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イギリス文学講義資料

アフリカを舞台にした英語文学：ベイン、コンラッド、

ゴーディマー、アチェベ、そしてクッツェー

吉村情

AphraBehn JosephConrad NadineGordimeT

■ご俄
ChinuaAchebe

』.Ｍ・Coetzee

英米文化専攻提供のイギリス文学史Ｌｎで長年に渡ってテキストとして使

用されてきたﾉVbrTonAn的obgyofEngHShLjrごmtur℃の第７版が出版された

のは２０００年のことである。周知の通り、第６版までは表表紙の裏の地図は
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イギリスとアイルランドの地図だが、スコットランドとアイルランドは一部の

み申し訳程度に掲載されている。第７版の表表紙の裏には１９１３年頃の大英

帝国の地図が掲載されている。また、第６版までは裏表紙の裏にはロンドンの

市街地図が掲載されていたが、第７版の裏表紙の裏にはイギリスとアイルラン

ドの全図が掲載されている。

同アンソロジー第２巻のこれまでに見られなかった特徴は、なんといっても

ＶＯＩＣＥＳＦＲＯＭＷＯＲＬＤＷＡＲｎ以降にポストコロニアリズム文学、ポスト帝

国主義文学、あるいはCommonwealthLiterature関連の作品が大幅に掲載さ

れていることであろう。アフリカ関係では南アフリカ:NadineGordimer（１

９９１年にノーベル文学賞受賞)、Ｊ・MCoetzee，ナイジェリア：Chinua

Achebe、ジンバブエ（現在はイギリス在):DorisLessing、インド系ではAmta

DesaLSalmanRushdie、カナダ系ではAliceMunrobカリブ系ではJean

Rhys，DerekWalcott（1992年にノーベル文学賞受賞）が挙げられ、結局、

VOICESFROMWORLDWARII以降の作家２４名中１５名がＵＫ以外の出身

となっており、イギリス文学史nは近いうち英語文学史Ⅱと改称することにな

るかもしれない、と考えるのは私一人であろうか。

周知の通り１９６０年は「アフリカの年」と呼ばれ、西欧の植民地が次々と

独立した。しかし、独立達成後のそれらの新興国において、植民地支配の問題

がすべて払拭されたかと言うと、ことはそう単純ではない。今年の８月から南

アフリカのダーバンで開催された国連主催の世界人種差別撤廃会議（UNRac-

ismSummit)には１７０カ国が参加し、過去の奴隷貿易や植民地支配の清算に

ついて、初めて世界が本格的な議論を展開する場となった。だが、奴隷制や植

民地支配など「過去の清算」をめぐり先進国と途上国が対立し、またイスラエ

ルとイスラム諸国がパレスチナ問題で紛糾し、準備作業段階から混迷した。パ

レスチナ問題をめぐり、反イスラエルの表現を採択文書から削除できない見通

しを理由に米国とイスラエルが会議を離脱し、この会議の意義が損なわれてし

まった。米国などの離脱後も、パレスチナ問題と植民地支配などの過去の清算

をめぐり、関係国の対立が続き、その結果これといった成果をあげることがで

きなかった。９月に起きたニューヨークの世界貿易センターピルとワシントン
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郊外にあるペンタゴンへのイスラム原理主義テロリストによると思われる民間

航空機ハイジャックによる同時多発テロ事件と、世界人種差別撤廃会議から離

脱し、親イスラエル的立場をとり続ける米国の世界戦略とは無関係とはいい難

いものがある。

本資料では、かつてフランス、イギリス、イタリア、ベルギー、スペイン、

ポルトガル、及びドイツの西欧７か国が植民地争奪戦を演じたアフリカを舞台

とした作品として、第５版から掲載されているアフラベインの『オルノーコ』

とジョセフ・コンラッドの『闇の奥』、第７版から初登場のゴーデイマーの「暴

発直前の瞬間｣、アチェベの『ものみな離散し』、そしてクッツェーの「野蛮人

に備えて」を取り上げ紹介する。

また、本年後期からイギリス文学史Ｉ．nで使用される同アンソロジーのM2H-

jbrAu仇or醤の第７版（２００１）にも、ベイン、コンラッド、ゴーディマー、

クッツェーの作品は掲載されている（但し、４名とも白人作家であり、黒人作

家のアチェベの作品は入っていない)｡取り上げた５作品に見られる個別的ある

いは普遍的テーマや特徴としては以下のようなものがあるかと思われる。

（１）アフリカでの白人による奴隷貿易と植民地支配の告発。急速で過度な

西欧化の強要に対する反発・暴動

（２）アフリカをエキゾチックでロマンティックな地域として美化し、アフ

リカ先住民の純朴な文化賛美

（３）先住民を野蛮と規定する態度や先住民文化を低劣と見下し、「白人の

責務」の一環として先住民文化の否定と西欧文明の移植

（４）アフリカ民族によるキリスト教文明への疑問や否定

（５）中心人物は男性、女性は周辺的な役割

（６）旧態依然とした土着信仰や迷信に振り回される先住民の愚かさへの椰楡

（７）白人と先住民との間の対等な立場での異文化交流

（８）アフリカにおける民族間の文化的・政治的対立

APhrlaB巴h、（1640?L89）ＯｍｏｎｏｋＱｏｒｔｈｅＲＱｙＺＵＳｊａｖＳ（Z688）

『オルノーコ、高貴な奴隷』
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作者略歴：ベインの生涯については謎の部分が多い。理髪屋の娘に生まれ、

オランダ系かドイツ系のロンドン商人と結婚するが、すぐに夫と死別あるいは

離婚。アントワープでチャールズn世のためのスパイ活動を行い、帰国の際に

借金を返済できず、投獄される。１６７０年、最初の戯曲『強いられた結婚』

によって文壇登場．この作品は金と地位を目的とした政略結婚の欺廟性を告発

している。『オルノーコ』は１６６４年に南米の砂糖植民地スリナムに旅行した

経験をもとに書かれたと彼女は主張しているが、真偽は不明である。この作品

の後半の舞台となるスリナムは英領という設定になっているが、オランダは１

６６７年に当地を攻撃、占領し、その後両国は条約を結び、イギリスはニュー

ヨークと交換することを条件にスリナムをオランダに譲渡した｡ヴァージニア．

ウルフは「すべての女性はアフラ・ベインの墓にともに献花すべきです。とい

うのも彼女こそが、自らの心情を述べる権利を女性たちのために確保したから

です」とくインを賞賛している。

梗概：時は１７世紀。イギリスが新大陸の植民地にアフリカからの奴隷を送

り込んでいた頃の話である。アフリカのコラマンティエン（現在のガーナ）と

いう王国は奴隷貿易の中心地だった。その王国は戦勝のたびに多数の捕虜を猫

得し、その捕虜たちを奴隷として白人商人たちと売買していた。百歳を超える

老王の孫である王子オルノーコは武勇に秀で、美貌と教養に恵まれ（英語とフ

ランス語に堪能)、将来、国の統治者として申し分のない黒人の若者であった。

しかし、イギリス人によって仕掛けられた罠のために、彼は王子という身分か

ら奴隷へと転落する苛酷な運命を辿ることになる。

ある戦いから凱旋した彼は、自分が尊敬していた老将軍の娘イモインダに会

う。老将軍の功綴を称えるために奴隷１００名を彼女に贈り、また将軍の戦死

によって自分が将軍に昇進したこともきちんと説明しておきたかったからだ。

彼女は黒いヴィーナスともいえるほど美しい娘であった。二人は出会った瞬間

から相思相愛の仲になる。しかし、かねてからイモインダに興味を持っていた

老王が、彼女に宮仕えを強いり、二人の仲を裂こうとする。さらに、オルノー

コを邪魔に思う老王は、彼を戦いに行かせることで厄介払いしようとする。だ

が、王子は出陣の前に、老王の元の妻オナハルと部下のアボーンの協力で、老
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王の眼を盗んでイモインダと結ばれる。その事を知った王は激高し、イモイン

ダを奴隷として売り飛ばし、戦いから戻ったオルノーコには彼女を処刑したと

伝えるのだった。その後、王子は悲しみを逃れるために軍隊に入る。

手柄をたてて帰国した後、オルノーコとその部下はかねてから親交の厚かっ

たイギリス人の奴隷船船長の船に招待される。ところが招待すると見せかけて、

船長は部下に命じて招待客を捕らえ、南米のイギリス領スリナムへ拉致してし

まう。

スリナムでオルノーコは奴隷となり、善良な大農園監督者のトレフリーに買

われ、シーザーと呼ばれることになる。ある日、オルノーコは主人のトレフリー

からこの地域の若い男達の憧れの的になっているクレメーンという女奴隷の噂

を耳にし、その美女を一目見ようと主人とともに彼女の家を訪れる。実はクレ

メーンはイモインダであり、二人は久しぶりの再会を果たす。二人は結婚し、

彼女は彼の子供を身龍った。しかし二人は奴隷の身の不自由さを痛切に感じ始

める。奴隷である以上、生まれてくる子供も主人の所有となるからである。彼

は自由を要求するが、トレフリーを始め白人たちは耳を傾けない。

「友人たちよ、彼らは名誉ある戦いを我々に挑んで、我々を正当な捕虜とした

のか？最も卑しい獣同然の、人間の美徳のかけらも残していない堕落したこ

んな人種に唯々諾々と服従しようというのか。そんな汚らわしい手で鞭打たれ

ても耐えようというのか」とオルノーコは怒りをあらわ}こし、とうとう他の奴

隷たちを率いて逃亡を図る゜だが、数で優る白人達の追撃に－人また－人と逃

亡奴隷たちは脱落していく。追跡してきた副総督パイアムがオルノーコを許す

と鵜し、その言葉を真に受けて大農園に戻ったオルノーコは彼の腹心タスカン

とともに逆に残酷な鞭打の罰を受ける。

その後、オルノーコは復讐を試みる。しかし多勢のイギリス人を相手に復讐

を果たすことはできず、イギリス人に屈しなくてはならなくなる。白人の手に

奴隷として妻を残しておくことにしのびず、彼は妻の同意を得て彼女を殺す。

というのも白人たちはまず彼女を陵辱し、その後屈辱的な殺害をすることが容

易に察せられたからである。妻を殺した後、彼は敵に再度復讐し、最後には妻

の後を追う覚悟であった。しかし体力の消耗が激しいため復讐を断念し、イモ
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インダの亡骸の前で自殺を覚悟するが、追ってきたイギリス人に捕らえられて

しまう。温情主義者のトレフリーを副総督バイアムが故意に出張に同伴させて

いる間に、白人達に手足や耳や鼻を切られながらも泰然自若として煙草をくゆ

らしながら高貴な奴隷は死んでいく。その後、彼らはオルノーコの死体を４等

分し、見せしめのために主要農園に送った。そのうちの一つがマーチン大佐に

送られたきたが、彼はオルノーコの肉よりも彼の死刑執行の責任者であった残

酷なアイルランド人パニスターや副総督の四つ切りにされた肉の方が欲しいと

言って受け取りを拒否する。

オルノーコは、あらゆる美徳と美しい容姿をもった、いわば無垢な野生児と

して、あるいはアフリカのアダムのイメージで描かれ、一方、彼を鵜し、拉致

し、奴隷として扱う白人たちは欺蝋に満ちた残酷な存在として対照的に描かれ

ている。被害者として描かれているオルノーコが理想的な非キリスト教徒とし

て描かれ、キリスト教徒である白人たちのほとんどが強慾、残忍、卑劣な植民

地主義者として批判的に描かれている。

JosephConrad（1857-1924）“HeartofDarkness,，（1899）

『闇の奥』

作者略歴：帝政ロシア治下のポーランド生まれ。海に憧れて１６歳の時フラ

ンス船に乗る．２１歳の時イギリス船に乗り、初めて英語に触れる。長い船員

生活の後、ロンドンに定住し、１８９６年にイギリス人女性と結婚し作家に転

じた。

ノVbrmnAnthoﾉbgyⅡheadnote：この中篇はコンラッド自身の１８９０年

のコンゴにおける体験をもとに書かれている。この作品のナレーターである

マーロウのように、コンラッドは子供の頃よりいつの日か暗黒大陸アフリカの

奥を訪れることを決意していた。この作品のテーマの一つはコンゴ在の白人が

直面する「悪夢の選択」であり、白人はアフリカを、アフリカ人を、その資源

をただ単に経済的利益を得るための手段でしかないとみなす商業主義に徹した

中央出張所のマネージャーのようになるのか、あるいは自虐的で堕落した理想
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主義者である奥地出張所勤務の象牙採取人カーツのようになるのかという二者

択一のテーマを内包している。マネージャーは「空虚な男」であり、彼のカー

ツに対する唯一の異義は道徳的なものではなく商業的なものであり、カーツの

商法は「不適切」であり、その結果会社は欠損することになる、というもので

ある。最後には、カーツはアフリカの生活を通して、「闇の奥」の誘惑に溺れる

ことの道徳的恐怖を認識するようである。しかし、この作品にはヨーロッパに

おける西洋文明とアフリカにおいて西洋文明が及ぼした影響を対置するという

他のテーマも含まれている。アチェベのエッセイの抜粋「アフリカのイメージ：

ジョセフ・コンラッドの『闇の奥』における人種差別主義」を参照のこと。

梗概：夕闇の迫ったテムズ河口に錨を降ろしている遊覧船ネリーの上で、船

乗りのマーロウは４名の友人を相手に航海の体験談を始めた。フランスのある

象牙貿易会社の雇っていた船長がアフリカで殺されたため、その代理を求めて

いることを知ると、マーロウは早速パリに出かける。叔母のコネで雇主に面会

して採用され、フランス船でアフリカへ向かう。

マーロウは１カ月の航海の後にコンゴ河口に着くと、小さな汽船に乗り換え

てコンゴ川を遡り、会社の低地出張所へ向かう。スエーデン人の船長は同国人

を船に乗せたが、彼は道路で首吊り自殺を図ったと語る。マーロウがその理由

を尋ねると「あいつには太陽が、あるいはこの国そのものが厳しすぎたのだろ

う」と船長は答えた。この低地出張所では多数の黒人を酷使して鉄道敷設工事

が進行していた。マーロウはこの出張所の会計主任から、－番奥地にある象牙

地帯の重要な出張所を預かっているカーツという男の噂を聞いた。象牙採取の

達人でやがては昇進するだろうということだった。

やがてマーロウは６０人の商隊とともに、草原を過り、ジャングルを抜けて

苦しい１５日間の徒歩旅行を続けた後、中央出張所に着くが、そこのマネー

ジャーは素っ気なく、また彼が乗るはずの船は２日前に沈んでいた。この船を

引き上げて、ようやく届いたリベット（鋲）で修理をする間に、マーロウは象

牙目当てに金と成功を求めてこの奥地へやってきた貿易所の白人達が、カーツ

という男を英雄視しながらも、お互いに陰謀と中傷と憎しみあいの生活を続け

ている様子を観察した。
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船の修理が済むと、奥地出張所の主任のカーツが重病を煩って音信を断って

いるということで、マーロウは彼を救うために深く闇の奥へ船を進めた。途中

死と闇の恐怖を秘めたジャングルがマーロウの一行に擬いかぶさり、白人達の

魂を圧倒する。このアフリカの奥地では文明化した人間が獲得した主義や理想

は無力であり、原始の闇の力が人間を腐敗させ堕落させ変貌させてしまい、途

中の河岸近くにある出張所にいる白人達は、まるで熱病に浮かされたように象

牙の虜となっている。その後、マーロウー行の船は先住民による弓矢による攻

撃を受け、舵手が犠牲となる。

マーロウー行が目的地へ到着したとき、カーツの部下で彼を偶像視している

ロシア人職員から、実は先住民による攻撃はカーツの指示によるものであった

ことを知る。しかしその理由は不明だった。カーツは莫大な量の象牙を収集し

ていたが、先住民から神と崇められ、カーツ自身彼らの原始的で悪霊崇拝的な

儀式にも参加していた。彼らはカーツを連れ去ることに難色を示したが、その

なかに素晴らしい容姿をした黒人女性が混じっていた。彼女は恐らくカーツの

現地妻であったのだろう。カーツの症状は悪化しており、彼はかつては詩や絵

画などの芸術にも秀で、それぞれの出張所が先住民の生活向上のための光明と

なることを夢見た理想主義者であったが、今では痩せ細った身体で、象牙を採

集するためには手段を選ばない強慾な悪魔に変貌していた。そして彼は帰りの

船中で「恐ろしいことだ、恐ろしいことだ」とつぶやき、美しいフィアンセを

母国に残して死んでいったが、この最後の言葉はいつまでもマーロウの頭にこ

びりついいて離れなかった。

帰国した後、マーロウはカーツのフィアンセを訪ね、彼の遺留品を渡す。喪

服に身を包んだ彼女の言葉から、彼女がカーツを立派な男性として理想化して

いることを知る。カーツの臨終の言葉は彼女の名前であったとマーロウが嘘を

述べるが、その言葉に彼女はいたく感動する。彼の嘘は彼女が一日でも早く立

ち直ればという好意から出たものだった｡作品は再びテムズ川の描写で終わる。

太古の昔にはこの川もコンゴ川同様暗黒に包まれていたであろうが、この川の

かなたには今も暗黒の闇が広がる大陸がある。
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NadineGordimer（b、1923）

"TheMomentBeforetheGunWentOff,（1991）

「暴発直前の瞬間」

作者略歴：ナディン・ゴーディマーは南アフリカの鉱山町スプリングズでユ

ダヤ系移民の子として生まれた。１６歳で文壇でビュー｡『保護管理人」（１９

７４）でプッカー賞受賞。南アにおける人種差別が彼女の主要テーマと言える

が、マンデラの親友として政治活動に関与して生きる彼女の作品は、政治的状

況を抜きにしては語れない南アフリカの人々の現実を、冷徹な眼で眺め、精繊

な筆致で書き上げた優れたリアリズム小説である、と位置づけられる。

ノVbJmnAnthobgD′Ⅱheadnote：恐らく他の作家のどの作品よりも、ゴー

ディマーの小説は南アフリカの現代史をイマジナティプで倫理的に描いてい

る。最初の小説meLyXngDays（1953）を上梓して以来、彼女はアフリカに

おけるヨーロッパ人の立場の探究、小説や短編のための主要なテーマと支配的

なモチーフの選択、リベラルな姿勢からラディカルな姿勢への思想的転換など

を通して、アパルトヘイトにたいする反応と抵抗の変遷を書き続けてきた。そ

の倦むことのない明快な語りを通してのアパルトヘイトの証言者としての業繍

が評価され、ゴーデイマーは１９９１年にノーベル文学賞を授与された。ここ

に取り上げる短編のように、彼女の作品の際立った特徴はある状況に対して複

数の視点を導入し、場合によっては、アパルトヘイト支持者の視点を臆するこ

となく導入することによって､病的な政治状況をより広く分析することにある。

彼女が強調しているように、彼女のテーマはアパルトヘイトではなく、歴史の

流れにおける人間そのものなのである。

梗概：アフリカーナのマライス・ヴァン・グー・ヴァイバーは自分の農場で

働く２１歳になる黒人青年ルーカスを誤殺する。不本意な事故だった。与党の

地域リーダーであり地域自警団の指揮官でもある彼の起こした事故は、南アフ

リカでは反アパルトヘイト主義者達にとってはボイコットや罷免要求キャン

ペーンに利用できる格好の材料だった。
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一方、農場社会の支配者たちはグー･ヴァイヴァーの心情を察するのだった。

彼らは新聞の日曜版に掲載された彼の反省の言葉を読んで納得するのであっ

た。「ひどいショックを受けています｣、「残された妻子の面倒はちゃんとみま

す｣、「友人だったんです、狩りに行くときはいつも一緒でした〕。彼は血みど

ろの青年をピックアップに乗せて警察へ出頭する。ビートウゲ署長はグー･ヴァ

イヴァーをよく知っており、取り乱している彼にＩごブランデーを注いでやった。

事件のあった午後、農場のブッシュに生息するカモシカの一種であるクドゥ

の群れのなかの雄を間引きするために、グー・ヴァイヴァーは黒人青年ルーカ

スを伴ってピックアップを走らせた。グー・ヴァイヴァーはライフルは装填さ

れていないものと思い込んでいた。目当てのクドゥを発見し、彼はスピードを

あげたが、道路の窪みにつっこんでしまい、その時の突然の激しい揺れでライ

フルが暴発した。銃弾は車の屋根を突き抜け、ルーカスの首を貫通して脳に達

した。彼の供述をもとに作成された調書は、彼の子供達マグナスヘレナ、カ

レルの代までも保管されることだろう。今では黒人はかつての白人専用ホテル

で飲めるし、白人と他の人種との性的関係を禁じた「不道徳法」も廃止され、

黒人は白人とセックスすることも許されている。だが、相変わらず、農場主た

ちは相互防御のために２４時間自警体制の無線連絡網を張り巡らせていた。

告別式の日のルーカスの棺は高級なものだった。というのも経費は農場主

グー・ヴァイヴァーが負担したからだ。ルーカスの若い妻は当然ながら身寵っ

ていた。故人の母も参列していたが、３０代後半の女性でグー・ヴァイヴァー

農場で永年働いてきた両親の間に座っていた。彼女が農場主と眼差しを交わす

ことはなかった。グー・ヴァイヴァーのそばにはその妻アリダがいた。銃が暴

発する直前にピックアップの外にいた黒人と車内にいた白人との間の心の絆の

ように、農場主とルーカスの母は心を－つにしてただ墓を見つめるだけであっ

た。

銃の暴発の直前の瞬間は、車の外にいた黒人と車内にいた農場主との間で分

かち合われた、車の屋根を通して共有された興奮の瞬間だった。銃が暴発した

ときクドゥは驚いて逃げ去ったが、農場主は同時に車の後部でドスッという鈍

い落下音を聞いた。彼は今にも笑い出しそうになった。というのもルーカスも
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銃声に驚いて車から落下するという失態を演じたと思い込んでいたからだ。

新聞で報道されることの決してないある事実を人々がいつかは知ることがあ

るのだろうか。主人の不注意によって無惨にも誤殺されたルーカスが、グー・

ヴァイパーの雇い人であるばかりでなく実の息子であったことを。

ChinuaAchebe（ｂｌ９３０）７Y、]gsF1a〃AparT（1958）

『ものみな離散し』

作者略歴：アチェベは東ナイジェリアのイボ語族のオギデ村で生まれた黒人

作家である。ミッション系の学校教育を英語で受け､イバダンのユニバーシティ

カレッジに進学し、その後ロンドン大学でＢＡ・を取得し、またＢＢＣで放送

技術を学んだ｡帰国後はラゴスのナイジェリア放送局に就職し､その後ナイジェ

リア紛争（１９６７－７０）の犠牲となった詩人クリストファー・オキグボと共

同で出版業に転じた。紛争終結後は、アメリカの一流大学やナイジェリア大ヌ

スカ校で教鞭を取ったが、現在は今尚政情不安な母国を離れ、ニューヨークに

あるバード大の文学教授である。

少年の頃に彼が受けた［アフリカ文学］の授業にはコンラッドの『闇の奥』

やJoyceCaryの『Ｍｒ・ジョンソン』などのようなヨーロッパ作家による作

品のみが含まれていた。ケアリーの作品は、白人の主人を崇拝する滑稽なアフ

リカ人が登場し、主人によって喜んで銃殺されるという屈辱的な内容になって

いる。『ものみな離散し』を執筆したいという意欲はこの作品によってかき立て

られた、とアチェペは述べている。

ノVbJmnAndmﾉOgyⅡheadnote：『ものみな離散し』はアフリカ世界とその

歴史を熟知した作家の作品で植民地主義的侵攻による個人、家族、そして文化

の破壊の過程を描出している。作品タイトルをＷ・ＢＹｅａｔｓの詩「再臨｣("The

ScondComing'.）からとりつつ、アチェベは西欧植民地主義がナイジェリアの

ある村落でいかに「血に染まった濁流のように堰を切ったのか｣、「儀式と純潔

を水没させたのか」を描いている。主人公であるオコンクオは威厳に満ち、勇

敢で、高貴な人物であるが、他の悲劇的人物のように、多様な文化に対する（
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ランス感覚の欠如ゆえに破滅してしまう。『ものみな離散し』はオコンクオの悲

劇であると同時に、伝統的な村落構造の美しいイメージとしての格言性の強い

言語を使用する複雑で多文化的な民族社会が、白人たちによって破壊されると

いう悲劇でもある。

梗概：これは「1890年前後のビクトリア女王時代の、ナイジェリア東部イボ

ランド（イボ族のホームランド）を舞台とする小説である」（土屋112)。

怠惰で自堕落で莫大な借金を残して死んだ父ウノカと違って、ウムオフィアの

村に住むオコンクオは近隣の９つの村落では最強のレスラーとして有名であっ

た。また、彼は裕福な農夫であり、Ｌ|｣芋を二つの納屋にふんだんに備蓄してお

り、最近三番目の妻を要ったばかりで、８名の子供にも恵まれていた。

ある日、オグブエフィ・ウドの妻がムパイノ村の男たちに市場で惨殺された

ということで、ウムフォイアの男たちはその対処策を検討するために全員集合

した。神託は戦争を避けて交渉をするように告げてきた。村を代表してオコン

クオがムバイノ村との交渉に出かけ、「補償するか、戦争を選ぶか」ともちかけ

た。その結果、彼は代償として、１５才になる少年イケメフナと若い乙女を引

き連れてきた。乙女は妻を失ったオグブエフィ・ウドに与えられ、少年の方は

村に代わって当分の間オコンクオが面倒を見ることになった。

ある日、突然、村の空が真っ暗になった。久しぶりのイナゴの大群の聾来で

あった。人々は夜になるのをまって、イナゴ取りに夢中になるのであった。イ

ナゴは何日もの間人々にとって格好な臨時食となった。

山々と洞窟の神であるアグパラの神託に従って村人は捕虜の少年イケメフナ

を殺すことにする。長老の行くべきでないという助言を無視して、処刑の旅に

オコンクオも同行し、攻撃されてパニック状態になり助けを求める息子同然の

イケメフナを鉈でとどめをさす。他の連中から意気地なしと思われたくなかっ

たからだ｡その後､親友のオピエリカから自分だったらその処刑に同行しなかっ

たと反論される。二人の議論は決着を見ない。そこへオフォエドゥがやってき

て、老ムドゥルエが亡くなり、その最年長の妻も後を追うように死んだと報告

する。二人の心は一つであったと３名は納得する。

結婚後９年間に渡って夫から虐待を受けていたその妻ムグパフォを不燗に

－２２８－



思って、その親族が夫のウゾウルから彼女を取り上げる。ウゾウルは妻の不倫

が妻虐待の理由であると身勝手な説明をして、それを楯に妻を自分に返すよう

要求する。が、部族の精神的指導者であるエグウグウの一人「邪悪の森」に妻

の親族と仲直りをし、妻に戻るよう頼めと教示され、男が女を虐待することは

真の勇気ではないと諭される。

ある晩、神官のチェロがオコンクオの居住区に突然やってきて、山々と洞窟

の神アグバラがオコンクオの娘エジンマに会いたがっているとの神託を告げ、

その娘を連れて立ち去る。パニックに陥った母のエクウエフィはチェロの後を

追って深夜の森に向う。オコンクオも妻と娘の身を案じて森に入る。翌朝、チ

ェロによって娘は無事に家へ連れてこられる。

３つの名誉ある称号を持つ長老エゼウドゥための盛大な葬儀の場では銃や

キャノン砲が頻繁に打ならされていたが、オコンクオの銃が突然暴発し故への

息子を射殺してしまう。村人を誤って殺すということは、意図的に殺すという

男性的な罪と違って、偶発的であるので女性的な罪とされた。彼は村を追放さ

れ、７年間の放浪の罰を受けるとことになる。彼は家族とともに母方の古里ム

バンタに帰る。山芋の管理は親友のオビエリカに一任される。

オコンクオに会いにムンパタヘやってきたオビエリカによって、アバメ村が

白人たちによって壊滅されたという噂が伝えられる。自転車（ironhorse）に

乗ってやってきたある白人宣教師をアバメの村びとは神託に従って殺したが、

その白人はイナゴの先導者であると決めつけられていた。その後、武装した白

人たちが復讐にやってきて、全村民を虐殺したのだった。白人たちは強力な銃

と強い酒を所持し、それに黒人たちを奴隷として売買するために連れ去るとい

う噂を耳にしたことはあったが、それが地元で現実化するとは誰も信じていな

かった。

その後、宣教師のブラウンが布教活動にやってくると、オコンクオの息子ヌ

オエは父親に無断で教会へ足を運ぶようになる。宣教師は人々に偶像崇拝の愚

かさを訴え、キリスト教に改宗するように勧めるが、人々は牧師が狂っている

のだと解する。ブラウンが教会建設のために土地を提供するように村びとに頼

むと、彼らは邪悪の森の一角を提供することに決める。村びとたちは邪悪の森
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に住めば４日以内に確実に死ぬと信じていたが、宣教師たちは元気だった。村

びとたちは今度は２８日以内の死を預言したが、期待に反してそういう結果に

はならなかった。

その後、一部の村びとは賛美歌の美しさにl二心奪われ、徐々に教会へ興味を

示すようになる。ヌオエは通訳のキアガに会い、ウムオフィアの教会学校へ読

み書きを習いにいきたいと申し出る。白人たちは教会、学校、診療所のみなら

ず、やがて役所も建て彼らの法律が村人を律するようになる。教会はまた双児

などの部族から忌み嫌われていた厄介者をも受け入れるようになる。部落に

とって神聖なパイソンを殺すという事件が発生するが、異教に改宗した厄介者

の一人オコリに容疑がかけられる。

ある日、村の長老アクンナは宣教師ブラウンとお互いの宗教について意見交

換をおこなう。二人はキリスト教の唯一絶対神と同様に、村にも最高神である

チュクウがいるということをお互いに容認しあう。

後日、オコリの息子イノックが公衆の面前で神聖なエグゥグーの仮面を剥ぎ

取るという事件を契機に、白人と黒人の対立は悪化し、キリスト教徒となった

黒人とそうでない黒人との間の亀裂も深まり、「ものみな離散し」の危機的状況

に陥る。オコンクオは部族をバラバラにする白人に敵意を抱き、彼らに対して

武器をもって立ち上がらない同族の者たちを女性のように意気地なしだと軽蔑

するようになる。

健康を害して帰任したブラウン宣教師の後任として、ジェイムズ・スミス尊

師が赴任するが、彼は前任者の村人との妥協や施設提供などに見られる温情路

線を拒否し、住民のキリスト教化に徹する。

植民地主義に反対し、かねてよりイノックに敵意を抱く住民は彼の家を滅茶

苦茶に壊し、燃やしてしまう。勢いに乗った彼らは教会を破壊し、白人は黒人

の習慣を理解せず、黒人も白人の習慣を理解できないのだから白人をこの土地

から追放するしかないという結論に達する。白人たちは暴動の主導者の６名を

逮捕し、解放してもらいたかったら罰金として２００袋の子安貝を用意するよ

うに命令する。その後、裁判所の伝令は部落に罰金額が２５０袋であると通告

するが、５０袋は私服を肥やすためである。
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「この悪を壊滅しなくてはいけない｡悪に味方する同族も壊滅しなくてはなら

ない。膝までしかない水をくみ出すのなら今しかない」とオコンクオは村びと

に訴える｡集会の場に５名の伝令がやってきて集会を即解散するように命じる。

かっとなったオコンクオはそのリーダーを斧で打ち殺す。「なぜそうしたの

か？」という身内の声が耳に入ってくる。翌朝、司令官が部下を伴ってオコン

クオを逮捕しに来るが、彼はその前の晩に木に首を括って自殺を図っていた。

司令官は伝令を殺して自殺した黒人の話は結構いけそうだと思い､『低劣な黒人

蛮族の純化』というタイトルで本を執筆することを決意する。

』.Ｍ・Coetzee（b,1940）“WaitingfortheBarbarians,,（1980）

「野蛮人を待って」

作者略歴：ジョン・マイケル・クッツェーは南アのケープタウンに生まれ、

テキサス大オースティン校で博士号を取得。暫くコンピュータ関連の仕事につ

き、その後､ニューヨーク州立大バッファロ－校の英文学の助教授､教授となっ

た。１９８４年にケープタウン大の一般文学の教授として赴任する。Nbrton

AmhobgyⅡheadnote：クッツェーの小説の主題である植民地主義の抑圧的

本質は最初の作品であるDusHd上ｍｄＳ（1974）で扱われている。彼は情熱的な政

治小説家であると同時に、熾烈に文学にこだわる作家でもあり、「野蛮人を待っ

て」のなかでこの両資質は植民地主義に対する見事な告発に表れている。この

作品のタイトルとテーマはギリシャ詩人ConstantineCavafyの有名な詩から

とられている。この小説の特定されていない帝国は、ファシストの支配者達に

よって統治され、決して現れることのない野蛮人の襲撃の脅威にされされてい

るという設定になっているが、脅威は外部から訪れるのではなく実は内部に存

在するのである。ナレーターはこの両極の間で不安定な位置を占めている。帝

国のフロンティア地区の責任者である彼は善意の人物であるが弱気な面もあ

り、残酷な同僚であるジョル大尉から危険性のない囚人達を守ることはできな

い。

梗概：ジョル大尉の率いる捜索隊が蛮族狩りに出発して４日目に当たる今日
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最初の捕虜達が到着した。俟にまみれ、疲労した彼らを一目見ようと子供達は

飛び跳ね回り、犬達が吠えながら取り囲んでいた。「いったいこれをどう説明す

るんか?」私は警護兵の一人に喚く。「この連中は漁民だろ１連中をどうしてこ

こに連行したのか?」警護兵は一通の文書を差し出した。「私が帰還するまでこ

の者達及びそれに続く者達に外部との接触を禁ずること」と記されていた。「あ

の男は馬鹿げている。誰も告げなかったのか、この漁民をここに連行すること

は時間の無駄だということを？帝国にとって泥棒、盗賊、侵入者となる先住

民の捜索に行ったのであって、この連中が帝国にとって危険な存在に見えるの

か？」私は大尉の手紙を窓に向って放り投げた。「網を持った漁民と弓矢で武

装した騎馬遊牧民との相違を説明する者はいなかったのか?」「私達のうちで誰

一人として彼らの言葉を話せませんでした｣。「当然だ。彼らは警戒心が強く、

人目を避け、葦の間に隠れ住んでいるだけだ。そんな連中が帝国にとって脅威

となる野蛮人のことを知っているはずがない｡」

漁民たちは毎日食料を十分に与えられ、リラックスしスマイルを浮かべて簡

易住宅の庭をあちこちと歩き回り、食事時間が近づくとエキサイトするのだっ

た。庭の一角が便所となり、男も女も気兼ねなく排出し、一日中ハエの大群が

群がっていた。「スコップをやれ」と警備兵に命じたが、連中はスコップを使わ

なかった。

最初の数日は彼らは格好な慰みだったが、私達は徐々に辞易しだした。連中

の不潔さ、悪臭、喧嘩のときの騒々しさ、咳などが耐えられなくなってきた。

捕虜のなかの赤ん坊が急死した。私は部下に命じて赤ん坊の亡骸を衣服に隠し

持っていた母親から無理やり取り上げ埋葬させたが、その後彼女は顔を覆い、

食事を拒んだ。部族のみんなは彼女を拒絶しているようだった。彼女から子供

を取り上げ埋葬したということは彼らの慣習に反するものであったのかとの疑

問がよぎった。とにかくすべてのトラブルのもとはジョル大尉だと信じ、彼を

呪い、恥じ入るのであった。

真夜中になって大尉が戻ってきた｡捕らえた遊牧民達の首と首を縄で繋いで。

翌朝、私は早朝から出勤し、一日中地区の地代の整理に追われ、夕方には友人

達と食事を共にした。帰宅途中で、若い少佐に出会ったので、「なぜあの漁民た
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ちを尋問したところでなんにもならないと大尉に説明しなかったのか」と問い

詰めたが、少佐は「話してみたのですが、囚人は囚人だと、大佐は一言いった

だけでした。私にはそれ以上は．．．。」

大尉の取り調べが開始された日に、ずいぶんと時間がかかったので、恐らく

大尉の怠慢のせいだろうと思った。だが私は間違っていた。大尉は微にいり、

紬にいりたっぷりと時間をかけて取り調べていたのだった。彼は疲れを知らな

かった。大人から子供にいたるまで全員に怪し気な馬をあやつる連中を見な

かったかとくり返し尋問するのであった。ある日大尉が私の事務所を訪れた。

急いで首都に戻って報告しなければならないことがあるとのことだった。私は

喜びの表情を抑制すべきだろうか？大尉には厳しく自己管理することにプラ

イドを感じているという風情が漂っていた。「尋問は大尉の期待通りに成功に終

わったんでしょうか?」と私は聞いた。「ああ、治安判事、部分的には成功だっ

たよ｡」「結横でしたね。それでこのあたりにはなにか不安材料があるのでしょ

うか？夜は安全に寝ることができるのでしょうか？」大尉の口元に微かな笑

みが浮かんだ。

大尉が去った後、私は即座に捕虜達を釈放するように部下に命じた。また、

｢水と石鹸を使ってちゃんと所内を清掃するんだ。もとのようにするんだ」と指

示した。しかしなぜ私の怒りが部下である彼らに向けられているのか、部下達

は疑問に思っていたことだろう。

この醜い連中が地球上から抹消されたら、私達は新たな出発を果たし、不正

もない、苦痛もない帝国を構築できるのだが。だが私にできることは従来の政

策を葛藤しつつ実施すること。目新しいことなど無理だ。私にできることは管

轄地域の法秩序に従って、捕虜達に食事を与え、医者を呼びにやり、連中の健

康診断を可能な限り依頼し、連中をもとの住処へ戻してやることだった。でき

るだけ速やかに、なるべく遠くに。

クッツェーは、キリスト教文明の庇讃のもとに自らを置き、先住民に野蛮を

押しつけながら、実際には野蛮そのものと化した白人を告発している（福島富

士男５１）。

－２３３－



南アフリカ略史

先住民はコイコイ族（ホッテントット）とサン族（ブッシュマン）

１４８７年ポルトガル人航海者パルトロメ・ディアスが大陸最南端のアグー

リチャス岬手前の岬に到着、同地を喜望峰と命名

１４９８年ポルトガル人航海者パスコ・ダ・ガマが喜望峰回りのインド航路

開く

１６５２年オランダ東インド会社がケープタウン植民地設立

１７９５年英艦隊がケープを支配下におく

１８０６年イギリス、ケープ植民地をアフリカーナーより奪取し、１８１４

年に英領とする

１８５２年イギリスの干渉を嫌ったアフリカーナーが北部へ移動し、トラン

スパール共和国建設

１９５４年アフリカーナー、オレンジ自由国建設

１８６７年ダイヤモンド鉱発見

１８８０～８１年第一次ポーア戦争

１８８６年金鉱発見

１８８９～１９０２年第二次ボーア戦争、イギリスの勝利

１９１０年英自治領南アフリカ連邦発足

１９１３年土地法成立し、アパルトヘイト政策の根幹となる

１９３４年英連邦内で独立し、アパルトヘイトを柱にした白人支配の確立

１９４１年アフリカ民族会議ＡＮＣ（AfricanNationalCongress）創設

１９４８年白人のみによる選挙でアフリカーナー国民党が勝利し、アパルト

ヘイト政策開始

１９５０年共産主義非合法成立

１９５２年反アパルトヘイト運動の一環として不服従キャンペーン実施

１９５５年全人民会議「自由憲章」採択

１９５６年アフリカーナー政権による反パルトヘイト運動弾圧激化

１９６０年シヤープヴイル虐殺事件勃発し、６９名の黒人が政府軍によって
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殺害される

白人のみによる国民投票の結果、英連邦脱退し、南アフリカ共和

国成立

出版娯楽法制定

英連邦再加盟し、国連総会で議席回復する

黒人居住区ソウェトで反アパルトヘイト蜂起事件、少なくとも

６００名が殺害される

政府軍、ＡＮＣゲリラ掃討のためアンゴラとモザンビーク侵攻

新憲法公布、カラードとインド系住民に国政権賦与

南アフリカ、モザンビークと不可侵条約締結。白人、カラード、

インド系の３人種体制発足させ、最大多数の黒人を国政から除外

し、アパルトヘイト体制の強化を図る。長年、非暴力のアパルト

ヘイト反対運動の先頭に立ってきた英国国教会派のデズモンド・

ツツ大主教がノーベル平和賞受賞

異人種間性的関係を禁じた不道徳法と雑婚禁止法廃止

ツツ主教、アパルトヘイト廃止のためにヨーロッパ諸国に南アフ

リカに経済制裁を加えるよう要請し、米国やＥＣが対南ア経済制

裁実施。Ｐ.ｗ、ボタ大統領、黒人に強制していたパスの携帯義務

を廃止、黒人に参政権賦与政府軍ＡＮＣゲリラ掃討のため、ジン

バブエ、ボツワナ、ザンビア侵攻

黒人２００万人参加のジェネスト実施

ボタ大統領辞任、後任にデクラーク大統領就任

国家反逆罪で終身刑を言い渡されていたネルソン・マンデラが

２７年の獄中生活から釈放される

マンデラＡＮＣ議長就任。デクラーク政権、アパルトヘイト根幹

法である人種登録法、集団地域法、土地法を全廃する

ＡＮＣ非合法廃止

デクラーク政権アパルトヘイト廃止、しかし白人優遇政策継続

黒人居住区ホームランド廃止され、９郡に吸収される

１９６１年

１９６３年

１９７４年

１９７６年

１９８１年

１９８３年

１９８４年

１９８５年

１９８６年

１９８８年

１９８９年

１９９０年

１９９１年

１９９２年

１９９３年
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デクラークとマンデラノーペル平和賞共同受賞

総選挙でＡＮＣが圧勝し、マンデラ大統領就任｡ＡＮＣとインカタ

(アパルトヘイト時代に政府軍に支援されていた）紛争

マンデラ大統領ツツ元大主教に真実委員会の委員長を命じ、アパ

ルトヘイト下の人権鯛調査を命ずる゜３年間の有効期限つきで新

憲法成立

台湾と断交し中国を承認

マンデラ大統領退任、タポ・ムベキ新大統領就任

１９９４年

１９９５年

１９９８年

１９９９年

ナイジェリア略史

１２～１４世紀イフェのヨルパ地域で文化発達し、北部ではイスラム教の影

響受ける

１５～１６世紀ポルトガル人来航後キリスト教が入り、奴隷貿易が行われた

１８６１年イギリスがラゴスを占領し徐々に植民地化を進める

１９１４年英領となる

１９６０年独立する

１９６１年旧英信託統治領カメルーンを編入

１９６３年ナイジェリア連邦共和国と改称

１９６６年軍事クーデターでイロンジ軍司令官が大統領就任、その後のクー

デターでゴウォン中佐が実権を握った

１９６７年同中佐は中央政府の権限強化を図ったため、イボ族中心の東部州

は５月オジュク大佐のもとに「ビアフラ共和国」の独立を宣言、

７月連邦軍と内戦に入った

１９７０年オジュク将軍は国外脱出し、ビアフラ側無条件降伏。この内戦は

餓死者だけで１００万人を超える惨劇となった。７０年代にナイ

ジェリアは世界有数の産油国となったが、歳入のほとんどは官僚

の汚職の対象となった

１９７５年ゴウオン政権は無血クーデターで転覆され、代わって政権の座に
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就いたモハメド准将も急進政策が軍部の分裂を招き、７６年の

クーデター未遂事件で暗殺された

最高軍事評議会議長を引き継いだオパサンジョ軍参謀総長はモ

ハメド路線を踏襲、民政移管計画を進展し、８月制憲議会選挙実

施１９７８年８月新憲法制定し、翌月非常事態と政治活動禁止令

を解除１９７９年議会､大統領選挙でナイジェリア国民党(NPN）

のシャガリが大統領就任、１３年振りに民政移管が実現

クーデターによる軍事政権復活、周辺諸国からの労働者追放、２

月と翌年１０月に一方的に原油公式販売価格を引き下げ、ＯＰＥＣ

諸国の不評を買う

第二次無血クーデター起き、パパンギダ陸軍参謀長が大統領兼軍

統治評議会議長となる

５月新憲法公布

バパンジダ軍事政権による選挙実施、しかしモスフッド・アビエ

ラの勝利が確実となるとその選挙を無効とした。その後暴動が起

き、パパンジダは辞任し、その後政権の民政移管評議会が設立さ

れた

アバチャ将軍はクーデター起こし、アビオラは大統領就任宣言す

るも、投獄される

オゴニ出身の劇作家・環境保護者サロ・ウシワと８名の同志が政

敵４名の殺害に関与したとの理由により処刑。その結果、英連邦

メンバー資格一時停止に加えて国際的経済制裁を受ける

アパチャの心臓麻痩死によって残酷な軍事独裁政権終結、後継者

のアプパカル政権がアビオラの釈放を検討中にアビオラは獄中

死。彼の死はラゴス及び他の都市で暴動をひき起こす。アプパカ

ル政権早期選挙実施と民政移管を約束する。同政権はオパサン

ジョ元議長ら政治犯９名の釈放決定

大統領選で国民民主党のオバサンジョ圧勝、８３年のクーデター

以来続いていた軍政に終止符が打たれ、民政が復活した

１９７７年

１９８３年

１９８５年

１９８９年

１９９３年

１９９４年

１９９５年

１９９８年

１９９９年
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