
書 評　 オ リエ ン ト41-1(1998):169-175

Mohammed Hassen,

The Oromo of Ethiopia: A History 1570-1860,

Trenton, N . J .: The Red Sea Press, 1994, 253 p.

(1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 253 p .)

石 川 博 樹

ISHIKAWA　 Hiroki

従来エ チオ ピア史の概 説書は,古 代 のアクスム王国,13世 紀 に成立 したソロモ ン朝,

及 びメ ネ リク2世 が創始 した近代 エチオ ピア帝国 につ いての叙 述 に終始 す ることが多

か ったが,こ れ らは いずれ もセ ム系 言語 を話すアムハ ラ族 とテ ィグ レ族 中心の王朝で

あった。 それ に対 し,本 書で扱われているクシュ語系のオ ロモ族につ いては,現 在の エ

チオ ピア総人 口の半数 を占め る最大 のエスニ ック ・グループであるに もかかわ らず,そ

の歴 史が本格的 に取 り上げ られたこ とは少 なか った。多少 の記述 がある場合 に も,彼 ら

が16世 紀 に南方か ら北上 を開始 して,ソ ロモ ン朝 に大打撃 を与 えつつ広範囲 に定着 した

こと,そ の後近代エチオ ピア帝国の支 配下 に編入 された彼 らが,農 民や兵士 として帝国

を支えたこ とが述べ られ るにとどまっている。

この ような歴史叙述の不均衡の原因 としては,次 の2点 が考 え られ よう。 まず第1に,

オ ロモ族に言及 した文字史料の少な さが挙 げ られ る。オ ロモ族が自 らの歴史 を記述 し始

めたのは19世 紀 に入 ってか らであ り,そ れ以前の移動 ・定着期の同時代史料 は残 されて

いない。 また比較的多 くの文字史料 を残 しているアムハ ラ族 も,オ ロモ族 の歴史 につい

ては,詳 しく記録 していない。第2に,近 代エ チオ ピア帝国において,皇 帝メネ リク2

世の出身民族であるアムハ ラ族 中心の体制 が構築 されていったこ とが,こ の問題 に大 き

な影響 を与 えている。 キ リス ト教徒であ り,高 い文化 を自負するアムハ ラ族 は,オ ロモ

族 を南方か ら来襲 した蛮族 と見 な して差別 し,彼 らを呼ぶ場合 に も,軽 蔑の意味合いを

込 めて 「ガ ッラ」 とい う語 を用 いた。 こうした蔑視感情 と,皇 帝権力 を擁護す るために

オロモ族の民族意識 を抑 える必要があったこ とか ら,従 来 のエチオ ピア史 はアムハラ族

中心 に記述 され,オ ロモ族 は単 なる脇役 の地位 しか与え られてこなか ったのであ る。

しか し1974年 の社会主義革命後,帝 政 の否定が行われるなか,アムハ ラ族 中心の歴史像

が見直 され るようにな り,そ の 一 としてオロモ族の歴 史の再評価が始 まった。これに
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伴 い蔑称 とされ る 「ガ ッラ」の替わ りに,彼 らの 自称 である 「オロモ」 が使用 される よ

うになる。 さらに社会主義政権 に対す る民族運動 が盛 んになる中で,オ ロモ ・ナ シ ョナ

リズム も高揚 し,そ れ と共 に彼 らの歴 史につ いての研究 も盛 んになっている。

オロモ族の歴史の中で特 に注 目されているテーマの一つ は,19世 紀 にエチオ ピア南西

部 の ギベ川 流域 に成立 した5つ のオ ロモ族国家,リ ンム=エ ンナルヤLimmu-Ennar

ya,グ ンマGumma,ゴ ンマGornma,ジ ンマJimma,ゲ ラGera(以 下,ギ ベ 諸 国 と

略 記)の 研 究 で あ る。ギ ベ 諸 国 に つ い て は,ア ビルM.Abirと ル イ スH.S.Lewisの

研 究がある ものの,両 者 とも総合的な検 討を行 っているわ けで はな い。 それ に対 し本書

は,エ チオ ピアのキ リス ト教徒 とムス リムの残 した年代記,ヨ ー ロッパ人の旅行記,オ

ロモ族の 口頭伝承 と彼 ら自身が著わ した文字史料等 を用 いて,オ ロモ牧畜民の北上 と定

着 か ら始 めて,ギ ベ諸国の形成要因,そ れ らの国家の政治組織,経 済基盤,そ して王権

イデオ ロギーに至 るまでの諸問題の解明 を試 みる。 それ によってオ ロモ族の歴 史の一端

を明 らかにす るだけでな く,ア ムハ ラ族の歴史 に偏重 していない新 しいエチオ ピア史の

構 築に先鞭 を付 け ようとして いるのであ る。

著者M.ハ ッセン氏 はエチオ ピア東部 のオ ロモ族出身者で,エ チオ ピア とイギ リスで

教育 を受けた後 ロ ン ドン大学で学位 を取得 し,現 在 はアメ リカ合衆国の ジョージア州立

大学で教鞭 をとっている。なお本書 は1983年 にロン ドン大学のSchool of Oriental and

African Studiesに 提 出 さ れ た学 位 論 文 の 一部 が基 に な っ て い る。

ところで 日本ではす でに文化人類学専攻 の石原美奈子氏がその論文において,本 書の

第1～3,5章 の要約 を詳 しく引いている[34-41頁]。 しか し氏の場合はフ ィール ドワー

クを行 ったギベ地域 の歴史背景 を説明す るために本書 を利 用 してお り,ハ ッセ ンの主張

の是非 を論 じてい るわけではない。そ こで本稿 では,各 章の内容を まとめた後 にい くつ

かの問題点 を指摘 し,最 後 にエチオ ピア史研究 における本書の意義 を考 えたい。

本書の構成 は以下の とお りで ある。

序 章

第1章　 1570年 か ら1600年 にかけてのエ チオピア南西部へ のオロモ牧畜民の移動 と

ギベ地域での定住

第2章　 エ ンナル ヤ とサ ダチ ャSadacha1600-1710年

第3章　 1800年 頃か ら1860年 代のギベ諸国

第4章　 ギベ諸国の経済基盤:農 業 と手工業

第5章　 ギベ地域 における交易 とイスラムの拡大

第6章　 ギベ地域 の政治 にお けるア ッバ=バ ギボAbba Bagibo時 代1825-1861年

終 章
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序章 において,ま ず著者 は前述の ようにオ ロモ族の歴史が綾小化 されて きたこ とを指

摘 し,オ ロモ族 を含 めてエチオ ピアの様々 な民族の歴史 を明 らか にす ることが,民 族相

互の信頼関係 を築 くために必要 である と説 く。次 に,本 論への導入 として,伝 統的宗教

の司祭カ ッルQallu,ガ ダ=シ ス テム と呼ばれ る年齢階梯 制等 を取 り上 げなが ら,北上 を

開始す る前のオ ロモ牧 畜民の社会組織 を説明 して いる。 なおオ ロモ牧畜民の原住地 につ

いては,そ れがエチオ ピアの領域 内であったのか,そ れ と もその外部であ るのか を巡 っ

て,こ れ まで長 く議 論 されて きた。彼 らの原住地が不明で あることは,ア ムハ ラ族がオ

ロモ族 を 「素性の分 らない外来者」 として差別す る一因で もあった。 この ように原住地

の解 明は,オ ロモ族がエチオ ピア固有 の民族で あるの か否か という,彼 らのアイデ ンテ ィ

テ ィーに も関わ る重要な問題 であるが,著 者はババ ーラ ン ドE.Haberland氏 がオ ロモ

族の 口頭伝承 を、基に主張 した,エ チオ ピア南部バ リBali地 方説 を採 用 してい る。

さてオロモ牧 畜民 は16世紀 に南方 か ら北上 を開始 し,行 く手の住 民を征服,吸 収 して

勢力 を拡大 しなが ら,エ チオ ピア中央部 に進 出 した。 当時 この地方では,キ リス ト教 国

の ソロモ ン朝 とム ス リムのアダル王 国が対峙 していたが,双 方 ともオロモ族に よって支

配領域 を侵食 され て弱体化 した。当時のオロモ族 はい くつ もの集団に分 かれ,各 々の集

団は さらにい くつ かの下位集団か ら構成 されていたが,進 出 は各集 団が独 自に行 い,集

団相互 の 間 に連 繋 が あった わけで は なか った。第1章 に おい ては,そ の中の マチ ャ

Macha集 団が,ソ ロモ ン朝 の反撃 を受 けなが らギベ川 流域 に移動す るまでの過程 と,当

時 この地域 に存在 したエンナルヤ王国が彼 らの侵攻 に抗 して独立 を維持 する様子 が,主

にソ ロモ ン朝 の年代記 と16世紀後半 の修道士パ フ レイBahreyが 著わ したオ ロモ族 に

つ いての記録 『ガ ッラの歴史Zena Galla』を基 に記 され ている。なお従来 のソロモン朝

史 の叙 述 では,オ ロモ牧 畜民 の侵 入 を受 けた地域 の住 民の被 害が強調 されるこ とが多

かった。それ に対 して著者 は,エ チオ ピア南西部 の場合,そ れ以前にソロモン朝の王が

奴隷狩 りを目的 としてこの地域 に遠征 を繰 り返 したため,現 地の少 数民族 の人 口が減少

し,そ こにオ ロモ牧畜民が進 出 しただけである と主張す る。 さらにオロモ族の進 出よ り

もソロモ ン朝 の遠征 の方が,少 数民族に対 して甚大 な被害 を与えた と指摘 している。 こ

の議論 には,オ ロモ族の立場か らアムハラ族 中心の歴史像の見 直 しを主張す る著者の姿

勢 がよ く表れてい る。

マチャ集団がギベ地域 に定着す るなか,最 後 まで彼 らへの服属 を拒み,抵 抗 したのが

エ ンナルヤ王国で あった。第2章 は,ソ ロモ ン朝 の年代記 と当時エチオ ピアを訪れてい

たイエズス会士 の記録 を中心史料 に,マ チ ャの下位集団サ ダチ ャSadachaが1600年 か

ら1710年 にかけてエ ンナルヤ王国 と争い,これ を滅ぼす まで を扱 っている。ソロモ ン朝 と

の同盟 関係 を強めたエ ンナルヤ王国は,オ ロモ側の 内紛 もあって何度 もその攻撃 を斥 け
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たが,最 終 的に18世 紀初頭 に滅ぼ され て しまう。 この時期 に交易 を支配 して力 を得 るよ

うにな った新興 階級 が台頭 するなど,オ ロモ社会 が変質 し始めてい たとす る著者 の見解

は,ギ ベ諸国の成立要 因を考 える上で注 目に値 する。

第3章 において著者 は,ギ ベ地域 を手 に入 れたオロモ族が19世 紀 前半 に創設 した5つ

の国家 について,ま ずその形成要 因,政 治組織,そ して王権の性格 をまとめて検討 した

後 に,各 々の王国の成立状況 を示 している。 ギベ諸国の形成要因について は,従 来アム

ハ ラ族の南下 による圧 力の影響 とす る ものな ど様 々な説が唱 えられ,ま たこれ らの国家

と近隣のカ ッファ王国の制度 の間に類似点 があるのは,オ ロモ族が同王国か らそれ を借

用 した結果 とされて きた。著者 はこれ らの説 を斥 け,ギ ベ地域 での定着後 に生 じたオ ロ

モ社会 内の階層分 化 によって国家が形成 された と説 明す る。 またカ ッフ ァ王国 とギベ諸

国の制度 に類似点が あるのは,両 者 が共 にエ ンナルヤ王国の影 響 を受けたためであ ると

している。

続 く第4章 で は,ギ ベ諸国の農業,牧 畜,手 工業 といった産業 が,19世 紀後 半にこの

地域 を旅行 したイタ リア人チ ェッキA.Cecchiの 報告 を中心 に まとめ られている。著

者 は,5国 各 々の農産物の紹介 のみな らず,王 か ら奴隷 に至 る社会 階層,土 地所有,王

の宮殿周辺 における農作物栽 培 といった様 々な事象 に言及 し,ま たあ まり注 目されてこ

なかったこの地域の手工業 について もふれている。

ギベ地域 は黄金,奴 隷,象 牙 といった中近東や イン ド洋世界 で需要 の高かった商 品の

産地 として有名 であ り,古 くか らこの地域 と紅海沿岸 の港市 を結ぶキャラバ ン ・ル ー ト

が栄 えた。著者 は第5章 において,こ の地域 における交易,及 びそれ と密接 な関係 を持

つイスラムの拡大 を取 り上げてい る。 まず交易 につ いて,オ ロモ族 の進 出の影響で この

地の交易は長 らく停滞 した として きた従来 の説 を斥 け,オ ロモ族が農業 を始 めてま もな

く交易が復 活 した と主張す る。そ して19世 紀後半 に交易の重心 が リンム=エ ンナルヤ王

国か らジンマ王国へ移 った と述べ,そ の理 由 として リンム=エ ンナルヤ王国 によって活

動 を制限 されたムス リム商人が ジンマ王国 と結 んで,新 たなル ー トを拓 くことに成功 し

た ことを挙 げている。またギベ諸国が どの ように交易 を管理 したかを説明 し,黄金や コー

ヒー といった特産 品の交易 にも言及 している。次 にイスラムにつ いて,著 者 はかな り早

い段階か らギベ地域 に伝わ っていたイスラムが19世 紀になってか ら人々の間 に浸透 し始

めた ことを指摘 し,そ の理由が18世 紀後半か らムス リム商人が多数 この地 域に定住 し,

布教 を始めたこ とに求 められてい る。 さらに王 たちが王権 を支 えるイデオ ロギー となる

ことを期待 してイスラムを国教 としたこ と,こ の地域のイスラムがオ ロモ族の伝統 的な

宗教の要素 を色濃 く残 して いた ことが述べ られた後 に,各 国が イス ラム を受容 する過程

が記 されてい る。
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第6章 において,著 者 は ギベ 諸国 の王 の中で最 も有名 な リンム=エ ンナルヤ王 国の

ア ッバ=バ ギボの生涯 を治世 の前半 と後 半に分 けて,政 治,経 済,及 び宗教面 か ら紹介

す る。 それ を通 じてギベ諸国の黄金 時代 の諸状況 を具体 的に描 き出そう としている。

終章 で,オ ロモ族が ギベ地域 に進 出 して国家 を形成 し,1880年 代 にメネ リク2世 に よっ

て併合 されるまでの歴史が概 観 され る。そ して著 者は、 ギベ 諸国の治下 で繁栄 していた

オ ロモ社会 が,近 代エチオ ピア帝国の支配下に入ってか らその圧政 に苦 しんだこ とを指

摘 し,こ れが現在のエチオ ピアの民族対立の一因 となってい ると主張す る。

以上 が本書 の内容の概略で ある。

では次 に,本 書の問題点 を2点 指摘 したい。 まず第1に,史 料 的根拠 が不十分 な主張

がい くつか見受 け られ る。本書の主要課題 の1つ であ るギベ 諸国の形成要 因につ いての

議論 を見 てみ よう。著者 は,こ の問題 に対 して大略次の ように説明 して いる。「オ ロモ牧

畜民はギベ地域 での定着後,生 業 を牧畜か ら農業 へ と変化 させ た。農業 と交易の富が蓄

積 され るにつ れて階層分化が起 こ るようにな り,18世 紀末 までに ソッレッサSorressa

と呼ばれ る貴族層 が形成 され た。 こう した貴族たちは勢 力を拡大 しよう と争 い,そ の 中

から国家が成立 した。」[88-89頁]オ ロモ社会 内部に国家成立 の要 因を求め ようとす る

姿勢 は評価 され るべ きであるが,そ の議論は史料 に基づ いて展 開されて いるとは言い難

く,安 易 にマルクス主義理論 を適用 したとい う観 は否 めない。定着後の生業の変化や階

層分化の過程,ソ ッレッサ層の形成 などについて,そ の主張 を裏づ ける史料 を明示すべ

きである。

またすで に述べ た とお り,著 者 は,ソ ロモ ン朝 の王が奴隷狩 りを目的 と して度々実施

した遠征 によってエチオ ピア南西部の少数民族が弱体化 し,そ れが この地域へのオロモ

牧 畜民の進出 を容易に した と主張 している。少数民族を対象 とす るソロモ ン朝 の遠征 と

オロモ族の進出 を関係づ け る主張 は,オ ロモ族の進 出要 因の解 明 という点のみではな く,

ソロモン朝の少数民族支 配を考 える上で も興味深 い。確 かに、16世 紀後 半のソロモン朝

の王サル ツァ=デ ンゲルSarsa Dengelは,ギ ベ川流域の北 に位置す るビザモBizamo

やガ ンボGamboと いった地域 の少数民族 を攻め ている。 しか しこれ らの遠征の 目的

を奴隷狩 りと断定す ることは史料 の制約か ら困難 であ り,さ らにこの地 域の少数民族の

疲弊に よってギベ地域 を含 めたエチオピア南西部全域へ のオロモ族の進 出が容易 になっ

た とは考 え られ ない。

第2に,方 法上の問題点 として,口 頭伝承の取 り扱 いや解釈の仕方が挙 げ られる。例

えば著者 は リンム=エ ンナルヤ王国の創始者 アッバ=ゴ モルAbba Gomolが 権力 を獲

得す る過程 について説 明す る際,19世 紀 中頃に この地域 を訪れ たフラ ンス人ダバ デ ィ

A.d'Abbadieが 記録 した次の ような趣 旨の伝承 を紹介 している。「ア ッバ=ゴ モルは
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貧 しい貴族であったが,遠征 を繰 り返 して名声 を高めた。そこでエ ンナルヤ の有力者 ア ッ

バ=レ ブAbba Rebuは 娘 を彼 に与えたが,両 者 の関係 は良好 とは言えなかった。ある

時,エ ンナルヤ はグ ンマの人々 に攻め られ,ア ッバ=レ ブは戦 わず して逃亡 したが,ア ッ

バ=ゴ モル はそ の侵 入 を撃退 した。その結果 ア ッバ=レ ブ を始 め とす るエ ンナルヤの

人 々は彼 に従 うようになった。」[103-105頁]こ のグ ンマの人 々の侵 入について,著 者 は

ア ッバ=レ ブがア ッバ=ゴ モル と争 うために彼 らを呼び寄せた もの と解釈 してい る。 し

か し他の根拠な しに,両 者が反 目していた という伝承だ けをもとに してこの ような解釈

を導 き出すの は不可能であ る。

同様 にグンマ王国の成立過程 についての議論 も問題が ある。 この王国の創設者 につ い

て,著 者 は次の2つ の伝 承 を挙げてい る。 まず第1は,北 方のテ ィグレ州のムス リム商

人アダムAdarnを 王国の祖 とす る,ダ バ デ ィらの伝 える口頭伝承で ある。第2は,チ ェ

ル ッリE.Cerulliが 伝 えてい るもので,お お よそ以下の ような内容で ある。「グ ンマ は

ダゴイェDagoyeと チ ッラChirraの2地 域 に分かれていた。ダゴイェの長であ ったサ

ルバ ロダSarbarodaは,グ ンマの外れ に住む狩 人であったアダム に娘 を与 えた。その後

両者は争い,ア ダムが勝利 を収めてダ ゴイェの王 とな った。」[107-108頁]著 者は ここで

第1の 伝承 を採用 しないが,そ の根拠は十分 に示 され ていない。 さ らにア ダムがチ ッラ

の長 ジル チャJilchaの 父で あった とい う伝承 を基 に して,第2の 伝承が実 は19世紀初

頭 に起 こったダ ゴイェのサルバ ロダとチ ッラのジル チャの争 いを伝 えていると解 し,こ

れ に勝 った ジルチャがグンマ王国 を建国 した と主張 している。 しか しそれ を裏づ け る他

の史料が明示 されているわけではな く,こ の解釈 も厳密 な議論 とは到底言 えない。本書

にはこの ように恣意的 ともいえる伝承の取捨 選択や解釈が散見す る。文字史料が少 ない

地域の歴史研究 においては,口 頭伝承 に頼 らざるを得 ない面の あることはやむ をえない

が,そ の使用 にあたっては十分 な吟味が必要であろ う。

最後 にエ チオ ピア史研究における本書の意義 を指摘 したい。本書 は,16世 紀 に北上 を

開始 したオロモ族が,ギ ベ地域 に国家 を建設 し,繁 栄す るまでの歴史 を扱 ってお り,そ

の特徴 は国家形成 までの過程 が詳 しく記述 されている点 である。著者 はオ ロモ族の進 出

とエ ンナルヤ王国 との抗争の歴史 をオロモ族の視 点か らま とめ直 し,ギ ベ諸国の形成 を

農業へ の生業変化 によって生 じた階層分化 によって説明す る新説 を提唱 してい る。 国家

形成後 の政治,経 済,そ して宗教 につ いての叙述 とあわせ,ギ ベ地域のオ ロモ族 の通史

を著 した点で,本 書 はオ ロモ族史 の進展 に大 き く寄与 した と言 えよう。 しか しすでに述

べた とお り,個 々の論点 について見 る と,史 料の裏づ けが不十分で あった り,伝 承 の解

釈 に疑 問を抱 かざるを得ない箇所 が散見す る。そのため,ギ ベ地域 にオ ロモ族の国家が

創設 された要 因,そ の形成のプ ロセス といった重大 な問題が解明 された とは言い難 い。
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以上 の ような問題 はある ものの,独 自の文化 と歴 史 を持つギベ諸国を主題 と した本書

は,オ ロモ族 を非文明的で,歴 史 を持たない民族 とみなす ような偏見 を十分 打破 し,ア

ムハ ラ族中心 の歴史像 を見直 して新 たなエチオ ピア史 を構 築す る端緒 を開いた と思われ

る。著者 の主張 する とお り,オ ロモ族だけでな くエチオ ピアの様 々な民 族の個 々の歴史

を明 らかにす るこ とはエチオピア史研究 において最 重要課題 の一つである。それ とと も

にソロモ ン朝や近代 エチオ ピア帝国 といった、従来 も研究が行われてきたアムハ ラ族主

体の国家について も史料 に基づ いたさらに精緻 な研究 を続け,こ れ らを総合 して新たな

エチオ ピア史 の構築 を急がねばならない。

注

(1)本 書では、オロモ族 の進 出以前 にエ ンナルヤ地 方に存在 した王国 と,オ ロモ族 の

サ ダチ ャの一集団 リンムがこの地 に形成 した王国 を区別 す るため,後 者 を リンム=エ

ンナルヤ と呼んでい る。
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(5)年 齢 階梯制 とは,社 会 の構成員が い くつかの年齢集 団に分 けられ,各 集団の構 成

員が定期 的に より上位の集団へ昇級 してい くことを繰 り返 す社会制度 をさす。 この制

度はオロモ族 を始め とす る東アフ リカの牧畜民 において特 に複雑 に発達 して いる。

(6) Historia regis Sarsa Dengel (Malak Sagad) , tr. K. Conti Rossini, Lovanii,

1961(lst ed. Paris, 1907) , Vol. 1, pp. 120-122, 137-140.

*人 名 ・地 名等 の ロ ーマ 字 表 記 に つ い て は,本 書 の 記 載 に従 っ た。
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