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にあれだけ輝いていた大学を知る者にとっては,今 の状

況には忍びないものがある。このパラレル ・プログラム

は大学の自己収入 を増やす方策であるが,学 歴社会のケ

ニアでは,教 育の質は別にして大卒の資格を求めて入学

希望者が殺到 している。この他にも,遠 隔プログラムに

より現職の小学校の教師が教育大学に入学するケースが

多い。この多 くは借金をして参加 しているが,教 員給与

は学歴により規定 されるため,大 学で学士号を取れば給

与が倍増 し,結 構確実な投資になるらしい。

次に第11章(西 村論文)は,教 育は貧困削減に不可

欠な部門として位置づけられているが,ア フリカなどの

低所得国の多 くではこの両者 は結 びついていないこと

を,ケ ニアを事例 として初学者にわか りやす く解説 して

いる。教育 と貧困を取 り巻 く社会構造の複雑 さ,従 来の

人的資本論,ス クリーニング仮説,二 重政治経済論 と

いった理論仮説のうち,1つ だけに依拠 して説明するこ

とが困難であることを示 し,教 育が貧困削減につなが ら

なかった要因として,特 に労働生産性とは無関係の学歴

偏重の賃金体系およびエスニシティを基盤とした社会の

権力構造の2点 に注 目している。所得の多い階層がこれ

までの教育政策の主な受益者であ り,不 平等が再生産さ

れているという議論は,第10章 の主張 と通 じるものが

ある。

それでは,教 育は貧困削減に役立つケースはないのだ

ろうか。1970年 代 であれば,小 学校 を卒業すれば事務

仕事に就けたと言われている。 これは現在では夢物語で

ある。小学校卒業だけではフォーマルセクターでは働け

ない。 さらに進学 し,中 等学校 を卒業 しても難 しい。 し

たがって,貧 困削減の効果を現金に換算する限り,教 育

の効果はほとんどないことになる。 しかし,仮 に学業の

途中で妊娠 し退学 した女の子でも,同 年代の子どもたち

と机 を並べ勉強する機会を持つことは,仮 に教師のモラ

ルが低 く,質 の高い教育が受けられなくても,楽 しいこ

とである。人生で二度とない貴重な経験であり,他 人と

のコミュニケーシ ョン能力も高まる。卒業することなく

中途退学 しても,子 どもを育て,生 活改善に取 り組み,

コミュニティのリーダーになっているケースもある。

本書全体からすればアフリカに関する部分はわずかで

あるが,フ ィール ドワークを研究手法の中心とする会員

諸氏は,本 書をどのように見るだろうか。いわゆる国際

協力の文脈にある 「開発」の議論が好みでない方 も多い

であろうし,伝 統的な社会において,近 代的な学校制度

が軋轢 を生み出していることもあるだろう。教育協力が

人々の役に立つ どころか,そ の逆になっている現場を見

られた方もいるか もしれない。あるいは,調 査の手法と

して,二 次資料を中心とした分析に不満を持つ人もいる

だろう。そのような開発と教育協力をめぐっての限界は

あるにしても,本 書は当該分野のテキス トの幅 を広げ,

教育開発 ・教育協力への人々の関心を高めてくれるであ

ろう。

高知 尾仁 著

『表 象のエチオ ピア-光 の時代 に-』

悠 書館2006年,361頁,¥6,300

石 川博 樹(東 京女学館大学非常勤講師)

「啓蒙の世紀」と評される18世 紀の後半,古 代より謎

とされてきたナイルの水源をエチオピアのキリス ト教王

国において発見 したと主張するジェイムズ ・ブルースと

いう名のスコットランド人がロンドンに現れた。当時の

イギリスの知識人はエチオピアについて語る古典古代の

テクス トに親 しみ,文 壇の重鎮サミュエル ・ジョンソン

が執筆 したエチオピアを舞台とする教養小説 『アビシニ

アの王子,ラ スセラス物語』 を愛読していたものの,エ

チオピアの現状について述べる人物に出会 うのは初めて

であった。当初歓迎されたブルースであったが,当 時の

知識人の常識に照 らせば受け入れ難い内容を含む彼の体

験談はしだいに疑惑の眼で見られるようになり,謂 れの

ない中傷を浴びたブルースは失意のうちにスコットラン

ドに戻 ることを余儀なくされた。1790年 になって彼は

エチオピアでの体験をまとめた5巻 本の旅行記 『ナイル

水源発見の旅』(Bmce,1790)を 上梓 した ものの,自 身

に対する疑念を払拭することができないまま1794年 に

他界する。その後,誇 張や誤認を含むとはいえ,ブ ルー

スの旅行記の記述が概ね事実に基づいていることが確認

された。しかし彼が到達 したのはナイルの水源ではな く,

その支流である青ナイルの水源であったことも明 らかに

な り,彼 の旅は専 らナイル探検史の一駒としてのみ語 り

継がれることになる。

本書の著者である高知尾仁氏は,近 代西欧人が著 した

旅行記における他者および他者世界に関する言説を分析

することによって,彼 らが構築 したアジア ・アフリカに

関する他者表象の研究を進めてきた。19世 紀のヨーロッ

パ人による中東像の構築を提示 した『表象のオリエン ト』

(高知尾,1994)を 刊行 した後 に,氏 は東京外国語大学

アジア ・アフリカ言語文化研究所の共同研究プロジェク

ト「旅と表象の比較研究」(1996年～2003年)を 主催 した。

この共同研究の参加者による論文集が 『表象としての旅』

(高知尾,2004)で あ り,個 人の分担 として啓蒙期 イギ

リスのエチオピア旅行記 を対象 とする研究を行なった高
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知尾氏 自身の報告書が本書である。

「光の時代」,す なわち啓蒙期のスコットランド知識人

の1人 であったブルースのエチオピア旅行記を中心に据

え,西 欧近代における他者表象の重層性を明らかにしよ

うとする本書は,序 および本論4章20節 から構成 され

ている。

序と第1章 「エチオピアを表象するということ」では,

本書執筆に至る高知尾氏のこれまでの研究の歩みと表象

研究の課題をふまえて,問 題の所在が明らかにされる。

第Ⅱ章 「生還 した男」では,ま ずブルースの生い立ち

からナイルの水源への旅が語られた後に,帰 国後に彼の

旅の真偽をめ ぐって生 じた議論の展開が詳述される。次

いで,当 時進展 していた世界表象において主導的立場に

あ り,イ ギリスのジェン トルマン文化を体現 していた

ジョゼフ ・バンクスの経歴をたどることにより,文 壇で

確固たる地位を築いていたジェイムズ ・ボズウェルがな

にゆえブルースの旅の信懸性を疑うように世論を導いた

のかという問題が検討される。最後に高知尾氏は,同 じ

ジェントルマン階層にあったとはいえ,置 かれた立場の

異なるバンクス,ボ ズウェル,ブ ルースの対比を意識 し

つつ,ブ ルースの他者表象の基盤となった彼の揺れ動 く

自己表象 を明らかにする。

第Ⅲ章 「神話 伝承 移 りゆ く時の記憶」において,

高知尾氏はまず 『アビシニアの王子,ラ スセラス物語』

に見える 「恩寵の国」あるいは国内に 「楽園」を持つエ

チオピアのイメージの由来を明らかにするため,古 典古

代のテクス トと聖書 を渉猟する。それによれば,古 代世

界の人々によって,隔 絶した神の恩寵の世界であり,他

国の支配を受けたことがな く,信 心深い人々の住む土地

と捉 えられていたエチオピアは,ブ ルースにとっては,

古代東方文化の洗練性が保持 されてきた土地であるとと

もに,「野蛮」に取 り込まれてその侵攻を許 し,時 々の

権力が衰退 と崩壊を繰 り返す土地でもあった。次いで氏

はエ ドワー ド・ギボンが 『ローマ帝国衰亡史』で展開 し

た 「宗教 と野蛮の勝利」をローマ帝国衰亡の主因とする

議論について解説 し,さ らにブルースがキリス ト教王国

の年代記 と自らの見聞に基づいて物語るエチオピアにお

ける 「権力の衰退 と崩壊」について詳述する。そ して両

者の比較の結果,立 憲王制を認めつつも共和主義的傾向

を持っていたイングランド啓蒙知識人の1人 であったギ

ボンの議論 と,ブ ルースの叙述の間に通ずるものがある

ことを指摘する。

終章 「ブルースの表象 とその読者たち」では,ま ずブ

ルースによる表象世界が18世 紀後半のイギリスにおけ

る啓蒙知識人のネットワークの産物であったことが指摘

された後に,ブ ルースによる表象と表現の特色が論 じら

れる。そして議論の的はブルースの旅行記の読者へ と移

る。イギリスにとって18世 紀後半は,産 業革命が進展

する中で科学によって物質の生成,分 解,合 成が理解 さ

れ,経 済活動に応用 されるようになった時代であった。

高知尾氏によれば,チ ャールズ ・ダーウィンの祖父エラ

ズマス ・ダーウィンは,自 然の内的な力による世界の生

成を解説 した著書のナイル表象において,明 らかにナイ

ルの水源とそこで行なわれる儀礼に関するブルースの表

象 を用いているという。ダーウィンや彼が主催したルナ・

ソサイエティに集まった知識人たちは,フ ランス革命に

人類の解放という夢の実現 を期待 した。 しかし彼 らはそ

の後に生 じた黙示録が描いた世界と見紛うばか りの混乱

に幻滅することになる。高知尾氏は,こ のような時代の

うねりの中で,後 にイギリス ・ロマン派を代表する詩人

と称されるようになるサミュエル・テーラー・コールリッ

ジが,ブ ルースの伝えるエチオピア,す なわち古代東方

文明が残存する閉鎖 された土地であ り,ま た千年王国の

預言が示されていた土地に読み取 った期待を明らかにす

る。そして最後に,19世 紀初頭にエチオピアを旅行 し,

ブルースの情報を吟味 した上で自らのエチオピア表象を

構築 したヘンリー ・ソール トの死 を描き,高 知尾氏は筆

を欄 く。

さて,本 書を 「表象研究のモデル」と位置づける原田

範行氏の論評に見 られるように(原 田,2007),表 象研

究において本書はすでに高い評価 を得ている。ブルース

の旅行記を史料の1つ として歴史研究に用いているにす

ぎない評者が卑見を加えるまでもないが,啓 蒙期のイギ

リスの知識人が置かれていた政治状況,そ して他者に対

比される自己の表象の在 り方に留意しながら,ブ ルース

や彼の旅行記の読み手たちが残 した彩 しい数のエチオピ

ア表象 を丹念に分析することによって,西 欧近代の他者

表象の重層性を明らかにした本書は,今 後の表象研究に

おいて欠かせぬ一書 になるものと思われる。また灰聞す

るところによれば,本 書は19世 紀末に生 じた他者表象

におけるパラダイム ・シフ トの解明をも視野に入れた高

次の枠組みを有する表象研究の一部をなす ということで

あ り,高 知尾氏による表象研究の奥行を窺い知ることが

出来る。

エチオピア史を研究する者としては,特 に第Ⅲ章の後

半で展開されるギボンの 『ローマ帝国衰亡史』 とブルー

スの旅行記との関連についての議論が興味深かった。ブ

ルースの旅行記と当時のイギリスの思想動向との関係に

ついては未解明な点が少なくない。例えば,当 時王国内

で政治的,社 会的な地位を高めていた民族である 「ガッ

ラ」,す なわちオロモに対するブルースの叙述 をめ ぐる

問題を挙げることが出来る。彼はオロモの 「野蛮さ」を
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強調 し,彼 らと 「高貴な」キリス ト教徒の対立を描いて

いるものの,そ れが当時の両者の関係を正確に反映して

いないことはすでに指摘 されている(Crummey,1975)。

しかしこのようなブルースのオロモに関する偏向した叙

述が,ギ ボンの著作に影響 されて 「野蛮の勝利」をキリ

ス ト教王国衰亡の要因とするため操作 を加えたものであ

るのか,あ るいは啓蒙期の文明観の影響 を受けた結果で

あるのかという点は解明されていない。啓蒙期における

イギリスの思想がブルースの旅行記に与えた影響を明ら

かにすることは,こ の旅行記をエチオピァ史研究に用い

る際の必須の課題であ り,高 知尾氏が明らかにしたとこ

ろを基にして評者も今後その解明に努めたい。

以上,卑 見を交えつつ本書の紹介を行なった。本書が

明らかにした他者表象の重層性は,人 類の精神史におい

て重大な地位を占める近代西欧人による他者表象への理

解を深めるものである。近代西欧人が執筆 した旅行記を

研究に用いる方々は言うに及ばず,そ うではない方々に

も本書が広 く読まれることを希求する。
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プ リシラ ・B・ ヘ イナー著,阿 部利洋訳

『語 りえぬ真実― 真実 委員会 の挑 戦』

平凡社,2006年,448頁,¥5,040

永原陽子(東 京外国語大学AA研)

内戦や軍事独裁,権 威主義体制か ら脱却 した社会

が,旧 体制下で行われた大規模残虐行為や極端な人権

侵害について調査 し,事 実 を公表 し,正 義の回復 と和

解の実現 を図ろ うとする 「真実委員会」(同 種 の委員

会の著者による総称)は,1990年 代 ごろから世界各地

で続々と生 まれ,今 日その流れはます ます広がってい

る。体制の移行にともない,過 去の不正義を正す という

「移 行 期 正 義」の課題は,多 くの研究者 と実務家の関

心を集め,2007年 にはそれをタイ トルとする国際専門

誌が創刊されるまでに至っている1)。

アフリカ研究者にとっては,ア パル トヘイ ト後の南ア

フリカの 「真実和解委員会」が馴染み深 く,他 に,内 戦

後のシエラレオネやリベリアなどの例,ま たルワンダで

の類似の動きなどが比較的知られているか もしれない。

しか し,本 書 を経けば,そ れにとどまらず,ウ ガンダ,

ジンバブウェ,ブ ルンジ,ナ イジェリア,ガ ーナ,モ ロッ

コ,エチオピア,コ ンゴ民主共和国,中央アフリカ共和国,

ケニアでも,同 様の委員会が設置された りその動 きがあ

ることが知 られ,改 めてこの時代の潮流に驚かされる。

著者によれば,1974年 以降,世 界で少な くとも34(2001

年刊行の原著の段階での21と 「日本語版後記」で紹介

されている13)の 真実委員会が設立されて きたという。

本書では,そ れらについて,5つ の主要な委員会(南 ア

フリカと,ア ルゼンチン,チ リ,エ ルサルバ ドル,グ ア

テマラの中南米諸国)を 中心としつつ,そ の他の例にも

言及 しながら,総 合的に検討 し紹介 している。著者ヘイ

ナーは,い くつかの国の委員会の実務にも関与してきた

真実委員会の研究者である。

本書の内容構成は,「訳者あとがき」がわか りやす く

まとめているので,そ のまま引用すれば,「やや長めの

全一五章と終章,後 記は,各 章をテーマごとに分類 し,

さらに論点ごとに整理する構成になっている。目次には

書かれていないが,各 章のテーマは五つの括 りから区分

で きる。 まず,(1)本 書の位置づけや議論の導入を行

う部分 として,第1-3章 。次に,(2)各 真実委員会

の組織構成や活動の実証的記述に第4,5章 があてられ

ている。そのうえで,(3)真 実委員会 に広 く見出され

る問題 と効果 を分析する第6-12章 が続 く。これは,

理論的ない し目標 に関する側面を取 り上げる第6-10

章と,プ ログラム策定ないし実行手段に関する側面を取

り上げる第11,12章。 に分けることができる。そして,

(4)真 実委員会 という組織形態に付随する具体的な課

題が第13-15章 で指摘される。さらに,(5)現 在進

行形の分野であるため,現 場からの追加報告を行ってい

るのが終章と後記である。」(p.461)

真実委員会が対象とするのはルワンダやリベリア,シ

エラレオネなどのように,未 だ記憶に新しい内戦の中で

の大量殺戮 ・残虐行為や,ア パル トヘイトのようにそれ

よりはもう少 し長い時間軸の中にあるが同じく最近まで

続いた国家的大規模暴力であ り,中 南米諸国の場合には

とくに,ア フリカではあまり見られない「強制的失踪」(誘

拐による殺害)が 重要な対象 となる。 また,い ずれの場


