで、サリマを侮辱するマ

ナセの発言に対し非難の一つも口にしない。他のさまざ

まな場面におけるカジモトの言動から、カジモトはマナ

セの発言を特に怒りを感じることなく聞き流すことので

きる人間であることは想像がつく。 
 
4．カジモトの滑稽さ 
	 女性の関係から読み取ることができるカジモトの人間

性は、差別性だけではない。カジモトが女性の前で恥を

かいたり、女性の気を引こうとして空回りしたり、女性

にしてやられたりする場面がかなり目立つのである。例

えば作品の冒頭、役所の待ち合い場所で、カジモトはか

つての教え子サリマに再会し、短い話を交わす。そして

サリマと別れてから立ち上がってすぐ、ズボンのチャッ

クを閉め忘れていたことに気づいて激しく落ち込むので

ある (Kezilahabi 2008: 6)。また、友人のカマタを訪ね
たサク村では、カジモトはバナナ酒の祭りで知り合った

ニャンブソという女性をカマタの家に連れ込むが、結局

酔っぱらってそのまま眠り込んでしまう。翌朝、自分の

ズボンがなくなっていることに気づき、カマタに前の晩

のことを尋ねる。カマタによると、ニャンブソはカジモ

トが「男ではない」 (Kezilahabi 2008: 55) と言い捨て
て、彼のズボンを持ち去ってしまったという。この出来

事でカジモトはカマタとその妻に大笑いされてしまう。 
	 後に妻となるマナセの姉サビナとの会話では、サビナ

の方が年上のこともあり、カジモトの以上のような滑稽

さがさらに増している。冷静で常識的な大人の女性であ

るサビナに対し、カジモトの幼さが目立つのである。サ

ビナを誘惑するために会話を重ねた後、カジモトの期待

に反し、サビナは彼を子ども扱いする。 
 
「あなたもいつの日か大人になる日が来るなん

て昔は信じられなかったわ。 近はあなたにま

でひげが生え始めたのね！」 
「今日のように君と仲良く話せる日が来るなん

て予想してなかったよ。」ぼくはサビナが言った

ことがあまり気に入らなかったけれど、ともか

くこう言った。 (Kezilahabi 2008: 104) 

 
	 それまでサビナは、結婚適齢期を過ぎているという悩

みを打ち明けるなど、カジモトに心を許したかのように

見えたにもかかわらず、カジモトを恋の相手としてはま

ったく意識していなかったことがこの発言で明らかにな

る。 終的にカジモトはサビナの心を射止めるが、復讐

という 初の意図とは異なり、その頃にはカジモトもサ

ビナを大切に思うようになっている。二人は結婚するに

至るが、その後もカジモトの思惑が空振りする場面が見

られる。以下は、結婚の決まった二人が、愛し合う相手

がいることの重要性について語り合う場面である。詩作

を趣味とするカジモトは、誰にも大切に思われない人は

不幸であると言うために、ある詩を例に挙げる。 
 
「そのとおりだね。というのもぼくは、男に恵

まれないある女の人がいつもこんなふうに歌

っていたのを覚えているよ。 
わたしは芝生の生えない／サッカーコートの

よう／毎日踏みにじられ／毎日蹴り飛ばされ

／雨雲のように人々は／さよならを言って去

っていく／わたしはこの場所に残されて／

日々使い古されていく。」 
「そんな詩は無意味よ」とサビナは言った。 
「どうして？」とぼくは尋ねた。 
「第一に悲しい詩だし、第二に韻もリズムもな

いから。」 
ぼくは答えたくなかった。サビナが言ったこと

はすべて、詩に関するぼくの考え方とは正反対

だったからだ。彼女の考え方は古臭いものだ。 
(Kezilahabi 2008: 141) 

 
	 詩の朗読がサビナに対する見栄だったのかどうかまで

は定かではないが、少なくともそれまでの会話をさらに

盛り上げるためではあっただろう。それなのにサビナは、

そのようなカジモトの思惑をまったく酌み取ろうとしな

いばかりか、カジモトの自作と思われる詩の価値を冷た

く否定する。サビナとカジモトの間には、このようなコ

ミュニケーションの失敗がかなり目につく。上記の引用

とは逆に、サビナの意図をカジモトが誤解する場面もあ

る。以下は結婚二週間後の二人の会話である。 
 
結婚の喜びはいずれ終わるが、家庭内のいざこ

ざは終わることがない。ある日ぼくは、いつも
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のように妻を呼んだ。 
「サビナ！	 ちょっと水をとってくれ。」 
「いつだってサビナね」彼女はどなった。「他の

人は自分の妻をマギーとかベティとか呼ぶのに、

あなたはいつだってサビナア！	 サビナア！	 

いったい何をサビナしたいの？	 いったいこれ

のどこが愛なのよ！」 
はじめぼくは彼女が冗談を言っているのだと思

ったが、驚いたことに彼女は本当に嫌がってい

るのだった。その日の夜、授業の準備を終える

と、ぼくは妻が満足するような呼び方を考える

のにしばらくの時間を費やした。まず、「おまえ」

という呼び方をいつも使うのはどうかと考えた。

心の中で三度繰り返してみて、これは女性を呼

ぶいい呼び方ではないと思った。そこで今度は、

サビナという名前を省略してみた。「サブ」。ち

がう、響きがよくない。「イナ」。これもだめだ。

「サビン」。これは 悪だ。 終的にぼくは「イ

ナ」を使うことにした。彼女が授業の準備を終

えるのを見て、ぼくはこの呼び名を試してみた。 
「イナ、明日君は何コマあるの？」 
初、彼女は驚いて、答えなかった。それから

イナと呼ばれたことに腹を立てた。彼女は、こ

の名前が「ヒナ」という塗り薬の名前に似てい

ると言うのだった。後に、ぼくは彼女を「ハニ」

と呼ぶことにした。つまりハチミツである。彼

女はこの呼び名を気に入ってくれたが、人前で

は使わないようにと言われた。 (Kezilahabi 
2008: 158) 

 
サビナは、「いったい何をサビナしたいの」という、

サビナという人名を動詞のように使う言葉遊びによって

いらだちを表現している。呼ぶ対象がサビナその人では

なく、サビナがしてくれる奉仕行為であるかのような態

度に対する不満である。さらに「これのどこが愛なのよ」

という一節からも、召使に命令するように呼ぶのではな

く、優しさと尊厳を込めて呼んでほしいというサビナの

意図は明らかである。それにもかかわらずサビナの発言

を顔面通りに受け取って、呼び名そのものが悪いのだと

思い込み、別の呼び名を真剣に考えるカジモトの姿は笑

いの対象として滑稽に描かれている。サビナには、カジ

モトがなぜ急に自分の呼び名を変えたのかもわからない

に違いない。この場面は読者に、サビナと比べたときの

カジモトの幼さや気の利かなさを印象づける。 
	 カジモトの語りや言動から彼の差別性はうかがえるも

のの、実際に女性と対峙したときのカジモトは、決して

相手に対し威圧的で支配的な地位に立っているわけでは

ない。むしろ作中には、カジモトの鈍感さや女性の方が

一枚上手であることを示すようなエピソードが豊富に見

られるのである。 
 
5．カジモトの迷い 
	 以上に見てきたようなカジモトと女性の関係は何を意

味するのだろうか。普段は女性について偉ぶった口をき

くカジモトであるが、いざ特定の女性を前にすると思い

通りに物事を進めることができない。このような人物描

写が示すのは、女性差別的な意識を持ったカジモトとい

う人物を嘲笑しようとする作者ケジラハビの意図であろ

う。当然ながら、カジモトを差別的な人物として描けば

描くほど、女性に一本取られる時の効果は高まる。しか

しケジラハビは、カジモトの差別性を完全に救いようの

ないものとして描いてはいない。女性差別という問題に

ついて、単にカジモトの滑稽さを笑うだけで済ませては

いないのである。作中には、語り手のカジモト自身がこ

の問題についてふと疑問を感じる瞬間がいくつも設けら

れている。例えば食事の場面を語る際には、女性だけが

別の部屋で食べるという説明が付け加えられることが多

い。 
 
ぼくたちが家に帰ると、マチルダがぼくたちに

食べ物を準備していた―とてもおいしく料理さ

れた生のバナナと、たくさんの魚、そしてジャ

ガイモが少しである。マチルダはぼくたちとは

別に、子どもたちといっしょに食べた。 
(Kezilahabi 2008: 44) 

 
	 このような付け足しが、カジモト自身の関心を反映し

た結果であることがわかるのは、彼が以下のように思案

する場面が見られるからである。ダルエスサラームに住

む娘サビナの様子を見に、故郷からサビナの母トゥザと

第二夫人のテゲメアがカジモトの家にやって来た時のこ

とである。この頃、共働きの夫婦はヘレナという 14 歳
の家政婦を雇っている。 
 
ぼくはテーブルにつくように言われた。サビナ

とへレナはお客たちとともに食べた。ぼくは一
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人きりで食べた―頭はテーブルの上に、食べ物

はテーブルの上に、そして両手もテーブルの上

に乗せたまま。お客たちは床で食べた。ぼくは

自分が孤立していることを感じた。自分がまる

で、一番なりたくないと思っているケチな人間

になってしまったかのように感じた。サビナと

ヘレナは客人と床にいた。二人は、いつものよ

うにテーブルについてぼくといっしょに食べる

ということもできた。しかしぼくの方はお客た

ちとはいっしょに食べることができないのだ。

ぼくだって、サビナがいっしょに食べることが

できない客を招くときがあり、そんなときはサ

ビナの方がテーブルを離れて一人で食べるのだ。

食べている間ずっと、こんな考えが頭の中を渦

巻いていた。これらのことすべての原因をぼく

は知っている。ぼくと、床の上で食べている人

たちとの間に、高い壁―伝統―があるのが見え

た。 (Kezilahabi 2008: 163) 
 
	 カジモトの故郷の村では、男性と女性がともに食事す

ることを好ましく思わない風潮が強いようである。都会

に住み始めたカジモトは、そこで村の「伝統」を再度見

せつけられ、はじめてそれまでも抱いていたと思われる

みずからの違和感を具体的に語る。上記の語りでは、女

性たちと自分とを「高い壁」で隔てており、いまだに「伝

統」に縛り付けられているのは女性たちの側であって、

カジモト自身はそこから逃れ得ているかのような語り方

をしているが、決してそうではないことは 3章ですでに
明らかになった通りである。このような違和感は以下の

引用でもっと直接的に問いかけられる。 
 
「本当にぼくは結婚したんだ！	 結婚して何か

いいことがあっただろうか？	 どうしてぼくは

まだ昔のカジモトのままなんだろう。他の人と

の関係も別に何も変ってなどいない。毎朝のよ

うに、どこへ行っても「奥様はお元気ですか？」

と尋ねられること以外は。ぼくの妻もぼくのこ

とを「わたしの夫」と呼ぶんだろう。まるで彼

女の方がぼくを選んだみたいに。どちらがどち

らを選んだんだろう？	 ぼくたちは選び合った

んだ。そう、選び合った。しかしぼくは旦那で、

彼女は嫁だ。旦那と嫁の違いってなんだろう？」

サビナが料理している間、こんな考えがぼくを

悩ませた。 (Kezilahabi 2008: 153) 
 
	 夫婦間の違いに着目したこの自問が、サビナが料理し

ているのを待つ間に見られるのも偶然ではないはずであ

る。カジモトの語りにしばしば見受けられるこれらの迷

いや答えのない問いかけは、読者へとそのまま向かって

いると考えてよいだろう。このような語りによって作者

は、作中の男女関係やカジモトの語りに見られる差別性、

あるいは差別的な立場に置かれる女性の描かれ方に着目

し、女性差別という問題について考えるようにと読者を

うながしているのではないだろうか。 
 
おわりに 
	 カジモトは女性関係の奔放さがたたって 終的に治す

ことのできない性病に感染することになるが、だからと

言って本作は単なる教訓を伝えるためだけの小説ではな

い。その根拠となるのが、カジモトの人間性が常にまと

っている曖昧さである。作者のケジラハビは、曖昧に書

くということが非常に得意な作家である。カジモトとい

う主人公の造形は、まさに作者のそのような才能が存分

に発揮された結果と言える。カジモトのふるまいは「ア

ンチ・ヒーロー」と言われてしかるべきではあるが、完

全な悪人とまでは言いきれない。そして本稿で見てきた

ように、女性差別的ではあることは間違いないが、そこ

には常に迷いが見られるのである。おそらく作者は、そ

の迷いの中に読者まで巻き込もうとしているのだろう。

しかし迷いを迷いのままにしてカジモトは自殺してしま

うのであり、曖昧さはそのまま読者の中に置き去りにさ

れる。教訓を伝える際にこのような曖昧さは邪魔になる

ことを考えれば、本作でケジラハビが も成功している

のは、リアルな人間を描くことであると言えるだろう。 
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歌い継がれる女の処世術 

―儀礼の詩に見るマサイ女性のジェンダー観― 

                                              

     
         林	 愛美 

	 1.	 はじめに 

	 本稿は、マサイ(Maasai)の社会において出産祝い

の際に歌われる詩の分析を通して、マサイ女性の性

や生殖についての価値観を読み解くことを目的と

する。 

マサイは、東アフリカのケニア共和国西部からタ

ンザニア連合共和国北部にかけての大地溝帯地域

に暮らし、ナイル・サハラ語族に属するケニア南部

マア語を使用する人々である。彼らは、この地域で

移動性の高い牧畜を営み、独自の社会・政治体系を

維持してきた。20世紀の民族誌的研究によると、マ

サイ社会では年齢と性別に基づいて社会的役割が

決められている。男性は家畜の放牧や売買、地域の

防衛といった政治的・経済的活動に従事し、女性は

育児や炊事、家事など家庭内の仕事を担っている。

男性は政治的決定権と移動の自由を有するのに対

し、女性は家庭にとどまり、政治面における直接の

発言権はもたない(Hodgson 2001)。 

先行の民族誌的研究(Spencer 1988, Tale 1988他)は、

性にまつわる権力関係を取り扱わない静的なジェ

ンダー記述に留まっており、マサイ社会のジェンダ

ー研究は十分であるとは言えない。特に、マサイ女

性が自身の性や人生について語った資料は極めて

少ない。そのため本稿では、マサイの女性たちによ

って歌い継がれてきた出産祝いの歌の詩に着目し、

前述のようなジェンダー規範をもつ社会の中で、女

性たちが自らの置かれた立場をどのように捉えて

いるのかを読み解くことを目的とする。 

本稿で取り上げる詩は、マサイ出身の女性人類学

者 Naomi Kipury がまとめた口頭伝承詩集 Oral 

Literature of the Maasai (1983)から抜粋した「女性の

祈りのうた」(原題 “Osinkolio Loonkituaak”)である。

この歌はもともと出産のお祝いに既婚女性たちが

産婦に対して歌いかけるものであったが、それ以外

の祝い事や儀礼の場で歌われることもあり、特別な

場や儀礼的な場で歌われるものとなっている。同書

(Kipury 1983)にはケニア南部マア語での原文および

Kipuryによる英訳が収録されているため、本稿では

英訳を参照しながら詩を和訳した。 

 

2.	 女性の祈りのうた 

	 以下では、詩の内容を紹介する。各段落には通し

番号を付けている。 

 

1. 夕闇は、まだ夢心地の私たちを見つけた 

笑いさざめき、ひょうたん磨きに夢中になって

いる私たちを 

ミルクを、そして血を入れるあのひょうたん 

 

2. 私たちは素晴らしいものが到着したと知る 

ミルクが、そして羊が到着した 

 

3. それは も好まれるものがもたらされる日 

喜びは家中に伝わる 

彼女は羊の肉を食べ、その脂で着飾った 

母親は休息を得たことの喜びに満たされてい

る 

年寄りは小石遊びに夢中になるように喜びに

圧倒されている 

 

4. おお神よ、どうかわたしを男の為すがままにし

ないでください 

移り気な彼のところで 

彼は村をうろついている 

彼は孤独が家中を満たした時に到着する 

彼は家と同様ベッドも支配する 

 

5. 不安定な愛情をもった放浪者の為すがままに

しないでください 

母親に全ての儀礼を済ませてもらった男 

客人がやってきて彼に言うことには、「敬愛す

る友よ、今夜はどこで過ごすのか」 
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6. 私はいつもの家に縛り付けられている 

ここは人々に見張られている家 

ここは何かが潜む家 

散らかす幼児もいない家 

ひょうたんでいっぱいの家 

朝と夜に満たされるひょうたんでいっぱいの 

 

7. おお神よ、祝福されしあなたに私は請う 

おお神よ、私たちを見下ろすあなたの目 

神よ、過ちを犯さないでください 

	 	 半端な戦士を創ってしまわれるような過ちを 

少年でも少女でもない半端なものや 

怠惰な不妊女をお創りにならないで 

 

8. 女たちに子どもをお授けください 

蔑まれずに済むようお授けください 

一度与えられたならそれに見合うものはない

から 

弱い子宮を持っている女はいない 

自ら食べられてしまうようなふしだら女を除

いては 

 

9. 私たちが子どもと遊んでいるとき 

自分を傷つけた女は後悔にさいなまれる 

彼女はお下げ髪は甘い香りがすると思ってし

まう女 

彼女は山羊肉は美味しいと思ってしまう女 

それは彼女に腸チフスや口蹄疫をもたらすだ

ろう 

 

10. 男好きのふしだら女 

それは近くに来いという誘いに応じる女 

こっちへ来て、子どもを破壊しよう 

胎児を肉の塊へと壊してしまおう 

 

11. 私たちが「裏切り者」と呼ぶ哀れな女 

彼女は結婚用のひょうたんで新婚家庭を惑わ

す 

男たちを酒入りのひょうたんで誘惑する 

牧童さえも使って男たちを誘惑する 

 

12. 愛の人、あなたは良い香りも悪臭もする 

あなたはにおいがするが、女たちがあなたを笑

うことはない 

お下げ髪の戦士だけがあなたを嘲笑う 

しかし彼らの嘲笑も長くは続かない 

 

13. 愛しい人、まだ話さないあなたに私は話しかけ

る 

のちに私たちの家で話しましょう 

良い知らせについて話しましょう 

悪口のない良い知らせを 

 

3.	  詩に見られるジェンダー観 

	 ここでは、Kipuryによる解説(Kipury 1983:209)を

参考にしながら、段落ごとに詩の内容を確認する。

なお、詩集がまとめられた頃の社会背景については、

2000年以前の民族誌を援用しながら記述する。 

	 まず出産祝いの様子を Kipury の解説および民族

誌(サンカン 1989)から紹介する。女性が出産を迎え

る日の朝、村の女性たちは羊を一頭屠畜し、男性用

の特定の部位以外は、お祝いに参加する女性たちと

産婦だけで食べてしまう(サンカン 1989:94)。肉を

食べた後、産婦と女性たちは、羊の脂肪と赤土を混

ぜ合わせたものを体に塗ってお祝いのための化粧

をする(Kipury 1983:209)。産婦の夫は、出産後に行

われる短い儀式に備えてひょうたんに牛の血液を

採取する必要がある(サンカン 1989:92)。ひょうた

んはまた、お祝い時にミルクや酒を入れるのにも用

いられるため、詩の中に度々登場する。詩の中でひ

ょうたんは、牧畜生活に密着した日用品として、儀

礼用具として、またその用途から連想される様々な

象徴として描かれている。以下、段落ごとの内容を

考察する。 

	 冒頭 1段落では、女性たちが家畜の乳と血を混ぜ

入れるひょうたんを磨く様子が歌われている。ここ

でのひょうたんを子宮に見立てると、その中に精液

を連想させるミルクと経血を連想させる家畜の血

液が注がれる様子は、人々に生命の誕生を想起させ

るだろう。そして、生命誕生の象徴である儀礼用の

ひょうたんの準備に夢中になっている様子は、これ

から誰かが出産を迎えることを予感させる。 

	 3段落では、家中の者が子どもの誕生を祝福する

様子が歌われている。ここでの「素晴らしいもの」

と「 も好まれるもの」は、子どものことを指すと
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考えられる。年長者たちも子どもが生まれたことの

喜びに我を忘れており、子どもの誕生がマサイ社会

に特別の喜びをもたらすことを表している。 

4段落で詩の視点は家庭内における夫婦の様子へ

と移行する。ここでは、女性を支配し、移り気で、

放浪癖のある男性像が歌われる。4～6段落では、男

たちは村をうろついて女性たちを支配するだけで

なく、ベッドの中のこと、つまり性的領域をも支配

していると歌われている。 

6段落におけるひょうたんとは、毎日の搾乳時に

ミルクを溜めるために使用するひょうたんである

と考えられる。「朝と夜に満たされるひょうたん」

とは、朝、夫が牛を放牧に連れていく前に搾乳をし、

夜、女性が放牧帰りの牛から再び搾乳するという習

慣を表している。詩の中でひょうたんは子宮に喩え

られていると考えられる。ここでは、夫が家に留ま

り、女性のひょうたんを満たすことができるのは朝

と夜だけであることを歌っている。 

女性はまた、隣人の監視によって自由な移動およ

び振る舞いを制限されている、と主張している。こ

れは、村中を意のままに移動できる男性とは対照的

である。こうした状況を憂い、次の段落から女性た

ちは神に請願をする。マサイの人々はエンカイ

(enkai)という言葉で神や空、雨などを表すため、彼

らの伝統的な信仰はアミニズム的なものであり、女

性たちが歌う「神」とは自然に宿る神を指すと考え

られる。 

7～9段落で女性たちは、自分たちの置かれた状況

を憂いて神に祈ると同時に、社会的地位を回復する

ための現実的な方法も歌いかけている。それは、子

どもを産むことで母としての地位を確立するとい

う方法である。マサイ社会において女性は、結婚し

ても第 2子を出産するまでは半人前と見なされ、第

2子を授かってはじめて既婚女性として社会で尊重

される存在となる。子どもが成長するに従って集落

内での発言力も増し、4人以上の子どもを産んだ女

性は政治的な決定への影響力をもつ(リード 1988)。

このように、抑圧的な社会的地位に置かれた女性た

ちが状況を打開する有効な手立ては出産であるか

らこそ、1～3段落の出産を祝う場面が圧倒的な歓喜

と熱気を込めて歌われているのである。子どもを授

かった女性は社会的地位を回復させる。 

7段落で女性たちは「半端な戦士」、「少年でも少

女でもないもの」、そして「不妊の女」を創らない

よう神に請願している。このことから、マサイ女性

は年齢階級や性別のはっきりしない者や、子どもを

産んで集団に貢献することができない不妊の女性

に価値を認めないことがうかがえる。 

7～11段落ではまた、妊婦が回避すべき行動につ

いても歌われている。7段落における「怠惰な不妊

女」という表現は、不妊の女性は太って怠惰になる

というマサイ社会の通念を反映している(Kipury 

1983:209)。続く 8段落からは、性欲や食欲を制御で

きない「ふしだらな女」が忌み嫌うべき不妊女性の

象徴として登場する。8段落目の「食べられる」と

は、妊婦が性交渉を持つことで胎児が食べられる、

つまり流産してしまうことを表している。これは、

マサイ社会において妊娠時の性交渉は流産を引き

起こすと考えられているためである (Kipury 

1983:209)。性欲を制御できず自ら性交渉をもって流

産してしまう妊婦を「ふしだらな女」と強く非難す

ることにより、母親の地位を獲得した女性が、今後

の妊娠において母体を危険にさらすような行為を

しないよう警告している。 

10段落におけるお下げ髪とは、「戦士」と呼ばれ

る青年層のみが許された髪型である編み込んだ長

髪のことである。Kipuryはこれを性交渉の暗喩であ

る(Kipury 1983:209)としているが、その根拠につい

ての説明はなされていない。戦士の役割は地域の防

衛や少女たちと性的享楽にふけることとされてお

り、既婚女性との不倫関係を持つ者もしばしば見ら

れる。既婚女性が妊娠した場合、生物学的父親が誰

であろうと社会的には夫の子どもとして認知され

る(リード 1988)。こうした戦士の慣行のために、お

下げ髪が性交渉を連想させるのだと考えられる。 

10段落の「山羊肉は美味しいと思ってしまう女」

では、妊娠中の食肉にまつわる禁忌について歌われ

ている。マサイ社会では野生動物の肉を食べること

は禁じられており、人々は家畜肉しか口にすること

ができない。家畜肉は、病気などで死亡した家畜の

壊死肉と屠畜された家畜の屠畜肉とに区別される。

妊婦の場合、屠畜肉は無条件に食べてよいとされる

が、壊死肉を食べる場合はその死因をよく調べて胎

児に悪影響を及ぼさないことを確認する必要があ

る(サンカン 1989:89)。「山羊肉は美味しいと思って

しまう女」は、食欲に駆られてそうした行程を待て
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ずに肉を食べてしまう女性である(Kipury 1983:209)。

ここでは、食肉にまつわる決まりを破ると腸チフス

や口蹄疫に感染する可能性が高くなり、胎児を危険

にさらすと警告している。次の段落では、性的誘惑

や食欲に負けた女性は流産してしまうと再度警告

し、胎児を守る責任を妊婦に強く求めている。 

11段落では、「裏切り者」の女性が登場する。こ

れは「ふしだらな女」と同じ人物像と考えられるが、

ここでは彼女が既婚男性を誘惑するという点にお

いて他の女性たちを「裏切る」ことが非難されてい

る。「結婚用のひょうたん」とは、花嫁がお祝いに

与えられる酒入りのひょうたんのことであり、次の

「酒入りのひょうたん」と同じものである。ここで

はひょうたんが性的な隠喩にもなっている。 

終わり 2 段落は、「 愛の人」を子どもであると

仮定すると、母親と子どもの対話の場面が想起され

る。母親は話し始める前の我が子に、戦士は子ども

の未熟さを馬鹿にするが、女性はそのようなことは

せず、子どもを慈しむのだ、と歌っている。 

 

4.	 おわりに 

ここまでの考察から、マサイ女性は彼女たちが置

かれている抑圧的な社会状況を客観視し、男性と女

性の地位が非対称的であることを様々な比喩を用

いて歌っていることが明らかになった。女性たちは、

そうした状況に異議を唱えながらも、与えられた環

境の中で社会的地位を回復させるという現実的な

戦略を取るよう産婦と周りの女性たちに歌いかけ

ている。詩全体を通して出産に特別な価値を認める

表現が見られることから、出産が女性にとって社会

的地位を向上させるための重要な手段として捉え

られていることがわかる。 

7～11段落では、性欲や食欲を制御できない「ふ

しだらな女」を軽蔑する表現が散見される。これは

貞操の観念からではなく、流産を危惧してのことで

ある。ただし、流産や不妊の責任が妊婦の行動のみ

に求められている点において、この通念は女性にと

って非常に抑圧的であると言わざるを得ない。詩の

前半で男性のことを「移り気」で「愛情が不安定」

な「放浪者」と歌っていることを踏まえると、この

通念は、性と生殖における配慮を男性に求めること

などかなわない、という年長女性の諦観によるもの

だろうか。女性にとって抑圧的な社会通念は、生殖

にまつわるイニシアティブは女性がとるしかない

という女性たちの冷めた決意によるものかもしれ

ない。しかし皮肉なことに、抑圧的な状況から生み

出された女性主体の戦略は、女性を一層抑圧する要

素を多分に内包している。このことからも、マサイ

女性の置かれた状況の厳しさを推し量ることがで

きるだろう。マサイ女性の性と生殖にまつわる価値

観は、彼女たちが置かれた抑圧的な社会的地位と密

接に関係して生まれている。マサイ女性たちはこの

詩をお祝いや儀礼の場で繰り返し歌うことで、出産

を終えた母親や女性たちに、マサイ社会における処

世術を伝えてきたと言える。 

「女性の祈りのうた」からは、新しい命を待ちわ

びる喜びに満たされながらひょうたんを磨き、笑い

さざめきながら屠畜肉というご馳走を食べ、その脂

肪で化粧をするマサイ女性たちの生き生きとした

様子が想像できる。聞き手や読者はこの詩を通して、

牧畜生活に根差した文化の在りようやマサイ女性

の生/性の営みのディテイルを垣間見ることができ

るだろう。こうしたマサイ女性たちの声は、生/性の

豊かさを描き出すと同時に、そこに見られるジェン

ダーの権力性を分析する研究の方法をも示唆して

くれているのではないだろうか。 
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送り出し社会から見た移民 
	 ―ファトゥ・ディオム ( Fatou Diome )の『大西洋の海草のように  (  Le 

ventre de l ’Atlantique  )』を読む―  

村田はるせ  
	 人は生まれた土地や国を離れ、他の国や土地に移動

し、一定期間暮らすと移民・移住者とみなされるよう

になる（竹沢他 2010 : 11）。ここには難民や出稼ぎ移
民、結婚による移住者も含まれる。フランス在住のセ

ネガル人作家ファトゥ・ディオムが 2003 年出版の自
伝的小説『大西洋の海草のように』で書いたのは、移

民自身から、そして移民送り出し社会からみた移民体

験である。この稿ではそれがどのように語られるかを

読み取りたい。 
 

 
ファトゥ・ディオムの経歴 
	 ディオムは 1968 年、セネガルの大西洋岸の島ニオ
ディオルで生まれた。島では非嫡出子として差別を受

けたという。13歳で島を出ると、苦学し、首都ダカー
ルの大学で学んだ。そのころに出会ったフランス人と

結婚し、1994年からフランスで暮らしはじめたが、2
年後には離婚となった。以降は家政婦やベビーシッタ

ー、非常勤講師をしながら、ストラスブール大学でセ

ネガルの作家・映画監督センベーヌ・ウスマンにかん

する博士論文を準備した。 初の作品は 2001 年出版
の短編集『国民優先(La préférence nationale)』であ
る。フランスの極右政党のスローガンをタイトルとす

るこの本には、雇用主から人種差別を受けた作者の体

験を反映すると思われる作品も収められている。『大西

洋の海草のように』は彼女の初めての小説で、日本で

は 2005 年に翻訳が出版された。訳者によると、フラ
ンスでのこの作品の評判は高く、たちまちベストセラ

ーとなり、多数の言語に翻訳されたという。ディオム

は現在ではストラスブールの大学とドイツのカールス

ルーエの教育機関で教鞭をとっている。 
 
『大西洋の海草のように』のあらすじ 
	 主人公は出身地も生い立ちも作者と重なるサリであ

る。未婚の母から生まれ、葬り去られるはずだった彼

女を養育したのは母方の祖父母だった。母はまもなく

従兄弟と結婚させられ、弟のマーディケが生まれた。

その後島を出て高等教育を受けたサリはフランス人と

結婚、十年前にフランスに渡った。しかし肌の色のた

めに夫の家族からは拒否され、夫も彼女の学業継続に

反対し、離婚にいたった。今ではサリは学びながら作

家としても身を立てようとしているが、掃除婦をしな

いと生活はできない。物語は、多くの移民を出してき

た島で、「どんな犠牲を払ってでも国を離れ、どこかで

成功したいという甘い考え」に惑わされる弟に、渡仏

してサッカー選手になる夢を断念させたいサリの独白

である。彼女の語りは、移民の体験や島の社会を描き

だす。弟を説得できない彼女はとうとう、生活を切り

詰めて蓄えをつくり、一つの提案をする。 
	  
１．移民：人生に組み込まれた選択 
マーディケたち若者にとって移民とは何であろうか。

ニオディオル島は畑や海からの幸で暮らしを立てられ

るが、中央政府からは忘れられた土地である。若者た

ちの多くはコーラン学校にしか通ったことがなく、安

定した働き口もない。年長者に、「人生のかけらはひと

つひとつ、尊厳をかちとるために使うのだぞ！」と言

われて育った彼らは、誇り高く生き、家族を養うのが

男と考えている。そんな彼らは、この生き方を実現さ

せるための手段として移民を人生に組み込んでいるの
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である。移民はまた、島では金持ちに属し、名士でも

あるバルベスの男のような成功も約束してくれると思

われた。パリの移民が多い地区バルベスが彼の綽名で

ある。彼はそこで買った安物を島で配ったのだが、そ

うとは知らない島の住民に彼は、フランスでは誰でも

容易に豊かになれると吹聴する。彼が所有する、島で

唯一のテレビも、フランスで活躍するサッカー選手の

姿を映し出す。こうしたことから若者たちは、「羨まし

いものはすべてフランスから来る」と思い込むのであ

る。 
 
２．移民の現実 
	 しかしサリは、島出身の移民が自尊心から故郷では

語らない現実を語るのである。 
①フランス人による搾取 
サリによると、貧しさから国を出る人々はフランス

人の搾取の犠牲である。バルベスの男は居住者証を偽

造し、強制送還を恐れる外国人を安く働かせる雇用主

を渡り歩き、主人に仲間を売って生き延びた。サッカ

ー選手になれるとスカウトされたムーサも、成果を出

せずにクラブから解雇されると、スカウトマンが肩代

わりしたとする飛行機代や、偽の入国ビザ取得のため

の大使館員への賄賂代などを返済するため、闇の労働

に従事させられた。 
サリは、セネガルに結婚相手を探しにくる金持ち老

人と渡欧する若い女性についても語る。そうやって家

族のために送金する女性移民をサリは「貧窮の生け贄」

と呼ぶ。サリはこうして、セネガルにまで来て、若い

男女や子どもをいかがわしい目的の餌食にするフラン

ス人観光客をも告発する。 
②人種差別 
フランスでは、アフリカからのどんな移民も差別の

対象となる。空港や路上での官憲のいやがらせはもち

ろん、何もできない子どものように接するという差別

もある。ガードマンだったバルベスの男を「ママドゥ

ー」と呼んだ豪華マンションの住民たちは、彼に本名

を尋ねることはなかった。 
滞在許可証を与えられたサリも、「疥癬も膿疱も、そ

の他恥ずべき病気は何もなかった」と確認されたのだ

った。現在もアフリカ人は「誰も病気の奴隷を買った

りはしなかった」奴隷貿易の時代のようにあつかわれ

るとサリは皮肉る。 
華やかなサッカーの世界にも差別はついてまわる。

ムーサはトレーニング・センターで白人の同僚から毎

日屈辱的な言葉を投げられた。サリは、だから成功し

たサッカー選手も、「現地でどんなあつかいを受けてい

るかを語ってほし」いと訴える。彼らは試合でミスを

したら、観客から「汚いくろんぼ」と罵られるのであ

る。2002年のワールド・カップでセネガルがフランス
を破ると、セネガルの選手の多くがフランスのクラブ

に所属するのを理由に、フランスには「セネガルの勝

利の正当性を拒否する」論調さえ登場したのである。 
③伝統の重圧 
サリはまた、移民は伝統が課す義務とフランスでの

現実の厳しさの板挟みになることも語る。島ではフラ

ンスに行けば仕事があると信じられており、移民の貧

窮と孤独が知られることはない。このため、どんなも

のも分け合う慣習があるこの島では、長期休暇で帰省

した移民はご馳走や贈り物をふんだんに振る舞い、威

厳を保とうとする。十分な収入がない移民は、出し惜

しみして、「西洋かぶれの個人主義者」と非難されるの

を恐れて帰省しないのである。そんな島には失敗した

移民の居場所はない。うっかり出歩いた路上で拘束さ

れ、無一文で強制送還されたムーサは、家族や友人か

ら無能として軽蔑されたのである。島の若者の背にの

しかかる家族扶養の義務を果たそうと艱難に耐えた末、

誇りを傷つけられた彼は、島の小学校教師で島外出身

者のンデターレ先生だけにすべてを打ち明けて自死す

るのである。 
 
３．女性から見た移民 
サリは島社会での移民の意味を女性の視点からも語

ろうとする。伝統により、島では女性は夫とその家族

への従属を教え込まれて育つ。男性が移民すれば、妻

や母は残された老人や子どもの全責任を負うのである。

島にはそんな女性が大勢いて、「いつ届くかもわからな

い為替をあてに」、細々と暮らしている。いっぽう多少

蓄えができた移民は、成功の証として複数の妻をもち

たがる。出産時の母子の死亡率が高いこの島で、彼女

たちはこれもまた男性の権威の象徴である子どもを大

勢産むのである。女性は移民が失敗しても成功しても、

献身や犠牲を強いられるだけである。 
「地球のこの片隅では、女性の口はそれぞれ、男の

手で塞がれている」とサリはいう。女性は島の慣習を

前に黙るだけで、背けば母子ともに居場所を失うので

ある。老漁師の娘サンケレは、父が決めた婚約者バル
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ベスの男を嫌い、若き日のンデターレ先生の子どもを

宿した。ところが生まれたばかりの赤ん坊を漁師が無

情に海に投じると、彼女は密かに島を脱出し、後にフ

ランスに渡ったと噂された。母がサンケルと同様の「絶

対に許されない罪」をおかして生まれたサリにとって

も、島はいつか出て行く場所だったのである。 
 
４．教育を受けた移民 
こうしてフランスにまでたどりついたサリ自身も移

民の一人である。サリは、マーディケがせがんでも渡

仏を支援する余裕はないと断り、帰省時には、無謀な

移民を諦めるようにと若者たちを諌めるので強い反発

を受ける。富を家族に分け与えない自分勝手な人間と

責められたのである。フランスでの生活の困難を語り

ながら、サリはなぜ帰国しないのだろうか。理由は彼

女の出生だけではないのではないか。作品には、独立

後もフランス語を公用語・教育言語としながら、いま

だに国民の多くはこの言語の読み書きに不自由を抱え

るアフリカの国で教育を受けた者の孤独が読み取れる。 
学びたいという強い欲求をンデターレ先生に見いだ

されて就学し、学業は差別から逃れる道だと教えられ

たサリは、島外で学ぶ道を切り拓いた。ところがセネ

ガルでは、標識や行政書類もフランス語で書かれ、国

内ニュースもフランス語で流されるのに、島の住民の

大多数はこの言語を習ったことがない。女性でありな

がら高等教育を受けるという稀有な経歴を有するサリ

は、このような島でますます一人ぼっちである。祖母

がンデターレ先生に、読み書きはできないと告白して

恥じ入る姿を見た幼い日、サリは、その「足跡に自分

の歩みを重ねたかった」祖母とは教育によって隔てら

れたと気がつき、涙を流したのである。そんなサリは、

フランスにいれば、弟が同時刻に観戦しているはずの

サッカー試合に見入って彼と一体になろうとし、島に

帰れば、「ここの人々にとっての「他の場所」にノスタ

ルジーを感じ」、どちらにいても心は休まらない。サリ

が作中で「書くこと」について繰り返し語るのは、そ

れが自分の居場所を自分で作り出す行為だからであろ

う。彼女は、フランスでは作品や学位論文を「書くこ

と」で滞在資格を与えられ、島では「書く」女である

ことで、「ひとりで紙に何か書き込む方が好きな利己主

義者」と軽蔑されながらも、島の女性の生き方を強制

されずにいられるのである。サリはこうして「白紙の

上に自分の領土を探」し、性や生まれ、人種といった

「アイデンティティが分割されずに、ちがいが霞んで

いく場所」を求めるしかないのである。この作品の原

題は「大西洋のおなか」なのだが、そこはちょうど、

フランスと島を結ぶ大西洋の底でゆらめく海草のよう

な彼女の生がある所なのである。 
＊＊＊＊＊ 

フランスは 1963 年以来旧仏領アフリカ諸国から労
働力として移民を大量に受け入れた。経済危機を背景

に 1974 年には単純労働者の受け入れは原則禁止にな
ったが、短期の滞在資格で入国し、許可証がないまま

長期間滞在して労働する人々はたえず、「サンパピエ

（書類なし）」と呼ばれるようになった（竹沢 2011）。
こうした歴史のなか、フランスでは経済不況のたびに

外国人排斥が起きてきたし、近年台頭する極右政党は、

移民とその家族の排斥によって支持を増やしていると

いう(竹沢 2011)。しかしディオムの作品は、ヨーロッ
パが忘れているアフリカへの搾取の歴史を突きつけ、

移民を一括りにする安易さを教えてくれる。実際「サ

ンパピエ」はフランスで、いつでも解雇できる安価な

労働力である。国家が彼らの取り締まりを厳しくする

ほど、彼らは弱い立場につけ入る雇用主のもとに流れ、

無権利のまま働くことになるのである(竹沢 2011)。人
口減少が深刻で、海外からの労働力が必要になること

が確実な日本でも、この本が多くの人に読まれること

を願いたい。 
ところで物語での、サリからマーディケへの提案は、

移民を送り出す社会での若者たちの可能性を示唆する。

それがどんな提案だったかは、マーディケがサリに感

謝を示す、心を打たれる場面とともにぜひこの本で読

んでいただきたい。 
ディオムの分身のようなサリはまた、「わたしの母に

は言えず、やれなかったことすべてを言って実行する

ため」にも書いていると語る。その言葉通り、2010
年に出版された『待つ女たち』では、ディオムは今度

は島の女性を前面に押し出し、母や妻たちから見た移

民送り出し社会を紙の上に浮かび上がらせたのである。 
 
参考文献 
Diome, Fatou 2001 La prérérence nationale, Paris, Présence 
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覚書き：プシカリの不可思議 
                                          	 	         小川	 了 

 
	 （文学領域に身を置くわけではなく、ましてやカト

リックの研究に専念してきたわけでもない者が、この

ような一文を草する僭越、不遜、不見識について前も

ってご海容とご了解のほどをお願いしつつ、以下記し

ます。） 
 
	 エルネスト・プシカリ（Ernest Psichari）がその著
の翻訳を通して日本に紹介されたのはプシカリの死後

30年を経ようとする 1943年のことであったが、現代
という時期におけるプシカリの知名度（の低さ）から

すればやや意外なほどに早かったとも言えよう。プシ

カリの主著4作品中の3番目として彼の死後2年にな
る1916年に出版されたLe Voyage du Centurionが増
田良二訳、『百夫長の旅』として東京・甲鳥書林から「現

代カトリック文藝叢書」の一巻として公刊されている。

（表紙に記された著者名はエルンスト・プシカリにな

っている。）この翻訳書は第二次大戦終戦前の公刊であ

り、その翻訳文は旧仮名遣い、旧漢字ということもあ

り、今の若い世代の人々が読むにはかなりの忍耐力と

努力を必要とするであろう。（わたしにとっても旧仮名、

旧漢字ばかりに注意が行き、内容が頭に入りにくい。） 
	 ちなみに二つの『フランス文学辞典』を調べてみる

と両辞典ともに「プシカリ」という項目を設け、一方

（新庄嘉章・根津憲三編、東京堂出版、1972年）では
12行で、他方（日本フランス語フランス文学会編、白
水社、1974 年）では 9 行で紹介し、共にプシカリが
シャルル・ペギーの影響を受けたこと、カトリックに

改宗したことを記し、一方では彼がドミニコ会修道会

に入ろうとしたものの第一次大戦勃発で死去したこと、

他方では愛国的カトリック作家と記され、「作品は豊か

な想像力と神秘性に輝き、時代の証言として若い世代

に影響」（日本フランス語フランス文学界編）と記され

ている。 
	 オックスフォード、クラレンドン・プレス社のThe 
Concise Dictionary of French Literature, Joyce M. 
Reid, 1976にも 10行でプシカリを挙げているが、そ
こでは冒頭にルナンの孫にあたること、職業軍人であ

り、軍隊に関する作品、および神秘主義的観点からの

作品があることが挙げられている。しかし、やはりオ

ックスフォード、クラレンドン・プレス社刊（1959
年）のThe Oxford Companion to French Literature, 
Paul Harvey and J. E. Heseltineにはプシカリの記載
はない。 
	 訝しいことだが、フランス、ボルダス社（Bordas）
刊の「フランス語文学辞典」（Dictionnaire des 
littératures de la langue française, J. P. de 
Beaumarchais, Daniel Couty et Alain Rey, 1987）に
も、また四巻本として出版されているボルダス社の「フ

ランス文学、歴史と選集、20世紀の巻」（Littérature 
Française, Histoire et anthologie. XXe siècle, Pierre 
Brunel, Yvonne Bellenger, Daniel Couty, Philippe 
Sellier et Michel Truffet, 1979）にもプシカリの名は
挙げられていない。1992年にイギリスとアメリカで出
版された Guide to French Literature 1789 to the 
Present （Anthony Levi, St. James Press）も同様、
プシカリの名を挙げてはいない。 
	 さらに、「フランス文学史」を標題にしている日本語

の著書何冊かにあたってみても、ベル・エポック期の

小説家として相当数の作家の名が挙げられ、作品につ

いて解説されている中にプシカリの名を見出すことは

ない。その一方で、プシカリより 10 歳年上で彼に強
い影響を与えたシャルル・ペギー、プシカリと同期の

カトリック思想家ジャック・マリタン、そして当時の

高名な思想家であるベルクソンについては当然ながら
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名が挙げられ、解説されている。プシカリはフランス

文学史上でもほとんど注目されることはない「マイナ

ー」な存在にすぎないということになろうか。 
ただし、「文学史」をメインタイトルには挙げていな

いが、サブ・タイトル中に「フランス文学史」を掲げ

ている久保昭博の著『表象の傷	 第一次世界大戦から

みるフランス文学史』（人文書院、2011 年刊）では 2
ページのみであるがプシカリに言及されている。この

書は第一次大戦期の文学を主題にしている著であるこ

とを考えれば、これは当然というべきであって、のち

に見るようにプシカリは第一次大戦とは切り離せない

存在なのである。そこではプシカリの同世代の若者た

ちがその直前の世代の人々と対立、ないし隔絶するか

のように、絶対なるものへの懐疑や知性を声高に表立

てようとする傾向に反発し、直観や生命力を直接に実

感することの重要性を強調する傾向があり、そこから

カトリックへの回帰が謳われた事情が説明されている。

この解説は短いながら、当時の時代状況・精神に触れ

ている点で重要な指摘である。 
	 ここで第一次大戦に触れたが、わたしが初めてプシ

カリという名を目にしたのは文学方面での勉強の過程

においてではなく、第一次大戦と西アフリカに関する

勉強をする過程においてである。Psichariというフラ
ンス人名としては「珍しい」苗字を前に、その読み方

に当惑し、また若くして死去したにもかかわらず名を

残していることへの驚きが彼に関心をもたせるきっか

けになった。単純、かつ不純な動機と言われるかもし

れない。 
 
プシカリという人はいかなる人物であったのか。変

則的な方法ではあるが、まずはプシカリの外部的な面、

そして彼が過ごした青春期の社会状況を見ることから

始めよう。 
	 エルネスト・プシカリの生まれは 1883 年 9 月 27
日である。父はジャン・プシカリといいパリの高等研

究院でギリシャ文献学を教える教授として名のある存

在だった。母はノエミ・ルナン、当時のフランス思想

界で高い名声を誇っていたエルネスト・ルナンの娘で

ある。つまり、エルネスト・プシカリは母方を通して

エルネスト・ルナンの孫にあたる。父ジャン・プシカ

リはギリシャ出身でギリシャ名はイオアンネス・プシ

カリス（Ioannnes Psicharis）、ギリシャ正教徒であっ
た。14 歳時にフランスに移住し、頭角を現した。（こ

の部分はフランス・ウィキペディアによる）。息子エル

ネストも生後すぐにギリシャ正教の洗礼を受けている。 
	 1883 年に生まれたという偶然の事実はその後のプ
シカリの人生に決定的な影響を与えていると思われる。

プシカリはその青春をのちの人々が「ベル・エポック」

と呼ぶことになる19世紀末から20世紀初頭にかけて
の芸術文化界の華やかな時期に過ごしたのである。こ

のベル・エポック期はしかし、フランス社会の激動期

でもあった。その激動がプシカリという人間の個体形

成に影響を与えている。そこで当時の社会状況につい

ていくつかの顕著な事象を挙げてみよう。 
	 第一に挙げるべきは 1870 年に始まった普仏戦争、
つまりナポレオン三世帝政下のフランスとプロイセン

（＝ドイツ）間での戦争に敗れ、アルザス・ロレーヌ

を失ったフランスはすさまじい敗北感に打ちひしがれ

ていたことである。その事実は未だフランス全体とし

て国民意識が十全ではなかった人々に強烈なナショナ

リズムを植え付けるきっかけにもなった。ドイツに対

する復讐意識が次第に強くなっていく時期である。ブ

ーランジェ将軍によるドイツへの復讐を目指す運動が

高潮に達したのは 1889年であった。 
	 普仏戦争での敗北は「つい昨日」の大事件であった

が、それよりももっと以前から息長く社会の底流を激

動させていたこと、それはフランス大革命以前のフラ

ンスの国教であったカトリックが確実にその力を弱め

られ、場を失っていったことであった。 
	 大革命以前のフランス人が望むと望まざるとに拘ら

ずカトリック教会に絡めとられていたことについては

谷川稔の著『十字架と三色旗』に詳しいが、人々は「人

生の節目ごとに洗礼、初聖体拝領、堅信礼、婚姻、終

油といったカトリックの秘蹟を施され、それらのデー

タは教区簿冊に克明に記録され」（同著	 p．20）てい
たのであり、地方行政システムが確立していなかった

当時のフランスにおいて全国に網の目のように張りめ

ぐらされていたカトリック教会の教区組織こそが役所

の役割を担っていたのである。また、教区ごとに「小

さな学校」がおかれ、子どもたちはそこで初歩的な教

育を受けていた。つまり、読み書きと並んでカトリッ

ク信者になる基礎が教えられていたのである。 
	 それが大革命の中で変わっていく。聖職者たちの「無

為徒食」は規制され、新しい聖職者の任用は住民の選

挙によるようになった。住民の上に居座り安逸をむさ

ぼっていた聖職者たちは人民裁判により処刑された。
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共和政になった新社会において聖職者は無用になった

のである。その後、ナポレオン第一帝政期にはローマ

教皇庁との和解があり、その後の王政復古期にはカト

リック勢力が復活、その状況はさらに逆転され第二共

和政期、そして普仏戦争敗戦後の第三共和政期の 1882
年、初等教育の「無償・義務・世俗化」原則が導入さ

れた。教育はカトリック教会から切り離されたのだ。

1902年から 1909年にかけてのフランスでは毎年、反
教権を旨とする法律が新しく制定された（Cholvy et 
Hilaire 1986: 101）。これら一連の反教権の動きの仕上
げが 1905 年に制定された政教分離法（ライシテ）で
ある。 
	 上記、 後に挙げた部分を見ると理解されようが、

プシカリが生まれた（1883年）後、彼が受けたであろ
う少年時代の教育は圧倒的に反教権的、反カトリック

的なものであったのだ。 
	 そしてもう一つ、青春時代のプシカリに大きな影響

を与えずにはおかなかったと思われる第三の社会状況、

それはドレフュス事件である。1894年に突発したこの
事件はその後のフランスの国論を二分するほどの大事

件になったのだが、1898年にエミール・ゾラがその欺
瞞性を告発することで頂点に達した。プシカリがまさ

に多感な年齢になっているときである。カトリック系

の諸新聞は反ドレフュス派として激烈な反ユダヤ主義

の主張をした 。カトリックとプロテスタント、および
ユダヤ教徒との間で宗教戦争の勃発が恐れられたとい

うのである。プシカリの両親はドレフュス擁護の陣営

に身を置き、活発に活動した（Cf. Cholvy et Hilaire 
1986: 95; 江島	 2011：66）。多感な年齢にあるプシ
カリの両親はカトリック教会にきわめて批判的であっ

たのだ。プシカリがまだ 16 歳になる前に父宛に送っ
た手紙にはドレフュス事件に関連して「カトリック、

聖職者至上主義、反ユダヤ主義、とフランスには何と

いう狭量さが満ちていることでしょう」（Psichari 
1933: 8-9）という一文が見える。 
	 プシカリの青春時代に影響を与えた当時の社会状況

と並んで、当然ながら彼を取り巻く諸個人が彼の人格

形成に影響を与えたことは間違いない。先にも述べた

がプシカリは母方を通してエルネスト・ルナンの孫で

ある。ルナンは 1860年代から 1890年代にかけてのフ
ランスにおいて思想界の大御所的存在であったが、も

ともとオリエンタリストであり古文献学から出発して

いる。文献学とは言語作品の起源を探る研究であり、

それは言語の歴史に関わる。言語が太古の昔に神から

人間に授けられたものであるかのごとくにも思われて

いた時代にあって、その起源を探る。つまり実証的な

研究である。エルネスト・プシカリの父（ジャン・プ

シカリ）もギリシャ古典文献学者であり、その人とエ

ルネスト・ルナンの娘ノエミが結婚するに当たっては

学問領域上の近さが関係していたのかもしれない。ル

ナンとジャン・プシカリは二人ともに実証主義者なの

である。 
	 ルナンは普仏戦争敗戦直後の 1871 年に『フランス
の知的・道徳的改革』という論考を発表している。こ

こでその内容を詳しく紹介するわけにはいかないが、

ルナンは戦争に負けた相手であるドイツに比した場合

のフランスの弱点を挙げ、再興を促す著となっている。

そこにおいてルナンはフランス革命の偉大さを称賛し

つつも、その間の無秩序を排斥、特に王殺しについて

批判している。集団としての連続性、一体性の破壊を

嫌っているのである。その延長上でルナンは「軍こそ

はすべての富の創造者なのである」（Renan 2011: 56）
と述べ、また「社会主義の源であるエゴイズム、民主

主義の源である嫉妬心、それらが作り出す社会は弱体

で、隣国の侵入に耐えることはできない」（Renan 
2011: 67）とも述べている。さらには、優秀な民族が
劣った民族の人々を教化するものとして植民地化を称

えてもいる。このようなルナンの言葉、思想がプシカ

リに与えた影響については本論の後半で見ることにな

ろう。今は祖父ルナンがプシカリの思想、人格形成に

正面からであれ、側面・背面からであれ、無縁の存在

ではありえなかったことだけを頭に入れておこう。 
	 プシカリはパリの有名高校として知られるアンリ四

世高校でジャック・マリタンと親友になる。このマリ

タン自身ともその後深いつながりをもつのだが、同時

にマリタン家で毎週木曜日におこなわれる昼食会で知

り合ったシャルル・ペギーから思想上の強い影響を受

けることになる。ペギーはプシカリよりちょうど 10
歳年上である。 
	 若くして俊才の名声を得ていたペギーの諸著作にこ

こでは触れられないが、彼独特の精神主義に基づく社

会主義論、ドイツの「野蛮」を排斥しフランス文明を

擁護するナショナリズム論、主知主義を嫌悪し手仕事

の美を称揚する論などはわたしたちに強い印象を残す。

ドレフュス事件に関してもペギーはドレフュス派であ

り、カトリック教会には強く批判的であった。しかし、
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同時にペギー、そしてプシカリにとっても「祖国こそ

が一切の基礎」（倉田	 1971: 218）なのであり、二人
が徹底したナショナリストであることは確かであった。 
 
	 さて、ここまで読んでいただいた方は本論の筆者は

投稿先を間違えているのではないかという印象をもた

れたことであろう。アフリカ文学を論ずる場である本

誌において、筆者のここまでの記述はフランス文学・

思想界の動きに関することばかりであった。しかし、

筆者の目指すところは必ずしもアフリカと無縁なわけ

ではない。エルネスト・プシカリの人格と思想の形成

にはアフリカが少なからず関わっているのである。以

降はその点について見ることにしよう。 
 
	 短い人生であったが、エルネスト・プシカリには主

著として 4冊がある。出版順に並べてみると次のとお
りである。 
Terres de soleil et de sommeil 『太陽と眠りの大地』、
1908年 
Appel des armes	 『武器の呼び声』、1913年 
Voyage du Centurion 『百夫長の旅』、1916年 
Voix qui crient dans le désert	 『砂漠に呼ばわる声』、
1920年 
プシカリは大戦開戦（1914 年 8 月）直後に戦死し
ているから後期 2冊については死後出版である。プシ
カリはドミニコ会に入る意志をもったまま死去してい

ることから、死後に残された原稿にはプシカリの父と

並んでドミニコ会の手が入っているとも言われる。と

もあれ、これら 4冊すべてはアフリカと深いつながり
がある。 
	 プシカリは上に述べてきたとおりの社会環境、家庭

や友人の環境にあって、20歳時、つまりまだ学生であ
ったときに突然、軍隊に入った。彼の 4作品中、知名
度の高さで知られるのは第2作となる『武器の呼び声』
であるが、そこでは彼の父の世代の人々が示すぬるま

湯につかったような平穏主義を振り切り、軍の規律を

重視し、祖国に尽くすことの偉大さが強調されている。

時はまさに第一次大戦開戦の前年であった。 
	 ここでは、プシカリの第 1作であり、第 2作の高名
さに比べればさほど言及されることのない『太陽と眠

りの大地』についてごく簡単な紹介をしてみたい。 
	 プシカリは軍に入ると、祖父ルナンの言葉に添うか

のように植民地での軍務（＝平定活動）を熱望する。

その願いはかなえられ、1906年 9月 15日（プシカリ	 
23歳目前）中央アフリカ、コンゴ川流域のマタディか
ら彼の 初のアフリカ経験は始まり、約 1年の間、ウ
バンギ・シャリ地域（現中央アフリカ共和国）を中心

に内陸各地を踏査することになる。その時の記録と省

察である。（忘れないうちに記しておくが、彼の踏査に

は100人近いセネガル歩兵が護衛部隊として同行して
いる。）この地域が「フランス領赤道アフリカ」として

フランスの植民地になったのは 1910 年であるから、
当時は未だ踏査と平定の過程にあった。プシカリはこ

の地での軍務ののち、1910年 2月からのほぼ 2年間
はモーリタニア（ここも未だ植民地化されてはいなか

った）での平定活動に従事し、その折の日録が彼の後

期 2冊に結実しているのだが、それらは当時の多くの
植民地軍人が残している平定業務（つまり、軍として

の武力活動）の功績を列挙するものとは異なり、プシ

カリがアフリカという自然、現地の人々との接触の中

で感じたことを吟味するものであり、彼の内面の吐露

になっている。彼にあっては植民地での軍務は現地人、

現地文化の内奥を探ることを通してみずからの内面を

再検討しようとするものであった。それが軍人として

優れていたと言えるのか否かは意見の分かれるところ

であろうが、プシカリの内面の検討は常に祖国フラン

スに向かうものであり、いかに祖国に貢献しうるかを

問うものであった。（実際、帰国後ほどなく始まった大

戦に従軍している。） 
	 以下、『太陽と眠りの大地』について順を追って見て

いくが、先に全体的な印象を述べるなら、この本は若

いプシカリの初期の著ということもあり、用いるべき

言葉や表現を模索するかのような記述が多く、時にそ

れは饒舌の観も与える。冒頭、広大なアフリカに茫然

自失の思いをいだくプシカリがいる。広大さゆえに景

色に輪郭がなく、沈黙が支配すると言う。（プシカリの

次の任地はモーリタニアであるが、そこでも彼は砂漠

の広大さと沈黙の前に圧倒され、そこに神の沈黙と恩

寵を感じている。） 
	 アフリカの不可思議、かつ未完成な魂とは出会えな

いのではないか、われわれフランス人と彼らアフリカ

人とはついに出会えないのではないか（p．8）と恐れ
るプシカリがいる。プシカリが初体験のアフリカに抱

いたこの理解不能という恐れ、それを吐露する心は尊

重すべきであろう。 
	 手仕事を称揚する文章がある。これは特にわたしの
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注意を引いた部分であり、少し長くなるがその部分を

引用しておこう。 
「ビンデールの町はずれ、北東に行ったところで働い

ている人々を目にした。パタパタという音が聞こえる。

人々の表情には自然のままの律義さ、無理のない落ち

着きが感じられる。淡々と仕事しているのである。そ

こに行くにはやや幅広の小道、小石の多い道を下るこ

とになる。この小道を若者たちはロバの背、というよ

りも尻の上にまたがり、両足をぶらんと下げた恰好で

降りていく。女たちは素焼きの壺を頭上に乗せ、にこ

やかに、そしてしなやかな足取りで、老人たちはとい

えばゆったりとした服に揺られるようにして降りてい

く。 
	 町はずれの、壁に挟まれたせまい道を抜けたところ、

枯れ細った木々がなんとか木陰をつくっている小さな

広場、それが仕事場だ。ここで男たちが日がな一日、

倦むことなく白い布を織っている。家の壁に添うよう

に長く張られた糸の束の端に幅の狭い織機が据えられ、

木の椅子に座った男が機を織っている。わたしはそれ

を飽きることなく眺めている。いい仕事をする人を眺

める、それはそのこと自体が美である。それにしても

何という落ち着き、静けさ、無駄のない動き、優雅な

というほどの手の動きであることか！古代エジプトの

石棺上の細密画に描かれた精密な作業をする職人を見

ているような思いにとらわれる。イチジクの木々の間

を通して射し込む陽の光に明るさを増す灰色の壁にあ

ざやかな影を残して男たちは働いている。若い男たち。

それはわたしに伝説上の人々のようにさえ見える。わ

たしたちヨーロッパ人にとって仕事は悲惨、苦しみの

代名詞である。しかし、ここで目にする若者たちの仕

事ぶりに感じられる穏やかさ、これはいったい何なの

だ。急ぐでもなく、悲しむでもなく、といって喜び騒

ぐでもなく、何も考えることもないかのようにただ

淡々と時の流れの中で、そして陽の光の中で、自分が

することに完全に身を任せて仕事している。 
	 少し離れた場所、木の陰に座って二人の老人が細長

い帯のような布地を縫い合わせている。若者が織る細

い帯のような布を縫い合わせ幅広の布にし、それで彼

らが着るイスラム服ブーブーを作るのだ。彼のすぐそ

ばには底の浅い井戸が四つあった。そこではフルベの

別の職人たちが藍の染料を整えている。これでほとん

ど黒に近い布地、あるいは赤茶けた色の布地を作るの

だ。色あせた壁に囲まれた小さな広場には陽の光があ

ふれている。職人たちが仕事しているこの広場でも、

わたしはビンデールに初めて足を踏み入れた時の印象、

つまり時が止まったかのような印象を想い出す。人々

は遡り得る限りのいにしえの時から、父から子へと繰

り返し、繰り返し、なんの苦もなく、余計なことは考

えずに布を織ってきたのだ。」（同著 pp. 128-129） 
	 手仕事職人への称賛、ここからは柳宗悦の「民芸論」

にまで手を伸ばしたいところではあるが、それはあま

りに迂遠すぎよう。それより、職人仕事への称賛はプ

シカリの師ともいえるペギーの考察にも現れているこ

とに注目する必要がある。 
シャルル・ペギーはパリ高等師範学校卒、いわばエ

リート中のエリートであるが、彼の両親は椅子張り職

人であった。ペギーは記している。手仕事にこそもっ

とも美しく、あらゆる高貴な感情があらわれる。それ

は威厳や誇りという言葉で言い表せよう。仕事場で自

分の場に身を置くこと、それは仕事場がその人を待っ

ている、その場に静かに身を置くことである。職人は

他人に（賃上げを）乞うということを知らない。自分

の仕事を完遂することだけが重要なのだ。乞うのはブ

ルジョワのみである。そしてペギーは職人にとっての

道具の大切さを言う。道具を傷つけることはみずから

の手を失うに等しい。道具は自分の手の延長なのだ。

ペギーが強調すること、それはかつて職人たちはみず

からの職能を存分に発揮して生きていたのだが、資本

主義的ブルジョワの社会になってすべては破壊された

ということである。そこからペギーの筆先は先鋭化し、

当時、社会主義運動のリーダーであり、一時はペギー

とも同士であったジャン・ジョレスを中身のない口先

だけの虚なるものとして激しく論難する文章へとつな

がっている（Péguy 1974: 389-398）。ペギーは怒りの
あまり、ジョレスをドイツの手先、裏切者とまで言う

のである。 
手仕事についてのプシカリの文を読み、次いでペギ

ーによるこの一文を読むと、ペギーの「弟子」たるプ

シカリがペギーの手になるこの文の影響を受けなかっ

たはずはないと思いたいところである。しかし、事実

はむしろ逆であり、ペギーがこの一文を発表したのは

1913年、つまりプシカリによる手仕事称賛論よりかな
り後のことである。プシカリはこれ以上ないほどの文

筆一家の出であるが、職人の手仕事の美を理解できる

感受性をもっていた。 
	 アフリカ人の官能性について次のように言っている。 
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「この地（＝アフリカ）にあっては生きることはよい

ことであり、容易なことである。人々の思考の流れに

は何ら拘束するものはなく、日々の行為にもそれはな

い。熱帯地域の人がすることには自由があふれている

と称賛する人がいる一方で、堕落ぶりを嘆く人もいる。

しかし、称賛にせよ慨嘆にせよ、それらは無理解から

生まれているのだ。わたしの見るところ、そこには堕

落はない、そこにあるのは過ぎ行く時をただ十分に楽

しみたい、大地から湧き上がる匂いを存分に嗅ぎ大地

と一体化したい、われわれが思う道徳などというもの

をものともせずに自然と一体化したいという欲望だけ

なのだ。だから、われわれの感覚からすれば嫌悪すべ

きことのように思える性の奔放さもここでは健全なの

だ。この地の人々が踊るダンスはもっとも知的な感覚

の横溢であり、闘いなのであり、力強いリアリズムな

のだ。」（同著	 p．164） 
	 この『太陽と眠りの大地』はプシカリの若さゆえの

文学修業の作のような観を与えると述べた。そこにわ

たしはやや否定的な見解を込めたのだが、文学修業が

美しく結晶している部分もある。たとえば第V章のX
の節を見ると、この節はわずか 3 ページ（同著	 pp．
209‐211）からなるものであるが、ヤデという地での
プシカリの省察が記される。その節の文章すべては詩

のようである。形式的には詩を思わせるものは何もな

いが、そこに記されるプシカリの思考、それは散文で

はない。この節はその全体を声に出して読むべき部分

という印象を与える。 
	 いよいよ「野蛮」の地アフリカを去る直前の省察と

してプシカリは言う。 
	 「今日、われわれは英雄的であること、すなわちヒ

ロイズムは死んだという。力、愛、詩などを神的に愛

するもの、絶対なる者への渇望、それらは死んだとい

う。しかし、それらはそこに、いつでもわれらを助け

んとして、そこにある。（・・・）われわれはすさまじ

い野蛮状態から、すさまじいまでの文明に移行した。

極端から極端への移行だ。実際、今のわれわれに欠け

ているもの、それは野蛮だ。今こそ、われわれは野生

の民のもとで助言を求めなければならない。（・・・）

あまりに戦闘的な精神が洗練され、そのゆえに軟弱に

なることがある。暴力が不正なるものとして人々の怒

りを誘うことがある。豊かな善意が不毛の憎悪にとっ

て代わることがある。しかし、暴力が不正ではなくな

る時が来る。善意が実りをもたらさず、けだるさと臆

病さしかもたらさなくなる時が来る。その時、戦争は

血と美の言い表しがたい詩になるのだ。（・・・）わが

祖国において人は戦争を愛する。表向きはともかく心

の内では戦争を欲している。われわれは常に戦争をし

てきた。それはある地域を征服するためではなかった

し、ある国を滅ぼすためでもなかった。ましてや利害

の調整などという軟弱な理由のためでもなかった。確

かにそのような理由もあっただろう。しかしそれは二

次的なものでしかない。本当の理由、それは人は戦争

のために戦争をするということだ。そのことは芸術が

芸術のためであるのと同じだ。われわれはみずからの

力を消耗するだけのために、力を誇示するだけのため

に戦争をするのだ。それのみがわれわれの掟、密かな

理性、われわれの信仰なのだ。」（同著	 pp．231-234） 
	 この省察は何を意味しているのか。若いプシカリに

はすでにして戦争への渇望があったのか。このような

考察は当時の若者たちにどれだけの影響を与えたのだ

ろうか。 
 
	 本論ではプシカリの 初の作品ともいえる『太陽と

眠りの大地』について、わたし個人の恣意的な選択で

いくつかのパッサージュを紹介しつつ、わずかばかり

の検討を試みた。ともかくもわたしに残る強い印象は

プシカリという人、そしてその作品のもつ「不可思議

さ」というほかはない。 
	 プシカリは第一次大戦の宣戦布告日からわずか3週
間後に 31歳を目前にして、さらにその 1週間後には
シャルル・ペギーが 41歳で、共に戦場に斃れた。 
	 その後、大戦はそれまでの人類が経験したことのな

い大殺戮の日々を 4年余に渡って続けることになる。 
 
（文献	 辞典類については本文中に記した。引用順。） 
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私の出会った作家たち② 
アンドレ・ブリンク（André Brink, 1935.5.29~2015.2.6） 
                                          	 	              宮本正興 

	 南アの代表的なアフリカーナー作家アンドレ・ブ

リンクが急死した。アフリカーナー作家としては、J.M.	 
クッツェー、ブレイテン・ブレイテンバッハ、アソル・

フガードなどが我が国でも知られるが、ブリンクの名

は、邦訳書『白く乾いた季節』（A Dry White Season, 
1979）『マイブイエ・アフリカ：アフリカをわが手に』
（Looking on Darkness, 1974）『見えない南アフリカ
を見る』（Mapmakers, 1983）などで、むしろ衝撃的
に、いちはやく知られていた。 
ベルギーの大学から名誉博士の称号を受け、その直

後、アムステルダム経由で南アへの帰途、機内で倒れ、

そのままだったようである。享年 79 歳。まだまだ書
いてほしい、まだまだ書ける作家だった。特に、アパ

ルトヘイト廃絶後も 10 以上の小説を発表、新生南ア
のあり方に対しても、独自の立場から警鐘を鳴らし続

けた。その衰えぬ批判精神は、惜しんであまりある。 
 
ブリンクに初めて出会ったのは、四半世紀も前のこ

と。新生南ア誕生以前、1991年 12月 1日から 14日
まで、ヨハネスブルクの有力週刊紙「ニュー・ネーシ

ョン」主催の作家会議の舞台（於、ウィットウォータ

ースラント大学）だった。南ア作家会議（COSAW：
Congress of South African Writers）が共催したもの
で、この時、一般の傍聴者のほかに、海外 31 ヶ国か
ら、全部で 59 名の招待作家がいた。南ア亡命作家の
大多数が、会議出席のため、一時帰国を果たした。ブ

レイテンバッハ（フランス）、デニス・ブルータス（合

衆国）、ダニエル・クネーネ（合衆国）、ルイス・ンコ

シ（合衆国）らはその一部で、他に、南ア在住のナデ

ィン・ゴーディマ（91年度のノーベル文学賞受賞が決

まっており、会期中に彼女をスウェーデンヘ送り出す

セレモニーがあった）、長老エスキア・ムパシェーレら

の姿があり、エジプトから来たナワル・エル・サーダ

ウィが夫君のシェリフ・へタタと、仲睦まじく、常に

一緒にいるのが見られた。合衆国からは、「ポスト植民

地主義」で知られるインド生まれの思想家スピヴァッ

クも参加していた。とうぜん、南ア出身の作家が多か

ったが、ジンバブエ、ナイジェリア、ザンビア、オー

ストラリアからの出席もあった。トリニダードからは、

アール・ラブレイスが出席していた。私は、前年の 1990
年にCOSAWを訪ねており、その縁で正式に招待され
た（国際交流基金の助成による。日本からは、他に楠

瀬佳子さんが正式に招待された。この時、出席者の中

で、なぜか私一人が一時的に入国を拒否され、現地の

新聞沙汰になってしまった。その経緯については、帰

国後、「毎日新聞」1992年 3月 12日夕刊に書いた）。 
この会議では、全部で 15 のパネルが用意され、各
パネルは 4人で構成された。私は「言語と権力：多言
語社会に向けて」と題するパネルの一員となった。

COSAWのアンドルー・オリファントを司会に、南ア
の女性作家ロレタ・ンゴボ、のちに野間賞を受賞する

モンガーン・セローテ、そしてアンドレ・ブリンクと

一緒だった。この時の印象では、ブリンクは、決して

にこやかな人ではなく、神経質そうで冷徹で、南アの

苦悩を一身に抱えているといった雰囲気で、無駄話を

持ち掛けられるようなタイプではなかった。後日、彼

はこの会議のことを「 も刺激的で、 も実り豊か」

と評価した。 
 
それから 20数年。ブリンクとの再会は、2012年 6
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月 16 日、ケープタウンでのことだった。たまたま、
同地の国際会議場で恒例のインターナショナル・ブッ

クフェアー（6月 15日~17日）があり、合衆国からグ
ギ・ワ・ジオンゴが主賓として招かれ、連日朗読やサ

イン会が催されていた。そんなある日、作家のサイン

を求める長蛇の列に、ペンギン版『泣くな、わが子よ』

を手に、ブリンクが順番を待っていたのだった。 
 
20数年の年月は、記憶をあやふやにし、 初私は判

別がつかなかった。しかし、半信半疑で近寄り、声を

かけた。Professor Andre Brink, I presume ? 恥ずか
しげもなく、まるで、スタンリーが行方不明のリビン

グストンを見つけた時の、あの短い、控え目表現その

ままだった。 
 
彼は、黙って視線を私に向けた。「いったい何者?」
と思ったことだろう。＜あれぇ、ブリンクじゃないら

しい＞。勇気を出して、ことばを継いだ。「何年も前、

ヨハネスブルクのニュー・ネーションの作家会議で、

パネルをともにした日本人です」。・・・Oh, really,・・ 
I remember.  

 
これ以上、話ははずまなかった。すでにブリンクの

順番が来ており、彼はサインを求めて、グギに本を差

し出していた。グギは満面の笑み、ブリンクは相好を

くずさない。二人はことばを交わし、やがてグギは、

コンプリメントを書き、サインする前に、ペンギン版

冒頭の文章に見られる誤植を訂正した（Nyokabi 
called him.とあるべきが、Nyokabi caned him.とな
っている）。20 世紀のアフリカ文学を代表する白人作
家と黒人作家の、どう考えても奇妙な形の出会いを目

の当たりにして、私は二人の作家への尊敬と愛着の念

をいよいよ強くしたのだった。 
 
以下の文章は、私の近著『評伝グギ・ワ・ジオンゴ

＝修羅の作家－現代アフリカ文学の道標』（第三書館、

2014.10）のエピローグに収めたブリンク紹介の一文
と重なるところが多いが、これをもってブリンク追悼

のよすがとしたい。主に、アパルトヘイト時代のブリ

ンクに焦点を絞っているが、人種や状況こそ違え、文

学の使命や理念、個人と国家、その社会的役割などに

ついて、多くの黒人作家とも通底する部分が多いよう

に思う。 
 

追悼：アンドレ・ブリンク 
20世紀の 後の 10年間に及んで、アパルトヘイト
（人種隔離体制）が法制化されてきた国＝南アは、検

閲、発禁、投獄、国外追放と言った国家権力の行使に

おいて、自由世界で も過酷な制度を実施してきた。

したがって、そこでは民主的権利の擁護を求める一般

民衆、政治家、活動家、知識人の誰もが、国家の体制

や社会制度に背を向けざるを得ないという特殊な状況

が存続してきた。作家を含めて創造的芸術にたずさわ

る者は、この抑圧に対して独特な反応を示してきた。 
 
南アの文学は、主に英語、アフリカーンス語、アフ

リカの民族諸言語で書かれてきた。英語で書いている

作家の場合、作品がたとえ発禁の憂き目にあっても、

英語という世界の共通語を介して、南ア以外の地に多

数の読者を獲得できる可能性が常にあった。 
 
それに反して、英語とならぶ（アパルトヘイト体制

下）南アの公用語の一つ、オランダ語系のアフリカー

ンス語で書かれた作品は、外部世界にはほとんど知ら

れず、南アという人種国家の、それもアフリカーナー

の文化の壁の中に閉じ込められてきた。 
 
冒頭にあげた劇作家アソル・フガード（Athol 

Fugard, 1932~）、小説家ブレイテン・ブレイテンバッ
ハ（Breyten Breytenbach, 1939~）、J. M. クッツェ
ー（J. M. Coetzee, 1940~, 2003年度ノーベル文学賞
受賞）などが国際的に知られるが、それはもっぱら英

語というメディアを通してのことである。しかし、ブ

リンクは彼らと並んで、アフリカーンス語文学史上

も才能豊かな作家だとの評判が高かった。 
 

1935年、オレンジ自由州の小村に生まれている。だ
が、彼自身の言葉によると、「次々と南ア全土の小村で

育てられた」という。下級裁判所の判事であった父親

の任地が次々と移り変わったということであろう。だ

が、どの村々もアフリカーンス語を話す、カルビン派

教徒が圧倒的に多いアフリカーナー一色の土地柄であ

った。 
 
作家としてのブリンクは、父親よりも母親により多

くを負っているようだ。イースタン・ケープ出身の母

親は英文学を好み、その影響で、12歳の頃から英語を
学び始めたという。教育熱心な母親は、1週間に１日、
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家庭で英語だけを使用する日を決めていた。その日だ

けは誰もがアフリカーンス語を使うことが許されなか

った。子供たちのなかで、英語だけしか話さないとい

う約束をいちばんよく守れた者は1シリングの褒美を
もらえたという。この褒美が幼いブリンクの英語への

興味をいっそう刺激したらしい。 
 
その後、トランスバール州のポッチェフストローム

大学（Potchefstroom）へ進学した。そこはカルビン
派の砦ともいうべき宗教色の強いところであったが、

もっぱら英語が使われた。ブリンクはこの大学に 7年
間在学し、アフリカーンス語文学と英文学の分野で二

つの修士号を得た。 
 
卒業後、一つの転機が訪れる。早くからフランス語

とフランス文化に憧れていたブリンクは、ソルボンヌ

へ留学、ここで 2年間比較文学を学ぶことになる。パ
リはブリンクにとって、都会生活を経験した 初の場

所だった。当時のブリンクはすでに結婚しており（ブ

リンクは、生涯を通じて 5 度の結婚がある）、パリで
の生活はつましいものであった。彼が祖国南アの政

治・社会状況に対していっそう広い視野を開くことに

なったのは、この時のパリの経験が引き金になってい

る。 
 
「アフリカの年」といわれた 1960 年、アフリカは
まさに混乱の渦中にあった。南アでは ANC と PAC
が非合法化され（4月）、コンゴでは独立後 1週間とた
たずに動乱が勃発した（7月）。とりわけて、大きな衝
撃をあたえたのは、同年 3月 21日のシャープビルの
虐殺であったと言われる。この日、ソブクウェ議長 の

率いる PAC はパス法反対のデモを組織し、ヨハネス
ブルク郊外のシャープビル警察署前に集合したが、こ

れに対し白人警官が一斉に発砲したのである。死者は

69名。そして 180名の負傷者が出た。 
 
この事件後、ルツーリANC議長 は公然とパス帳を

焼き、多くのアフリカ人がこれに同調した。政府は非

常事態を宣言し、ただちにANC、PACの指導者 2,000
人を拘留、2 万以上のアフリカ人を逮捕した。翌 61
年、ロンドンで開催された英連邦諸国首脳会議は南ア

（連邦）を激しく非難、南アは英連邦脱退へと追い込

まれ、同年 5月、共和国を宣言した。 
 

シャープビルの虐殺は人生の転換点となった。「シャ

ープビル虐殺は、私の政治意識を強める契機となった」

と述べている。この事件のニュースに接したのは、ソ

ルボンヌに留学中のことだった。これを契機に、「アパ

ルトヘイトの構造とその致命的な派生問題への単なる

反対だけでなく」、アフリカーンス語で書く作家として

自身の中に「新生」が起きることを自覚したと言う。

彼は「状況」のなかへ戻ることを決意した。 
 

1961年、帰国したブリンクは、「1820年の入植民」 
の町グレアムズタウンのローズ大学でアフリカーンス

語文学講師として教壇に立った。同時に、創作活動に

入り、やがて劇作家、小説家として頭角を現していく。

しかし、英語に翻訳された小説『大使』（The 
Ambassador,1963）を含め、アフリカーンス語で書か
れた初期作品は、人間関係の複雑さから生じる個人的

な愛、裏切り、不正、苦悩といったありふれた問題を

扱っている。 
 

1968年、パリへ舞い戻った。この時までにすでに離
婚しており、もはや南アに未練はないとの思いでパリ

に永住する決意で祖国を離れた。だが、当時の世界を

席巻した学生運動に巻き込まれるなかで、ブリンクの

政治意識が本格的に開花していく。ベトナム戦争、東

西対決といった問題への関心は、フランス文化への疑

問を呼び覚まし、祖国南アと自己との繋がりを再考さ

せずにおかなかった。やがてブリンクは、祖国から

6,000 マイル離れたパリの地で執筆活動に専念すると
いう自己本位な選択に我慢が出来なくなり、自らの社

会に身を置くことを決意した。英、仏滞在 2年後、「自
分が書く内容に責任をとるだけでなく、書いたものが

引き起こす結果にも責任をとる」 との覚悟で、再び南

アの地へ戻って行く。 
 
この時の政治意識の結晶とも言えるのが、8 年間の
構想と推敲のあとにアフリカーンス語で発表された。

『夜の認識』（Kennis van die Aand,1973）である。
この小説は「白人、それもアフリカーナー作家の小説

としては、今日の南アが生み出しうる も革命的な作

品」と言われたもので、1974年 1月 29日付で発禁処
分を受けた。それまで、アフリカーンス語の作品で発

禁処分を受けたものはなかった。これにより、ブリン

クは反体制の旗手と騒がれることになった。 
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「監獄国家」南アが生むべくして生み出した才能と

言われるブリンクであるが、当初は戯曲、紀行、小説、

文芸批評のすべてをアフリカーンス語で発表していた。

シェークスピア、カミュ、それにドイツ文学の作品を

アフリカーンス語へ翻訳してもいる。1958 年以後、
40以上の作品をアフリカーンス語で発表し、1973年
以後は英語でも書き始めた。この間、南ア 高の文学

賞と言われるCNA（Central News Agency）賞を三
度まで受賞しているほか、1980年にはマーチン・ルー
サー・キング記念賞を、1983年にはフランス政府から
レジョンドヌール勲章を受けている。このほか、二度

までブッカー賞の候補に、さらにはノーベル賞の候補

にもあがった。 
 
ブリンクは、ラテン諸国などの紀行文学のほか、サ

ルトル的なカメラ理論 を駆使し、サド的な没道徳をテ

ーマにした一連の劇作品（シェークスピア的悲劇や不

条理演劇）を発表しつづけた。しかし、こうした劇作

品よりも、むしろ小説の方が彼を話題の人に仕立て上

げた。 
 

1963年から 1965年まで、前衛雑誌『セスティガー
ズ』（Sestigers「60 年代の人々」）の編集に携わった
が、その当時から、彼は同じ仲間の J. D. オッパーマ
ン、イングリッド・ヨンカー、ヤン・S・ラビー など、

性と宗教のタブーを破り、高度な実験的手法を採用し

たグループの中でも、現状に抗し、白人支配体制を激

しく批判する作家グループの代表的存在として注目さ

れてきた。彼らは、従来のアフリカーナー作家の偏狭

な世界観を拡大する意識的な努力を傾けた。アフリカ

ーナー王国の文化的タブー、ことに硬直したカルビン

派の宗教意識、性の問題をめぐる道徳意識への積極的

な挑戦をこころみ、性の赤裸々な表現、宗教に対する

疑問、教会権力の愚弄を通してアフリカーンス語文学

に新地平を拓こうとしたのである。 
 
小説家としてのブリンクの名を不動のものとしたの

は、先に言及した『夜の認識』だった。これの発禁の

理由は、宗教の誹謗、セックスの神聖さの冒涜、アフ

リカーナーへの侮辱、革命思想の鼓吹だとされる。ヨ

ハネスブルクの「スター」紙は「アフリカーンス語で

書かれた重要な作品がこのような扱いを受けるのは前

代未聞」とコメントしたが、保守的なアフリカーナー

層からは「わが国語を汚すもの」「絶対に書かれるべき

でなかった」などという厳しい批判が続出した。のち

に、南ア 高裁判所は、この小説をポルノ的、冒涜的、

共産主義的と断じた。 
 
主人公は、33歳のカラードの演劇青年ジョゼフであ
る。彼は恋人ジェシカ（白人）の殺害の罪に服し、独

房で闇を見つめつつ処刑を待っている。そして、ジョ

ゼフの家系に刻み込まれた人種混合と性的暴力の歴史

がその口を通して語られる。独房は、明らかに南アと

いう「監獄国家」を象徴している。性の不安、暴力、

情欲、残虐行為が容赦なく描写されるが、それは恐怖

に取り憑かれて狂暴化した国家権力そのものを象徴し

ている。このような描写を通して、ブリンクはアフリ

カーナーの中世的宗教意識を逆照射し、肌の色に磔に

された南アの現状、南アの悪夢を暴こうとしたのであ

る。 
 
『夜の認識』の発禁処分は、ブリンクにとってもう

一つの転機となった。祖国南アに作家としてとどまろ

うと決意した以上、どうしても民衆の手に届くところ

にいなくてはならない。これは作家が読者と取り交わ

す至上命令である。アフリカーンス語で書いたものが

発禁処分になる以上、民衆のもとへ到達するための別

のメディアを探さなければならなかった。こうして彼

は『夜の認識』をひそかに英訳し、その原稿をロンド

ンへ送るのである。英語版『闇を見つめて』（Looking 
on Darkness, 1974）はこうして誕生した。 
 
次の小説『白く乾いた季節』（A Dry White Season, 

1979）は、1976年のソウェト蜂起に取材したもので、
警察権力の非道をテーマにしている。事件の発端は、

白人教師ベンの勤務する学校の黒人清掃作業員ゴード

ンの息子で、ソウェト蜂起の騒ぎの中で行方不明とな

ったジョナサンをめぐり、その真相を解こうとした父

親の失踪と不審な死である。両事件の解明に乗り出し

たベンは、度重なる妨害と脅迫にもめげず、警察権力

の非道を明らかにしていく。ベンや良心ある人々の努

力によって、真実はおぼろげな形を取り始めるが、彼

らは 後には生命を奪われてしまう。 
 
この小説も発禁処分を受けた。治安警察に悪意をも

って描くことで、その活動を妨害し、ひいては国家を

危機に陥れるというのがその理由だった。とはいえ、

この小説の場合、新刊配本の前 1週間のうちに、秘か
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に個人宛に 2,000 部を郵送することに成功している
（返本は、ただの6冊だけだった）。リプリント版1,000
部も同じ方法でたちまち売りつくした。 
 
心理的告白小説、自己否定の文学と言われるブリン

クの一連の小説は、個人の罪意識、自己と社会の救済

の道を鋭く模索するもので、人間としての永遠の問題、

個人と国家の関係を突き詰めるなかで、人間性の解放

を激しく願望するものである。ブリンクが南ア人種国

家のあらゆるタブーに挑戦しなければならなかったの

はこの願望のためである。以後、「狂気と暴力のアパル

トヘイト国家に果敢に挑戦し、南アの悪夢を暴く」こ

とが作家活動の中心となる。彼は次のように述べてい

る。 
「苦悩と挫折が直接的に充満している南アフリカの

状勢下で、なぜ小説の執筆に専念することが出来るの

かとたびたび質問され、時にはとがめられたことがあ

る。ものを書くことは、言葉よりも行動を必要とする

状況からの逃避だという見方を含蓄しているのであ

ろう。だが、とりわけ南アフリカが置かれているよう

な情勢下では、書かれた言葉自体が重要な行動として

の重みをもっていると言いたい。もし、そうでないな

ら、権威をふりかざす政権は、なぜ検閲という手段に

訴えるのか。なぜ、政府は出版された言葉に、とりわ

け、また特別なまでに脅威を覚えるのか」。 
 
さらに、作家の役割について、次のように述べてい

る。南アフリカの激動の現代史を生き抜いた硬骨の作

家の、文学にかける執念の激しさが伝わってくる力強

い一文である。 
 
「社会における作家の役割の一つは、その社会に何

が起こっているか、また起きることを許容できるも

のは何かを人々に明らかにすることである。自らが

置かれている社会について疑問を提起することを断

念した、あるいは断念させられた人々の沈黙を突き

破って、言葉による闘いを挑むことが作家の役割で

ある。作家にとって重要なのは、人間的次元であり、

人々が苦しみながら生きている現実である。その場

合、作家は用意された回答を伝える必要はない。迫

害され沈黙させられている大衆の沈黙を声にすれば

よいのである」。 
 
「（南アフリカ社会について）執筆し、探求し、調査

し、その根本にまで到達しようとする試みは、こう

した制度の存在のすべてに挑戦し、抵抗する行為と

なる。隠蔽には暴露することによって、偽りには真

実によって、沈黙には言葉によって対抗するしかな

い。この状況のなかでは、執筆すること、そして作

品を発表することは、生きることへの衝動の一つで

ある自由への願望の重要な意思表示となる。そして、

真実は偽りにとって危険であり、言葉は沈黙を脅か

すのだ」。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （2015.3.18記） 
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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（1２） 

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。 
前回からずいぶん時間がたったが、今回も、女性たちの嘆きではなく、農村女性の「正しい生き方」、

つまり多くの女性が受け入れている価値観を示していると思われる詩である。 
	 

私たちはアーウォ
第 一 夫 人

、私たちの言葉を聞きなさい、私たちはあなたたちに話している	 

ンダーグ・カン	 

私たちアーウォは家の履き物	 

服はちゃんと着ていても、	 

靴がなければどこも行けない。	 

	 

私たちアーウォは家のロバ。	 

一生懸命	 

仕事に向かおう。	 

	 

働く者は疲れない	 

仕事に取り組もう。	 

	 

誰かに感謝してもらうことを求めないでおこう	 

誰かにありがとうといってもらうことを求めないでおこう、	 

	 

私たちアーウォには仕事こそふさわしい	 

誰かが感謝の言葉をくれることを求めないでおこう	 

私たちアーウォは疲れてはならない、くたびれてはならない	 

私たちアーウォは家の履き物。	 

	 

服はちゃんと着ていても、	 

靴がなければどこも行けない、	 

私たちアーウォは家のロバ	 

不平を言ってはならない、不満を言ってはならない、	 

疲れてはならない。	 

	 

私たちアーウォは一生懸命仕事に取り組もう、	 

男たちのまねをすればだめになる	 

彼らにはよいことでも私たちにはよくないのだから	 

だめになってはならない。	 
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彼らの足と舌が行ったところには、	 

私たちは行かない	 

そんなところに行きたがってだめになってはならない。	 

	 

	 

ありがとう女たち	 

アストゥ・ンジャーイ	 

私はあなたたちを見た	 

あなたたちは夜明けから大カゴを頭にのせ	 

出かけてゆく。	 

でも私もまた	 

たらいを頭にのせ	 

井戸に向かい	 

水を汲み、頭にのせ、	 

水瓶をいっぱいにし	 

朝のうちにあなたたちに追いついた。	 

	 

私たちセネガルの女たちは	 

本当に身を粉にしている！	 

汗は自分のためになる、身を粉にし、慎ましく	 

よい人たちに倣い	 

よい性格を保てば	 

私たちの始まりはよく	 

終わりもよいだろう	 

	 

でも婦人
ジョンゴマ

はがんばる	 

あなたの見ている女は。	 

明日には	 

美しい未来がある。	 

それは自分のためではなく	 

家族のためだ。	 

この国の人たちの性格を	 

見分けよう	 

よい性格と	 

悪い性格がある。	 

体を洗ってきれいになり、	 

オフィス街に行ってほっつき回り	 

あれこれねだり	 

人から何かもらおうとする、それは醜い。	 

夜明けに目覚めて自分の仕事をする、	 
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売りに行く、	 

家族を食べさせる方がよい。	 

子どもはあなたを見ている	 

あなたが身を粉にし、慎ましく生きていれば	 

大きくなってもそういう生き方だけをするだろう。	 

	 

女の子を育てているなら	 

彼女はあなたを見ている	 

あなたがほっつき回りあれこれねだっていたら	 

彼女はそういう生き方だけを知るだろう	 

そんな子は結婚してもよいことはしない	 

長続きしないだろう。	 

彼女はほっつき回りあれこれねだるだろう	 

そういう生き方しか知らないからだ	 

いつも人から何かもらおうとする。	 

	 

もし男の子だったら	 

その子は大邸宅に住んでいる	 

父親を見るだろう、	 

大きくなってもきっと、チェスをしたり	 

ほっつき回るだけだろう。	 

	 

	 

＜訳者メモ＞	 

	 	 一番目の詩は、第一夫人の誇りを語っているようであり「正しい生き方」を語っているようだが、

やはり少し恨みがましいところがあるような気もする。そう自分に言い聞かせないとやってられない

のだ。	 「アアウォ」（第一夫人）は、同じコンセッションの中で生きる家族の生活に責任を持つリー

ダーであり、しばしば若くて頼りない第二夫人以下や娘たちが不十分にしかできない家事をするだけ

でなく、ときに、商売をして生活の糧を得ることさえする。	 

これまでも繰り返し紹介しているが、農村女性は朝の水汲みから始まり、一日中本当に重労働が続

く。セネガルに拠点を持つ国際NGOのENDA	 Tiers	 Mondeによれば、農村女性の平均家事労働時間は一

日13時間に及ぶという。料理も洗濯もまず水汲みが必要で、料理のためにはさらに薪集め、ヒエ搗き

などなど、その前の仕事が山のようにある。セネガルの農村の場合、男たちはしばしば落花生などの

換金作物のための農作業に出かけ、ヒエなどの食用作物の栽培、山羊などの小家畜の世話は女性の仕

事であることが多い。それに子育てが加わる。	 

しかし、家や村にかかわることの決定権はほとんどの場合男性に握られていた。現金収入をもたら

す換金作物栽培が男性の手にあることで、経済的にも男性の支配下にあることが多かった。この詩集

が出来てから20年がたつが、その間にさまざまな女性組織が作られたり、農村の意識改革の試みが行

われたことで、いまではかなり状況が変わったところもあるかもしれないが、この当時はTOSTANのよ

うなNGOが入り、識字活動が行われている村でも、昔ながらの価値観は存続していた。私がこのサー

ム・ンジャーイ村を訪ねたときも、村を代表する人々はすべて年配の男性だった。「男たちのまねをす

ればだめになる」というのは、「女性は女性の分を守るのがよいのだ」ということなのだろうか。そし
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て、不平、不満を言わず働くのが立派な「アーウォ」なのだ。	 

二番目の詩もやはり、「身を粉にし」「慎ましく」生きることが女性の美徳であるということを言っ

ている。ただ、そういうことを書いているうちに、自分たちとは違う生き方をする女性たち、つまり

町に出て行く女性たちに対する反感のようなものが出てきて、少し話がそれてしまっている。町の女

たちは彼女たちとは違い「ほっつき回り」、男たちに「あれこれねだ」っているように見えるのだ。町

の生き方は不道徳でそんな生き方は子どもたちも不道徳にする、ということだろうか。	 

どちらの詩も、自分たちの生き方は大変だけれどそれが正しい生き方であり、何か違うものを求め

ることは不道徳なことなのだ、ということを自分に言い聞かせているようにも感じられる。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （すなの・ゆきとし－熊本県立大学）

 
大盥で水を運ぶ女性	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 サーム・ンジャーイ村の女性たち	 
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《書評》  

宮本正興『評伝グギ・ワ・ジオンゴ＝修羅の作家、現代アフリカ文学の道標』  

第三書館、2014 

                                     	 	 	 	 	 	 	 	   	 砂野幸稔 
	 MWENGEの読者にはグギについての紹介は不
要だろう。 

800頁を超える大著である上に、装丁はいかめしく、
手に取るものを少したじろがせるが、読み始めるとそ

うした印象はすぐ消える。密度の高い内容にもかかわ

らず文章は読みやすい。読み通すには一週間くらいか

かるかと思ったが、引き込まれて週末に一気に読了し

てしまった。 
「評伝」と銘打っているが、これは単なる評伝では

ない。 
著者は、まだ 30代の若手言語学者であったとき、
ほぼ同世代の（グギは著者より 3年年長である）この
アフリカ人作家の英語作品に読者として共感し、ケニ

アまで直接会いに出かけ、意気投合した。著者がグギ

と初めて出会ったのは『血の花弁』が出版された直後

の 1977年夏のことだった。ところが、その数ヶ月後、
グギは突然投獄され、一年にわたる無裁判拘禁のあげ

く、大学を追放される。『血の花弁』とその秋に上演さ

れた民衆演劇『したい時に結婚するわ』が、独立後も

温存される植民地的抑圧構造を浮き彫りにしているだ

けでなく、それが人々の圧倒的な支持を受けたことが

理由であることは明らかだった。ある意味では、この

出来事が、著者のグギ、そしてアフリカ文学との関わ

りのあり方を決定づけた。アフリカ文学と向き合うこ

とは、アフリカの政治的、社会的現実と向き合うこと

と同義なのである。それ以降、創作言語としての英語

との訣別、新たなギクユ語作品世界の構築へと大きく

変貌し続けるグギの歩みを、著者は常に自らへの問い

かけとして受け止めようとしてきた。 
著者は本書の第五部で、グギの 初の評論集である

『ホームカミング』（1972）から次のような文章を引
いている。 
「作家は、自己の全人格をもって、絶えず変化して

やまない社会環境に反応する。一種の感度のよい羅針

にも似て、作家は、正確さや成功の度合いはさまざま

であっても、変化する社会内にある抗争や緊張を書き

とめる。したがって同じ作家が、情緒や感情、楽観姓

の度合い、さらには世界観においてさえ、ときにはあ

い矛盾するような違ったタイプの作品を生み出すこと

になる。なぜなら、作家もまた歴史の中に生き、歴史

によって形作られるからである」 
この文章について著者は、「『作家』について一般論

として述べながら、実際には自分のことを述べている

ようである」としているが(第五部、543頁)、著者自
身もまた、変化してやまないグギの歩みに全力で反応

し続けてきた。本書は、そうした著者自身の 40年に
わたるグギとアフリカ文学との関わりの集大成として

の意味も持っている。 
グギの家族と生い立ち、ギクユ独立学校、ついでア

ライアンス・ハイスクールでの教育、そしてマケレレ

大学、リーズ大学での経験とその中での自己形成、作

家活動の開始、こうした伝記的事実についてはある程

度の知識を持っていたが、読み進めていくと、まるで

それぞれの場でのグギの息づかいが聞こえてくるよう

な気さえする。とくに圧巻なのは、グギがカミリズ村

でコミュニティ演劇の活動に参加し、民衆劇『したい

時に結婚するわ』が圧倒的な支持を受けていたさなか

の 1977年、突然グギが逮捕され、一年にわたって拘
禁されるにいたったときの状況である。著者はその数

ヶ月前にナイロビ大学でグギに会い、リムルの自宅に

招かれてその後 30年を超える家族ぐるみの交流が始
まったばかりだった。われわれは著者自身の出来事へ

の反応を含めリアルタイムの事態の展開に立ち会うこ

とになるのである。 
本書では、初期小説から『血の花弁』にいたる英語

作品、そして創作言語としての英語と訣別してからの

ギクユ語作品の詳細な分析と紹介が行われるが、それ

らは単なる作品研究ではなく、時代状況の中での作品
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の意味とメッセージを捉えようとするものである。私

がとくに啓発されたのは、ギクユ語作品の紹介と分析

である。 
グギが生み出しているのは「オラチュア(orature)」
とも呼ぶべきものだ、という。黙読されるためのもの

ではなく、口頭で読み上げられ、いやむしろ演じられ

るものとして書かれている、ということだ。実は、私

は『十字架の上の悪魔』以降の作品は英訳で一応目を

通しながらも中に入っていくことができず、『カラスの

魔法医』は結局読み通すことさえできなかったが、そ

れは私がこれらの作品を literatureとして「読む」こ
としかできなかったからだろう。 
この本は、脱植民地化の苦しみの時代から独立後の

権力の腐敗と混乱にいたるケニアの近現代史を、あく

までもグギをはじめそこに生きる人々のことばに寄り

添いながら辿ってゆく歴史物語であると同時に、グギ

の歩みとその作品を通して、植民地支配の中で生まれ

ながら、常にそこから自らを引きはがそうとしてきた

現代アフリカ文学の困難とそれ故の豊かさを教えてく

れる、優れたアフリカ文学入門書ともなっている。 
冒頭に「単なる評伝ではない」と書いたが、本書の

特徴は、通常の作家論、作品論とは異なり、一人の作

家の営為を対象として外部から客観的にとらえるので

はなく、作家の営為が引き起こすうねりの中に身を置

きながら、そのうねりの全体像を内側から語ろうとし

ているところにある。もちろん単なる主観的な印象記

ではないが、自らの位置とグギの位置をできるかぎり

俯瞰的に見ようとしながらも、語られることは「他人

事」ではない。本書は、現代アフリカ文学という一つ

のドラマを著者とともに追体験する機会を与えてくれ

るのである。 
 

     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         
                     ******************************* 
 
＜書評＞	 J.M.クッツェー著『サマータイム、青年時代、少年時代』 
	 	 	 	 	 	 	 くぼたのぞみ訳	 インスクリプト、2014 

楠瀬佳子

 
 ノーベル文学賞を受賞した南アフリカの作家 J.M.ク
ッツェー著『サマータイム、青年時代、少年時代』が

翻訳出版された。副題に辺境からの三つの＜自伝＞と

ある。少年時代は、親子の関係や地域社会との違和感

を通じて、自らの南アフリカ人＝アフリカーナ性に刃

を突きつけ、自意識や性のめざめを描く。青年時代は、

南アフリカ社会から脱出し、イギリスでは、２０世紀

の英米文学の世界に身を置きながら、作家志望の道を

模索する。赤裸々な性体験の物語は、クッツェー文学

の礎でもあり、原点をみる思いがする。 
「サマータイム」で語られるクッツェー自身は、すで

に死亡しているという設定だ。彼が残したメモを頼り

に、伝記作家がインタビューした物語を元に、彼の＜

自伝＞を書くという複雑な構成になっている。元来自

伝は著者が取捨選択する物語を都合よく繋なぎ合わせ

て、自己を英雄視ししたり、美化することがあるが、

ここにはそれが全くない。クッツェーは＜自伝＞を書

きながら、冷徹なまでに自己の人間性を抉り出し、客

観的に眺めて、物語化していく。新しい手法の実験的

作品でもあり、読者を楽しませる。 
	 本書の副題にある「辺境」とは、クッツェーにとっ

て、父親の生まれ故郷であるカルーのことだ。アパル

トヘイト政策を強行に進めてきたアフリカーナの人々

が開拓した広大な土地だ。乾燥地に羊の飼育等で南ア

フリカ経済を支えてきた。この土地で暮らすクッツェ

ー一族の物語は、まさに南アフリカの歴史でもあり、

オリーブ・シュライナーなど多くの作家を生み出した

土地でもあった。アパルトヘイトに対する批判が高ま

っていた時代にクッツェーは政治に背を向けていたし、

現在オーストラリアに移住している。だが、彼がどん

なに父親に対する憎悪や怒りがあろうとも、父親を捨

てられない気持ちや、彼が属する一族を育てた土地を

捨てられないのを知って、ほっとした。 
	 巻末の長い解説は、訳者くぼたのぞみ氏の積年のク

ッツェー文学への深い造詣と、著者自身との交流の賜

でもある。
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